
時間 １６：３０～１８：００
場所 中央図書館１階メディアホール

第１回
公務員ガイダンス

4月17日（水） 講師：大原学園

公務員を目指す方のための

★民間企業と公務員の併願の考え方 など

★国家公務員と県庁・市役所の仕事の違い

★本番までの勉強スケジュールの立て方

＜内容＞

※５月16日（木）にも同様の内容で開催しますので

どちらか都合の良い日に出席してください。

※授業がある方は授業を優先してください。

横浜国立大学キャリア・サポートルーム(学生センター3階）045-339-3133

公式Twitter

@ynu_career

横浜国立大学就活アプリ

①スマホでＱＲコードを読み取り「私の大学 就活情報」アプリをダウンロード
②アプリを開き大学名を選択して利用開始！大学名の選択は初回のみでOK ！

for iPhone 私の大学 就活情報 for Android

最新情報は
就活アプリ、
公式Twitter
から



協力：

ver.1.0

主催：
横浜国立大学

キャリアサポートルーム

≪講師≫
株式会社マイナビキャリアサポーター

友達を増やしたい！将来を考えたい！
ビジネスを学びたい！楽しみたい！

4.22月
16:30～18:00

5.21火
16:30～18:00

※どちらか一方のみの参加も可

・自分の性格、強みや弱み、ストレス耐性がわかる診断テストの受検
(心理学で用いられている性格診断テスト受検！)
・チームビルディングゲームを通して世界記録に挑戦！

・日本を代表する有名企業の課題解決をするワークショップ！
・ビジネスモデルを知り、企業・社会を立体的に見てみよう！

ご自身のスマートフォンをご持参下さい

会場:教育文化ホール

会場:教育文化ホール

チームビルディング編

キャリア形成編

第１弾

第２弾

１,２年生!大集合!!

問合せ先（就職支援係） ： ０４５－３３９－３１１７

低学年向けキャリアガイダンス



横浜国立大学キャリア・サポートルーム(学生センター3階）045-339-3133

● 主に新３年生・修士１年生に向けて、就職活動の
スケジュールや、就職活動の方法などを解説。

● 企業の方にもご協力いただき、ビジネス社会の
理解を深めるワークも実施。

● ３日間同じ内容です。いずれか１日の参加でＯＫ！

● ガイダンスの出席は、授業優先でお願いします。

時間：１６:３０～１８:３０
場所：教育文化ホール

学部３年生・修士１年生対象

公式Twitter

@ynu_career

横浜国立大学就活アプリ

①スマホでＱＲコードを読み取り「私の大学就活情報」アプリをダウンロード
②アプリを開き大学名を選択して利用開始！大学名の選択は初回のみでOK ！

for iPhone 私の大学 就活情報 for Android

最新情報は
就活アプリ、
公式Twitter
から



全 学 年 対 象（1～3年、修士1年）

時間 １６：３０～１８：００
場所 教育文化ホール

インターンシップを実施する企業は年々増えており、
インターンシップと採用を繋げて考える企業も多く
なっています。このガイダンスでは、重要度が増して
いるインターンシップについて解説いたします。

