
※令和4年4月現在の予定表です。

※新型コロナウイルス感染症等の状況により，変更となる場合があります。

令和４年度就職指導関係行事予定表



学部名 開催予定日 対象学年 行事名

上旬 学部1年 第1回1年生キャリアプランガイダンス

上旬 全留学生  留学生向けガイダンス―日本の就職活動について－

中旬 全学年 オンライン面接対策セミナー＠Zoom

中旬 卒業生で進路未決定者 令和４年3月修了・卒業者向け就職支援講座

21 学部3年，院1年 インターンシップガイダンス

26 学部3年，院1年 インターンシップの探し方講座

下旬 学部3年，院1年 就職マナーガイダンス

下旬 学部2年 第1回2年生キャリアプランガイダンス

5 学部4年，院2年 新4年生・大学院新2年生就職ガイダンス

6 院1年 大学院新1年生就職ガイダンス・公務員ガイダンス

初旬 全学年 筆記試験対策ガイダンス

4月上旬～5月上旬 全学年 秘書技能検定（準1級・2級）講座のガイダンス

4月19日～6月26日 全学年 秘書技能検定（準1級・2級）講座［資格講座・学内受検］

4月下旬～5月末 全学年 公務員ガイダンス

11・12・15 学部3年生，院1年生 公務員ガイダンス個別相談会

13・14 学部2・3年生，院1年生 ナビサイトの使い方講座

15 学部3年，院1年 民間企業インターンシップガイダンス

18・19 学部3年，院1年 軸の仮置き説明講座～企業・仕事探しの軸を仮で作ってみよう～

20・21 学部3年，院1年 エントリーシートを書いてみよう

25・26 学部2・3年，院1年 オンライン就活講座

27 学部1年 新入生向け就職ガイダンス

4 学部1年 キャリアデザインガイダンス

5 全学年 資格・公務員説明会

28 全学年 キャリアデザインセミナー1

8 学部3年，院1年 就職ガイダンス

8 学部2年 2年生キャリアデザインガイダンス

14 学部1年 1年生キャリアデザインガイダンス

21 学部4年，院2年 就職活動見直し講座

芸術 19･25 学部3年 就職ガイダンス

中旬 学部3年，短大1年，院1年 就職活動スタートアップガイダンス　　

下旬 全学年 マイナビ・リクルート合同副編集長が語る　これからの就職・キャリア

中旬 学部1～3年，短大1～2年 公務員ガイダンス

下旬 学部1～3年，短大1～2年 公務員講座受講相談会

5 1年 1年生キャリアガイダンス

8 学部2～4年 就活のための正しい情報や得する情報の集め方

15 学部4年 公務員面接直前対策講座

学部1～3年 外資系企業（コンサル/金融/メーカー等）対策講座

学部1～4年 警察・消防体力測定対策講座

4月25日～5月13日 学部4年 警察官面接指導ウィーク1

28 学部1～4年 キャリアデザイン講座1「自己分析対策-自分の強みを知る-」

商

国際関係

22

危機管理・
スポーツ科

4月

法

文理

経済



学部名 開催予定日 対象学年 行事名

4月中 学部1～4年，短大1・2年，院1年 コンピテンシー講座

4月中 学部3年，院1年，短大1年 就活スタートガイダンス

4月中 学部4年，院2年 公務員論作文対策講座

4月中 全学年 公務員総合ガイダンス

4月中 学部4年，院2年 公務員試験対策講座「直前ワンポイント」

4月中 全学年 教員採用就職ガイダンス

4月中 学部4年，院2年 教員採用直前対策講座

上旬 全学年 学科就職（進路）ガイダンス

上旬 学部3年 インターンシップガイダンス

7 学部3年，院1年 就活準備ガイダンス

16 全学年 第1回公務員ガイダンス

4月16日～7月9日 学部4年，院2年 公務員試験対策講座「直前完成コース」

23 学部3年，院1年 第1回就職ガイダンス

23 院1年 第1回大学院就職ガイダンス

3月31日～4月10日 学部3年，獣医5年，大学院 進路ガイダンス

5～6 学部1～2年 1・2年次公務員導入ガイダンス

7 学部1年 1年次キャリアガイダンス「今から知っておくべき！1年生のためのキャリアガイダンス」

8 学部2年 2年次キャリアガイダンス「2年生のためのキャリアデザイン～「将来やりたいこと」「働く価値観」を考える～」

19～28 学部3年，獣医5年，大学院 就職スタートアップガイダンス

4月27日～7月6日 学部3年，獣医5年，大学院 就活インターンシップ対策　特別講座

4月下旬 学部3年，獣医5年，大学院 公務員講座ガイダンス

4月～5月中旬 学部4年，獣医6年，大学院 公務員直前特化講座2

4月～翌3月 学部3～4年，獣医5～6年，大学院 筆記試験対策サービス「筆記試験（トレーニング・模擬試験）」

5 学部6年 就職ガイダンス

20 学部1年 キャリアデザインガイダンス

26 学部1～5年 就職講座「薬学生の就職環境と業界動向」

通信 16 4年生 就職ガイダンス

薬

理工

生産工

工

生物資源科



学部名 開催予定日 対象学年 行事名

14 全学年 第1回公務員特別セミナー

21 公務員１次試験受験者 面接直前対策講座

3月21日～5月8日 学部3年，院1年 就職情報サイト一括登録期間

上旬 学部3年，院1年 第1回総合就職ガイダンス

上旬 学部4年，院2年 WEB面接対策講座Ⅰ -実践編-

10 学部3年，院1年  適性診断で強みを知る！自己 PR 作成講座

中旬 学部4年，院2年 WEB面接対策講座Ⅱ -実践編-

中旬～ 全学年 毎日新聞『時事力・コミュニケーション力養成講座』

中旬 全学年 適性検査【有料版】受検会

中旬 学部3年，院1年 SPI・玉手箱対策講座【春季・基礎編】(申込者限定)

