
2018年度就職支援プログラム日程一覧

就職ガイダンス【文系】 （主に学部3年・修士1年）

行事名

第1回就職ガイダンス①人文・法・総政 4/18（水）【文理別】 【3限】

第1回就職ガイダンス②外・経・営 4/25（水）【文理別】 【3限】

第2回就職ガイダンス①人文・法・総政（先輩の体験談
含む）

9/19（水）【文理別】 【3限】

第2回就職ガイダンス②外・経・営（先輩の体験談含
む）

9/26（水）【文理別】 【3限】

第3回就職ガイダンス 1/16（水）【文理別】 【3限】

就職ガイダンス【理系】 （主に学部3年・修士1年）

行事名

第1回就職ガイダンス 5/9（水）【文理別】 【3限】

第2回就職ガイダンス（先輩の体験談含む） 9/26（水）【文理別】 【3限】

第3回就職ガイダンス 1/16（水）【文理別】 【3限】

就職講座【文系】 （主に学部3年・修士1年）

行事名

就職講座１【筆記試験対策_春】（文理共通） 5/16（水） 【3限】

就職講座２【自己理解・自己PR】 5/23（水） 【3限】

就職講座３【業界・職種研究】 6/6（水） 【3限】

就職講座４【企業研究】 7/18（水） 【3限】

就職講座５【志望動機・ESの書き方】 10/10（水） 【3限】

就職講座６【筆記試験_秋】 10/17（水） 【3限】

就職講座７【グループワーク・ディスカッションのポイ
ント】

10/24（水） 【3限】

就職講座８【ビジネスマナー・面接対策】 10/31（水） 【3限】

就職講座＜特別開催＞【業界・企業研究】 11/19（月） 【5限】

就職講座９【先輩の体験談①】 11/21（水） 【3限】

就職講座１０【先輩の体験談②】 11/28（水） 【3限】

開催日時

開催日時

開催日時
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就職講座【理系】 （主に学部3年・修士1年）

行事名

就職講座１【筆記試験対策】（文理共通） 5/16（水） 【3限】

就職講座２【筆記試験対策】 10/3（水） 【3限】

就職講座３【自己理解・自己ＰＲ】 10/10（水） 【3限】

就職講座４【業界・職種研究】 10/17（水） 【3限】

就職講座５【志望動機・ｴﾝﾄﾘｰｼｰﾄの書き方】 10/24（水） 【3限】

就職講座６－Ａ【面接対策】6-A,6-B,7-A,7-Bは同一内
容

10/31（水） 【3限】

就職講座６－Ｂ【面接対策】6-A,6-B,7-A,7-Bは同一内
容

10/31（水） 【4限】

就職講座７－Ａ【面接対策】6-A,6-B,7-A,7-Bは同一内
容

11/21（水） 【3限】

就職講座７－Ｂ【面接対策】6-A,6-B,7-A,7-Bは同一内
容

11/21（水） 【4限】

就職講座８【グループディスカッション対策①】②と同
一内容

11/28（水） 【3限】

就職講座９【グループディスカッション対策②】①と同
一内容

12/5（水） 【3限】

ガイダンス／セミナー （特定対象者）（主に学部3年・修士1年）

行事名

公務員ガイダンス【入門編】 5/10（木） 【5限】

公務員ガイダンス（主に4年生向）【実践編】 5/17（木） 【5限】

外国人留学生就職ガイダンス 9/26（水） 【4限】

Uターンガイダンス 12/6（木） 【5限】

業界・職種研究会／学内会社説明会／公務機関説明会（主に学部3年・修士1年）

行事名

11/21, 28 （水) 15：15～17：25

12/5, 12, 19 （水) 13：30～15：40

1/9,　16（水) 15：15～17：25

10/31、11/21（水）
①15：20～16：10
②16：20～17：10

11/19、26（月） 17：00～17：50

学内会社説明会【文系】（公務機関を含む）
3/1（金）～14（木）

※土日除く
9:30～16:30

学内会社説明会【理系】 3/1（金）4（月）5（火） 10:00～17:00

開催日時

公務員業界・職種研究会

業界・職種研究会

開催日時

開催日時
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4年生向プログラム （主に学部4年・修士2年・短大2年）

