國學院大學
平成31年度【3年生対象】 就職支援講座・ガイダンス スケジュール

キャリアサポート課 作成
平成31年4月9日

【就活準備講座】就活の基礎を身に着けるために、準備講座に参加しよう
日時

5月13日(月）6限
or 5月14日（火）6限
or 5月15日（水）3限
or5月15日（水）5限

6月10日（月）6限
or 6月11日（火）6限
or 6月12日（水）3限
or 6月12日（水）5限

10月2日（水）3限
or10月2日（水）5限
or 10月3日（木）6限
or 10月4日（金）6限

10月2日（水）4限

未定

11月6日（水）3限
or 11月6日（水）5限
or 11月7日（木）6限
or 11月8日（金）6限

講座・企画名称

就活スタートガイダンス①

就活スタートガイダンス②

後期スタートガイダンス

マナー・リクルートスタイルガイダ
ンス

女子メイク・マナー講座

グループディスカッション
対策講座

※上記予定は変更になる場合があります。

講 師 等

申込方法

内

容

K-SMAPYⅡ
セミナー申込

就職活動・インターンシップはここからスタート！
新３年生となり、就職活動がいよいよスタート。３年生の３月から開始だからまだ大丈夫と安心していると就職活動準備に出遅
れます。短期集中の就職活動スケジュールにおいては、前期からの準備とインターンシップ参加が勝負の分かれ目となります。
このガイダンスでは、就職活動の流れを理解するとともに、インターンシップの参加方法について理解して頂きます。必ず参加し
今後の就職活動の計画を立てましょう。
また、就職活動の必須ツールである就職サイト（ＣＳ課が推薦する大手就職情報会社４社）の特徴説明・一括登録を行います。
各就職サイトの特徴を把握して、インターンシップ情報・就職情報をフル活用できるようにしましょう。
このガイダンスでは通常有料のSPI模擬試験を無料配布いたします。この機会に是非受験してください。
（全4回は同じ内容になりますので、いずれかの時間帯に出席してください。）

K-SMAPYⅡ
セミナー申込

自分を振り返り、エントリーシートや履歴書に何を書くかのヒントを掴もう！
就職活動の選考において「エントリーシート」や「履歴書」といった書類提出が必須になります。また、人気企業のインターンシッ
プを中心に、エントリーシートの提出が求められることも増えています。企業は書類のどこをどのように評価しているのかを知り、
高評価を得るために自分の何をアピールするのかを解説・ワークを通して学んでいきます。
また、５月の就活スタートガイダンス①で配布した、SPI模試を回収します。
（全4回は同じ内容になりますので、いずれかの時間帯に出席してください。）

K-SMAPYⅡ
セミナー申込

就職活動を効率的に進めるために、まずはこのガイダンスに参加しよう！
いよいよ始まる就職活動。どのように活動すれば良いか不安ではありませんか？
準備・対策を行うにあたって、「傾向」を分析しないまま「対策」を講じるのは非効率です。このガイダンスでは前期ガイダンスの
おさらい、今年の就職活動の傾向に基づく効果的な動き方、後期開催の対策講座の説明を行います。
また、近年増加している秋・冬インターンシップや就職活動本番に向けた書類・自己PR対策や今後の就職活動で必要になる業界
研究のポイントについて説明します。現行のスケジュールでは、採用活動期間が短期集中化しているので、この時期から志望業
界の幅を広げておくことが重要です。
（全4回は同じ内容になりますので、いずれかの時間帯に出席してください。）

写真スタジオ講師
・ナビサイト担当者

K-SMAPYⅡ
セミナー申込

選考において重要な第一印象をアップさせる方法を伝授！
面接において、第一印象は合否を左右するほどに重要なものとなります。人のイメージは、第一印象で決定付けられてしまうこ
とが少なくなく、その印象を面接時間中に覆すのは困難だと言われています。第一印象に大きく影響するのが見た目です。写真
スタジオ講師によるリクルートスーツ、髪型、化粧等の身だしなみの解説を聞いて、第一印象をアップさせる方法を身につけま
しょう。
また、就職活動において必須条件のビジネスマナーについて、マナーの重要性、敬語、電話対応から会社訪問・面接時の動作な
どを解説・実践します。できて当たり前を求められるマナーを、ここで改めて確認し、実践できるようにしましょう。

