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1年次 2年次 4年次

4月 ◆進路・就職ガイダンス ◆第1回就職ガイダンス
◆進路・就職ガイダンス
◆学内企業展

5月
◆インターンシップガイダンス
◆自己分析講座

6月

7月 ◆公務員講座 ◆公務員講座 ◆企業紹介セミナー

8月

9月
◆一般常識模擬試験
◆企業見学会

◆企業見学会

◆進路・就職ガイダンス
◆一般常識模擬試験
◆企業見学会
◆ゼミ別ガイダンス

◆企業紹介セミナー

10月

◆ES・履歴書の書き方講座
◆ES攻略テスト
◆業界企業分析講座
◆ゼミ別ガイダンス

◆男女共同参画の取り組み講演会 ◆企業紹介セミナー

11月

◆個人面談
◆面接対策講座
◆模擬試験「言語・非言語WEBテスト」
◆ビジネスマナー講座（基礎編）
◆履歴書用写真撮影（～2月）

◆企業紹介セミナー

12月
◆第1回実力テスト
　（一般常識）

1月 ◆企業紹介セミナー

2月

◆面接対策講座（ロールプレイング）
◆業界・公務員セミナー
◆アスリート応援企業研究セミナー
◆第2回就職ガイダンス
◆業界研究会

◆集中講座：筆記試験対策
　　　　　　　　履歴書・エントリーシート対策
　　　　　　　　グループディスカッション対策
　　　　　　　　企業研究・志望動機対策
　　　　　　　　面接対策

◆企業紹介セミナー

3月 ◆適性検査受検
◆第2回就職ガイダンス
◆第21回学内企業展

※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

◆業界・公務員セミナー
◆検定対策講座（各種資格取得講座）

就職・キャリアサポート

◆2017(平成29)年度就職指導スケジュール

3年次

◆自己分析講座（自己分析の作成）
◆自己分析講座（履歴書・ESの書き方とポイント）

◆公務員講座
◆筆記試験対策講座

◆合同企業説明会の回り方講座
◆就活直前対策講座

◆検定対策講座（各種資格取得講座）
◆企業見学会

◆個人面談
◆採用担当者が語る「社会で活躍する人材」とは
◆ビジネスマナー講座（男女別第一印象ブラッシュアップ）
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学期 就職ガイダンス/就職対策講座 （三）日程 （名）日程 内容/目的
春学期オリエンテーション
キャリア・アプローチの実施

3月28日（ス）
3月29日（経）

3月24日、
28日、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とともに、自己分析の礎となるキャリア・アプローチを実
施する。

第１回就職ガイダンス
「近年の企業・経済動向と就職戦線の状況」
「準備の進め方とガイダンス・スケジュールの説明」

4月20日 4月26日
就職を取り巻く環境について、現況と就職活動の進め方を説明する。※事務⼿続きあり。（学内求⼈検索ﾅﾋﾞ登
録）

インターンシップガイダンス「インターンシップについて」 5月11日 5月17日 ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟについて、参加促進と参加方法を理解する。

自己分析講座①「自己分析について」 5月25日 5月31日 就職活動における自己分析の重要性を理解する。

自己分析講座②「キャリアアプローチを活用し自己分析を作る」 6月8日 6月14日 自己分析結果を基に、自己の⾏動特性を捉え、自己PRを創る。

自己分析講座③「履歴書・ESの書き方と作成ポイント」 6月22日 6月28日 自己PRを最⼤限伝える、魅⼒あふれる履歴書やESの記述方法を説明する。

公務員試験対策講座（1〜3年⽣対象） 6月29日 7月5日 志望別に試験傾向と対策を説明する。

筆記試験対策講座①「就職試験と勉強法」 7月13日 7月12日 複数ある筆記試験ﾊﾟ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。

秋学期オリエンテーション
事務⼿続き＆⼀般常識試験

9月12日 9月13日 来期就職活動の動向を説明するとともに、７月ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ受講をもとに、⼀般常識試験を実施する。

ゼミ別ガイダンス 9月29日〜
10月12日

9月29日〜
10月12日

業界企業分析講座①「業界/企業研究のポイント」 9月28日 10月4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。

男⼥共同参画の取組み講演会

ES・履歴書の書き方講座 10月19日 10月18日
ES（ｴﾝﾄﾘｰｼｰﾄ）、履歴書の書き方と注意点を理解する。
（東海学園⼤学共通フォーマットについて解説）

模擬試験「エントリーシート攻略テスト」 ※講座内受験 10月26日 10月25日

ビジネスマナー講座① 「基礎編」 11月16日 11月8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ﾃﾞﾙの中で習得する。