５月８日（水） 講師 マイナビ

５月１４日（火） 講師 リクルートキャリア

インターンシップ
総合ガイダンス

横浜国立大学キャリア・サポートルーム(学生センター3階）045-339-3133

公式Twitter

@ynu_career

横浜国立大学就活アプリ

①スマホでＱＲコードを読み取り「私の大学 就活情報」アプリをダウンロード
②アプリを開き大学名を選択して利用開始！大学名の選択は初回のみでOK ！

for iPhone 私の大学 就活情報 for Android

最新情報は
就活アプリ、
公式Twitter
から

両日程、基本的な内
容は同じですので、
どちらかのみの出席
でもＯＫ！





Part 1 ・面接のパターンと内容

Part 2 ・どちらの学生と一緒に働きたいですか？
・模擬面接をやってみよう！

Part 3 ・面接官が見ているポイント

5月9日(木)
16:30～18:00
場所：中央図書館１階

メディアホール

2020卒対象
参加無料
私服OK

事前予約不要

当日の流れ

プロから面接突破のポイントを聞いて、就職活動を有利に！
企業選びの選択肢を増やすサポートも行います！！

就活のプロが皆さんをアシスト！当日会場にお越しください！！

ここから本番！実践！面接対策講座

横浜国立大学 ＆ 共催

問合せ先 横浜国立大学 学務部学生支援課就職支援係 045－339－3117



時間 １６：３０～１８：００
場所 中央図書館１階メディアホール

第１回
公務員ガイダンス

５月1６日（木） 講師：ＴＡＣ

公務員を目指す方のための

★民間企業と公務員の併願の考え方 など

★国家公務員と県庁・市役所の仕事の違い

★本番までの勉強スケジュールの立て方

＜内容＞

※４月1７日（水）と同様の内容ですので、どちらか
のみの出席でも構いません。

※授業がある方は授業を優先してください。

横浜国立大学キャリア・サポートルーム(学生センター3階）045-339-3133

公式Twitter

@ynu_career

横浜国立大学就活アプリ

①スマホでＱＲコードを読み取り「私の大学 就活情報」アプリをダウンロード
②アプリを開き大学名を選択して利用開始！大学名の選択は初回のみでOK ！

for iPhone 私の大学 就活情報 for Android

最新情報は
就活アプリ、
公式Twitter
から

http://www.tac-school.co.jp/index.html
http://www.tac-school.co.jp/index.html


タイトル

時間
場所

５月２２日（水）講師 リクルートキャリア

６月 ５日（水）講師 マイナビ

教育文化ホール

自己分析＆自己ＰＲ
対策講座

実際に自己分析に取り組みながら、就活で
自己分析がなぜ必要なのか理解を深め、エ
ントリーシートや面接で聞かれることが多
い自己ＰＲのポイントについて解説します。
＊両日は、同じレベルでお話ししますが、紹介する手法は
異なります。都合の合う方は両方に出席してみてください。
＊ワークを交えながら進めますので、筆記用具をお持ちく
ださい。

全学年対象

横浜国立大学キャリア・サポートルーム(学生センター3階）045-339-3133

公式Twitter

@ynu_career

横浜国立大学就活アプリ

①スマホでＱＲコードを読み取り「私の大学 就活情報」アプリをダウンロード
②アプリを開き大学名を選択して利用開始！大学名の選択は初回のみでOK ！

for iPhone 私の大学 就活情報 for Android

最新情報は
就活アプリ、
公式Twitter
から

１６：３０～１８：００





夏休みに参加できる
インターンシップの
情報や今後の進路を
考える1日！

多くの企業が出展！

開催概要

開催日時

出展企業

インターンシップ＆
業界研究セミナー
インターンシップ＆
業界研究セミナー

教育文化ホール

16：30～19：00

2019

5/29（水）
会場

時間入退場
自由

全学年
全学部
対象

16:30～17:00 ・・・・出展企業紹介　企業PRスピーチ
17:00～19:00 ・・・・ブース説明会(1回25分×4回)

主催:横浜国立大学生活協同組合
　　 横浜国立大学キャリア・サポートルーム

詳細・予約はWEBへ
※入退場自由、授業を優先して参加してください運営：大学生協事業連合withnavi事務局

http://www.withnavi.org/job/ynu/

横国大生のための

NHK（日本放送協会）、富士通、毎日新聞社、横浜銀行、
オリックス、日立国際電気、日曹エンジニアリング、小糸製作所、
泰盛貿易、安藤・間、ランドマーク税理士法人　他
多数参加予定　※日程によって出展企業は異なります。
最新の出展企業はWEBで随時更新されます。

NHK（日本放送協会）、富士通、毎日新聞社、横浜銀行、
オリックス、日立国際電気、日曹エンジニアリング、小糸製作所、
泰盛貿易、安藤・間、ランドマーク税理士法人　他
多数参加予定　※日程によって出展企業は異なります。
最新の出展企業はWEBで随時更新されます。



