




めでぃしーんねっとに会員登録いただくと、

会員特典会員特典

会員限定の就活講座
「面接対策講座」「マナー講座」など
が視聴できる！

会員限定の就活講座

＋
会員の方に特別にご案内！
オンラインでの特別LIVE授業が受講できる！

めでぃしーんだけの“オリジナル講座”

予備校講師による
「国家試験対策講座」

慶應
義塾
大学
の皆
さん
へ





キャリタス薬学生

キャリタス就活2023
2021年春OPEN！

キャリタス就活は、実習などで忙しい薬学生のみなさんの視点に立ち、
スキマ時間で学べる就活準備ページ・選考対策動画をお届けしています。

安心できる
インターンシップ情報が

見つかる

選考対策ができる！

独自の厳しい審査基準を設け、
信頼度の高い企業だけ掲載

自己分析、業界・企業研究、Webテスト（模試）、
ES対策、面接対策すべてお任せ！
日本経済新聞の記事が読める

「日経の注目ニュース&リサーチ」【毎日更新/無料】

優良な企業の中から自分に合うインターンシップが見つかる！

キャリタスの
イベントなら、

社会人と話す機会が
増える！

社会人と気軽に話せる工夫が満載の
オンラインイベント、
リアルイベントを実施！

詳しくは裏面へ

詳しくは裏面へ

キャリタス就活なら

キャリタス就活公式LINEで
インターンシップや就活に関する
情報を発信中！

今すぐ
友達登録

https://job.career-tasu.jp/2022/features/pharmacology/
https://job.career-tasu.jp/2022/camp/line/


信頼できる企業だけセレクト
掲載企業の80%以上※が大手・準大手中心の優良企業。
厳しい審査基準を満たした信頼できる企業だから、
情報の「質」も違います。安心してインターンシップ実施企業を
探せます。　※キャリタス就活2022実績

インターンシップの種類から見つかる！
実習や研究で中・長期のインターンシップに参加できない忙しいみなさん。
「実施日数」「時期」はもちろん、「1Day仕事研究」「理系歓迎」などで検索できるから便利。

製薬、CRO・SMO、メーカー、官公庁など、薬学生が活躍できる
多くの場を紹介します！

インターンシップで身につく能力がわかる！

業界の最新動向を学ぼう
薬学生に人気の「R&D」「MR」「薬剤師」「臨床」4職種について
詳しく解説！

薬学生のための職種を知ろう

」力ュミコ「」力考思的理論「」プッシーダーリ「 検索できます。プッシンータンイらか力くつに身
「発想力」など、社会人に必要な能力をインターンシップで身につけよう！