外部講師

K-SMAPYⅡ
セミナー申込

キャリアサポート課
スタッフ・ナビサイト担当者

キャリアサポート課
スタッフ・ナビサイト担当者

キャリアサポート課
スタッフ・ナビサイト担当者

ナビサイト担当者

K-SMAPYⅡ
セミナー申込

【メイクを始めたい！でもどうすればいいの？高感度が上がるメイクの仕方って？】
今まであまりメイクをしたことがなかったけれど、興味はある。でもどうすればいいのか分からない・・・・・という女子学生のあな
た。
まずはココから始めてみませんか？プロが明るく賢く見えるメイクの仕方を伝授します
一人では対策が取りづらいグループディスカッション！
「グループディスカッション（ＧＤ）」は、通常の個人面接や集団面接とは、進め方やチェックされるポイントが違う特殊な面接方法
です。また、GDは一人では対策が取りづらいため、練習の機会があまりありません。
この講座は、ＧＤを突破するためのポイント解説と、模擬ＧＤのグループワークを行なう実践型トレーニングです。
この講座を通して、本番でどのようにＧＤに臨めば良いのかを知り、そして、場面や雰囲気に応じた発言やコミュニケーションを取
れる適応力を身につけましょう！
（全4回は同じ内容になりますので、いずれかの時間帯に出席してください。）
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※参加登録・申込方法、開催場所等の詳細はK-SMAPYⅡにてお知らせします。
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1月8日（水）4限

1月14日（火）6限
or 1月15日（水）3限
or 1月15日（水）5限
or 1月16日（木）6限

日経新聞読み方講座

面接（個人・集団）
対策講座

日経メディア
プロモーション講師

ナビサイト担当者

キャリアサポート課 作成
平成31年4月9日

K-SMAPYⅡ
セミナー申込

日経新聞を読みこなそう！
ビジネスマンの教科書と言われる「日経新聞」を読みこなして就職活動をリードしましょう。
講座では、難しいと思われがちな「日経新聞」を簡単に読むためのポイントや、就活に役立つ『日本経済新聞』の活用法、新聞
記事からエントリー企業を見つける方法についても説明します。
「日経新聞」を読みこなして、就職戦線を突破し、社会人としての基礎力を身につけましょう。

K-SMAPYⅡ
セミナー申込

一人では対策が取りづらい面接＆グループディスカッションの攻略法を知ろう！
就職活動において、絶対に避けては通れないのが面接です。面接は一人では対策が取りづらく、練習の機会があまりありませ
ん。
この講座は、個人面接や集団面接突破のポイントを解説し、自ら体験を積む実践型トレーニングも実施します。面接は慣れが
肝心になるので、この講座に参加して、経験を積みましょう！
（全4回は同じ内容になりますので、いずれかの時間帯に出席してください。）
※2月に行われる模擬面接トレーニングと合わせて参加するのがお勧めです。

【CS課一押し企画】参加しないと絶対に損！説明会の予約を取るのも困難な人気企業と学内で毎日出会える！
目標は業界セミナー２５社参加、エントリー１００社。これを達成するためにも、多くの企業の話を聞こう！
日時
10月7日（月）
～
12月13日（金）
月・火・木・金：5限 or 6限
水：3限 or 4限
2月13日（木）・14日（金）
3月4日（水）・5日（木）
終日

講座・企画名称

講 師 等

申込方法

内

容

業界セミナー

企業人事
採用担当者

K-SMAPYⅡ
セミナー申込

期間中ほぼ毎日、各業界のリーディングカンパニーの採用担当者が来校して、業界および企業の説明をしていただきます。参加する企業は、個別の
企業説明会では予約が取れない超大手優良企業ばかりです。この機会に自分の志望する業界の理解を深めましょう。自分が何をしたいか決まってい
ない人は、まず企業の話を聞いて興味・関心の幅を広げていきましょう。

学内合同業界・企業説明会

企業人事
採用担当者

K-SMAPYⅡ
セミナー申込

この説明会は、本学学生を採用する意欲が高い企業・団体を学内にお招きし、採用担当者から直に話を伺うことができる合同説明会です。一日で多
くの企業・団体と出会うことが出来ます。毎年、この説明会をきっかけに内定を獲得する学生がいますので、この機会に業界・企業・職種研究を進めると
ともに、自分に合ったオンリーワン企業を探しましょう！