時間 １６：３０～１８：００
場所 教育文化ホール

５月３０日（木）

この講座では、主にインターンシップの選考に向
けて、エントリーシートをどう書けば良いのか、
人事側の視点を踏まえて解説します。
本選考に向けた準備としても、夏のインターン
シップでは積極的に選考があるインターンシップ
にチャレンジしましょう！

インターンシップ選考に活かそう！

エントリーシート
対策講座

全学年参加ＯＫ！

横浜国立大学キャリア・サポートルーム(学生センター3階）045-339-3133

公式Twitter

@ynu_career

横浜国立大学就活アプリ

①スマホでＱＲコードを読み取り「私の大学 就活情報」アプリをダウンロード
②アプリを開き大学名を選択して利用開始！大学名の選択は初回のみでOK ！

for iPhone 私の大学 就活情報 for Android

最新情報は
就活アプリ、
公式Twitter
から





６月１１日（火）

この講座ではインターンや本選考で行われるグ
ループディスカッションと面接の概要、それぞれ
への対策について人事側の視点を交え解説します。
実践練習は行いませんが、参加者同士でワークに
取り組み、自分自身のことや自分の考えを他者に
伝えたり、共有し合う体験ができます。

全学年参加ＯＫ！

横浜国立大学キャリア・サポートルーム(学生センター3階）045-339-3133

公式Twitter

@ynu_career

横浜国立大学就活アプリ

①スマホでＱＲコードを読み取り「私の大学 就活情報」アプリをダウンロード
②アプリを開き大学名を選択して利用開始！大学名の選択は初回のみでOK ！

for iPhone 私の大学 就活情報 for Android

最新情報は
就活アプリ、
公式Twitter
から

インターンシップ選考に活かそう！

グループディスカッション
・面接 対策講座



開催時間・会場・参加企業等の詳細は、
キャリア・サポートルームからの各種案内を

ご確認ください。

10/15(火) 業界研究／文系人気業界編
10/24(木) 業界研究／理系人気業界編

1/16(木) 人事の本音～求められる人材・ES講評～
2/20(木) 人事の本音～採用担当者の公開模擬面接～

全学年対象、申込不要、服装自由『仕事研究セミナー特別編』

《人事の本音 Vol.3 》
～インターンと本選考～

6.12(水) 16:30～17:30
中央図書館メディアホール

☑ 企業が求める人材像、インターンと選考の関係を知る！
☑ 横国生限定の本音トークで業界・企業理解を深める！
☑ 終了後の個別質疑も活用し「会話力」も身に付ける！

《仕事研究セミナー》秋学期の予定

〈ファシリテーター（当日進行）〉
伊藤篤志氏…株式会社ｉ４（アイフォー）代表。横浜国立大学経営
学部卒。採用コンサルティング会社を経て2010年にi4設立。東京大学、
京都大学、上智大学など全10大学で『仕事研究セミナー』開催中。

〈キャリア・サポートルームからの注意事項〉
就職活動は社会人への第一歩です。マナーを守って参加してくだ
さい（服装は私服で構いません）。また、学業に差支えがないよ
う時間調整のうえご参加ください。

［企画・運営］横浜国立大学学生支援課就職支援係、株式会社ｉ４共催

ディーエイチシー
【製造業（化粧品、健康食品、その他）】
DHCでは肌へのやさしさと確かな品質を追
求した化粧品、どこよりも高いコンテンツ
と安全性・低価格を実現した健康食品を武
器に、現在も幅広い事業に挑戦を続けてい
ます。

各社3分間自社紹介＋パネルディスカッション＋質疑(終了後30分は個別質問可)プログラム

日時

会場

ボッシュ
【製造業（自動車部品）】

「ボッシュの歴史は車の進化の歴史」と言わ
れる程、長く輝かしい実績を元に、未来を見
つめた技術に挑戦し続けています。世界を舞
台に活躍したい/高度な専門技術を極めたい
貴方の夢を実現するフィールドです！

