
慶應義塾大学　三田キャンパス　 2019年4月4日 更新

回 日 時間 テーマ 主催・協力・講演者 内容/コメント 場所

6 2018年 9月 28日 (金)
18:10
～
19:30

就職活動全般について
佐藤 和　就職部長
就職担当スタッフ

　・学生総合センター就職部長　佐藤 和　商学部教授からのメッセージ
　・塾生の進路状況について
　・2020年卒採用活動のスケジュールについて
　・就職活動で失敗しないためには
　・大学の就職支援体制
　・その他注意点、お知らせ等
　※内容は入門的なものです。ありがちな誤解等のポイントを含め、今後の就職活動について
　　 基本的イメージを持ちたいと思っている方に参加をお勧めします。

南校舎ホール

7 2018年 10月 2日 (火)
12:20
～
12:55

ＯＢ・ＯＧ訪問について 就職担当スタッフ
【入門セミナー】
　ＯＢ・ＯＧ訪問について、その目的、アポイントの取り方、注意点等を就職担当スタッフからお話しし
ます。

南校舎ホール

8 2018年 10月 5日 (金)
18:10
～
19:30

経済紙を活用した業界研究のススメ
～総合商社と金融を例に～

日経メディアプロモーション株式会社
教育企画課　課長
日経の読み方認定アドバイザー
圓尾 弘和　氏

【実践セミナー（企業研究編）】
　・志望企業に対する熱意・本気度を伝えるには、業界研究が必須です。
　・“総合商社”と“金融”の最新記事（セミナー当日記事もあり）を通して、業界の現状、就活への考え
方・活用法が学べます。
　・どの業界にも通じるビジネス視点での記事の読み方、効率的な経済紙の読み方を紹介します。
　・代表的な経済紙である日本経済新聞のなかで、就職活動に“必要なページ”と“活用法”をピンポイ
ントに学べます。
　・一般紙の経済記事にも通じる内容です。

南校舎ホール

9 2018年 10月 10日 (水)
12:20
～
12:55

自己分析について 就職担当スタッフ
【入門セミナー】
　自己分析の必要性、やり方、注意点等について、就職担当スタッフからお話しします。

北館ホール

10 2018年 10月 23日 (火)
18:10
～
19:30

公務員・民間企業併願者向けガイダンス
株式会社リクルートキャリア
大学支援推進部
吉田　和弘　氏

【公務員セミナー】
　「なんとなく公務員／民間企業でいいや」と思っていませんか？
　進路選択にあたり、公務員／民間企業の違いを理解しておくことが重要です。
　双方の仕事内容・役割の比較や、実際の選考スケジュール等についてお伝えします。
＜内容（予定）＞
　・進路全体像やスケジュール（公務員／民間企業）
　・国家公務員試験概要
　・納得いく進路選択のために必要なこと（官公庁／企業研究）

北館ホール

11 2018年 10月 26日 (金)
18:10
～
19:30

最新版・企業の採用動向と効果的な就職活動の進め方
～今からでも遅くない！納得のいく選択をするために
知っておくべきこと～

株式会社リクルートキャリア
大学支援推進部
吉田　和弘　氏

【包括セミナー】
　新卒採用市場の専門家より、企業の採用動向や将来のキャリア展開を見据えながら、就職活動に
おける種々のポイントをお話しいただきます。これから就職活動を始める皆さんにとって、就職活動の
進め方について全体像を理解できる機会となるでしょう。

南校舎ホール

12 2018年 11月 13日 (火)
12:20
～
12:55

内定者パネルディスカッション
【文系大学院生編】

【パネリスト内定先】
◆三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社
◆独立行政法人都市再生機構

【内定者パネルディスカッション】
　大学院生内定者２名による就職活動の体験談。

南校舎7F
473教室

13 2018年 11月 15日 (木)
18:10
～
19:30

公務員志望者のためのガイダンス
ＴＡＣ株式会社
川合 正裕 氏

【公務員セミナー】
　・公務員の業務について
　・採用状況について
　・採用スケジュールの変更について
　・試験情報／合格ラインについて
　・公務員を進路選択する際のポイント　他
※国家一般職レベルを主な対象とします。

