
名桜大学では、きめ細かい就職指導であなたの「進路」を全学的にバックアップします。

実施日 時限 事　　業　　名 内　　　　　　容 受講優先年次 使用教室（予定） 担当

２０２０年

1
　４月　６日（月）

～
　４月１３日（月）

就職ガイダンス １
「２０２１年度（２０２２年３月卒） 就活の流れについて」

キャリア開発委員から「２０２１年度（２０２２年３月卒）  就活の流れについて」
の説明を行います。
　※学系・専攻、学科の年次別オリエンテーション内で実施します。

学群・学部
３年次

各オリエンテーション会場 キャリア開発委員会

2 開催中止 学内合同企業説明会（一般企業等） 県内・県外の一般企業等が参加。
学群・学部

４年次
― ―

3 ４時限目
就職ガイダンス ２
「就職活動スタートアップ講座 ～就職活動のスケジュールについて～」

就職活動のスケジュールを基に、これからどの時期に何をすべきかの説明を
行います（この時間に「マイナビ」の登録方法の説明も併せて行います）。

全学年 講義棟１０７教室 マイナビ

4 ５時限目
就職ガイダンス ３
「就活シミュレーション ～自己分析編～」

就活シミュレーション映像を用い、自己分析がなぜ重要でどのような効果があ
るのかを考えます。また、ワークも用いて自己分析を学びます（この時間に「マ
イナビ」の登録方法の説明も併せて行います）。

全学年 講義棟１０７教室 マイナビ

5 ４時限目
就職ガイダンス ４
「リクナビ性格検査＆企業研究の進め方」

簡易型の性格検査を実施し、その結果から自らの興味のある業界・業種を知
ることにより、企業を絞りこみ研究を進めていく方法を学びます（この時間に「リ
クナビ」の登録方法の説明も併せて行います）。

全学年 講義棟１０７教室 リクルートキャリア

6 ５時限目
就職ガイダンス ５
「インターンシップについて」

インターンシップの時期や種類、応募方法について紹介。現在の就活におけ
る、企業側が考えるインターンシップの位置付けなどについても学びます。就
活準備にも役立つ内容です。（この時間に「リクナビ」の登録方法の説明も併
せて行います）。

全学年 講義棟１０７教室 リクルートキャリア

7 ４時限目
就職ガイダンス ６
「グループディスカッション」

グループディスカッションの視点と対策を実践方式で学びます。 全学年 講義棟１０７教室

8 ５時限目
就職ガイダンス ７
「面接対策講座 ～集団面接～」

集団面接の視点と対策を実践方式で学びます。 全学年 講義棟１０７教室

9 　６月２６日（金） ４時限目
就職ガイダンス ８
「ライフプランについて」

ファイナンシャルプランナーを講師として迎え、就職後のライフプランの必要
性、お金の仕組みや生きる知恵について学びます。

全学年 講義棟１０７教室 ザ・ライフスクリプト（株）

10
　７月　３日（金）
　７月　８日（水）

４時限目
就職ガイダンス ９　★
「適性検査模擬試験」【ペーパー試験】

一般企業の採用試験で多く使われる「適性検査（ＳＰＩ）」の模擬試験をペー
パー試験で実施します。

全学年 講義棟１０７教室 マイナビ

11
　７月１５日（水）
　７月１７日（金）

４時限目
就職ガイダンス １０　★
「一般常識テスト（模擬試験）」【ペーパー試験】

公務員系の採用試験で多く使われる「一般常識試験」の模擬試験をペーパー
で実施します（この時間に「キャリタス就活」の登録方法の説明も併せて行いま
す）。

全学年 講義棟１０７教室 ディスコ

12 　７月３１日（金） ４時限目
就職ガイダンス １１
「インターンシップ参加学生対象 マナー講座」

インターンシップに参加を予定している学生を対象に、働くうえで必要な、そし
て社会人として必要なマナーを学びます。

全学年 講義棟１０７教室 エスエフシー

13 　９月２４日（木） 国際学群 ２年次キャリアアップセミナー 将来の職業・進路について考え、自らの専攻を決める。
国際学群

２年次
学生会館６階・スカイホール 国際学群

14 実施日調整中 国際学群 ３年次「就職・進路ガイダンス」 就職活動の進め方／面接及びマナーの実践指導
国際学群

３年次
多目的ホール等 国際学群

15 １０月１６日（金） ４時限目
就職ガイダンス １２
「SPI 理解講座」

就職活動が本格化すると、よく耳にする「ＳＰＩ」。ＳＰＩの開発元のリクルートより
筆記試験の概要説明や実際に出題される問題例を解いて、ＳＰＩをより理解し
てもらいます。