参加企業



Part 1 ・今年の就活傾向と対策
・今までの活動マッピングによる振り返り

Part 2 ・優良企業の探し方、視野の広げ方とは
・職種理解の深め方とは

Part 3 ・特別求人紹介フェアも同時開催！
4000社の中から厳選した求人を自由に閲覧可能！

6月17日(月)
時間：16:30～18:00
場所：教育文化ホール

当日の流れ

プロから優良企業の探し方のポイントを聞いて、就職活動を有利に！
具体的な優良求人も見られるので、次の行動にすぐ移れます！！

就活のプロが皆さんをアシスト！当日会場にお越しください！！

これからの優良企業の探し方セミナー

横浜国立大学 ＆ 共催

問合せ先

参加無料 服装自由 事前予約不要

横浜国立大学 学務部学生支援課就職支援係 045－339－3117



６月２０日（木）

この講座では、グループに分かれて業界・企業研究に取り
組みます。インターン参加前に、業界・企業研究をやらな
くちゃ・・と思ってもなかなか進まない方、そもそもどう
やって進めたらいいの？という方、グループディスカッ
ションを経験してみたい方、両方が実践できるこの講座に
参加してみましょう！

全学年参加ＯＫ！

横浜国立大学キャリア・サポートルーム(学生センター3階）045-339-3133

ＧＤを体験しながら業界企業研究に取り組む

グループディスカッションで
業界企業研究講座

事前申込制 定員：最大50名

参加希望の方は、右記のQRコードから申し込み
フォームにアクセスし、必要事項を入力のうえ、
お申込みください。先着順となりますのでお早めに！



開催日 2019年6月26日（水）
時 間 16:30～18:30
場 所 教育文化ホール

【内容】
・協力企業の紹介
・GD実践（異なるテーマで2回）
・協力企業からのフィードバック
【協力企業】（五十音順・法人格略）
●アマダHD＜メーカー＞ ●横浜銀行＜金融＞

事前申込制 定員：最大64名

参加希望の方は、右記のQRコードから申し込み
フォームにアクセスし、必要事項を入力のうえ、
お申込みください。先着順となりますのでお早めに！

主催：横浜国立大学 キャリア・サポートルーム 045-339-3117
協力：ダイヤモンド・ヒューマンリソース

メーカー／金融志望者必見
これから志望業界を決めていく方も大歓迎

グループディスカッション（GD）とは？
面接の一種。5名程度のグループで、与えられたテーマに対してディスカッションをし、
結論を導き出す。企業はコミュニケーション力や結論への過程・関わり方も評価す
る。人数・時間・テーマ等は企業によりさまざま。

全学年参加OK！

☞ポイント
横国生のために協力企業が、
出題＆アドバイス。
グループコミュニケーションを通じて、
ビジネス視点が学べる！

インターンシップ前に体験！
グループディスカッション練習会



「教育と就活のプロ」ベネッセi-キャリアで働く横国OBOGの
就活体験談を聞きながら今後のアドバイスを得られる相談会です。

ざっくばらんな会ですので、お気軽にご参加ください！

問合せ先

横浜国立大学 ＆ 共催

7.3(水)
16:30～18:00 教育文化ホール

2020卒対象 参加無料 服装自由

---夏休み中に内定獲得へ---
横国OBOGと語る
就活相談会

「教育と就活のプロ」ベネッセi-キャリアが徹底サポート
この1日で内定獲得に近づきましょう！
横浜国立大学 キャリア・サポートルーム 045-339-3117

予約方法：ｷｬﾘｱ・ｻﾎﾟｰﾄﾙｰﾑ(gakusei.shushoku@ynu.ac.jp）へ
①学部（大学院）②氏名 ③連絡先アドレス の３点を記載のうえ、
件名は「横国大ＯＢ・ＯＧとの就職相談会出席希望」とし、メール送付。