行事名

4年生向就職講座
【優良中堅・中小企業の探し方】

6/27（水） 【3限】

学内会社説明会（優良中堅・中小企業） 6/27（水） 【4限】

海外留学生就職ガイダンス（主に4年生向）
【帰国後の就職活動】

7/4（水） 13：30-14：30

学内会社説明会（主に帰国留学生対象） 7/4（水） 14:40～17:00

4年生向就職講座③
【社会人準備セミナー（内定者対象）】

11/28（水） 【3限】

模擬面接（個人） 随時 随時

卒業後の就職支援に関する説明会 3/20（水）
①15:00～15:30
②17:15～17:45

その他のプログラム （主に学部3年・修士1年）

障がいのある学生のためのキャリアガイダンス 12/12（水） 【3限】

スタート面談（予約制） 10/1（月）～12/21（金） 個別申込

他大学交流型グループディスカッション対策講座
※①～③は同一内容

12/15（土）
①10:00～11:30
②13:00～14:30
③15:00～16:30

一般職の就職活動 1/9（水） 【3限】

ES準備ワークショップ 12/5(水）12(水)19（水） 【3限・4限】

面接準備ワークショップ 1/9（水）16（水）23（水）
1/9,16【4限】
1/23【3・4限】

ＳＰＩフォローアップ講座
※模試(有料)受験者のみ対象

11/23（金） 【5限】

4/18(水）、4/25（水） 【4限】

9/5(水） 【3・4限】

開催日時

ＳＰＩ模試（有料、希望者のみ）
※①②は同一内容

10:00～13:00

マイナビＷＥＢ模擬テスト

行事名

10/20（土）

開催日時
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第1章│基本事項│

第2章│自己理解・自己PR│

2020年3月卒業者向け就職支援の概要　（※2018年4月18日現在）

5月4月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月～3月

■就職活動準備（3年・M1）

■就職活動スケジュール（4年・M2）

★自分を知る（職業観の整理と自己理解）
★進路選択（就職、進学、その他）について考える
★社会を知る　★就職活動を知る　★自己理解を深める
★業界を知る、企業を知る、働き方を知る

キャリア支援室の各種支援プログラム

★本格始動直前準備
★履歴書（自己紹介書）の完成

★就職活動
本格始動

★筆記試験対策 　（最低、問題集1冊、時間のある夏休みからスタート）

★自分の考えや想いをまとめ、表現する準備
　（学生時代に頑張ったこと、自己PR、志望動機など）

就職ガイダンス

経団連加盟企業（大手）の動向

就職活動

エントリー
会社説明会・企業訪問
ES・履歴書の提出
筆記試験
集団面接・グループディスカッション
最終面接
内定

キャリア支援室の支援プログラム

個別相談

個別相談

その他

自己理解
自己理解・自己PR

スタート面談（予約制）

業界・職種研究

学内会社説明会

テーマ別ワークショップ
（キャリアサポートプログラム）

OB・OG訪問

インターンシップ

筆記試験対策

エントリーシート

ビジネスマナー・面接対策

グループディスカッション対策

先輩の体験談

企業理解

就活対策

テ
ー
マ

第1回ガイダンス
（就活手帳配布）

公務員ガイダンス（入門編）

広報活動開始 選考活動開始 内定式

内定式

第2回ガイダンス
（自己紹介書準備
シート提出）

（第2回ガイダンス内）随時、PORTAで参照可。（体験記数＝約2,900）

第3回ガイダンス
（振り返り・総括）

学内会社説明会

南山大学卒業生
キャリアアドバイザーと
在学生との交流会

面接準備
ワークショップ

就職講座（2回）
［先輩の体験談①②］

他大学交流型グループ
ディスカッション講座

一般職の就職活動

文系 理系

WEB模擬テスト WEB模擬テスト

就職講座
［志望動機・ESの
書き方］

就職講座
［ビジネスマナー・面接対策］
［面接対策］

SPI模試［有料］
就職講座［筆記試験対策］
就職講座［筆記試験対策_秋］

ES準備
ワークショップ

就職講座
［自己理解・自己PR］職務適性テスト就職講座

［自己理解・自己PR］

就職講座
［業界・職種研究］
就職講座
［企業研究］

就職講座
［業界・職種研究］

就職講座
［企業研究］

インターンシップサポート
（自己啓発型）
［説明会］［選考対策］

エントリーピーク

会社説明会・会社訪問ピーク

就職決定まで個別フォロー

随時、就職相談・求人紹介

ES・履歴書の提出ピーク

筆記試験ピーク
選考ピーク

最終選考ピーク

帰国留学生ガイダンス
公務員ガイダンス（実践編）

学内会社説明会
（帰国留学生） 中堅・中小企業の探し方

インターンシップサポート
（自己啓発型）
［ビジネスマナー］

卒業生に
聞いてみよう！

随時可能（キャリア支援室の卒業生名簿を
活用（閲覧には要学生証））

インターンシップサポート
（自己啓発型）
［秋冬インターンシップ対策］

業界・職種研究会
業界・職種研究会（公務機関）

SPI模試
フォローアップ講座

•マスコミ・エアライン対策
•営業職で活躍できる人材
•女性の働き方
•B to B企業とは　など

内々定→意思決定→大学に進路届提出

文 理

理

理

文

文

文
文 理

理

文

文

理

文

理

就職講座
［グループワーク、
ディスカッションのポイント］

就職講座
［グループディスカッション
対策］文 理

外国人留学生ガイダンス

文

業界・職種研究会 文

理

文 理
文 理

•Uターンガイダンス
•障がいのある学生のための
　キャリアガイダンス

文
第1回ガイダンス
（就活手帳配布）理

就職講座
［筆記試験対策_春］
文 理

文 理
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