
   2017（平成29）年5月1日　現在

1年次 2年次 4年次

4月 ◆入学時ガイダンス

◆進路・就職ガイダンス

◆一般常識模擬試験

◆進路・就職ガイダンス

5月

◆第1回就職ガイダンス

◆インターンシップガイダンス

◆学内企業展

6月 ◆公務員講座 ◆公務員講座

7月

◆学内企業説明会

◆企業紹介セミナー

8月

◆検定対策講座　（各種資格取得講座）

◆企業見学会

9月 ◆一般常識模擬試験 ◆一般常識模擬試験

◆第2回就職ガイダンス

◆適性検査受検

◆企業紹介セミナー

10月

◆自己分析講座（自己分析）

◆自己分析講座（履歴書・エントリーシート作成）

◆一般常識模擬試験

◆トップランナー（懇談）

　「OB・OGから聞く社会人とは」

◆学内企業説明会

◆企業紹介セミナー

11月

◆自己分析講座（エントリーシート対策テスト）

◆業界/企業研究のポイント講座

◆就職情報サイトの活用方法

◆講話：「人事担当者が語る「活躍する人材」とは」

◆トップランナー（懇談）

　「4年生から聞く就職活動」

◆トップランナー（懇談）

　「OB・OGから聞く「公務員の仕事」とは」

12月

◆トップランナー（講話）「プロフェッショナル」

　（1～3年生対象）

◆ビジネスマナー講座　基礎編

◆模試：就職試験対策「言語・非言語」

◆企業紹介セミナー

1月

2月

◆面接対策講座

◆講話：「人事担当者が語る「活躍する人材」とは」

◆第3回就職ガイダンス

◆集中講座：「筆記試験対策」

◆公務員/業界セミナー

◆アスリート応援企業研究会

◆履歴書/エントリーシート完成講座

◆グループディスカッション対策講座

◆集中講座：「模擬面接」

3月

◆最終就職ガイダンス

◆第20回学内企業展

◆企業紹介セミナー

※所属キャンパスによって実施時期・内容が若干異なります

◆公務員セミナー

◆検定対策講座　（各種資格取得講座）

就職就職就職就職・キャリアサポート・キャリアサポート・キャリアサポート・キャリアサポート

◆2016(平成28)年度就職指導スケジュール

3年次

◆公務員試験対策講座

◆筆記試験対策ガイダンス

◆講話「近年の企業・経済動向と就職戦線の状況」

◆ビジネスマナー講座　男女別第一印象ブラッシュアップ

◆履歴書用写真撮影会
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平成２８年度 就職ガイダンス/就職対策講座予定表（案）
開催内容および参加⼈数等により、場所および⽇程が変更する場合があります。各⾃、キャリア開発センターからの連絡にご注意下さい。

学期 月 就職ガイダンス/就職対策講座 三好CP ⽇程 名古屋CP ⽇程 内容/目的 備考

3 春学期オリエンテーション 3月25・28・29⽇ 3月24・28・29⽇ 就職支援体制と今後の支援活動や取り組みを説明する。

第１回就職ガイダンス 5月11⽇ 5月11⽇
就職を取り巻く環境について、現状分析と就職活動の進め方を説明する。
※事務⼿続き（必須）あり。（学内求⼈検索ナビ登録）

インターンシップガイダンス 5月18⽇ 5月25⽇
インターンシップのスキームや参加メリットを説明する。
また、インターンシップの参加までの流れを説明する。

学内求⼈検索ナビ 登録期間 学内求⼈検索ナビの登録。

公務員試験対策講座（1〜3年⽣対象） 6月1⽇ 6月8⽇ 志望別に試験傾向と対策を説明する。 1〜3年⽣対象

筆記試験対策講座（試験の種類と勉強法） 6月15⽇ 6月22⽇ 複数ある筆記試験パターン別に出題範囲の解説と、効率的な勉強方法を解説する。

7 講話：「近年の企業・経済動向と就職戦線の状況」 7月13⽇ 7月6⽇
近年の企業動向を踏まえた今後の就職環境を解説する。
また、最新の就職活動情報について説明する。

