
※日程・内容等は，変更になる場合がありますので就職指導課掲示板を必ず確認をしてください。

２０１９年

時　間 行　　　事　　　名 内　　容 講 師 等

就職情報サイト活用セミナー（就職サイト一斉登録会）
※経済学科400番まで対象

就職情報サイト活用セミナー（就職サイト一斉登録会）
※経済学科401番から800番まで対象

就職情報サイト活用セミナー（就職サイト一斉登録会）
※経済学科801番以降･国際コース・産業経営学科300番まで対象

就職情報サイト活用セミナー（就職サイト一斉登録会）
※産業経営学科301番以降・金融公共経済学科対象

15:00-16:30
就職情報サイト活用セミナー（就職サイト一斉登録会）
※14:30までのセミナーに出席できなかった学生対象

12:10-13:10

18:00-19:00

キャリアデザインセミナー（業界研究①） 民間企業の人事担当者のホンネ① 企業人事担当者

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

キャリアデザインセミナー（業界研究②） 民間企業の人事担当者のホンネ② 企業人事担当者

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

13日・14
日

月・
火

18:10-19:40
インターンシップガイダンス①
※各自，都合の良い日程を選択して出席してください

インターンシップの概要と応募方法 上　田　晶　美

キャリアデザインセミナー（業界研究③） 民間企業の人事担当者のホンネ③ 企業人事担当者

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

17:00-18:30
★インターンシップ準備セミナー

スーツ着こなし講座＆メイク講座
※申込制（メイク講座は女子学生60名以上の申込で開催）

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
花王ソフィーナ

17日・20
日

金
・
月

18:10-19:40
インターンシップガイダンス②
※各自，都合の良い日程を選択して出席してください

インターンシップの選考方法やインターンシップ先での注意点等 上　田　晶　美

23日 木 17:00-18:30
★インターンシップ準備セミナー

ビジネスマナー講座（男子編）
身だしなみ，挨拶，敬語，面接時の入退室等，就職活動に役立つビジネスマ
ナーを学ぶ

水　嶋　照　子

①10:40-12:10
第１回就職ガイダンス
※経済学科750番まで対象

②13:00-14:30
第１回就職ガイダンス
※経済学科751番以降・国際コース・産業経営学科・金融公共経済学科対象

30日 木 17:00-18:30
★インターンシップ準備セミナー

ビジネスマナー講座（女子編）
身だしなみ，挨拶，敬語，面接時の入退室等，就職活動に役立つビジネスマ
ナーを学ぶ

水　嶋　照　子

7日 金 12:10-12:50
★インターンシップ準備セミナー

業界研究進め方講座①

10日 月 12:10-12:50
★インターンシップ準備セミナー

業界研究進め方講座②

11日 火 12:10-12:50
★インターンシップ準備セミナー

職種・仕事理解講座①

12日 水 12:10-12:50
★インターンシップ準備セミナー

職種・仕事理解講座②

13日・
14日

木
・
金

12:10-12:50
外国人留学生対象　日本就職ガイダンス
※都合の良い日程を選択して出席してください

日本での就職活動の概要，就職活動を始めるにあたっての諸手続き方法につい
て

東京外国人雇用サービスセンター

20日 木 17:00-19:00
★インターンシップ準備セミナー

良い企業との出会い方講座　　※申込制
経済学部のオンラインデータベースを活用した一味違う自分だけの企業検索，
企業研究方法を実践形式で体験する

㈱東洋経済新報社

★インターンシップ準備セミナー
就職活動キックオフガイダンスと題して，就職活動の流れ・夏休みの過ごし方
（特にインターンシップ）について解説

櫻　井　照　士

6月

BtoBやBtoC企業の違い，大企業と中小企業の違い等，業界研究の基礎をじっく
りと学ぶ

岡　﨑　浩　二

一般職と総合職の違い，営業職や販売職の実態等の職種・仕事理解を深める

木 16:20-17:50

5月

9日 木 16:20-17:50

16日 木

16:20-17:50

25日 土

※学科（番号）指定のあるガイダンスは，授業と重なっている場合以外は，できる限り指定を守るようにしてください。

月　日

4月

4日 木

10:40-12:10

就職活動の流れや就職情報サイトの使い方や活用法について説明し，就職活動
に必須の各就職情報会社の一括登録サービスを行ったのち，「職務適性テス
ト」を行います。
新３年生にとって，とても大切なガイダンスですので，必ず出席してくださ
い。

