
慶應義塾大学　湘南藤沢キャンパス　 2021年3月31日

2020年度　学内就職関連セミナー
回 日 時間 場所 テーマ 内容 主催・協力・講演者

1 看護医療学部　一般就職ガイダンス 対象学生に資料配布 学事（就職・進路）担当

【1章】採用市場と就職活動の環境理解
　求人倍率の推移（全体・業種別・従業員規模）
　大まかな就活スケジュール（2020年4月〜2022年3月）

【2章】就職活動プロセスとその概要
　就職活動の代表的な5つのプロセス
　就職活動準備の必要性

【3章】インターンシップの環境理解
　インターンシップの実施状況・開催時期
　インターンシップ参加までの流れ

【4章】インターンシップの活用方法
　プログラムの選び方
　インターンシップ参加経験の活かし方

3

Internship & Job Hunting
in Japan

for International Students

<CONTENTS>
・Fresh graduate employment in Japan
・What companies expect from international students
・Preparation for job hunting (internship)

*The seminar consists of a lecture given in English.

DISCO Inc.

【Part１】進路状況と採用環境について
学生の進路状況
採用環境、就職活動の流れ

【Part２】選考のポイント
企業が学生に求めるもの
面接のための心構え

【Part３】CDPオフィスについて
CDPオフィスでの支援内容
OBOG訪問システム、求人情報の利用方法

5 10月7日(水)

オンライン公務員ガイダンス
慶應OBOGの国家公務員パネルトーク

・進路の全体像やスケジュール（公務員・民間の比較）
・OBOGによるパネルトーク

【パネリスト】
・公正取引委員会職員（法学部卒）
・総務省職員（経済学部卒）
・国土交通省職員（総合政策学部）
公務員のやりがいや志望動機などリアルを知れる。
公務員と民間でお悩みの方にもオススメです！

株式会社リクルートキャリア

6 10月7日(水)
就活応援！

データベース活用講座
～日経テレコン～

日経新聞、ちゃんと読めていますか？
日経テレコンは日本経済新聞社が発行する新聞記事を検索し、本文を読むことができる
データベースです。
企業検索、経済統計等もあり、経済に関する情報を収集することができます。
使い方を外部講師がくわしく説明します。

湘南藤沢メディアセンター
日経メディアマーケティング株式会社

①視野の広げ方について
業界企業研究の目的
業界企業研究のステップ
②業界企業研究の仕方
業界・企業研究の手段
（サイト、OBOG訪問、リクルーター、インターンシップ）
③ゴールと各業界のトレンド
業界企業研究　３つのゴール
各業界トレンドのトピックス
①面接試験について
面接とは
企業の評価

②オンライン面接と自己PR
オンライン面接のポイント
自己PR　伝え方の工夫

③自己PRと志望動機
自己PRのつづき
志望動機について

9 10月14日(水)
就活応援！

データベース活用講座
～東洋経済デジタルコンテンツ・ライブラリー～

企業の基本情報や業績、待遇等の客観的データがわかる会社四季報をマスターしましょ
う！
使い方を外部講師がくわしく説明します。

湘南藤沢メディアセンター
株式会社東洋経済新報社

10 10月28日(水) 就活応援！
データベース活用講座 ～eol～

eolは国内企業の財務情報データベースです。有価証券報告書の全文が閲覧できます。
使い方・有価証券報告書の読み方を外部講師がくわしく説明します。

湘南藤沢メディアセンター
株式会社プロネクサス

11 11月4日(水) 就活応援！
データベース活用講座 ～SPEEDA～

SPEEDAは成長企業も活用する企業・業界情報のプラットフォームです。
業界＆市場分析に活用しよう！使い方を外部講師がくわしく説明します。 湘南藤沢メディアセンター