全学年 講義棟１１１教室 リクルートキャリア

16
１０月２１日（水）
１０月２３日（金）

４時限目
就職ガイダンス １３　★
「一般常識テスト（模擬試験）」【ペーパー試験】

公務員系の採用試験で多く使われる「一般常識試験」の模擬試験をペーパー
で実施します（この時間に「キャリタス就活」の登録方法の説明も併せて行いま
す）。
　※7月15日（水）と7月17日（金）の実施内容と同じです。

全学年
■10/21：講義棟１０７教室
■10/23：講義棟１１１教室

ディスコ

17 １１月　１日（日） スポーツ健康学科 ２年次キャリア秋季セミナー
生きること、働くこと／生き方を考える／グループワーク／社会人になるため
に／雇用の現状

スポーツ健康学科
２年次

学生会館６階・スカイホール スポーツ健康学科

18
１１月１１日（水）
１１月１３日（金）

４時限目
就職ガイダンス １４　★
「一般常識・基礎学力テスト（模擬試験）」【ペーパー試験】

公務員系の採用試験で多く使われる「一般常識試験」の模擬試験をペーパー
で実施します。

全学年
■11/11：講義棟１０７教室
■11/13：講義棟１１１教室

ベネッセ ｉ キャリア

19 １１月２０日（金） ４時限目
就職ガイダンス １５
「内定を獲得した先輩から学ぶ就職活動方法」

就職内定を得た先輩から就職活動の方法等について学びます。 全学年 学生会館３階・大講義室Ａ マイナビ

20 １２月　４日（金） ４時限目
就職ガイダンス １６
「自己分析＆他己分析について」

自己分析と他己分析の効果について学びます。 全学年 講義棟１１１教室 就活パワフルサポート

21 １２月１１日（金） ４時限目
就職ガイダンス １７
「企業研究について」

企業研究の方法や進め方について学びます。 全学年 講義棟１１１教室 就活パワフルサポート

22 ４時限目
就職ガイダンス １８
「エントリーシート＆履歴書の書き方」

エントリーシートと履歴書の書き方を学びます。 全学年 講義棟１１１教室

23 ５時限目
就職ガイダンス １９
「ビジネスマナー講座」

インターンシップや会社訪問時に必要とされるマナーについて実践形式で学
びます。

全学年 講義棟１１１教室

24 　１２月２５日（金） ４時限目
就職ガイダンス ２０　★
「女子学生対象 フレッシャーズメイクアップ講座」

就職活動に必要とされる基本的なスキンケアや第一印象を良くするメイクアッ
プ、身だしなみの方法を学びます。

全学年 講義棟１１１教室 資生堂ジャパン（株）

２０２１年

25 　１月１３日（水） ４時限目
就職ガイダンス ２１
合同企業説明会の歩き方【リクルートキャリア担当】

学内外で開催される合同企業説明会に参加している企業ブースの訪問の仕
方を説明します。

全学年 講義棟１１１教室 リクルートキャリア

26 　１月２０日（水） ４時限目
就職ガイダンス ２２
合同企業説明会の歩き方【マイナビ担当】

学内外で開催される合同企業説明会に参加している企業ブースの訪問の仕
方を説明します。

全学年 講義棟１１１教室 マイナビ

27 　１月２２日（金） ４時限目
就職ガイダンス ２３
「就活本番」直前！ 総まとめ講座

就活の流れの総括及びエントリートシート、面接対策のまとめを行います。 全学年 講義棟１１１教室 マイナビ

28 　３月　１日（月） 看護学科 ３年次キャリアアップセミナー
看護学科の４年次学生から３年次学生へ就職活動や国家試験対策などの伝
承会を行います。

看護学科
３年次

看護学科棟 看護学科

29 　３月　２日（火）
医療系学生対象 病院合同説明会
（看護学科、診療情報管理専攻）

県内・県外の医療機関等が参加。
看護学科３年次

診療情報管理専攻３年次
学生会館６階・スカイホール

キャリア開発委員会
看護学科

診療情報管理専攻

■4時限目 14:45～16:15

■5時限目 16:30～18:00

【注】

　2020年度　名桜大学就職活動支援プログラム

【2020年5月25日現在】

就活パワフルサポート　６月２４日（水）

　①事業名の箇所に★印のある講座（就職ガイダンス）は、受講者人数に制限があることを示しています。なお、受講者人数については、受講申込（受付）時にお知らせいたします。

　②就職ガイダンスの受講申込（受付）は、キャリア支援課窓口とユニバーサルパスポートで行います。ただし、受講者人数に制限のある講座（★印）については、キャリア支援課
　　 窓口のみで受講申込（受付）を行います。

　④上記の実施日時・事業名・内容の変更、または都合により上記プログラムが中止となった場合は、ユニバーサルパスポートと学内掲示板での掲示にてお知らせいたします。
　　 また、使用教室については参加申込状況により事前・又は当日に変更する場合があります。

就活パワフルサポート

　６月１２日（金）

　６月１９日（金）

１２月１８日（金）

　③就職ガイダンスについては、オンライン（映像配信）で講座を実施する場合があります。