当日参加もＯＫです！



14：30～18：00（受付14:00～）

http://www.s-walker.net/2020/contents/live/yk154
申込アドレス　[事前予約された方には参加企業の情報をお送りします]

横浜国立大学 教育文化ホール

時間

場所

7/4

●就職活動リスタートに向け必要となる、発想の変え方・就活の分析について解説します。
●当日参加企業が現時点の選考状況や今後のエントリー受付について説明します。
●内々定を持っている人も持っていない人も、【国大生限定】の今から間に合う
　企業の情報が得られる説明会に参加してみませんか？

※授業を優先して参加してください（途中入退場可）

木

全学部全学科　2020年3月卒業予定者対象

「国大生を 採用したい！」
　という企業が集結します！

【参加予定企業】 

予約不
要

参加無
料

服装自
由

合同企業説明会
横浜国立大学

大成建設／ユニプレス／サイゼリヤ／日本信号
オリエンタル白石／リネットジャパングループ
東京ガスカスタマーサポート　他



2020卒対象 参加無料 服装自由

問合せ先

---夏休み中に内定獲得！---

時間：13:30～15:00

【就職相談会】
★プロのキャリアアドバイザーとの就職相談会★

悩み解消のきっかけに！
内定を持っている方もいない方もお気軽にお越しください。

【働き方別企業紹介フェア】
★最短1週間で内定可能な企業もあり★

【土・日休み】【転勤なし】【厳選オフィスワーク】など
あなたにぴったりな企業を見つけるきっかけに！！

企業の担当者は出席しません。

横浜国立大学 ＆ 共催

「教育と就活のプロ」ベネッセi-キャリアが徹底的にサポート
この1日で内定獲得に近づきましょう！

8.8（木）
場所：教育文化ホール

事前予約制

就職相談会＆企業紹介フェア

横浜国立大学 キャリア・サポートルーム 045-339-3117

予約方法：ｷｬﾘｱ・ｻﾎﾟｰﾄﾙｰﾑ(gakusei.shushoku@ynu.ac.jp）へ
①学部（大学院）②氏名 ③連絡先アドレス の３点を記載のうえ、
件名は「8/8就職相談会出席希望」とし、メール送付。



2020卒対象 参加無料 服装自由

問合せ先

---夏休み中に内定獲得！---

時間：13:30～15:00

【就職相談会】
★プロのキャリアアドバイザーとの就職相談会★

悩み解消のきっかけに！
内定を持っている方もいない方もお気軽にお越しください。

【働き方別企業紹介フェア】
★最短1週間で内定可能な企業もあり★

【土・日休み】【転勤なし】【厳選オフィスワーク】など
あなたにぴったりな企業を見つけるきっかけに！！

企業の担当者は出席しません。

横浜国立大学 ＆ 共催

「教育と就活のプロ」ベネッセi-キャリアが徹底的にサポート
この1日で内定獲得に近づきましょう！

9.5（木）
場所：教育文化ホール

事前予約制

就職相談会＆企業紹介フェア

横浜国立大学 キャリア・サポートルーム 045-339-3117

予約方法：ｷｬﾘｱ・ｻﾎﾟｰﾄﾙｰﾑ(gakusei.shushoku@ynu.ac.jp）へ
①学部（大学院）②氏名 ③連絡先アドレス の３点を記載のうえ、
件名は「9/5就職相談会出席希望」とし、メール送付。



10.7(月)
キャリア・サポートルーム
（学生センター３階）

①13:00～14:00 ②14:00～15:00
③15:00～16:00 ④16:00～17:00
⑤17:00～18:00

2020卒対象 参加無料 服装自由

---秋採用で内定獲得へ---
プロのアドバイスで悩み解決

求人紹介付き個別相談会

【予約方法】
事前予約制 ※空きがあれば当日参加も可能です！

参加希望者は下記にお電話ください！

横浜国立大学 学生支援課 ＆ 共催

問合せ先 横浜国立大学 キャリア・サポートルーム 045-339-3117





前半は、株式会社マイナビから、今後の就職活動のスケ
ジュールや、文系・理系別に就活のポイントを解説いた
だきます。
後半は、企業から内定を得た４年生・修士２年生をパネ
ラーとして迎え、体験談や、これから就活を行う皆さん
へのアドバイスを聞くパネルディスカッションを行います。

