202１年度 就職ガイダンス資料

『5 年次進級予定者対象』
５年生はいよいよ実務実習で、病院や薬局の現場で勉強するだけでなく、「責任をもって仕事
する」という社会生活の第一歩を踏み出します。これまで学んできた知恵と技が自分の将来像と
マッチングするかしっかり見ましょう。
薬学の知恵と技は、薬剤師としての業務に留まらず、製薬、開発業務受託機関、公務員、
行政、化学、食品、化粧品、医療系総合職、さらには教育・人材など本当に幅広い分野で求められ
ています。大学院へ進学して、より高度な研究経験を積むことも将来への大切な一歩になること
でしょう。研究職を目指す方には進学を強くおすすめします。大学院進学相談は、アドバイザー・
卒論担当教員・就職・進路委員長が受付けております。
来春は、本格的な就職活動が始まります。就職・進路委員会は年間を通して様々な面から諸君
をサポートします。
～本日のガイダンス配布資料～
・就職活動の心構えについて
・就職進路システム yakkei.jp の登録案内 ＊専用のＱＲコードから、簡単に登録が行えます。
薬学部・大学院薬学研究科 就職支援サイト yakkei.jp；「薬学部・薬学研究科 HP トップ」⇒「在学生の方」⇒
「進路(資格・就職)」⇒薬学部進路システムサイトへのリンク（薬系に特化した求人を検索できます！）

・ＯＢＯＧ訪問システム利用案内：学生課 3 番窓口前設置の PC をご利用ください。
＊修了年度の前年度の秋学期から利用が可能です。

・インターンシップに参加する場合の保険加入について
・薬学生のための就職活動準備講座の動画視聴（ＵＲＬ）のご案内

協力：株式会社マイナビ

・各就職支援会社からの今後のイベント等のおしらせ
～その他の各種情報サービス～
（１）病院、薬局、公務員、製薬系企業等資料類；2 号館 1 階 階段脇（ご自由にお持ちください！）
（２）一部の求人票・説明会情報等；3 号館掲示板(主に首都圏の病院・薬局等)、 2 号館掲示板 (地方の病院・
薬局等、就職支援会社のイベント情報等)
（３）インターネット経由の求人票；keio.jp 内の「求人ナビ」をクリック ＊修了年度の前年度の秋学期から利用が可能です。
（４）塾生サイト＞就職・進路＞就活支援ツールと進んでいただきますと、「【学部不問】求人票・就活関連
情報」の閲覧が可能です。
（５）筆記や面接試験の内容も含む就職活動体験記；keio.jp 内の「就職活動体験記システム」
（６）一般的就活本、業界雑誌類；薬学メディアセンター（芝共立薬学図書館）

以下に委員会主催ガイダンスの開催実績を記載しますので、今後、keio.jp、校内掲示や講座
からのお知らせ、yakkei.jp から届くメール等にご注目いただき、学内開催のガイダンスを是非、
有効活用してください。
・・《2020 就職・進路委員会主催ガイダンス実績（オンライン講座：オンデマンド配信やＺｏｏｍ開催）》・・
8 月；①「就職市場の動向とエントリーシートの書き方」②「就職活動のマナーと面接対策について」
１０月；「ＯＢ・ＯＧ懇談会」（後援：ＫＰ三田会）
１１月；「進路研究セミナー」、「ＷＥＢ模擬面接対策講座」、「就職・進路委員会ガイダンス」、「博士課程
学生との懇談会」
3 月；「病院合同説明会」(予定)、「企業合同説明会」（予定）