8 企業⾒学会（１〜３年⽣対象） 実際に企業を訪問し、職場体験を⾏い、第⼀線の職業観や企業実態を体感する。 全学部全学科対象

秋学期オリエンテーション 9月13⽇ 9月13／14⽇ 就職活動に関する事務⼿続きを⾏う。

第２回就職ガイダンス（ゼミ別）
就職活動のサポート体制とこれからの就職活動準備のスケジュール（ロールモデ
ル）を説明する。

模試：就職試験対策「⼀般常識」 ※教室受験 10月5⽇ 10月5⽇ 本番さながらの形式で、筆記試験を体験する。

⾃己分析講座①「⾃己分析」 10月12⽇ 10月19⽇
キャリア・アプローチを活用し、今後、職業選択に大きく影響する「⾃己分析」に
着⼿する。

⾃己分析講座②「履歴書・ESの書き方と作成ポイント」 10月19⽇ 10月26⽇ ⾃己分析結果を基に、魅⼒あふれる履歴書やESの記述方法を説明する。

トップランナー（懇談）「OB･OGから聞く社会⼈とは」
実社会で活躍する若⼿OB・OGによる座談会。
仕事内容や社会⼈と学⽣の違いについて、経験談を語る。

両CP合同イベント

個⼈面談 就職志向や将来ビジョンについて、マンツーマンで相談する。

⾃己分析講座③「ES対策テスト」
「ES対策テスト」を受験し、今後の書類作成に役⽴てる。
※後⽇、添削結果返却

業界／企業研究のポイント講座 11月9⽇ 11月2⽇ 後悔なき業界・企業・職種選びのための業界（企業）分析⼿法を説明する。

就職情報サイトの活用方法 11月2⽇ 11月9⽇
就職活動で有用となる学内求⼈検索ナビの活用方法を説明する。
インターンシップ情報の提供等。

トップランナー（懇談）「４年⽣から聞く就職活動」 11月16⽇ 11月16⽇
現４年⽣による就職活動体験談を聞き、これからの⾃らの就職活動のポイントや準
備のロールモデルとする。