各業界の超大手優良企業が毎日来校！企業の方から直接話を聞いて業界・企業研究を深めよう！

学内で大手優良企業と出会い、応募につなげよう！

※上記予定は変更になる場合があります。
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※参加登録・申込方法、開催場所等の詳細はK-SMAPYⅡにてお知らせします。
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キャリアサポート課 作成
平成31年4月9日

【筆記試験対策】人気企業のボーダーラインである偏差値60以上を目指そう
日時

講座・企画名称

講 師 等

申込方法

5月29日（水）4限
or 5月29日（水）5限
or 6月5日（水）3限
or 6月5日（水）5限

インターンシップ向け
筆記試験対策講座

ＳＰＩ講師

K-SMAPYⅡ
セミナー申込

インターンシップ向け筆記試験対策も必要！
インターンシップ選考において、筆記試験を導入している企業が増えています。せっかくエントリーシートを準備しても筆記試験
で不合格になっては意味がありません。筆記試験の非言語分野について、傾向と対策を学んでインターンシップ選考を突破しま
しょう！

10月16日（水）5限

SPI対策ガイダンス
準備・心構え編

リクナビ担当者

K-SMAPYⅡ
セミナー申込

SPI対策をここから始めよう！
企業の採用選考において、多くの企業が筆記試験や適性検査を実施します。毎年、筆記試験で不合格になる学生が多数いる
中で、内定を獲得した学生は、必ず早期から対策を行っています。このガイダンスでは筆記試験で一番使用されるSPIを作成した
ナビサイト担当者から直々に試験対策について、解説をします。対策をすれば必ず伸びるからこそ、苦手な人は早めに準備に入
りましょう。

5月下旬より
販売予定

SPIテストセンター型模試

-

窓口

Ｗｅｂ型の筆記試験への慣れも必要！
ここ数年採用選考において、利用する企業が増えているのがテストセンター型の試験です。この試験はWebを利用したものであ
り、従来の筆記型と試験の形態が異なります。独特の試験形態に慣れていないために、本来の力を発揮出来ないケースも多く見
られるので、この機会に積極的に受検してください

11月9日（土）3～4限
11月16日（土）3～4限

SPI非言語対策講座
9日：初級編
16日：中級編

ＳＰＩ講師

K-SMAPYⅡ
セミナー申込

誰でも簡単にSPIが解けるようになる！頻出分野の簡単な解法を伝授します！
SPIの非言語分野の中でも重要な科目を集中して対策をする講座です。頻出分野の問題を確実に解けるようになることが選考
突破に向けたポイントになります。専門講師から、誰でも簡単に答えが出せる解き方を解説してもらい、実際の問題を解きながら
自分のものにしていく体験型の講座です。

窓口
（各日先着、定員未
定）

テストセンター型の試験を体験しよう！
テストセンター型の試験は、1問ごとに回答の制限時間があったり、自分の回答結果によって、その後の出題難易度が異なるな
ど、他のWeb型筆記試験とは形態が大きく異なるため、何よりも慣れておくことが重要になります。コンピューター教室にて実際に
体験をする貴重な機会を活かして、一歩先行く対策をとりましょう。受検には事前にリクナビ2021IDの取得が必要です。自宅でも
受検できますが、リクナビID1つに対し、1回のみの限定受験となります。本番と同じ環境でどれくらい実力が発揮できるかトライし
てみてください。
（全４回は同じ内容になりますので、いずれかの時間帯に出席してください。）

11月30日（土）3限
or 11月30日（土）4限
or 12月7日（土）3限
or 12月7日（土）4限

テストセンター体験会

リクナビ担当者

内

容

【面接対策】面接は慣れが重要！現役の人事採用担当者を講師に迎え、面接を繰り返し、選考突破の実力を養おう
日時

講座・企画名称

講 師 等

申込方法

2月19日（水）
～
2月21日（金）

模擬面接トレーニング
（メントレ）

企業人事
採用担当者

窓口

内

容

模擬面接で選考に向けた最終チェックをしよう！
この企画は、面接力強化＆最終チェックを目的としています。採用選考の面接では、フィードバックがないため、どこが良くてど
こが悪かったのか分からず、同じ過ちを繰り返してしまう危険性があります。解禁前に自分の面接内容について、実践的なアドバ
イスももらえる貴重な機会になりますので本番対策として積極的に参加してください。