薬学生の役に立つ

情報満載！

（2021年春公開）

キャリタス就活なら、インターンシップ選考対策も万全！

いつでもどこでも何回でもオンデマンド講座で復習できる

キャリタス動画ステーション

エントリーシート（ES）対策業界・企業研究自己分析

業界MAP 読まれるES（エントリ
ーシート）とは

面接対策

面接対策・攻略講座自己分析を制する者は
、就活を制す！

このページだけで自己分析が完結！？
ログインすると「自己分析ワークシート」
（見本付き）が無料でもらえる！

ESの書き方から就活
メイクまで、インターン
シップや選考対策に
役立つ講座をオンデ
マンドで配信。

今、社会で何が起こっているか知る

日経の注目ニュース&リサーチ
「日本経済新聞」の
ニュースが無料で読
めるのは、キャリタス
就活だけ！

33業界、約1000社がひと目で分かる
業界勢力地図。あなたの知らない優良
企業がみつかります。

ESの書き方のポイントがわかります。
ログインすると、全10業界のES添削
例が無料でもらえる！

本番の雰囲気を感じることができる！ 
面接官にどんなことを聞かれるのか
気になる人、集合！

※新型コロナウイルス感染症の状況によって、実施日・実施内容などを変更する場合があります。

（2021年春公開）

オンラインイベント（予定） リアルイベント（予定）

4/24（土） 全学年全学部対象

理系学生対象 全学年全学部対象

理系学生対象

4/25（日）
5/29（土）
5/30（日）

薬学生におすすめのイベント

東京

東京

▶ ベルサール渋谷ガーデン

▶ プリズムホール

社会人と話す機会を増やしたい
！ 

入場無料／学年不問／入退場自由／私服参加

キャリタス薬学生

https://job.career-tasu.jp/2022/features/pharmacology/
https://job.career-tasu.jp/2022/camp/self_analysis/
https://job.career-tasu.jp/2022/guide/study/map/
https://job.career-tasu.jp/2022/camp/es_correction/
https://job.career-tasu.jp/2022/camp/interview/
https://job.career-tasu.jp/2022/camp/station/
https://career-tasu.nikkeihr.co.jp/


開催日のお知らせは、
会員様向けに配信します！

予告

https://pcareer.m3.com/1st/2022/event/56?utm_source=univ&utm_medium=print&utm_campaign=202101285&utm_content=univ_seminar
https://pcareer.m3.com/1st/2022/event/56?utm_source=univ&utm_medium=print&utm_campaign=202101285&utm_content=univ_seminar


全学年対象｜私服参加｜入場・視聴無料

イベントや就活準備の関連情報は
「マイナビ薬学生ナビ 公式アプリ」でチェック！

株式会社マイナビ メディカルイベント運営事務局
med-event@mynavi.jp

お問い合わせ先

YK0149

まずはアプリをダウンロードしておこう !!

すべてのリアルイベントが 
 WEB配信とセット 
になっているから
活用方法は無限大 !!

薬学生が
活躍できる業界って
どんなところがある？

選択肢を広げよう !

先輩薬剤師が参加 !先輩の経験談を聞いて目指す将来像を見つけよう !
もっと
知りたい !

夏の 薬学生が活躍できる業界から法人が大集合 !
スタート
イベント !

東京会場 大阪会場 岡山会場 広島会場

札幌会場 仙台会場 金沢会場

福岡会場

東京会場 大阪会場

熊本会場

6/13 6/13 6/20 6/6

8/9 8/21 8/21

8/7 8/8

8/15 8/8

ベルサール高田馬場 ハービスホール おかやま未来ホール NTTクレドホール

ACU-A(アスティ 45 16F) メルパルク仙台 石川県産業展示館 2号館

FFBホール 8F 熊本城ホール

ベルサール新宿グランド 梅田スカイビル アウラホール

日

土

日 日 日

祝 土

土 日

月

日 日

こんな話が聴ける !
学生時代とのギャップのホンネ
この業界に決めた理由 !
転職経験者が語る間違わない法人選び
これからの薬剤師像と我が社の取組み
若手薬剤師の本音トーク !

6/14-15 6/14-15 6/21-22 6/7-8

8/10-11

8/8-9

8/22-23

8/9-10

8/22-23

8/16-17 8/9-10

ondemand ondemandondemand

ondemand ondemand

ondemand ondemand

ondemand ondemand ondemand ondemand

インターンシップ
ワンデー仕事体験 満載 !

※会場へご来場いただく際は、【完全予約制】の実施を予定しております。新型コロナウイルス感染の現在の状況を踏まえ、開催にあたっては感染拡大防止策を講じたうえで開催いたします。
なお今後の状況によっては、イベントの開催を延期、中止または開催内容を変更させていただく場合がございます。ご来場前に必ず後日公開される「マイナビ2023」イベントページをご確認ください。