2021 年１月
就職活動の心構えについて
慶應義塾大学薬学部長・薬学研究科委員長
教務担当学部長補佐
学生担当学部長補佐
就職・進路委員長
慶應義塾大学・薬学部および大学院薬学研究科の、就職活動に関わる方針とルール
を概説する。以下の方針とルールを理解・遵守して就職活動を行う学生を、学部、講
座研究室、指導教員および学部就職部門は全力を挙げて支援する。自分の将来を見据
えて、就職活動を行ってほしい。
方針・心構え
慶應義塾大学および大学院は、福澤諭吉先生の建学の精神に則り、独立自尊の人格
を育成し、社会の先導者たる立派な社会人を養成する学問研究の府である。慶應義塾
は、日本における気品の泉源、智徳の模範とならなければいけない。この理念に従い
人材育成を行う場は、講義・実習・研究である。
就職は上記の学部および大学院の教育・人材育成の場で培ってきた能力・資格免許
取得の基盤、そして人格が評価されることによって達成される、いわば結果である。
学生は就職活動を含む個人的活動よりも講義・実習・研究（卒業研究・修士博士の
課題研究）を優先すべきことは自明である。
ルール
1）卒論研究も含め実習（学内の実習、病院・薬局実務実習）においては、毎回の参加
（出席と実質的活動）が単位の取得に必須であり、欠席する場合はしかるべき理由を
添えた欠席届の提出が必要である。
就職活動で研究室を不在にする場合には、いつ、どこに、何のため不在にしている
か、必ず事前に講座の指導教員または担当教員に報告すること。特に実習（学内の実
習、学外の病院・薬局実習）においては、就職活動を含む個人的活動を理由に欠席す
ることは認められない。
2）実習・卒業研究期間中、実習や講座セミナーに重なる曜日・時間帯に企業から説明
会への出席や面接を求められた場合などは、企業に日程変更を依頼することが望まし
い。学業を最優先とする姿勢を明確に示すことの出来る学生は、企業の評価が高い。
必要があれば、応募者本人に代わって、就職部門の担当教職員が先方の人事担当者な
どに事情を説明、理解いただけるよう、最大限努力して交渉する。

3）研究タイトルや内容をエントリーシート(Web 上の申し込みも含む)に書き込む場
合や、研究内容紹介、プレゼンテーションする場合などには、必ず事前に指導教員に
相談し、指導・許可を受けること。内容によっては企業との秘密保持契約に違反する
ことなどがあるので注意を要する。
4）Web 上に掲載されている、学生（応募者）相互の情報交換の場などには、決して書
き込みをしてはいけない。面接や先方からの連絡など、企業等とのコンフィデンシャ
ル（部外秘）のやりとりは、いかなる媒体に対しても公開をしてはいけない。
さらに、日常の研究教育にかかわる事実、非事実、感想などを個人ホームページや
SNS などで公開してはいけない。
5）自由応募の場合、指導教員が推薦状またはそれに準じる人物評価を書くのは、真に
学生（応募者）が第一希望とする企業、職場から求められた場合のみである。
指導教員が推薦状を複数の企業等に対して書くことはない。万が一推薦状またはそ
れに準じる書類を送った企業等への内定を辞退した場合には、大学および講座に多大
な迷惑がかかるので、そのようなことはあってはならない。
6）研究室のインターネットは、研究教育の推進を目的とし、慶應義塾がインフラを整
備して ITC が管理し、薬学部が運営経費を支払っていることを認識すること。
講座の PC,

プリンター，コピーカードなど研究室の経費で支払われているものにつ

いては、原則として就職活動を含む個人的な活動に使用しない。
以上。

●
スマートフォンから登録できます。

○
○
○

サイトURL https://yakkei.jp/

分かりにくい文字には「オー」
「ゼロ」
「アイ」
「エル」
「イチ」
などのルビを入れていただくとミスが減少すると思います。

keio メールアドレス（ID）控え

●サイト管理者
〒166-0011 東京都杉並区梅里2-34-11
株式会社ネオリッチ
「薬系・進路」
編集部
TEL.03-5913-9162
FAX.03-5913-9163
HP : https://www.yakkei.jp/
Mail : info@neorich.co.jp

