
№ 日　　程 時　間 対　象 講座・ガイダンス名 内　容／テーマ 講 師 等 会場（予定） 種　　別

11:00～12:45 経済学科

15:00～16:45
産業経営学科

金融公共経済学科

2  4月28日(木) 企業就職希望者 キャリアデザインセミナー（業界研究①） 業界の現状と課題① 企業人事担当者 7号館2階講堂

3  4月28日(木) 公務員志望者 キャリアデザインセミナー（行政研究①） 公務員として働くこととは① 行政業務担当者 7053

4  5月12日(木) 企業就職希望者 キャリアデザインセミナー（業界研究②） 業界の現状と課題② 企業人事担当者 7号館2階講堂

5  5月12日(木) 公務員志望者 キャリアデザインセミナー（行政研究②） 公務員として働くこととは② 行政業務担当者 7053

6  5月19日(木) 企業就職希望者 キャリアデザインセミナー（業界研究③） 業界の現状と課題③ 企業人事担当者 7号館2階講堂

7  5月19日(木) 公務員志望者 キャリアデザインセミナー（行政研究③） 公務員として働くこととは③ 行政業務担当者 7053

8
 5月23日(月)～25日(水)
 27日(金)

 9:00～10:30 全学生 キャリア形成論入門① （注）
日常生活における社会とのかかわりを知り，労働によって
お金を得る意味を考える，仕事の意味や価値を学び，企業
が利益を生むしくみを知る。

現役企業人・公務員・
公認会計士ほか

未　定 ●キャリアガイダンス

9  5月30日(月)～6月1日(水)
 3日(金)  9:00～10:30 全学生 キャリア形成論入門② （注）

自分が将来働く場所や職業の内容について興味を持たせ
る。人生の先輩の働き方を知り，社会で求められる力が何
かを学ぶ。

現役企業人・公務員・
公認会計士ほか

未　定 ●キャリアガイダンス

10  5月31日(火) 18:10～19:40 全学生 スーツ着こなし＆メイク講座 インターンシップに向けて，就職活動スタイルを学ぶ 洋服の青山 7号館2階講堂 ■キャリアデザインセミナー

11  6月 3日(金) 18:10～19:40 インターンシップガイダンス① インターンシップの概要と応募方法 上　田　晶　美 未　定

12  6月 7日(火) 18:10～20:10 インターンシップガイダンス② インターンシップ先の選び方・自己分析 岡　﨑　　　洋 未　定

13  6月10日(金) 18:10～19:40 インターンシップガイダンス③ インターンシップの選考方法と注意点 上　田　晶　美 未　定

14  6月20日(月) 18:10～19:40 全学生 キャリアデザインガイダンス②
キャリアデザインについて理解し，自分を知り，大学生活
の動機付けを図る。　　※4月実施ガイダンスの応用編

岡　﨑　　　洋 7号館2階講堂 ●キャリアガイダンス

15  9月20日(火) 18:10～20:10 就職希望者
夏季インターンシップ・
フォローアップセミナー

夏季インターンシップ経験者を対象に，その経験を将来に
どう生かすか 岡　﨑　　　洋 7号館2階講堂

16 未　定 18:10～19:40 全学生 時事力向上・新聞読み方講座（仮）
時事力向上，新聞の読み方，ニュース時事能力検定試験対
策 ㈱毎日教育総合研究所 7号館2階講堂

17  9月30日(金) 18:10～19:40 全学生 第１回キャリア講座 卒業までにどのような強みを身につけたらよいのか？ ㈱ジェイ・ブロード 未　定 ●キャリアガイダンス

（裏面に続く）

■キャリアデザインセミナー

　新入生の皆さん，ご入学おめでとうございます。これから始まる大学生活に期待していることと思います。
  大学では，自分で考え自分で行動する自主性が大切です。あなたがどう考え，どう行動するかで大学は様々な希望をかなえられる可能性に満ちた舞台になります。充実した大学生活を送るため
の姿勢を身につけ，かけがえのない大学生活をどのように過ごすか考えていきましょう。
　そこで，就職委員会・就職指導課では，卒業後の進路に向けて，皆さんに考えてもらう機会を設け，以下のとおり進路について考えるためのガイダンスや講座等を用意していますので，新入生
の皆さんは積極的に参加してください。
　なお，不明な点は，気軽に本館１階の就職指導課窓口へ問い合わせてください。