南校舎ホール

14 2018年 11月 27日 (火)
12:20
～
12:55

内定者パネルディスカッション
【マスコミ・広告業界編】

【パネリスト内定先】
◆株式会社ＴＢＳテレビ
◆株式会社博報堂

【内定者パネルディスカッション】
　マスコミ・広告業界の内定者２名による就職活動の体験談。

南校舎ホール

15 2018年 11月 28日 (水)
12:20
～
12:55

内定者パネルディスカッション
【金融業界編】

【パネリスト内定先】
◆野村證券株式会社
◆第一生命株式会社

【内定者パネルディスカッション】
　金融業界の内定者２名による就職活動の体験談。

南校舎ホール

16 2018年 12月 4日 (火)
12:20
～
12:55

内定者パネルディスカッション
【総合商社編】

【パネリスト内定先】
◆三菱商事株式会社
◆伊藤忠商事株式会社

【内定者パネルディスカッション】
　総合商社の内定者２名による就職活動の体験談。

南校舎ホール

17 2018年 12月 11日 (火)
12:20
～
12:55

内定者パネルディスカッション
【情報通信業界編】

【パネリスト内定先】
◆株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
◆日本アイ・ビー・エム株式会社

【内定者パネルディスカッション】
　情報通信業界の内定者２名による就職活動の体験談。

南校舎ホール

18 2018年 12月 14日 (金)
12:20
～
12:55

内定者パネルディスカッション
【メーカー編】

【パネリスト内定先】
◆株式会社コーセー
◆トヨタ自動車株式会社

【内定者パネルディスカッション】
　製造（メーカー）業界の内定者２名による就職活動の体験談。

南校舎ホール

19 2018年 12月 20日 (木)
18:10
～
19:30

データに基づいた企業分析と有望成長企業
株式会社東洋経済新報社
編集局　編集委員
田宮 寛之　氏

【実践セミナー（企業研究編）】
　就活のマニュアル本には「四季報で企業研究しよう」と書いてあることが多いのですが、四季報の
見方は掲載されていません。
　そこで、当セミナーでは四季報の見方をじっくりと解説します。
　さらに、学生の気づかない有望業界や企業を紹介するほか、気になるブラック企業の特徴について
もお話しします。

南校舎ホール

　就職ガイダンスの最新スケジュール等は下記ＨＰでも確認できます。
　　▷▷▷ 塾生HP-三田キャンパス学生部就職・進路支援担当　http://www.gakuji.keio.ac.jp/life/shinro/guidance ◁◁◁

⇒⇒⇒2019年1月以降のスケジュールは裏面へ！

2018年度 就職ガイダンス スケジュール（～2018年12月）
●特に注意がなければに2020年3月卒業（修了）予定者対象。
●特に注意がなければ予約不要。
●日程や内容は変更になる可能性あり。当日の掲示板を要確認。

授業・ゼミ・就職活動などで参加できなかった場合、ＢＯＸを通じて録画した動画の配信を行っています。

動画にアクセスするためのＱＲコードは、就職資料室（南校舎１階）でお渡しします。
（一部のガイダンスを除く。配信までに一週間程度かかることがあります。なお、諸事情により予告なく配信を停止する場合もありますので、予めご了承ください。）

●ＢＯＸ： クラウド型のオンラインストレージサービス。本学提供のＢＯＸはkeio.jpによる認証でログインできます。
（keio.jp ⇒ カテゴリ別表示 ⇒ サービス ⇒ ＢＯＸ の順にクリック ※ガイダンス動画の閲覧には別途ＱＲコードが必要です。）