株式会社ユーザベース

【第1章】最新動向とインターンシップの活用方法
・コロナ禍で起こっている就職環境の変化
・インターンシップの最新情報

【第2章】今後取り組むこと≪全編≫
・今自分ができていることを確認しよう
・納得感のある企業選択をするために取り組むこと

【第3章】今後取り組むこと≪後編≫
・納得感のある企業選択をするために取り組むこと
※配布資料のワークシートもご利用ください。

【パート①】自己理解の必要性について
・自己理解の重要性
・自己理解の方法

【パート②】自己理解の事例共有
実際の自己PR文をもとに、自己理解の
エントリーシート・面接への影響を学ぶ

【パート③】経験の棚卸方法
自分マップを使い、経験を自己PRにつなげる
※白紙と筆記用具をご用意ください。

【VOL1】2020年以降の社会
今社会に起こっている変化と仕事の変化について

【VOL2】知っておいてほしい、キャリア理論
どのようにキャリアをつみあげていくのか

【VOL3】今、何をすべきか
新しい社会の中でキャリアを作っていくために、
「今」何をすべきか

15 11月11日(水)
グループディスカッション対策講座

＜内容＞
・ 過去の選考で実際に使用されたテーマを用いて実践
・ 採用側がチェックするポイントの解説
・ 参加者それぞに対する実施後のフィードバック
初期段階の選考で課されることも多い「グループディスカッション」。一人では練習が難し
いので、
ぜひこの機会に体験してみましょう。※本講座は、アーカイブ配信はございません。

株式会社マイナビ

16 11月18日(水) オンラインLIVEパネルトーク
～メーカー編～

【登壇企業】
キッコーマン、東芝、ユニ・チャーム
各社が業界の特徴、理解の仕方、働く魅力、活躍している社員の特徴、仕事の面白さ等
について語ります。
業界や仕事を掴み、今後の具体的な行動へのきっかけとしてください！

株式会社ダイヤモンド・ヒューマンリソース

羽田啓一郎氏
（協力：株式会社マイナビ）

14:45～
16:15

2020年以降のキャリア形成

15:30～
16:30

株式会社マイナビ

秋学期就職ガイダンス

-

湘南藤沢事務室　CDPオフィス

14:45～
16:15

自分を多面的に捉えるための
自己理解講座

16:30～
18:00

- 面接対策講座

株式会社リクルートキャリア後期スタートアップセミナー

2

4 -

7 - 業界・企業研究
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13

12

-

-

16:30～
18:00

16:30～
18:00

14

-

就活スタートアップセミナー
株式会社リクルートキャリア-

16:30～
18:00

-

株式会社ダイヤモンド・ヒューマンリソース

株式会社ダイヤモンド・ヒューマンリソース

配布資料

https://keio.box.com/s/b34l2n8g20d5973qfvmpzk0o3p7iio78
https://keio.box.com/s/snjzz13d69mnwpwz9yjhd9iaio0g43p5
https://keio.box.com/s/kmgwefzsql8lcp9nm6h422cn6mzr12eo
https://keio.box.com/s/8igkcet7wy645k1a39m6bjn09l3j1x5e
https://keio.box.com/s/lcu426b9tk0zdmtwzanlnxfv8zrf1r6p
https://keio.box.com/s/30ureqy40y9udsalmumcdcfc538j1c1t
https://keio.box.com/s/6gjl76a8soxxegy4pat4d3tsg7jtnplc
https://keio.box.com/s/kc92n7txcj055r4zyvtpgt8ebv1avprq
https://keio.box.com/s/skpjopa8tmvs0ur8c22jbo7pgn9r16pm


回 日 時間 場所 テーマ 内容 主催・協力・講演者

17 11月25日(水) 集団面接対策講座

＜内容＞
・ 過去の選考で実際に使用されたテーマを用いて実践
・ 採用側がチェックするポイントの解説
・ 参加者それぞに対する実施後のフィードバック
初期段階の選考で課されることも多い「集団面接」。聞かれることは個人面接とあまり変
わりありませんが、気をつけるべきポイントは、やはり個人面接とは異なります。ぜひこの
機会に体験してみましょう。※本講座は、アーカイブ配信はございません。