11 学部3年，院1年 イベント活用講座就職ナビサイト

13 学部3年，院1年 U・I・Jターンインターンシップガイダンス

16・17 学部3年，院1年 自己分析実践型講座

中旬 学部2～3年，院1年 公務員インターンシップガイダンス

19 学部3年，院1年 インターンシップ選考書類の書き方講座

20 学部3年，院1年 インターンシップ面接対策講座

24 学部2～3年，院1年 全国の世界・日本トップクラス企業と優良企業の探し方講座

23・26 学部2～3年，院1年 オンライン就活講座

23・26 学部3年，院1年 民間・公務員志望向け「動画選考(録画面接)・自己PR動画」

31 学部3年，院1年 インターンシップエントリー講座

調整中 学部3年，院1年 公務員試験対策講座

12 全学年 キャリアデザインセミナー2

12 学部4年，院2年 リスタート講座

14 学部3年，院1年 第1回　就職ガイダンス

18 学部3～4年，院1～2年 自己分析セミナー

19 全学年 キャリアデザインセミナー3

21 学部3年保護者 3年生保護者向け就職ガイダンス

25 学部3～4年，院1～2年 通るESの書き方と面接対策

26 全学年 業界・職種研究講座1

9 全学年 社会人基礎力テスト

9 学部3年，院1年 就職対策模試Ⅰ【玉手箱】

12 学部3年，院1年 インターンシップガイダンスⅠ（インターンシップの目的・自己分析）

19 学部3年，院1年 インターンシップガイダンスⅡ（企業の探し方と企業研究）

26 学部3年，院1年 インターンシップガイダンスⅢ（選考試験）

5月

法

文理

経済

商

本部



学部名 開催予定日 対象学年 行事名

9 学部3年，院1年 就職スタートアップ講座

11 学部3年，院1年 インターンシップ講座Ⅰ【就職情報サイト合同説明会】

13 学部1年 キャリアガイダンスⅠ（第1回目）

16 学部3年，院1年 インターンシップ講座Ⅱ【基礎知識編】

17 学部3年，院1年 インターンシップ講座Ⅲ【業界研究編】

18 学部2年 キャリアガイダンスⅡ（第1回目）

23 学部3年，院1年 インターンシップ講座Ⅳ【企業研究編】

25 学部1年 キャリアガイダンスⅠ（第2回目）

26 学部1～3年，院1年 外国人留学生就職ガイダンスⅠ

26 学部3年，院1年 教員採用試験対策講座Ⅰ

30 学部2年 キャリアガイダンスⅡ（第2回目）

31 学部3年，院1年 インターンシップ講座Ⅴ【選考対策編】

上旬 学部3年，短大1年，院1年 インターンシップガイダンス

中旬 学部1～2年，短大1年 学生生活の過ごし方と卒業後の進路について考える

中旬 学部3年，短大1年，院1年 自己分析講座（基本編）

中旬 学部3年，短大1年，院1年 インターンシップ対策　総合講座1～4

中旬 全学年 「NU就職ナビ」と就職支援サイトの利用方法

中旬 学部1～2年，短大1年 自分自身のキャリアデザインを考える

中旬 学部2～3年，短大1年，院1年 就職活動の基本

6 学部1～3年 キャリアデザイン講座2「自己分析から業界・企業研究へ」

9～16 学部3年 【必須】 社会人基礎力検査　受検ウィーク

9～21 学部4年 国家公務員総合職面接指導ウィーク

10～13 学部4年
【事前申込制】企業採用説明会ウィーク
ONLINE説明企業群（10日・11日）対面説明企業群（12日・13日）

学部1～4年 区役所・市役所の研究と志望動機の掘り下げ方

学部1～3年 キャリアデザイン講座3「志望企業の見つけ方」

5月16日～6月24日 学部4年 警察官面接指導ウィーク2

20 学部1～3年  エントリーシート作成ワークショップ「自己分析から自己ＰＲ、自分を伝えるから伝わるへ」

5月23日～6月3日 学部4年 自衛隊一般幹候面接指導ウィーク

26 学部3年 【必須】3年生キャリアガイダンス※スポーツ科学部対象

27 学部3年 【必須】3年生キャリアガイダンス※危機管理学部対象

5月中 学部3年，短大1年，院1年 インターンシップ講座Ⅰ

5月中 学部4年，院2年 公務員面接対策講座

5月中 学部3年，院1年 公務員試験対策講座「基礎養成コース」事前ガイダンス

5月～7月 学部3年，院1年 公務員試験対策講座「基礎養成コース」

5月中 学部4年，院2年 教員採用面接対策講座

生産工 上旬 学部3年 インターンシップガイダンス

5月7日～7月2日 全学年 公務員試験対策講座「実践コース1」

14 学部3年，院1年 適性検査R-CAP

21 学部3年，院1年 第1回インターンシップガイダンス

芸術

国際関係

危機管理・
スポーツ科

13

理工

工



学部名 開催予定日 対象学年 行事名

5月11日～7月7日 全学年 TOEIC講座1基本英文法2500点講座（対面式講義）

16～22 全学年 第1回TOEIC　IPテスト　L＆R　TEST（WEB）受験

12 学部3年，獣医5年，大学院 第1回就職ガイダンス　就職活動の進め方編

19 学部3年，獣医5年，大学院 第2回就職ガイダンス　インターンシップ編

23・27 学部3年，獣医5年，大学院 インターンシップ＆リクナビ活用セミナー

24・26 学部3年，獣医5年，大学院 適性診断MATCHplus受検・解説会

31 学部3年，獣医5年，大学院  インターンシップに向けた「会社選び」セミナー自分に合った仕事・会社を見つける方法

下旬 学部4年，獣医6年，大学院 就活リ・スタート講座5月

5月～7月 学部4年，獣医6年，大学院 学内（オンライン）企業説明会

5月中旬～11月下旬 学部1～2年，獣医2～4年  公務員試験入門講座「通年コース」生物資源科学部主催：対面式

5月～6月 学部4年，獣医6年，大学院 公務員2次試験講座（模擬面接・政策課題討議）

6 学部1年 SPI性格検査

10 学部5年 就職講座「就活スタートアップガイダンス」

14 学部1～5年 特別就職講座「総合大学における薬学部生の可能性1」

16～22 学部1～6年， 院1～4年 第1回TOEIC/IP

16～22 学部1～6年， 院1～4年 第1回就職対策模試（テストセンター及び公務員模試）

20 学部1年 特別講演「公務員の働き方と公務員職の魅力1」

21 学部1～5年 特別就職講座「総合大学における薬学部生の可能性2」

24 学部1～5年 就職講座「インターンシップ講座」

31 学部3～5年 学部推薦インターンシップガイダンス1

14 学部4年 就職ガイダンス