1

新入生対象　キャリア支援行事一覧

キャリアデザインガイダンス①
キャリアデザインについて理解し，自分を知り，大学生活
の動機付けを図る。

就職希望者

岡　﨑　　　洋
本館７階
　　大 講 堂

●キャリアガイダンス 4月 5日(火)

■キャリアデザインセミナー

■キャリアデザインセミナー

16:20～17:50

16:20～17:50

16:20～17:50 ■キャリアデザインセミナー



№ 日　　程 時　間 対　象 講座・ガイダンス名 内　容／テーマ 講 師 等 会場（予定） 種　　別

日　　程 時　間 対　象 講座・ガイダンス名 内　容／テーマ 講 師 等 会場（予定） 種　　別

18 10月 5日(水) 業界研究セミナー① 総論:業界研究はじめの一歩

19 10月 7日(金) 業界研究セミナー② 職種・仕事理解講座

20 10月11日(火) 18:10～19:40 企業就職希望者 業界研究セミナー③
日本取引所グループによる大学生のための業界・会社研究
のポイント ㈱日本取引所グループ

21 10月12日(水) 18:10～19:40 全学生 第２回キャリア講座
未来を設計することの重要性を考える。
（未来のために「今」をどう生きるかを考えてみよう） ㈱リクルート・キャリア 未　定 ●キャリアガイダンス

22 10月20日(木) 業界研究セミナー④ ＩＴ業界の最新地図 ㈱アイ・エス・ビー

23 10月26日(水) 業界研究セミナー⑤ 中堅メーカー人事担当者のホンネ

24 10月27日(木) 業界研究セミナー⑥　 中堅メーカーの営業とは

25 10月31日(月) 業界研究セミナー⑦ 食品業界なるほどセミナー　～川上から川下へ～ 日本スーパーマーケット協会

26 11月11日(金) 第３回キャリア講座
大学時代に磨きたい「自分の強み」を考える。
（社会に出てから活かせる力は様々。何が自分の武器にな
るかを考えてみよう）

㈱リクルート・キャリア

27 11月15日(火) 第４回キャリア講座 ワークライフバランスについて考える 東京労働局

28 11月22日(火) 第５回キャリア講座
これからの時代を生き抜く心構えを考える。
（失敗は成功へのステップ。ピンチをチャンスに置き換え
る力を考えてみよう）

29 11月24日(木) 第６回キャリア講座
「なぜ働くのか？」を改めて考える。
（お金のためだけじゃない，本当の働く意味を考えてみよ
う）

30 未　定 18:10～20:10 業界研究セミナー⑧ 信用金庫の業界理解と現役職員によるパネルディスカッション 全国信用金庫協会

31 未　定 未　定 業界研究セミナー⑨ 銀行業界の基礎知識・最新動向 経済学部校友会ＯＢ・ＯＧ

32 12月22日(木) 18:10～19:40 全学生 総合ガイダンス
春休みの過ごし方，次年度のスケジュール等の説明。また
自己発見のための「職務適性検査」を実施予定。 就 職 指 導 課 7号館2階講堂 ●キャリアガイダンス

●キャリアガイダンス（１年生対象）

■キャリアデザインセミナー（全学年対象）について

（注）「キャリア形成論入門」は，基礎研究の時間を充てての実施となりますので，担当の先生の指示に従ってください。

        　以　　上

　平 成 ２８ 年 ４ 月

就  職  委  員  会
就　職　指　導　課

　　キャリアデザイン（職業など将来について考えること）に関するガイダンス等を専門家（キャリアコンサルタント），就職指導課により実施します。授業に支障のない範囲で積極的に
　出席してください。

　　就職希望者向け，公務員志望者向け，企業就職者向けに分け，さまざまな講師のお話を聴くことにより，皆さんが卒業後の進路を決める際の指針となる内容で実施します。
　学年を問わず，自由参加としていますので，授業に支障がない範囲で積極的に出席してください。

※日程・内容・会場等は変更になる場合がありますので，本館１階にある就職指導課の掲示板やEcolinkで確認してください。（「未定」と表記されている会場についても同様で
す。）

18:10～19:40 全学生 未　定 ●キャリアガイダンス

㈱リクルート・キャリア

企業就職希望者 7号館2階講堂 ■キャリアデザインセミナー

18:10～20:10 公務員・企業就職希望者 岡　﨑　浩　二

7号館2階講堂 ■キャリアデザインセミナー

18:10～19:40 企業就職希望者 7号館2階講堂 ■キャリアデザインセミナーダイニチ工業㈱