●文系向けと理系向けで日程を分けており、日によって内容が異
なりますが、どちらに参加しても、両方に参加いただいても構い
ません。ただし、学業優先で参加してください。
●就活に便利な手帳「YNU CAREER GUIDE BOOK 2019-2021」
の配布も行います。まだ貰っていない方は入手してください。

時間：１６:３０～１８:３０
場所：中央図書館メディアホール

主に学部３年生・修士１年生対象

横浜国立大学キャリア・サポートルーム(学生センター3階）045-339-3133

公式Twitter

@ynu_career

横浜国立大学就活アプリ

①スマホでＱＲコードを読み取り「私の大学就活情報」アプリをダウンロード
②アプリを開き大学名を選択して利用開始！大学名の選択は初回のみでOK ！

for iPhone 私の大学 就活情報 for Android

最新情報は
就活アプリ、
公式Twitter
から



1０月１６日（水）16：30～18：00

中央図書館１階メディアホール

座談会・個別相談会進行協力

資格の学校ＴＡＣ 全学年対象

※参加にあたっては授業を優先してください。

前半は、公務員試験に対する全般的なガイダンスを
行い、後半は、パネルディスカッション形式で、公務
員内定者（本学学生）を招いて、志望官庁選びや筆
記試験、面接対策など、先輩の就活体験談を聞い
ていきます。

横浜国立大学キャリア・サポートルーム(学生センター3階）045‐339‐3133

公式Twitter

@ynu_career

横浜国立大学就活アプリ

①スマホでＱＲコードを読み取り「私の大学就活情報」アプリをダウンロード
②アプリを開き大学名を選択して利用開始！大学名の選択は初回のみでOK ！

for iPhone 私の大学 就活情報 for Android

最新情報は

就活アプリ、公
式Twitter
から



Mind Mapによる⾃⼰分析で⾯接に活かそう！

⾃⼰分析講座

⽇時
２０１９年10⽉23⽇（⽔）

16:30〜18:00

⽇時
２０１９年10⽉23⽇（⽔）

16:30〜18:00

就活において⼤切な「⾃⼰分析」ですが、様々な⼿法があり、
どの⼿法が合うかは⼈それぞれです。
この回では、企業で採⽤⾯接を多く経験された講師が⾯接官の
視点を伝え、MindMapを活⽤した⾃⼰分析を紹介しながら、
⾯接への活かし⽅をお伝えします。
⾃⼰分析したいけどやり⽅が分からない、⾃⼰分析したけど就
活への活かし⽅がわからない、Mind Mapを使ってみたい・・
そんなあなたの⾃⼰分析を、ワーク形式で実践しながらお⼿伝
いします！

就活において⼤切な「⾃⼰分析」ですが、様々な⼿法があり、
どの⼿法が合うかは⼈それぞれです。
この回では、企業で採⽤⾯接を多く経験された講師が⾯接官の
視点を伝え、MindMapを活⽤した⾃⼰分析を紹介しながら、
⾯接への活かし⽅をお伝えします。
⾃⼰分析したいけどやり⽅が分からない、⾃⼰分析したけど就
活への活かし⽅がわからない、Mind Mapを使ってみたい・・
そんなあなたの⾃⼰分析を、ワーク形式で実践しながらお⼿伝
いします！