21 学部1～2年生 就職ガイダンス

生物資源科

薬

通信



学部名 開催予定日 対象学年 行事名

本部 25 公務員１次試験受験者 面接直前対策講座

上旬 全留学生 外国人留学生就職ガイダンス

上旬 全学年 ＴＯＥＩＣ講演会

上旬 学部3年，院1年 エントリーシート対策講座

上旬 学部3年，院1年 インターンシップガイダンス（インターンシップ参加に向けて～企業探し・参加前準備・選考対策1～）

上旬 学部3年，院1年  ～サマーインターンシップ選考試験対策～エントリーシート（ＥＳ）選考対策講座

中旬 学部3年，院1年 就活メイクアップガイダンス

中旬 学部4年，院2年 就活リ・スタート講座

中旬 学部3年，院1年 インターンシップガイダンス（インターンシップ参加に向けて～企業探し・参加前準備・選考対策2～）

下旬 学部2年 ストレングス（強み発見テスト）

下旬 学部4年，院2年 内定獲得の極意セミナー

2 全学年 留学生就職ガイダンス

6 学部3年，院1年 自己PR相談会

7 学部3年，院1年 選考書類（履歴書・エントリーシート）の書き方講座

8 学部3年，院1年 模擬面接体験会

13 学部2～3年，院1年 インターンシップ業界研究講座

14 学部2～3年，院1年 インターンシップ職種研究講座

15 全学年 インターンシップ業界研究会

17 学部2～3年，院1年 食品業界理解・企業紹介講座

20 学部3年，院1年 インターンシップGW対策講座

21 学部3年，院1年 インターンシップGD対策講座

調整中 学部4年，院2年 公務員試験面接対策講座

27 学部2～3年，院1年 マスコミガイダンス

下旬 学部3年，院1年保護者 3年生保護者向け就職活動説明会

2 学部2～3年，院1年 インターンシップガイダンス（基本編）

6 全学年 ＥＳ対策講座開始（全3回）

6 全学年 ＳＰＩ対策講座開始

9 全学年 U・I・Jターンガイダンス

11・13・16 学部3～4年，院1～2年 言語非言語Webテストの受検会講座

15 学部2～3年，院1年 ビジネスマナー講座

20・22・24 学部3～4年，院1～2年 証明写真撮影会

23 学部3年，院1年 インターンシップガイダンス（実践編）

24 学部3～4年生，院1～2年 面接対策講座

27 学部2～4年，院1～2年 SPIのWeb模擬テスト申込開始

未定 学部3～4年，院1～2年 就活レクチャーシリーズ

16 学部4年，院2年 就職活動リ・スタート講座

23 学部1～2年 公務員ガイダンス

23 全学年 留学生就職ガイダンスⅠ

27～30 学部4年，院2年 4年生フォローアップセミナー

6月

法

文理

経済

商



学部名 開催予定日 対象学年 行事名

2 学部3年，院1年 公務員紹介講座

7 学部3年，院1年 筆記試験対策講座Ⅰ【SPI編】

8 学部1年 キャリアガイダンスⅠ（第3回目）

10 学部3年，院1年 筆記試験対策講座Ⅱ【一般常識編】

14 学部3年，院1年 SPI対策（非言語分野）のための勉強会Ⅰ

15 学部2年 キャリアガイダンスⅡ（第3回目）

17 学部3年，院1年 SPI対策（非言語分野）のための勉強会Ⅱ

20 学部3年，院1年 SPI対策（非言語分野）のための勉強会Ⅲ

22 学部3年，院1年 SPI対策（非言語分野）のための勉強会Ⅳ

24 学部1年 キャリアガイダンスⅠ（第4回目）

27 学部2年 キャリアガイダンスⅡ（第4回目）

29 学部3年，院1年 ポートフォリオの作り方講座

30 学部3年，院1年 教員採用試験対策講座Ⅱ

上旬 学部3年，短大1年，院1年 自己PR作成講座（基本編）

上旬 学部2～3年，短大1年，院1年 就活に役立つ文書作成講座

中旬 学部2～3年，短大1年，院1年 エントリーシート（ＥＳ）作成講座「Open ESの書き方」

下旬 学部3年，短大1年，院1年 本学指定「履歴書」の書き方講座

下旬 全学年 就活マナー講座

中旬 全学年 業界・企業・職種研究の仕方

中旬 全学年 業界・職種の視野を広げるための講座1「業界地図・就職四季報等の活用法」

中旬 全学年 業界・職種の視野を広げるための講座2「SDGｓ・CＳＲ活動報告書の活用法」

1～6 学部3年 【必須】 総合適性検査（ＳＰＩ）　受検ウィーク

1 学部1～3年 【事前申込制】自己PR作成講座＋自己PR個別相談会1（講座後に希望者残り相談可能）

1～3 学部1～3年 dodaキャンパス版自己PR添削申込ウィーク

3 学部1～3年 ＳＰＩ対策入門講座ガイダンス～ＳＰＩ対策入門講座の受講内容と各種適性検査の対策～

6 学部1～3年 ＳＰＩ対策入門講座1  「非言語対策1」

8 学部1～3年 ＳＰＩ対策入門講座2  「非言語対策2」

9 学部1～3年 体育会学生のための就職セミナー1「体育会の学生にも，夏のインターンシップは必要か⁉」

9 学部1～4年 地方就職におけるライフプランとインターンシップ

6月9日～7月1日 学部4年 消防官面接指導ウィーク

10 学部1～3年 夏のインターンシップ参加の目的と意義

13 学部1～3年 ＳＰＩ対策入門講座3  「非言語対策3」

15 学部1～3年 ＳＰＩ対策入門講座4  「非言語対策4」

17 学部1～3年 キャリアデザイン講座1・2「自己分析対策」「自己分析から業界・企業研究へ」

6月20日～7月1日 学部4年 国家公務員面接指導ウィーク

6月20日～7月8日 学部4年 地方公務員面接指導ウィーク

20 学部1～3年 ＳＰＩ対策入門講座5  「非言語対策振り返り」

学部1～4年 [国家資格] あん摩マッサージ指圧師説明会

学部1～3年 ＳＰＩ対策入門講座6「言語対策とＳＰＩ以外の適性検査」

24 学部1～3年 キャリアデザイン講座3「夏のインターンシップと志望企業の見つけ方」

29 学部1～4年 [国家資格] フィットネスクラブ・マネジメント技能検定説明会

芸術

国際関係

危機管理・
スポーツ科

22



学部名 開催予定日 対象学年 行事名

6月中 学部3年，短大1年，院1年 インターンシップ講座Ⅱ

6月中 学部4年，短大2年，院2年 学内（合同）企業説明会

6月～7月 学部4年，院2年 公務員個別面接指導

4日 学部3年 就活スタート講座

11日 学部2年 キャリアデザイン講座

上旬 学部3年 インターンシップガイダンス（実習先開示，相談）

中旬 学部3年 インターンシップガイダンス(書類作成指導，保険加入)