トップランナー（懇談）「OB･OGから聞く公務員の仕事」
現役公務員（若⼿OB・OG）による座談会。
公務員のやりがいや具体的な仕事内容について、経験談を語る。

両CP合同イベント

講話：「⼈事担当者が語る「活躍する⼈材」とは」
「⼀緒に働きたい」と感じる魅⼒ある学⽣像について、現役の⼈事採用担当者が語
る。

両CP合同イベント

トップランナー（講話）「プロフェッショナル」
（1年〜3年⽣対象）

実社会で活躍するOB・OGによる社会⼈講話。
社会を知ることで、就職活動で重要となる職業観について考える。

両CP合同イベント

ビジネスマナー講座① 基礎編 12月14⽇ 12月7⽇
素晴らしい第⼀印象作りのため、基礎的な所作や社会⼈マナーをロールモデルの中
で習得する。

模試：就職試験対策「言語・非言語」 ※WEBテスト 12月21⽇ 12月21⽇ WEB試験を体験し、SPI問題に取り組む。

ビジネスマナー講座② 男⼥別第⼀印象ブラッシュアップ
第⼀印象を決定する「⾝だしなみ」や社会⼈マナーについて、男⼥別にポイントを
掘り下げながら解説する。

履歴書用写真撮影会 履歴書用写真撮影会

公務員セミナー 東海学園大学主催の公務員セミナー 両CP合同イベント

業界セミナー 東海学園大学主催の業界セミナー 両CP合同イベント

企業展直前！ブースの回り方講座 目前に迫った企業展の有効活用する方法を説明。

履歴書の書き方講座 履歴書作成におけるポイントを具体的に説明。

直前対策① 面接からみる⾃己分析講座 2月13⽇ 面接から考える印象深い⾃己分析の導き方を説明。

直前対策② 面接からみる志望動機講座 2月14⽇ 面接から考える意思を伝える志望動機の導き方を説明。

講話：「⼈事担当者が語る「活躍する⼈材」とは」
「⼀緒に働きたい」と感じる魅⼒ある学⽣像について、現役の⼈事採用担当者が語
る。

両CP合同イベント

履歴書用証明写真撮影会・メイクアドバイス 2月15~17⽇
2月6・7・

13・16・17⽇
履歴書やエントリーシート等で使用する証明写真の撮影。

メイクアドバイスは⼥⼦学⽣の希
望者対象（有料・事前申込制）

筆記試験対策・直前講座（数的処理） 数的処理問題・理解⼒向上講座（2⽇間通しての講座） 両CP合同（有料・事前申込制）

筆記試験対策・直前講座（SPI＆⼀般常識）
SPI＆⼀般常識・対策演習。SPI形式・模擬テストも実施。
（2⽇間とも同⼀内容）

両CP合同（有料・事前申込制）
受講⽇は学⽣の選択制。

面接・書類対策・直前講座
（ES・志望動機・グループディスカッション・面接対策）

⼈事は何を⾒ているか、ディスカッションの進⾏、面接の好印象、マナーなどを
テーマごとに実施。

両CP合同（有料・事前申込制）

第３回就職ガイダンス 2月27⽇ 2月28⽇ 学内企業展に出席する企業の特徴やポイントを具体的に解説する。

3 第２０回学内企業展
東海学園大学主催の企業展
（3/14三好CP、3/15・16名古屋CP、3/22ウインクあいち）

両CP合同イベント
3月14・15・16・22⽇

場所；各所

2月17⽇
※2講座同⽇実施

2月7⽇（AM）
※場所：名古屋CP

2月3⽇（PM）
※場所：三好CP

2月6⽇（AM）
※場所：名古屋CP

12

2
2月15⽇

場所：三好CP

2月20・22⽇
場所；名古屋CP

2月23・24⽇
場所；名古屋CP

春
学
期
 

〈開
講
期
間

〉

9

1月11⽇
※男性；三好CP ⼥性；名古屋CP

秋
学
期
 

〈開
講
期
間

〉

2月6／7⽇（PM）
※場所：名古屋CP

11月〜12月
※各CPキャリア開発センターで実施

11月14⽇〜11月25⽇
※⾃宅受験

11月19⽇（土）
※場所：三好CP

5

締め切り 5月27⽇

6

8月1⽇〜5⽇、9月5⽇〜9⽇
※場所：訪問企業先

9月23⽇〜29⽇

2月20・22・23・24⽇
場所；名古屋CP

10月29⽇（土）
※場所：名古屋CP

10

11月30⽇
※場所：名古屋CP

11

12月3⽇（土・PM）
※場所：三好CP

1
1月〜2月 ※各CP
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1

2

【対象】 1年生～3年生

【開催】 8月上旬、9月上旬

【ご協力企業】 15社　※2016(平成28)年度実績

3

大学に届く求人を集約し本学学生専用の求人検索サイトで管理しています。

就職活動年次に登録することにより、学内外からサイトにアクセスでき、求人をいつでも検索・閲覧できます。

またキャリア開発センターからのお知らせや求人情報、就職ガイダンスの情報などもメールで配信します。

4

【対象】 1～3年生

【開催】 2月上旬

【ご協力企業】 4団体15社　※2016(平成28)年度実施

5

毎年数回、学内に企業を招いて合同企業説明会を実施しています。

【対象】 3年生

【開催】 3月上旬～　※4年次にも数回学内企業展を実施します。

※2016(平成28)年度卒業生対象　学内企業展

2016年3月8日 70社

3月9日 72社

3月23日 74社

5月24日 17社

5月25日 18社

地元企業を中心に、多種多様な企業の見学、仕事体験を通じて業界・企業を広く理解します。

養っていきます。

幅広い視野を持って業界研究を行えるようにしています。

◆就職・キャリアサポート

１・２１・２１・２１・２年生年生年生年生よりよりよりより模擬試験実施模擬試験実施模擬試験実施模擬試験実施

就職試験の第一関門ともいえる「筆記試験」対策として、一般常識やSPIの模擬試験を1・2年生より

実施しています。早い時期から筆記試験に慣れ、基礎学力の向上をめざしています。

企業見学会企業見学会企業見学会企業見学会

具体的な就職活動が始まる前に、さまざまな業界に触れることで企業選択における幅広い視野を

情報を得ることができるようサポートしています。

業界を代表する企業を招いて、業界の内容や展望など広範囲にわたる説明を受けることで、

学内企業展学内企業展学内企業展学内企業展

就職活動が本格的に始まる前に、業界を広く理解することを目的に実施しています。

学内求人検索学内求人検索学内求人検索学内求人検索ナビナビナビナビ

業界業界業界業界セミナー・セミナー・セミナー・セミナー・公務員公務員公務員公務員セミナーセミナーセミナーセミナー

就職活動中の学生が採用担当者と直接面談し、業界・企業の理解を深め、採用に関する具体的な