就職指導課

13:00-14:30

16日・17
日

火・
水

職務適性テスト（各自，日程・時間を選択して受検してください）
※結果返却は,就職指導課掲示及びエコリンクを確認

「就職情報サイト活用セミナー」に出席しなかった学生を対象に，自分の興味
を知り，どのような職種・業務に向いているかを知るための適性検査を行う

就職指導課

25日

２０２１年３月卒業・修了予定者対象  
就職支援プログラム一覧 



時　間 行　　　事　　　名 内　　容 講 師 等

9月 26日 木 17:00-18:30 時事能力ＵＰ！新聞読み方講座 時事力向上，新聞の読み方，ニュース時事能力検定対策 ㈱毎日教育総合研究所

24日 木 17:00-18:30 ＳＰＩ対策基礎講座 企業の行う筆記試験の種類・特徴・内容等を解説 國　頭　直　子

26日 土 13:00-14:30 第２回就職ガイダンス 「秋冬インターンシップに向けて」と題して，夏のインターンシップを振り返
りつつ，秋から冬にかけての就職活動準備のスケジューリングを行う

櫻　井　照　士

6日 水 17:00-18:30 エントリー業界・企業探索講座 エントリー先として注目すべき企業，柱とする業界について，最新の情報を元
にピックアップし，選択の基準や探し方を学ぶ

渡　邉　　　剛

7日 木 16:00-18:00 自己分析講座 自己分析となりたい自分をイメージし自己ＰＲを考える 岡　﨑　浩　二

8日 金 12:10-12:50 外国人留学生就職ガイダンス①

11日 月 12:10-12:50 外国人留学生就職ガイダンス②

12日 火 12:10-12:50 外国人留学生就職ガイダンス③

14日 木 17:30-19:00 エントリーシート完成講座（導入編） 自己分析・志望動機を含めたエントリーシート全般について 櫻　井　照　士

21日 木 16:00-19:10 ＳＰＩ短期集中講座①　※申込制 筆記試験の概要，ＳＰＩ言語分野 岩　井　憲　子

22日 金 12:10-12:50 Ｕターン・Ｉターン就職ガイダンス①

25日 月 12:10-12:50 Ｕターン・Ｉターン就職ガイダンス②

28日 金 16:00-19:10 ＳＰＩ短期集中講座②　※申込制 ＳＰＩ非言語分野①（損益算，速さ等） 岩　井　憲　子

5日 木 16:00-19:10 ＳＰＩ短期集中講座③　※申込制 ＳＰＩ非言語分野②（図形，Ｎ進法等） 岩　井　憲　子

6日 金 17:00-19:00 エントリーシート完成講座（実践編）①　※申込制 自己ＰＲを作成 櫻　井　照　士

11日 水 17:00-19:00 エントリーシート完成講座（実践編）②　※申込制 志望動機を作成 櫻　井　照　士

12日 木 16:00-19:10 ＳＰＩ短期集中講座④　※申込制 ＳＰＩ非言語分野③（確率，関数，物理等），CAB，GAB 岩　井　憲　子

13日 金 17:00-18:30 エントリーシート完成講座（実践編）③　※申込制 エントリーシートを完成させる 櫻　井　照　士

13:00-14:30 第３回就職ガイダンス 「伝授！面接とグループディスカッションを体験し極意を学ぼう」をテーマ
に，ワークやグループディスカッション体験の他，採用ポイントの解説を行う