11 学部3年，院1年 第2回就職ガイダンス

18 学部3年，院1年 SPI対策能力試験

25 学部3年，院1年 適性検査R-CAP解説会

2・7 学部3年，獣医5年，大学院 ステップアップ　自己分析セミナー

8 学部3年，獣医5年，大学院 筆記試験対策　総合ガイダンス

13 学部3年，獣医5年，大学院 「ビジネスマナー」自己表現力アップセミナー

21 学部3年，獣医5年，大学院 就活女子のキャリアセミナー（女子会）

上旬 学部3年，獣医5年，大学院 インターンシップガイダンス（大手・人気企業編）

上旬 学部3年，獣医5年，大学院 Web就活でのトラブル対策セミナー

下旬 学部3年，獣医5年，大学院 インターンシップのためのグループディスカッシ・グループワークセミナー

上旬～下旬 学部4年，獣医6年，大学院 合同企業選考会（事前研修付セミナー＆一次選考会）

6月～7月 学部3年，獣医5年，大学院 業界研究（前期）

6月～1月 学部4年，獣医6年，大学院 内定保有者向け説明会（オンデマンド配信）

7 学部3年 経営者・人事コンサルタントによる特別講座

13 学部1～5年 就職講座「インターンシップ選考講座」

14 学部3～5年 業界研究セミナー1

21 学部3～5年 就職講座「適性検査対策」

29 学部1～5年 特別就職講座「経営者から見る就活1」

通信 4 学部4年 就職ガイダンス

理工

生産工

工

生物資源科

薬



学部名 開催予定日 対象学年 行事名

3 公務員１次試験受験者 面接直前対策講座

9 学部3年，短大1年，院1年 地方就職UIJターンセミナー

上旬 学部1年 第2回1年生キャリアプランガイダンス

上旬 学部2年 第2回2年生キャリアプランガイダンス

上旬 全学年 行政書士業務説明会

上旬 学部3年，院1年 第2回総合就職ガイダンス

上旬  法務研究科修了生 大学院法務研究科生向け就職支援講座

中旬 学部3年，院1年 就活基礎知識“再確認”講座

中旬 全学年 公務員業務説明会

中旬 学部2年 キャリア支援講座

下旬 学部4年，院2年 オンライン合説の廻り方セミナー

下旬 学部4年，院2年 夏季学内合同企業セミナー

随時 学部4年，院2年 オンライン求人紹介セミナー

4 学部3年，院1年 リクルート言語・非言語受験会

5 全学年 SPIWeb模擬テスト　有償

6 全学年 留学生就職ガイダンス

調整中 学部3年，院1年 就職支援ガイダンス

調整中 学部3年，院1年 「本気就職塾」ガイダンス

1 学部3～4年，院1～2年 グループディスカッション講座（基礎）

21・22 学部3～4年，院1～2年 グループディスカッション講座（実践）

調整中 学部4年，院2年 4年生向け就職支援行事

1～6 学部4年，院2年 4年生フォローアップセミナー

7 学部3年，院1年 インターンシップガイダンス（実習中の心構え）

上旬 全学年 筆記試験対策集中講座

上旬 学部3年，短大1年，院1年 インターンシップ直前対策講座

下旬 全学年 SPI試験対策講座（言語・非言語）

下旬 学部2～3年，短大1～2年 国内旅行業務取扱管理者【国家試験対策集中講座】

学部1～3年 エントリーシート作成ワークショップ「アピールできる志望動機を書く（夏インターンシップに向けて）」

学部1～3年 面接対策講座1  「面接までに必要な準備」

4～8 学部1～4年 TOEIC-IP試験受験会ウィーク

6 学部1～4年 JATI日本トレーニング指導者検定説明会

学部1～3年 メンター（危機管理学部・スポーツ科学部OB等）による 就活アドバイス（OB訪問や面接対策など）

学部1～3年 面接対策講座2  「面接での自己表現について」

13 学部1～4年 [国家資格]鍼灸マッサージ師資格取得説明会

15 学部1～3年 採用人事担当者が語る最新の採用事情

22 学部1～3年  就活マナー講座「夏のインターンシップ直前職場でのルール，マナー講座」

7月中 学部3年，短大1年，院1年 適性試験模試1（ＳＰＩ)

7月～8月 学部4年，院2年 教員採用模擬面接

上旬 学部3年 インターンシップガイダンス(マナー＆安全教育，自習先別指導)

中旬 全学年 公務員試験対策講座(実践講座)ガイダンス

9 学部1～2年 第1回自分の将来設計と就活入門

調整中 学部4年，院2年 第1回面接練習会

7月

法

文理

経済

商

本部

工

1

国際関係

危機管理・
スポーツ科 8

理工

生産工



学部名 開催予定日 対象学年 行事名

11～17 全学年 第2回TOEIC　IPテスト　L＆R　TEST（WEB）受験

上旬 学部4年，獣医6年，大学院 大学院進学・大学院生向けキャリアセミナー第1回　院生就活の強み　編

上旬 全学年 第1回外国人留学生就職ガイダンス

5 学部3～5年 就職講座「ES・履歴書対策講座」

5 学部3～5年 学部推薦インターンシップガイダンス2

21 学部4年 SPI性格検査・履歴書・マナー

通信 16 学部3年 就職ガイダンス

生物資源科

薬



学部名 開催予定日 対象学年 行事名

下旬 全学年 自己分析対策講座

下旬 学部3年，短大1年，院1年 エントリーシート対策講座

文理 調整中 学部3年，院1年 「本気就職塾」ガイダンス

商 4 学部4年，院2年 求人紹介セミナー

国際関係 下旬 学部2～3年，短大1～2年 国内旅行業務取扱管理者【国家試験対策集中講座】

1～10 学部3年 【必須】キャリアカウンセラーグループ面談ウィーク（3年ゼミ演習）

8月31日～9月2日 学部1～4年 キャンプインストラクター養成講座

生産工 上旬～下旬 学部3年 インターンシップ(企業，役所等での実習70～140時間実施)