●就職資料室 開室時間： 平日（月～金） １０：１５～１６：４５ （１３：００～１４：００は閉室）



慶應義塾大学　三田キャンパス　 2019年4月4日 更新

回 日 時間 テーマ 主催・協力・講演者 内容/コメント 場所

20 2019年 1月 15日 (火)
12:20
～
12:55

就職活動・採用のスケジュールや流れについて 就職担当スタッフ
【入門セミナー】
　就職活動および2020年卒採用のスケジュールや流れについて。
　※9月28日開催のガイダンスと内容が一部重なります。

北館ホール

21 2019年 1月 16日 (水)
12:20
～
12:55

自己分析について 就職担当スタッフ
【入門セミナー】
　自己分析の必要性、やり方、活かし方、注意点等について、就職担当スタッフからお話しします。
　※10月10日開催のガイダンスと内容が重なります。

北館ホール

22 2019年 1月 18日 (金)
12:20
～
12:55

ＯＢ・ＯＧ訪問について 就職担当スタッフ

【入門セミナー】
　ＯＢ・ＯＧ訪問について、その目的、アポイントの取り方、注意点等を就職担当スタッフから
お話しします。
　※10月2日開催のガイダンスと内容が重なります。

南校舎ホール

23 2019年 2月 6日 (水)
14:30
～
15:50

就活本番直前 確認ガイダンス 就職担当スタッフ

　塾生が陥りがちなポイントを含め、基本的な部分の再確認を行います。
　※こんな人に・・・
　　ＥＳに自信がない・面接が心配・自己分析がわからなくなった・大手ばかりを受けているのが
　　不安だけど、他の企業の探し方がわからない・大学の就職支援体制を知りたい……等
　※9月28日開催のガイダンスと内容が一部重なります。

北館ホール

24 2019年 3月 6日 (水)
14:00
～
15:20

履歴書・エントリーシートの書き方
株式会社マイナビ
マイナビ編集長
高橋　誠人　氏

【実践セミナー（履歴書・ES編）】
　就職活動上､最低限押さえておきたい履歴書､エントリーシートの書き方についての講習です。
　人事担当者の目線を交えてお話しいただきます。

北館ホール

25 2019年 3月 7日 (木)
14:00
～
15:20

企業選定と志望動機のポイント
株式会社ワークスラボ
代表取締役
田中　雄　氏

【実践セミナー（企業選択編）】
　就職活動本番をむかえるにあたり、最終的に企業を選定する際のポイントと
選定した企業に対する志望動機を作成する上でのポイントについて解説します。
　・自分にあった企業とは　～説明会参加にあたり～
　・志望動機作成のポイント
　・キャリアの本質　～個人の視点と企業の視点～

北館ホール

26 2019年 3月 11日 (月)
14:00
～
15:20

効果的な業界研究・企業研究の方法
株式会社帝国データバンク
人事部人材開発課
石川 華月　氏

【包括セミナー】
　業界・企業研究について不安を抱いている方のために、一般的な業界・企業研究のすすめ方を
国内最大手の企業信用調査会社である帝国データバンクの人事ご担当者よりご指南いただきます。
　・視野を広げるポイント
　・優良企業を見抜くヒント
　・企業訪問時の前準備と当日のチェックポイント

北館ホール

28 2019年 3月 15日 (金)
14:00
～
15:20

志望企業の選び方
志望動機の作り方

株式会社ディスコ
『キャリタス就活』 就活アドバイザー
杉原 真理子　氏

【包括セミナー】
　3月の就活スタート時に先輩たちが1番悩んだのが「エントリー企業の選定」。
　一通りエントリーしたものの、追加でエントリーする企業をどこにするか悩んでいませんか？
　本講座では追加でのエントリーに役立つ志望企業の選び方についてお伝えします。
　また、ESや面接に役立つ志望動機の作り方について、志望動機の作り方の基本から、セミナーや
OBOG訪問で役立つ志望動機のネタが見つかる話の聞き方までを解説します。