パスワード控え

個人情報の取り扱いについて

•

キリトリ（控えにIDやパスワードを記入し、大切に保管して下さい）
※本登録用紙は、株式会社ネオリッチが登録終了後、溶解処理します。

慶應義塾大学薬学部・大学院薬学研究科 進路支援システムの登録用紙
年

※は必須項目です

月

日

性 別※ □男 性 □女 性

※氏名またニックネーム

属 □薬学科6年制 □薬科学科4年制 □薬学専攻（博士課程）
□薬科学専攻（前期博士課程）
□薬科学専攻
（後期博士課程）
※卒業予定年月 □2022年3月 薬学科6年、薬科学科4年、M2（2年制）
、
D3
（3年制）
、
D4（4年制）
□2023年3月 薬学科5年、
薬科学科3年、M1（2年制）
、
D2
（3年制）
、
D3
（4年制）
□2024年3月 薬学科4年、薬科学科2年、D1
（3年制）
、
D2（4年制）
□2025年3月 薬学科3年、
薬科学科1年、D1
（4年制）
□2026年3月 薬学科2年
□その他（
年
月卒）
※所

学部名

学科名

研究科名

専攻名

※学籍番号
（ログインID）

メールアドレスは、
2つまで利用できます。PC・スマホ
（携帯）
の両方、またはどちらかのメールアドレスを記入してください。

※メールアドレス 1

メールアドレス 2
ゼロ イチ

※パスワード（PW）
8 文字以上

ハイフンやアンダーバーが読み取れるように点線を活用してください。

k e i o -0 1 _

●学籍番号・メールアドレス・パスワードなどの※印は必須項目です。
メールアドレスをIDとして使用しますので、
PC・スマホ
（携帯）
の両方、
またはPCのメールアドレスを必ず入力してください。申込用紙からの登録の場合は、
手入力
になりますので入力ミスの心配があります。
とくにメールアドレスに間違いがあると連絡がとれませんので、正確に記入してください。

慶應義塾大学薬学部・大学院薬学研究科の就職・進路支援サイト

yakkei.jp 利用案内
求人票・インターンシップの依頼

進路支援システムは、
本学に寄せ

大

求人企業・病院

るデータベースです。
薬系進路を出版する
(株)ネオリッチが運用管理します。
このシステムは、
在学中はもちろん、
卒
業後も大学から各種案内、
お知らせに使
用していきます。

情報告知の依頼

どを掲載。
大学や自宅から情報検索でき

共通求人表の受け取り

られた求人票や会社説明会の案内な

登録は申込書の他、
WEBを使って行っ

学

加

参

に

票

人

通

共

学生個人のPCに配信

（株）
ネオリッチ

てください。WEBからは以下のURLより

学内情報
（News、掲示板）
閲覧

求

スマートフォンに配信
スマートフォンに配信

薬系進路編集部

登録してください。登録には、個人名、住

情報配信

所、
電話番号など不要です。

すでに登録して、
大学院進学などで
卒業年度が変更になった方は、
「登録
情報の変更」
から卒業年度をご自身で
変更してください。

スマートフォンに配信

閲覧用サーバー
yakkei
立ち入り制限を設けています。
IDとパスワードをもつ人だけが利用できます。

●WEBからの登録

https://yakkei.jp/keio/reg.asp

学

○各種情報の閲覧

生

求人情報
病院情報
急募情報
インターンシップ情報
薬剤師研修生情報
スマートフォンでの閲覧

○急募情報
○病院研修生情報
○新着・求人情報
○会社説明会情報
○登録内容の変更など
募集締切がある求人情
新着求人票を一覧表
学生課に寄せられる、 病院から募集がある
登録情報がご自身で変更で
で掲載。
社名・組織名か 報は締切りの3日前に表 会社が独自に開催する 研修生情報を掲載。
きます。
ら情報閲覧ができます。 示が赤に変わります。
説明会情報です。
○病院検索
病院の求人情報とリン
ク。
求人情報の変更に併せ
○求人情報検索
て病院情報も更新します。
本学学生課に寄せら
○インターンシップ情報
れる求人票や採用情報
企業や病院・薬局から
を掲載。
公務員の採用情
寄 せ ら れ る イン タ ー ン
報もここに掲載します。
シップ情報を掲示します。
○イベント・学内情報
学生課から就職情報な
どの掲示を行います。