上旬 学部1～2年 課題解決型ワークショップ（3日間）

8月～9月 学部3年，獣医5年，大学院 学部経由型　企業インターンシッププログラム

薬 2 学部3～5年 業界研究セミナー2

8月

危機管理・
スポーツ科

生物資源科

本



学部名 開催予定日 対象学年 行事名

17 全学年 マスコミ・メディア就活セミナー（校友会共催）

下旬 学部3年，院1年 ＳＰＩ3対策講座10月コース説明会

下旬 学部1年 第3回1年生キャリアプランガイダンス

下旬 学部2年 第3回2年生キャリアプランガイダンス

下旬 学部3年，院1年 職業適性診断（Ｒ－ＣＡＰ（アールキャップ））受験

下旬 学部3年，院1年 秋冬インターンシップガイダンス

調整中 学部1～3年，院1年 公務員、民間にも役に立つ適性検査及び公務員業務講座のガイダンス

調整中 学部1～3年，院1年 公務員、民間にも役に立つ適性検査及び公務員業務講座

20 学部3年，院1年 3年生・大学院1年生第2回就職ガイダンス

21 学部3年，院1年 秋冬インターンシップガイダンス

22 全学年 U・I・Jターン就職ガイダンス

22 全学年 留学生就職ガイダンス

26 学部3年，院1年  エントリーシートを書いてみよう軸の仮置き講座＆OPENES軸を持って就職活動をしよう＆リクルートのOPENESについて

27 学部2年 2年生向けガイダンス

28 学部3年，院1年 グループディスカッション講座【基礎編/実践編】

調整中 学部3年，院1年 就職支援ガイダンス

17 学部3年，院1年 第2回就職ガイダンス

30 学部2～3年，院1年 業界・職種研究講座2　インターンシップ後の再研究

調整中 学部4年，院2年 4年生向け就職支援行事

15 学部4年，院2年 求人紹介セミナー

22 学部3年，院1年 就職ガイダンス

29 学部3年，院1年 適性検査対策講座

下旬 学部3年，短大1年，院1年 就職活動実践講座スタートガイダンス

下旬 学部2～3年，短大1年，院1年 「自己分析のためのポイント」就職活動スタート講座1

12～14 学部1～3年
就活対策合宿「自己分析・ES・企業研究・面接・筆記試験」
※就活に必要な知識と対応すべてを網羅する合宿

学部1年 【必須】1年生キャリアガイダンス※スポーツ科学部対象

学部1年 【必須】1年生キャリアガイダンス※危機管理学部対象

学部1～3年 マスコミ対策講座

9月中 学部3年，院1年 公務員試験対策講座「夏期集中講座」

9月中 学部3年，院1年 公務員試験対策講座「実践コース」事前ガイダンス

上旬 学部3年，院1年 インターンシップ(企業，役所等での実習70～140時間実施)

中旬～ 全学年 公務員試験対策講座（実践講座）

下旬 学部3年，院1年 学科就職ガイダンス

下旬 学部3年，院1年 インターンシップ（実習報告書作成指導，自習先へ礼状作成指導）

下旬 学部3年，院1年 ＳＰＩ・ＰＤＡアセスメント

6 学部3年，院1年 公務員試験対策講座「夏期特別集中講座」

16 学部3年，院1年 第3回就職ガイダンス

16 全女子学生 リケジョのための就職入門

17 全学生 第2回公務員ガイダンス

9月17日～12月10日 学部1～2年 公務員試験対策講座「基礎コース2」

9月17日～12月10日 学部3年，院1年 公務員試験対策講座「実践コース2」

調整中 学部4年，院2年 第2回面接練習会

上旬～下旬 学部4年，獣医6年，大学院 合同企業選考会（事前研修付セミナー＆一次選考会）

9月～11月 学部4年，獣医6年，大学院 優良企業紹介セミナー

30

理工

生産工

9月

法

文理

経済

商

工

生物資源科

国際関係

危機管理・
スポーツ科



学部名 開催予定日 対象学年 行事名

12 学部1～5年 就職講座業界別ガイダンス（製薬・CRO・SMO・卸）

13 学部3～5年 業界研究セミナー3

15 学部4年 就職講座「プレ就職ガイダンス」

26 学部1～5年 特別就職講座「経営者から見る就活2」

薬



学部名 開催予定日 対象学年 行事名

上旬 学部3年，院1年 自己ＰＲ作成講座

上旬 学部2～3年，院1年 秋冬セミナー

上旬 学部3年，院1年 自己分析セミナー1「自分にあった企業・職種の見つけ方セミナー」

上旬 学部3年，院1年 自己分析セミナー2「自己 PR・志望理由の作り方と内定直結の影努力」

中旬 学部3年，院1年 就職四季報セミナー

中旬 学部3年，院1年 日経講座「ビジネスの基本」

下旬 学部3年，院1年 ＳＰＩ3対策講座（10月コース）

下旬 学部3年，院1年 エントリーシート作成ガイダンス（基礎編）

下旬 学部3年，院1年 業界・企業・職種研究セミナー（基礎編）

10 全学年 適性検査【有料版】受検会

5 学部2～3年，院1年 業界研究会1(業界・企業等の探し方編)