北館ホール

27 2019年 3月 20日 (水)
14:00
～
15:20

面接について

株式会社ダイヤモンド・ヒューマンリソース
大学支援部
部長
村上 豪　氏

【実践セミナー（面接編）】
　面接試験の傾向や対策について、映像を交えながら具体的にお伝えいたします。
　・面接試験について(慶應生が求められることなど)
　・面接コミュニケーションについて
　・自己ＰＲ、志望動機、グループディスカッション対策
　・各業界の選考活動内容の傾向と対策(慶應生向け)
　・最終面接通過のためのヒント

北館ホール

回 日 時間 テーマ 主催・協力・講演者 内容/コメント 場所

1 2018年 11月 9日 (金)
18:10
～
19:30

外国人留学生のための就活対策講座
～日本での就職活動の重要ポイント～

Important Tips for Recent Graduates about
Getting a Job in Japan

株式会社マイナビ
グローバルキャリアサポーター
増田 ゆうこ　氏

【外国人留学生（※）対象セミナー】
日本の就職活動で重要なポイントをお伝えします！
・日本の就職活動の特徴
・日本の就職環境
・日本企業の選考の流れ
・これからの就職活動準備
・外国人留学生の就活ポイント　　　※正規生向けの内容となります。

南校舎7F
473教室

2 2018年 11月 30日 (金)
18:10
～
19:30

外国人留学生のための就職準備講座
～日本で働きたい外国人留学生が知っておきたい
ポイント全般～

General Information for International Students
Looking to Work in Japan

東京外国人雇用サービスセンター

【外国人留学生（※）対象セミナー】
日本での就職を考えている外国人留学生のための就職ガイダンスです。内容は、在留資格の詳細、日本
における就職活動の方法など全般的なものとなります。
※正規生向けの内容となります。

南校舎7F
473教室

3 2018年 12月 6日 (木)
12:20
～
12:55

外国人留学生のための内定者座談会

Talk Session with Prospective Employees and
International Students Looking to Work in
Japan

【参加留学生 内定先】
◆大和証券株式会社
◆株式会社みずほ銀行

【外国人留学生（※）対象　内定者座談会】
外国人留学生内定者と就職相談担当者が就職活動にまつわる体験談やアドバイスなどをお伝えします。
就職活動について不安や疑問などあれば、ご質問ください。
※正規生向けの内容となります。

南校舎7F
473教室

2018年度 就職ガイダンス スケジュール（2019年1月～）

外国人留学生向け就職ガイダンス Career Seminars for International Students

　就職ガイダンスの最新スケジュール等は下記ＨＰでも確認できます。
　　▷▷▷ 塾生HP-三田キャンパス学生部就職・進路支援担当　http://www.gakuji.keio.ac.jp/life/shinro/guidance ◁◁◁

授業・ゼミ・就職活動などで参加できなかった場合、ＢＯＸを通じて録画した動画の配信を行っています。

動画にアクセスするためのＱＲコードは、就職資料室（南校舎１階）でお渡しします。
（一部のガイダンスを除く。配信までに一週間程度かかることがあります。なお、諸事情により予告なく配信を停止する場合もありますので、予めご了承ください。）

●ＢＯＸ： クラウド型のオンラインストレージサービス。本学提供のＢＯＸはkeio.jpによる認証でログインできます。
（keio.jp ⇒ カテゴリ別表示 ⇒ サービス ⇒ ＢＯＸ の順にクリック ※ガイダンス動画の閲覧には別途ＱＲコードが必要です。）

●就職資料室 開室時間： 平日（月～金） １０：１５～１６：４５ （１３：００～１４：００は閉室）

北館ホール（1階）

南校舎ホール（5

●ガイダンスはすべて日本語で行います。All seminars are conducted in JAPANESE.

就職ガイドブック
2019
配布中

✔配布場所：

学生部就職・進路支援担当事務室

（南校舎地下1階）

✔開室時間：
平日8:45～16:45

●特に注意がなければに2020年3月卒業（修了）予定者対象。
●特に注意がなければ予約不要。
●日程や内容は変更になる可能性あり。当日の掲示板を要確認。
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