【アドバイス会】各業界で活躍する先輩、就活を終えた４年生、就活のプロから実践的アドバイスが聞けます、参加推奨！
日時

1月11日（土）午後

講座・企画名称

OBOG・内定者アドバイス会

※上記予定は変更になる場合があります。

講 師 等

本学卒業生
本学４年生

申込方法

K-SMAPYⅡ
セミナー申込

内

容

卒業生・内定者から話を聞こう！
各業界で活躍する先輩や、優良企業・団体から内定・合格をもらった先輩から就職活動や働くことについてアドバイスをもらえる
イベントです。
就職活動を勝ち抜いたノウハウや、実際に働いているからこそわかる働き方や業務内容から休暇・給与についてまで、説明会や
人事担当者には聞きにくいことも先輩だから聞け、知識や理解も深まるはず。この機会を活用し、多くの先輩からアドバイスをもら
い就職活動を有利に進めていきましょう。
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※参加登録・申込方法、開催場所等の詳細はK-SMAPYⅡにてお知らせします。
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キャリアサポート課 作成
平成31年4月9日

【インターンシップ】インターンシップを通じて就職活動準備を進めよう
日時

未定

講座・企画名称

インターンシップ
エントリー会＆よろず相談

6月19日（水）4～5限
or 6月26日（水）4～5限
※2コマ連続

夏季インターンシップ事前研修
（キャリアアップ講座）

7月3日（水）3限
or 7月3日（水）5限

夏季インターンシップ事前研修
（マナー講座）

10月2日（水）4～5限
※2コマ連続

夏季インターンシップ事後研修

講 師 等

申込方法

ナビサイト担当者

K-SMAPYⅡ
セミナー申込
※よろず相談は予約
不要

キャリア研修講師
（日本ITイノベーション協
会）

ナビサイト担当者

キャリア研修講師
（日本ITイノベーション協会）

K-SMAPYⅡ
セミナー申込

K-SMAPYⅡ
セミナー申込

K-SMAPYⅡ
セミナー申込

内

容

インターンシップへの申込方法を知って、積極的に応募しよう！
エントリー会では、実際にナビサイトを一緒に操作し、インターンシップへのエントリー方法やナビサイトの活用法を学びます。イン
ターンシップに参加したい、ナビサイトの活用法が知りたい、という方はエントリー会へ参加してください。
よろず相談会では、個別でインターンシップについての不安・疑問の相談が可能です。インターンシップに関して相談したい疑問・
不安がある方は、よろず相談会へご参加ください。
よろず相談会は入退場自由で、予約する必要はありません。
【★インターンシップ参加希望者必須★】
準備を徹底してインターンシップに望もう！！ インターンシップでの学びを最大限に高めるのは、実習参加の目的を明確にして
臨むなど、入念な事前準備が欠かせません。インターンシップ参加に向けた目 標設 定を行いますので、インターンシップに参加
を予定している学生は、必ず参加をしてください。
※単位申請者は参加必須

【★インターンシップ参加希望者必須★】
準備を徹底してインターンシップに臨もう！！ 就職活動において必須条件のビジネスマナーについて、マナーの重要性、敬語、
電話対応から会社訪問・面接時の動作などを解説・実践します。できて当たり前を求められるマナーを、ここで改めて確認し、実
践できるようにしましょう。 （いずれかの時間帯に出席してください。）
※単位申請者はいずれか参加必須
【★インターンシップ単位申請者＆大学推薦・経由型インターンシップ参加学生必須★】
インターンシップで一番重要なことは「振り返り」による課題発見、目標設定です！ インターンシップの経験を価値あるものにする
ためには、今後の目標設定や取組みへと具体的に移していくことが重要です。実習後の振り返りを行い、自己の課題を明確に
すること で今後の成長へと繋げていきましょう。（様式４提出を行います）
※単位申請者は参加必須

【各種支援講座】目的に合わせて参加しよう
日時

講座・企画名称

講 師 等

申込方法

12月～3月

エアライン講座

外部講師

窓口

※上記予定は変更になる場合があります。

内

容

エアライン業界志望学生必見！
エアライン業界で求められる人物像を、グループワークを通じて学んでいく講座です。
立ち居振る舞いやグループディスカッションなども学んでいく予定です。
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※参加登録・申込方法、開催場所等の詳細はK-SMAPYⅡにてお知らせします。