○編集部が編集する
コンテンツ
業界･病院の情報収集
に活用してください。

○就活記録
就活の内容を記録して
残すことができます。
この
中の
「エントリーシート作
成支援」
は自己分析を元に
します。

○お気に入り求人一覧
求人データの
「お気に
入りに追加」
のボタンを
押すとここに表示され、
再確認できます。

○各種取材記事
主に病院薬剤部の取
材記事を紹介。

企業研究
各種取材記事
↓

○メールマガジンの設定
登録直後は全ての職種
にチェックが入っていま
す。メールが必要な職種
を残してチェックを外し
てください。
○企業研究
（業界研究）
企業の決算データ
（決算短信・有価証券報告書など）
を元にした
資料、
製薬企業のパイプラインなどの資料で構成します。

薬学科 6 年、薬科学科 4 年、修士課程 2 年、
秋学期（9 月 22 日以降）は、薬学科 5 年、
薬科学科 3 年、修士課程 1 年も利用可能です。
学生課 3 番窓口
午前

8 時 45 分 ～11 時 15 分

午後 12 時 20 分 ～ 4 時 40 分
１台
事務室開室期間（土曜・日曜・祝日を除く）

システム利用の際、携帯等による画面撮影は

厳禁です。
設置 PC は 1 台です。おひとり 20 分程度を
目安に利用してください。

2021.01

芝共立キャンパス 学生課 就職・進路委員会

2021 年 1 月

【インターンシップに参加する場合の保険加入について】
2021 年度インターンシップ対象の保険の取り扱い（芝共立キャンパス）は、
以下のとおりです。

１．自由応募（課外活動）型インターンシップ
自由応募でインターンシップに参加する場合、実習先企業や団体等に損害を
与えた場合に備え、民間の賠償責任保険(インターン先で他者の財物に与えた
損害及び他者へ与えた傷害を賠償する保険)に自身でインターンシップ参加前
に加入しておくことを推奨します。「インターンシップに参加したいな」、
「インターンシップに参加する計画がある」場合は、４月のうちから加入に
関する情報収集を進めましょう。加入する保険が損害を補償できるのか等に
ついて、大学は一切保証しません。必ず受け入れ先に確認をとった上で加入
してください。適切な保険に加入するために、企業担当者の方に必要な補償
範囲や補償額及び内容について確認しましょう。
自由応募型インターンシップ参加にあたり加入可能な賠償責任保険の一例は、以下のとおりです。

その１：大学生協「学生賠償責任保険」
芝共立キャンパス 1 号館 2 階の生協窓口で取り扱っています。
その２：慶應学術事業会 「慶應義塾大学 塾生総合補償制度」
問い合わせ先

三田オフィス：03-3453-3846
mail：hoken@keioae.com

２．大学公募（官公庁・地方自治体）型インターンシップ
塾生は、学研災(全員)、学研賠（薬学部は２年生以上、薬学研究科生は全員)に
加入していますが、インターンシップ中の事故等は補償の対象外になる場合が
あります。不安な方は、民間の保険(１.でご案内した賠賞責任保険等)への加入
を検討してください。なお、受け入れ先から学研災、学研賠保険加入証明書の
提出を求められた際は、学生課３番窓口にお問い合わせください。
以上
◎上記内容に変更が生じた場合は、随時更新のうえ、校内掲示等でおしらせいたします。

芝共立キャンパス
学生課就職・進路支援担当