面接対策講座①「面接について」 11月30日 11月15日 面接のポイントと志望動機、自己PRの重要性を理解する。

筆記試験対策講座②：就職試験対策「言語・非言語」
※WEBテスト

12月14日 11月29日 WEB試験を体験し、SPI問題に取り組む。

個⼈面談 11〜12月 11〜12月 就職志向や将来ﾋﾞｼﾞｮﾝについて、ﾏﾝﾂｰﾏﾝで相談する。

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」 12月7日 12月6日 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、男⼥別にﾎﾟｲﾝﾄを掘り下げながら、解説する。

職業観「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。

履歴書用写真撮影会 11〜2月 12〜2月 履歴書用写真撮影会

合同企業説明会の回り方講座 - 1月10日

就活直前対策講座 - 1月17日

面接対策講座②「ロールプレイング」 - 2月6日 ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞで、面接の経験値向上とﾎﾟｲﾝﾄ対策を実施する。

業界セミナー 東海学園⼤学主催の業界ｾﾐﾅｰ

公務員セミナー

アスリート応援企業研究セミナー

※集中講座：「筆記試験対策」
①SPI＆⼀般常識 ②数的処理
単元別に受講可能。苦⼿克服とともに直前対策を講じる。

※集中講座：「グループディスカッション対策」 2月26日 2月22、27日

※集中講座：「履歴書・ES対策、企業研究・志望動機」 2月23、26日 2月20、21日 自己PR・書類・面接について、演習を中⼼とした直前対策で対⼈⼒を完成させる。

第２回就職ガイダンス 2月28日 2月28日 学内企業展出席の企業の特徴やﾎﾟｲﾝﾄを具体的に解説する。

第２１回学内企業展 東海学園⼤学主催の企業展

・両キャンパス間で、同⼀のスケジュールで開講する。（帰属CPで受講が出来ない場合は、他CPで受講することができる。）
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〈
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〉
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〉

10月5日

12月20日

春
期
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暇
中

2月13〜15日

2月16日

2月19日

2月20〜22日

3月8、9日
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1

入学時は将来の夢が決まっていなくても、東海学園大学では1年次から職業に関する考え方・能力を

段階的に身につけるためのプログラムがあります。1年次は全学共通科目によって、職業観・勤労観の

観点から自分の進むべき道についてしっかりと考え、2年次からは学生の希望するキャリアに合わせた

指導によって、就職活動スキルはもちろん、社会人としての知識やスキルといった就職後を見据えた

力も身につけていきます。

【キャリア・ディベロップメント・プログラム（CDP）】

社会のトップランナーのプロ意識や実体験に触れながら、将来のビジョンを明確にしていくプログラムです。

企業や仕事の使命と目的、企業人としての資質や志を認識し、ワークショップやディスカッション、

ロールプレイングを通して、社会で活躍する力を身につけていきます。

【公務員サポートプログラム】

社会環境の変化によって公務に求められるニーズは多様化し、公務員の仕事も大きく変化しています。

本プログラムでは、地域からの新たなニーズを汲みとる力、公務の使命など、これからの公務員に

求められる資質を身につけながら、次代を担う公務員をめざしていきます。

【教職サポートプログラム】

社会構造の変化に伴い、教育現場に立つ教員を取り巻く環境も大きく変化し、求められるニーズも複雑化して

います。本プログラムは、教育界を代表する経験豊富な講師陣のもと、子どもたちを育成する使命感と志を

しっかりと持ち、第一線で活躍する骨太な人材を育成していきます。

2

地元を中心とした多種多様な企業の見学や仕事体験を行います。1年次より参加できるため、本格的な

就職活動が始まる前にさまざまな業界に触れ、進路選択における幅広い視野を養うことができます。

【対象】 1年生～3年生
【開催】 8月上旬、9月上旬
【ご協力企業】 8社　※2017(平成29)年度実績

3

大学に届く求人を管理している本学学生専用の求人検索サイト。就職活動年次に登録することで、学内外

からアクセスでき、求人をいつでも検索・閲覧できます。求人情報などのメール配信も行っています。

◆就職・キャリアサポート

企業見学会

キャリア・サポート・プログラム（CSP）

学内求人検索ナビ
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4

【対象】 1～3年生
【開催】 2月中旬
【ご協力企業】 6団体10社　※2017(平成29)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月中旬～　※4年次にも数回学内企業展を実施します。

※2017(平成29)年度卒業生対象　学内企業展

2017年3月14日 25社
3月15日 51社
3月16日 50社
3月22日 50社
4月25日 24社
4月26日 21社

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

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

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。

業界セミナー・公務員セミナー

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