調整中 学部2～3年，院1年 業界研究会2

14 学部3年，院1年 自己分析・ES・履歴書対策講座

調整中 学部4年，院2年 4年生向け就職支援行事

3～ 学部3年，院1年 就職対策模試Ⅱ【ＳＰＩ3】

6 学部3年，院1年 自己分析対策講座

6 学部4年，院2年 求人紹介セミナー

13 学部3年，院1年 業界・企業・職種研究講座

13 全学年 留学生就職ガイダンスⅡ

20 学部3年，院1年 エントリーシート作成講座

20 学部3年 障がい学生のためのキャリア（就職）ガイダンス

調整中 学部1年 キャリアガイダンスⅠ（第5回目）

調整中 学部1年 キャリアガイダンスⅠ（第6回目）

調整中 学部2年 キャリアガイダンスⅡ（第5回目）

調整中 学部2年 キャリアガイダンスⅡ（第6回目）

調整中 学部3年，院1年 教員採用試験対策講座Ⅲ

調整中 学部3年，院1年 マスコミ業界対策講座Ⅰ

上旬 学部2～3年，短大1年，院1年 「業界・企業・職種研究の仕方」就職活動スタート講座2

中旬 学部2～3年，短大1年，院1年 自己発見のための職務適性診断

中旬 学部2～3年，短大1年，院1年 「魅力的なＥＳを書くために」就職活動スタート講座3

中旬 学部2～3年，短大1年，院1年 面接対策講座

下旬 学部2～3年，短大1年，院1年 「これまでの自分を書くー自己ＰＲ編―」就職活動スタート講座4

下旬 学部2～3年，短大1年，院1年 Web面接対策講座

下旬 学部2～3年，短大1年，院1年 「これからの自分を書くー志望動機編―」就職活動スタート講座5

下旬 保護者 保護者就職相談会（講演・個別相談）

7 学部1～3年 地方公務員の仕事

11 学部3年 【必須】3年生 就職活動出陣式

13 学部3年  筆記試験対策基本講座「SPI対策等の必要性と問題解法のコツ」

14 学部1～3年 公務員採用決定者（4年生）による就職活動報告会

20 学部1～3年 地方就職ＵＩＪターンセミナー・相談会

21 学部1～4年 大学院進学ガイダンス

28 学部1～3年 民間企業内定取得者（4年生）による就活報告会

10月

法

文理

経済

商

芸術

国際関係

危機管理・
スポーツ科



学部名 開催予定日 対象学年 行事名

10月中 学部1年，短大1年 キャリアデザイン

10月中 学部2年，短大2年 就職活動準備講座　～専門と就職・進学～

10月中 学部3年，短大1年，院1年 総合就職ガイダンス

10月～12月 学部3年，院1年 公務員試験対策講座「実践コース」

上旬～下旬 全学年 公務員試験対策講座（実践講座）

中旬 学部3年，院1年 学部総合ガイダンス

下旬 学部3年，院1年 就活ガイダンス

上旬 学部3年 インターンシップ（実習報告書指導，発表資料指導）

8 学部3年，院1年 第4回就職ガイダンス

15 全留学生 外国人留学生就職ガイダンス

15 学部3年，院1年 SPI対策能力試験+テストセンター試験

22 学部1～2年 第2回自分の将来設計と就活入門

12 学部3年，獣医5年，大学院 秋スタート　就職ガイダンス

17～23 全学年 第3回TOEIC　IPテスト　L＆R　TEST（WEB）受験

18 学部3年，獣医5年，大学院 インターンシップガイダンス（秋冬IS編）

24 学部3年，獣医5年，大学院 第3回　就職ガイダンス　

25 学部3年，獣医5年，大学院 エントリーシート作成対策セミナー

10月～11月 全学年 公務員勉強会　1地方公務員勉強会2農林水産省獣医・畜産系業務説明会3農林水産省業務説明会

10～16 学部1～5年 第2回就職対策模試（テストセンター及び公務員模試）

12 学部1～5年 就職講座業界別ガイダンス（調剤薬局・ドラッグストア）

17 学部1年 キャリアデザインガイダンス「キャリアの基礎を学び, 今後の進路に繋げる」

24 学部1～5年 就職講座業界別ガイダンス（病院薬剤師）

25 学部3～5年 業界研究セミナー4

生物資源科

薬

理工

生産工

工



学部名 開催予定日 対象学年 行事名

本部 12 全学年 第2回公務員特別セミナー

上旬 学部3年，院1年 動画・面接選考対策講座

上旬 学部3年，院1年 グループディスカッション講座

中旬 学部3年，院1年 業界・企業・職種研究セミナー1

中旬 学部3年，院1年 業界・企業・職種研究セミナー2

中旬 全学年 TOEIC講演会

下旬 学部3年，院1年 業界・企業・職種研究セミナー3

下旬 学部3年，院1年 業界・企業・職種研究セミナー4

下旬 学部3年，院1年 Ｒ－ＣＡＰ（自己診断テスト）解説会

下旬 学部3年，院1年 ＳＰＩ3対策講座12月コース説明会

11月～12月 学部3年，院1年 業界・企業・職種研究セミナー

調整中 学部2～3年，院1年 4年生公務員合格者による合格体験報告会

8 学部3年，院1年 リクルート言語・非言語受験会

調整中 学部3年，院1年 4年生内定者による就職活動体験報告会

調整中 学部2～3年，院1年 公務員説明会

調整中 学部2～3年，院1年 文理学部OB・OG懇談会（公務員）

11月 学部3年，院1年 SPI・玉手箱対策講座【秋季・基礎編】（申込者限定）

10・15・23 学部3～4年，院1～2年 証明写真撮影会

12 学部3年，院1年 第3回就職ガイダンス

17 学部3～4年，院1～2年 留学生向け就職説明会

24・25 学部3～4年，院1～2年 グループディスカッション講座（実践）

調整中 学部4年，院2年 4年生向け就職支援行事

1 学部4年，院2年 求人紹介セミナー

1 学部3年，院1年 Ｕ・Ｉ・Ｊターン就職ガイダンス

2 学部3年，院1年 業界研究会

調整中 学部1年 キャリアガイダンスⅠ（第7回目）

調整中 学部1年 キャリアガイダンスⅠ（第8回目）

調整中 学部2年 キャリアガイダンスⅡ（第7回目）

調整中 学部2年 キャリアガイダンスⅡ（第8回目）

調整中 学部3年，院1年 教員採用試験対策講座Ⅳ

調整中 学部3年，院1年 マスコミ業界対策講座Ⅱ

調整中 学部3年，院1年 自己分析方法講座Ⅰ

調整中 学部3年，院1年 自己分析方法講座Ⅱ

調整中 学部3年，院1年 コミュニケーション力UP講座

調整中 学部3年，院1年 U・I・Jターン講座

調整中 学部3年，院1年 個別企業セミナー（～3月まで随時実施）

上旬 学部2～3年，短大1年，院1年 エントリーシート(ＥＳ)課題添削模試

上旬 学部2～3年，短大1年，院1年 動画選考(自己PR動画，動画面接，Web面接)対策講座

中旬 学部2～3年，短大1年，院1年 リクルートファッション講座

中旬 学部1～2年 留学前，留学帰国者向け講座

下旬 全学年 女子学生対象メイク講座

下旬 全学年 就活マナー講座

11月

文理

経済

商

法

芸術

国際関係



学部名 開催予定日 対象学年 行事名

10 学部2年 【必須】2年生就活キックオフセミナー※スポーツ科学部

11 学部2年 【必須】2年生就活キックオフセミナー※危機管理学部

14～18 学部3年 【事前申込制】企業業務説明会_ONLINEウィークONLINE説明会を開催する企業群による企業業務説明会

18 学部1～3年 女性の身だしなみ・メイクアップ講座

21～25 学部3年 【事前申込制】企業業務説明会_対面ウィーク 対面説明会を開催する企業群による企業業務説明会

24 学部3年  グループディスカッション他流試合（他大学の学生を交えたＧＤ体験会）

学部1～3年 公安系公務員説明会

学部1～3年 エントリーシート作成ワークショップ1・2「自己分析から自己ＰＲ、自分を伝えるから伝わるへ」・「志望動機ワークショップ」

11月中 学部3年，短大1年，院1年 業界・企業・職種研究講座

11月中 学部3年，短大1年，院1年 適性試験模試2（言語系・非言語系）

11月中 学部3年，短大1年，院1年 履歴書・エントリーシート講座

11月中 全学年 公務員合格体験談～合格者が語る公務員合格への道～

11月中 学部3年，院1年 教員採用試験合格者の話を聴く会

11月中 学部3年，院1年 教員研究講座1

11月～12月 全学年 業界・企業研究セミナー

11月～5月 学部3年，院1年 教員採用公開模擬試験

上旬 学部3年，院1年 就職対策講座『ＳＰＩ編』（11月コース）

上旬 全学年 公務員試験対策講座（模擬試験）

上旬～ 全学年 公務員試験対策講座（実践講座）

下旬 学部3年 生産実習成果報告会

5 学部3年，院1年 SPI適性検査模試(PS-P)