株式会社マイナビ

18 12月2日(水) オンラインLIVEパネルトーク
～商社編～

【登壇企業】
三井物産、三菱商事、メタルワン
各社が業界の特徴、理解の仕方、働く魅力、活躍している社員の特徴、仕事の面白さ等について語り
ます。
業界や仕事を掴み、今後の具体的な行動へのきっかけとしてください！

株式会社ダイヤモンド・ヒューマンリソース

19 12月9日(水)

21 12月16日（水）

22

Job Hunting seminar
for International Students

How to fill in entry sheets and prepare for
online interviews

<CONTENTS>
・How companies conduct the selection process
・How to create good entry sheets
・Interview tips

*The seminar consists of a lecture given in English.

DISCO Inc.

23 筆記試験・SPI準備講座

筆記試験・SPIの活用のされ方を理解し、今後準備すべきことを把握しましょう！
①筆記試験とは︖
②SPIとは︖
③これからすべき準備

株式会社リクルートキャリア

24 12月23日（水） 広告業界研究セミナー

【登壇企業】
電通　Ｔakram
コミュニケーションビジネスの未来をSFC出身のOBOGお2人が語ります。パネルディスカッ
ションでは、SFC時代のことから業界を志望した理由、仕事のやりがい等についてもお話し
いただきます。ぜひ就職活動だけでなく、ご自身の将来を考えるきっかけとしてください！

株式会社マスメディアン

25 1月13日（水） 学校推薦制度説明会

・学校推薦制度の概要説明
・2021年度学校推薦制度について（スケジュール、手続の流れ、注意事項）
・2020年度制度を利用し内定を得た先輩の体験談＜予定＞

「学校推薦制度」については、以下のWebページをご確認ください。
ライブ配信会場のURLも、このページでご案内します。
https://www.students.keio.ac.jp/sfc/career/procedure/recommendation.html
＊説明会は収録し、後ほどアーカイブを配信します。
＊本制度の利用を検討している学生は、説明会への参加あるいはアーカイブ視聴が
　 必須となります。

学事（就職・進路）担当、
内定者

26 2月5日（金）

SFCのためのオンライン交流会
OB・OGに会える
業界・仕事研究会

【参加予定企業】
Google、富士通、NTTデータ、講談社、日本電信電話（NTT研究所）、テレビ東京、
東京海上日動火災保険、CLIS、カルビー
＜プレ講座＞
・企業大手企業人事が望むオンラインで通用する自己PRと志望動機
・参加企業紹介動画
＜OB・OG交流会＞10：30～15：40
企業ごとにスケジュールが異なります。詳細はイベント参加ページよりご確認ください。

株式会社ジェイ・ブロード

株式会社JSベストマッチング

13:00～
14:00

18:10～
19:40

【参加企業】
（12月9日）伊藤忠エネクス、そごう・西武、都市再生機構（UR都市機構）、
日本たばこ産業（JT）、パソナグループ、レイス
（12月16日）インテック、内田洋行、コニカミノルタ、スミセイ情報システム、
三井住友信託銀行、楽天
【ツール】
Remoを使用します。事前に登録ください。匿名・カメラオフでの参加も可能です。
【内容】
■全体企業説明　13：30～14：05
■OBOG交流会／業界説明会
各企業ごとのテーブルに自由に移動して採用担当者・OBOGの方と直接お話ができます。
全6回同じ説明となりますので、ご自身のタイミングでご参加ください。
①14：15～14：45　②14：45～15：15　③15：15～15：45
④15：45～16：15　⑤16：15～16：45　⑥16：45～17：15　 ※時間変更有

オンライン
業界説明会／OBOG交流会

13：30～
17：15

-

-

10：30～
15：40

16：30～
17：30

14：45～
16：15

Handouts

https://keio.box.com/s/sba6n022effszs6goprabkbkfo0y8a54
https://keio.box.com/s/kr4g05l6w9azjj2hh6jjiimivxjab06g
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