※本イベントは就職活動、採用活動に関するイベントではなく、仕事研究・インターンシップ参加を目的としたイベントです。



マイナビ薬学生ナビ

公式アプリ
アプリを使って効率的に就活準備！

まずは
ダウンロード

プッシュ通知をONにしよう！
企業・病院からの大事な情報が届きます。

➀

➁

➂

➃

➄

薬学生向けインターンシップ情報

アプリ限定の CBT・国試対策講座

薬学生向けWEBセミナー配信

薬学生限定キャンペーン

アプリ提示でイベント入場がスムーズ

薬剤師実績をもつプロ講師による
CBT・国試対策講座がいつでも
どこでも受講可能！

アプリ限定！就活準備や選考試験対策に役立つ
キャンペーンを期間限定で実施しています。

合同会社説明会入場時や企業ブース訪問時、
アプリで表示したMyQRコードを活用します。

インターンシップ説明会や就活準備講座を
配信します。スマホで視聴でき、時間の
有効活用にピッタリ！

無料チケットプレゼント

※画面はイメージです。時期にあわせて変更になります。

薬学生に特化したインターンシップ情報を掲載。
薬学生に人気の業種で詳細な検索ができるから、
自分に合ったインターンシップが探しやすい！

入場時
必須

� 年制 �年生、�年制 �年生、M１の皆様へ

管理番号：YK0151

最新医薬品情報をいつでもスマホでチェックできるアプリを無料で使えるチャンス！

➀

➁

➂

➄

治療薬ハンドブックアプリ 2021

無料チケットの
案内はこちら

➃

＠mynavi_yak

公式アカウントを
友だち追加＆フォロー♪《ID＆パスワード、各種お問い合わせ先》

 　　　学生ヘルプデスク   （平日 10:00 ～ 19:00） 　 0120-015-381
《発送停止など発送に関する問い合わせ先》

　　 発送物センター       （平日 10:00 ～ 19:00）  　0120-340-153
※土・日・祝日及び年末年始は休業



2 月　  3 月　  4 月　 5 月　  6 月　  7 月　  8 月　  9 月　 10 月   11 月　12 月　 1 月　 2 月　  3 月
2022 年2021 年

第Ⅰ期 第Ⅱ期 第Ⅲ期 第Ⅳ期
�/��（月）~�/�（日） �/��（月）~�/�（日） �/��（月）~��/�（日） ��/��（月）~�/��（日）

エ
ン
ト
リ
ー
受
付
ス
タ
ー
ト

参加しやすい日 程は
限られている ！

早めに準備しよ う！

Ⅰ、Ⅱ期の学生が参加しやすい

Ⅱ、Ⅲ期の学生が
参加しやすい

Ⅲ、Ⅳ期の学生が
参加しやすい

薬 学 生 が イ ン タ ー ン シ ッ プ・仕 事 体験に参加しやすい時期は？

インターンシップ・仕事体験応募の流れ

フリーワード検索 開催エリア 開催時期 実施日数 業種気になる条件で検索

���

２

３

気になる項目
にチェックを
入れて検索！

MR職を知る

マイナビ製薬

MR職を知る

�．製薬業界・MRの仕事について
�．MR同行
�．ゲーム形式グループワーク

４

気になる法人の
「詳細はこちら」

をタップ

５

マイナビ製薬

「エントリー」を
タップして応募！

関東甲信越エリア /MR職

マイナビ薬局

薬局体験

５

「説明会の予約
可」をタップ

マイナビ薬局

６
気になるコース
をタップ

「説明会の予約可」が
表示されていない場合

「説明会の予約可」が
表示されている場合

インターンシップエントリー
受付開始・応募〆切間近の通知が届く！

企業・病院ごとの進捗管理が簡単！
エントリーや説明会予約状況など一目でわかる！

検討リストに登録した企業・病院は
アプリ「マイページ」の「検討リスト」よりチェック！

気になる企業・病院は
検討リストに登録しておこう！

※各法人により申込手順が異なりますので、応募要項をご確認下さい。

薬学生向けに業種検索を用意しています。

※画面は開発中のものです
※インターンシップ検索・エントリーは 2021 年 6月 1日（火）からの機能です。

《店舗業務体験》

７

マイナビ薬局

希望日時を選ん
で「申し込む」
をタップ

2021 年 7 月 1日

インターンシップ・仕事体験検索

���� 年 �月 �日～ ���� 年 �月 �� 日

１