15 学部3年，院1年 第5回就職ガイダンス

26 学部3年，院1年 就職常識試験

調整中 学部3年，院1年 業界就職セミナー

調整中 学部3年，院1年 就職活動体験発表会

1 学部3年，獣医5年，大学院 内定者報告会～23卒内定者から後輩へ～

15～17 学部3年，獣医5年，大学院 言語・非言語SPIテスト受験会

22 学部3年，獣医5年，大学院 好感度を上げる身だしなみ＆メイクアップレッスン

上旬 学部4年，獣医6年，大学院 大学院進学・大学院生向けキャリアセミナー第2回　テクニック　編

下旬 学部2年 キャリアガイダンス　第2回

上旬～下旬 学部3年，獣医5年，大学院 業界研究（後期）

上旬 全学年 外国人留学生就職ガイダンス第2回

8 学部3～5年 企業セミナー説明会

12 学部3～5年 企業セミナー

通信 26 学部1～2年生 就職ガイダンス

25

理工

生産工

工

生物資源科

薬

危機管理・
スポーツ科



学部名 開催予定日 対象学年 行事名

上旬 学部3年，院1年 エントリーシート攻略テストフォローガイダンス

上旬 学部3年，院1年 ＳＰＩ3対策講座（12月コース）

上旬 学部3年，院1年 元人事担当者による特別講演

上旬～下旬 学部3年，院1年 ＳＰＩ3対策講座（12月コース）

上旬～下旬 学部3年，院1年 各種公務員業務説明会

中旬 学部3年，院1年 面接対策ガイダンス

中旬 学部1年 第4回1年生キャリアプランガイダンス

中旬 学部2年 第4回2年生キャリアプランガイダンス

中旬 学部3年，院1年 内定学生による内定者相談会

下旬 学部3年，院1年 ＳＰＩ3対策テスト（第2回）

12月～2月 学部3年，院1年 各種業界研究セミナー

2 学部2～3年，院1年 優良BtoB企業による業界研究会

5 学部3年，院1年 リクルート言語・非言語受験会（SPI）

19 学部3年，院1年 自己PR相談会

20 学部3年，院1年 選考書類（履歴書・エントリーシート）の書き方講座

22 学部2年 プレ就職ガイダンス

調整中 学部2～3年，院1年 文理学部OB・OG懇談会（民間企業）

5 学部4年，院2年 内定者向け研修

8・15 学部3年，院1年 模擬面接講座

12・16 学部2～3年，院1年 言語非言語Webテストの受検会講座

調整中 学部4年，院2年 4年生向け就職支援行事

8 学部3年，院1年 面接試験対策・マナー講座

8 学部4年，院2年 求人紹介セミナー

15 学部1年 1年生キャリアデザインガイダンス

15 学部2年 2年生キャリアデザインガイダンス

22 学部3年，院1年 日本大学所定の履歴書作成講座

調整中 学部3年，院1年 マスコミ業界対策講座Ⅲ

調整中 学部3年，院1年 履歴書書き方講座

調整中 学部3年，院1年 エントリーシート書き方講座

調整中 学部3年，院1年 面接基礎講座

調整中 学部3年，院1年 グループディスカッション基礎講座

調整中 学部3年，院1年 就職活動におけるマナー・身だしなみ講座

調整中 学部3年，院1年 就職活動用メイクアップ講座

調整中 学部3～4年，院1～2年 外国人留学生就職ガイダンスⅡ

上旬 院1年，学部2～3年，短大1年 内定者報告会

上旬 院1年，学部3年，短大1年 自己ＰＲ作成ブラッシュアップ講座

中旬 院1年，学部3年，短大1年 グループディスカッション（GD）オンライン実践対策講座

下旬 院1年，学部3年，短大1年 1日で体験！選考体験講座

12月

文理

経済

商

法

芸術

国際関係



学部名 開催予定日 対象学年 行事名

2 学部1～3年 面接対策講座1「面接までに必要な準備」

6～12 学部2年 【必須】適性検査対策テスト　受検ウィーク

9 学部1～3年 就活マナー講座「スーツの着こなしから、社会人の方との印象よい接し方（面談・手紙・メール・電話応対等）」

10 学部1～3年  総合面接実践講座「個人面接・集団面接・グループディスカッション」

12～16 学部1～4年 TOEIC-IP試験受験会ウィーク

13 学部1～3年 【事前申込制】自己PR作成講座＋自己PR個別相談会2（講座後に希望者残り相談可能）

23 学部1～3年  筆記試験対策基本講座（10/13と同一講座）「SPI対策等の必要性と問題解法のコツ」

理工 12月中 学部3年，短大1年，院1年 適性試験対策講座＆適性試験模試3（玉手箱）

中旬 学部3年，院1年 就職対策講座『ＳＰＩ編』（12月コース）

中旬 学部3年，院1年 就職対策講座『エントリーシート・面接概要編』

中旬 学部3年，院1年 オンライン就職相談会

1～3 学部3年，院1年 エントリー試験

10 全学生 第3回公務員ガイダンス

10 学部1～2年 第2回インターンシップガイダンス

17 院1年 第2回大学院就職ガイダンス

24 学部3年，院1年 第6回就職ガイダンス

5～9 学部3年，獣医5年，大学院 学内合同企業セミナー（業界・職種勉強会）第1回

19 学部3年，獣医5年，大学院 面接対策講座1基礎編2応用編

19～25 全学年 第4回TOEIC　IPテスト　L＆R　TEST（WEB）受験

12月20日～1月8日 学部3年，獣医5年，大学院 就職筆記試験・非言語対策講座

下旬 全学年 障がい学生向けキャリアガイダンス

12月～2月 学部3年，獣医5年，大学院 各種面接指導：実践編1個人面接レッスン2集団面接指導3企業人事模擬面接指導4グループディスカッション体験

12月～2月 学部3年，獣医5年，大学院 WEB型模擬試験（SPIテストセンター，玉手箱）

6 学部3～5年 業界研究セミナー5

22 学部1～5年 就職講座業界別ガイダンス（食品・化粧品）

調整中 学部2年 特別講演「公務員の働き方と公務員職の魅力2」

生物資源科

薬

危機管理・
スポーツ科

生産工

工



学部名 開催予定日 対象学年 行事名

法 28 学部3年，院1年 法学部就活セミナー

11 学部3年，院1年 3年生・大学院1年生第3回就職ガイダンス

11 学部2～3年，院1年 就職活動早わかり講座

17 学部3年，院1年 選考書類（履歴書・エントリーシート）総復習講座

18 学部3年，院1年 面接・グループディスカッション総復習講座

23 学部3年，院1年 就活直前講座

24 学部3年，院1年 就活直前相談会

 1月下旬調整中 学部3年，院1年 面接官経験者による模擬面接会

調整中 学部2年生 就職総合説明会

調整中 学部3年，院1年 春季学内企業説明会

調整中 学部4年，院2年 4年生向け就職支援行事

16～20 学部3年，院1年 業界研究会

23 学部4年，院2年 求人紹介セミナー

国際関係 中旬 学部3年，短大1年，院1年 就職活動開始前最終ガイダンス

10 学部1～3年 キャリアデザイン講座1・2「自己分析対策」「自己分析から業界・企業研究へ」

11 学部1～3年 面接対策講座2 「面接での自己表現について」