櫻　井　照　士

15:00-17:00 ４年生内定者による就職活動報告会 自己分析や業界研究の進め方やどのような就職活動をしたのか先輩の経験談を
伝授

４年生内定者

16日 月 17:00-18:30 「日本大学指定履歴書」書き方講座 大学指定履歴書の書き方，公的書類の取り扱い方等 齊　藤　　　誠

17日 火 12:10-12:50 面接試験基礎講座①

18日 水 12:10-12:50 面接試験基礎講座②

19日 木 16:00-19:10 ＳＰＩ短期集中講座⑤　※申込制 模擬試験，模擬試験解説等 岩　井　憲　子

21日 金 18:10-19:40 公開模擬面接 企業の行っている面接を再現 企業人事担当者

25日・
26日

水
・
木

10:00-17:00 就職活動用証明写真撮影会 就職活動で必須の証明写真をお得な値段で撮影 グループ・ワークス

未定 ＯＢ・ＯＧによる就職相談会 経済学部ＯＢ・ＯＧによる就職相談会 経済学部ＯＢ・ＯＧ未定

12月

14日 土

面接の基本的なポイントを２回シリーズでしっかりと伝授 岡　﨑　浩　二

月　日

10月

11月

日本での就職を目指す外国人留学生を対象とした，実践的な就職講座を３回シ
リーズで開催

東京外国人雇用サービスセンター

地方の景気や採用動向，Ｕターン就職のポイント等について２回シリーズで解
説

熊　澤　　　匠

未定 未定 桜門ゼミ（経済学部校友会ＯＢ・ＯＧによるセミナー） 社会で活躍している経済学部卒業の先輩に業界の話や経験談を伺う。第2部では
懇談会を実施

経済学部校友会



２０２０年

時　間 行　　　事　　　名 内　　容 講 師 等

5日 水 13:00-15:00 全３年生就職総合ガイダンス 間近に迫った就職活動の最新情報と効果的な就職活動の方法，欠席届や進路届
についてのお知らせ

就職指導課

6日 木 9:30-18:00 １日集中模擬面接　※申込制 一日をかけてプロの採用コンサルタント集団が個人面接・集団面接・グループ
ディスカッションを徹底的に磨く模擬面接

岡﨑人事コンサルタント

17日 月 10:00-17:00 企業人事担当者による模擬面接　※申込制

18日 火 10:00-17:00 企業人事担当者による模擬面接　※申込制

①10:40-12:10
第４回就職ガイダンス
※経済学科750番まで対象

②13:00-14:30
第４回就職ガイダンス
※経済学科751番以降・国際コース・産業経営学科・金融公共経済学科対象

金融関連業界研究会 銀行・信金・証券・損保・保険等の業界研究 企業人事担当者

春季学内企業研究会 中堅優良企業が参加する合同説明会 企業人事担当者

日本大学合同企業研究会・就職セミナー 学部の垣根を越えた日大生のためのイベント！ 企業人事担当者

櫻　井　照　士

未定

月　日

2月

企業の行っている面接を体験
（どちらか都合の良い日を選択すること）

企業人事担当者

21日 金
「いよいよ始まる！就活スタート！！」と題してここまで進めてきた就職活動
準備を振り返り，総点検をし，３月以降のアクションプランを検証する

月曜日～金曜日 8：55～18：00 　　土曜日 8：55～12：55

※休暇期間中や大学行事実施日等は、時間が変更になることもありますので、掲示等にも注意してください。

　就職指導課掲示板 就職指導課の掲示板は、本館１階就職指導課前、地下１階学生食堂脇にあります。

　NU就職ナビ
日大生だけの就職支援サイトです。企業情報の閲覧や各種届出(『進路届』『進路予備調査カード』の提出)を行うことができます。
【注意！】　３年生は必ず『進路予備調査カード』を提出すること！未提出だと，必要な就職支援を受けることができません！

〒101-8360　東京都千代田区神田三崎町1-3-2

電話：03-3219-3313・3314

経済学部就職指導課（本館１階）

　窓口取扱時間

　連絡先

月 月

　月・水・木 10:00～17:00 12・1 　火 13:00～16:30

　火 13:00～16:30 　月・水・木 13:00～17:00

　月・水 13:00～17:00 　火 13:00～16:30

　火 13:00～16:30 　月・水・木 10:00～17:00

9 　火 13:00～16:30 　火 13:00～16:30

　月・水 13:00～17:00 場　　所

　火 13:00～16:30 利用方法

※行事等による休校日，休暇期間中は行っていません。

※利用時間は変更することがあります。

就職相談コーナー（キャリアカウンセラーによる就職相談コーナーを開設しています）

利　用　時　間 利　用　時　間

4・5・6

2

7

3

就職指導課では，いつでも皆さまの就職活動をサポートする態勢を整えています。就職や将来について，不安や悩みを感じた
時には，気軽に相談コーナーを利用してください。

10・11
　本館１階　就職指導課

　就職指導課窓口で予約（電話予約も可）

※受付は，各曜日とも終了時間の３０分前までとなっています。


	提出用　就職支援行事一覧