12 学部1～3年 キャリアデザイン講座3 「志望企業の見つけ方」

13 学部1～3年 エントリーシート作成ワークショップ（総合対策講座）「自己ＰＲ作成から志望企業を調べて熱意と志望動機を記載する」

16～20 学部3年 Web模擬試験（SPI）受験会ウィーク

16 学部3年 体育会学生のための就職セミナー2「相談会：企業の動向と対策」

21 学部1～3年  総合面接実践講座「個人面接・集団面接・グループディスカッション」

27 学部3年 ＳＰＩ最終対策講座ガイダンス「SPI最終対策講座（2/7-2/8）の受講内容と問題の解き方」

理工 1月中 学部3年，院1年  公務員試験対策講座「国家総合職対策講座」「合格完成コース」事前ガイダンス

上旬 全学年 女子学生向け就職対策講座

上旬 全学年 公務員試験対策講座（直前講座）ガイダンス

下旬 全学年 留学生向け就職ガイダンス

下旬 学部3年 春期インターンシップガイダンス（各種手続説明及履修の手順）

下旬 学部3年 春期インターンシップ（企業等で実習70～140時間実施）

24 学部3年，院1年 第1回実践模擬面接「集団面接」

25 学部3年，院1年 第2回実践模擬面接「個別面接」

27 学部3年，院1年 第7回就職ガイダンス

26 学部3年，獣医5年，大学院 第4回　就職ガイダンス　総仕上げ

30 学部3年，獣医5年，大学院 「ES履歴書」一日完成講座

24～30 学部1～5年 第2回TOEIC/IP

24～30 学部1～5年 第3回就職対策模試（テストセンター及び公務員模試）

25 学部3～5年 就職web講座「募集要項の見方」

通信 21 学部3年 就職ガイダンス

工

生物資源科

薬

文理

1月

経済

商

危機管理・
スポーツ科

生産工



学部名 開催予定日 対象学年 行事名

上旬 学部3年，院1年 公務員合宿（プログラム1）

上旬 学部3年，院1年 公務員合宿（プログラム2）

中旬 全学年 地方就職UIJターンセミナー

中旬 学部3年，院1年 警察官・消防官過去問集中講座

中旬 学部3年，院1年 全国版公務員模擬試験

上旬 学部3年，院1年 業界別個人模擬面接

上旬 学部3年，院1年 グループディスカッション講座

上旬 学部3年，院1年 グループワーク講座

2月下旬～3月中旬 学部3年，院1年 合同企業セミナー

2月下旬～3月中旬 学部3年，院1年 企業研究セミナー

文理 調整中 学部3年，院1年 文理学部優良企業・公務員合同研究会

9 学部3年，院1年 第4回就職ガイダンス

調整中 学部3年，院1年 春季学内企業研究会

調整中 学部4年，院2年 4年生向け就職支援行事

2 学部3年，院1年 就職活動直前講座

8～10 学部3年，院1年 模擬グループディスカッション

14～17 学部3年，院1年 個人模擬面接

調整中 学部3年，院1年 面接直前対策講座（模擬形式）

調整中 学部3年，院1年 グループディスカッション直前対策講座（模擬形式）

調整中 学部3年，院1年 芸術学部合同企業セミナー

上旬 学部1～3年，短大1年，院1年 ＳＰＩ対策(非言語)集中講座

中旬 学部3年，短大1年，院1年 就職活動直前マインドアップセミナー

下旬 学部3年，短大1年，院1年 学内合同業界・企業研究会（予定）

下旬 学部1～3年，短大1年，院1年 SPI試験対策講座（言語・非言語）

6 学部1～3年 キャリアデザイン講座1・2・3「就活直前対策/企業の選び方とエントリー」

7 学部1～3年 ＳＰＩ最終対策講座1  「非言語問題集中対策」

8 学部3年 ＳＰＩ最終対策講座2  「確認テスト」

9 学部1～3年  総合面接実践講座「個人面接・集団面接・グループディスカッション」

14 学部1～3年 【事前申込制】自己PR作成講座＋自己PR個別相談会3

14～17 学部1～3年 dodaキャンパス版自己PR添削申込ウィーク

18 学部1～3年   就活対策短期集中講座 「自己分析・ES・企業研究」※就活に必要な知識と対応を網羅する講座

22 学部3年  グループディスカッション他流試合（他大学の学生を交えたＧＤ体験会）

24 学部1～3年 地方就職ＵＩＪターンセミナー・相談会

25 学部3年 模擬面接  「個人面接対策講座」

28 学部3年  【事前申込制】エントリーシート作成相談会※ESに必要な情報提供と添削を加味した合同相談会

2月中 学部3年，短大1年，院1年 企業訪問対策講座

2月中 学部3年，短大1年，院1年 面接講座

2月中 全学年 業界・企業研究セミナー

2月中 学部3年，短大1年，院1年 模擬面接・模擬グループディスカッション

2月～3月 学部3年，院1年 公務員試験対策講座「合格完成コース」

2月～6月 学部3年，院1年 公務員試験対策講座「国家総合職対策講座」

2月中 学部3年，院1年  教員採用論作文対策講座（講義＋実践）（添削＋講評）

2月中 学部3年，院1年 教員研究講座2

2月

法

経済

商

芸術

本部

国際関係

危機管理・
スポーツ科

理工



学部名 開催予定日 対象学年 行事名

上旬 全学年 公務員試験対策講座（直前講座）

中旬 学部3年，院1年 就職対策講座『エントリーシート編』

中旬 学部3年，院1年 就職対策講座『面接編』

中旬 学部3年，院1年 生産工学部企業研究会

6～18 学部3年，院1年 公務員試験対策講座「実践コース3」

20～24 学部3年，院1年 工学部企業研究セミナー

6～10 学部3年，獣医5年，大学院 学内合同企業セミナー（業界・職種勉強会）第2回

2月～3月 学部3年，獣医5年，大学院 公務員直前特化講座1

2 学部3～5年 就職web講座「人事担当者によるパネルディスカッション」

21 学部5年 就職web講座「総点検（ES・面接等）」

通信 25 学部3年 就職ガイダンス

工

生物資源科

薬

生産工



学部名 開催予定日 対象学年 行事名

本部 3 全学年 日本大学合同企業研究会・就職セミナー

法 随時 学部4年，院2年 オンライン求人紹介セミナー

調整中 学部1～2年生 低学年向け1・2年生向け就職ガイダンス

調整中 学部4年，院2年 4年生向け就職支援行事

3 学部3年 就活キャッチアップセミナー「総合対策」

10 学部3年 就活キャッチアップセミナー「総合対策」

17 学部3年 就活キャッチアップセミナー「総合対策」

17 学部3年 【事前申込制】エントリーシート作成相談会

23 学部3年 就活キャッチアップセミナー「総合対策」

3月中 学部3年，院1年 公務員面接カード対策講座

3月中 学部3年，院1年 公務員模擬面接

上旬 学部3年，院1年 オンライン就職相談会

上旬～下旬 学部3年 春期インターンシップ（企業等で実習70～140時間実施）

下旬 学部3年 春期インターンシップ（事後教育，実習報告書作成指導）

工 8～11 学部3年，院1年 公務員試験対策講座「春期特別集中講座」

生産工

3月

経済

危機管理・
スポーツ科

理工