場 所 教育学部講義棟７号館２階２１０
持ち物 筆記⽤具
場 所 教育学部講義棟７号館２階２１０
持ち物 筆記⽤具

横浜国立大学キャリア・サポートルーム(学生センター3階）045-339-3133

公式Twitter

@ynu_career

横浜国立大学就活アプリ

①スマホでＱＲコードを読み取り「私の大学 就活情報」アプリをダウンロード
②アプリを開き大学名を選択して利用開始！大学名の選択は初回のみでOK ！

for iPhone 私の大学 就活情報 for Android

最新情報は
就活アプリ、
公式Twitter
から

就職支援イベント



～ 全学年障がい学生対象 ～

障がい学生のための
キャリアガイダンス

この機会に積極的に

参加してみましょう！

日
時

2019年10月23日（水）

12:00～13:00 ガイダンス
13:00～15:00 個別相談（一人10～20分）

場
所

キャリア・サポートルーム（学生センター３階）

★内容★

障がいのある学生を対象とした就職活動や就職全般に
ついてのガイダンスです。（※障がい者手帳を持つ方
と取得を検討している方が対象です。）

☆(株)イフの講師から、障がい者雇用制度や就職活動に
ついてお話いただき、これからの就活について個別に
アドバイスをいただきます。

この講座への参加を希望される方は、事前予約をお願いします。

ｷｬﾘｱ・ｻﾎﾟｰﾄﾙｰﾑのﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ（gakusei.shushoku@ynu.ac.jp）に、以下についてご連絡ください。
受講にあたって配慮が必要な場合は、対応を検討いたしますので、お早めにお申し出ください。

① 学部（大学院） ② 氏名 ③ 連絡先アドレス
④ 個別相談の希望時間帯 ⑤ ガイダンス当日に希望する配慮

件名は「10月23日ガイダンス出席希望」と書いて送信してください。

横浜国立大学キャリア・サポートルーム(学生センター3階）045-339-3117

公式Twitter

@ynu_career

横浜国立大学就活アプリ

①スマホでＱＲコードを読み取り「私の大学 就活情報」アプリをダウンロード
②アプリを開き大学名を選択して利用開始！大学名の選択は初回のみでOK ！

for iPhone 私の大学 就活情報 for Android

最新情報は
就活アプリ、
公式Twitter
から

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
就活情報



１０月２９日（火）

この講座では、グループに分かれて業界・企業研究に取り
組みます。業界・企業研究をやらなくちゃ・・と思っても
なかなか進まない方、そもそもどうやって進めたらいい
の？という方、グループディスカッションを経験してみた
い方、両方が実践できるこの講座に参加してみましょう！

全学年参加ＯＫ！

横浜国立大学キャリア・サポートルーム(学生センター3階）045-339-3133

ＧＤを体験しながら業界企業研究に取り組む

グループディスカッションで
業界企業研究講座

事前申込制 定員：10名 締切：10/27(日)

参加希望の方は、右記のQRコードから申し込み
フォームにアクセスし、必要事項を入力のうえ、
お申込みください。先着順となりますのでお早めに！



時間 16:30～18:00
場所 理工学部講義棟Ａ１階104

10月31日(木)

横浜国立大学キャリア・サポートルーム(学生センター3階）045-339-3133

公式Twitter

@ynu_career

横浜国立大学就活アプリ

①スマホでＱＲコードを読み取り「私の大学 就活情報」アプリをダウンロード
②アプリを開き大学名を選択して利用開始！大学名の選択は初回のみでOK ！

for iPhone 私の大学 就活情報 for Android

最新情報は
就活アプリ、
公式Twitter
から

インターンシップの選考でＥＳを書いた方も、
本選考に向けて、見直しやブラッシュアップが
大切です。この講座では、書き方の違いや見直
しのポイントを解説しつつ、ワークで実際に書
いていきます。まだ書いたことがない方もここ
から始めましょう！

全学年参加ＯＫ！

ＥＳは何度も見直しと書き直しを

エントリーシート
対策講座



～就活動画選考が急増中！～

・企業が履歴書や面接で知りたいこと
・採用担当者がPR動画で見ているポイント

・上手な自己PR動画撮影方法 etc

早期からしっかりと動画対策を！
今後の就活に役立つ情報をお伝えします

日程 11月5日(火)

時間 16：30～18：00
会場 中央図書館１階

メディアホール

自己ＰＲ動画対策講座

【お問合せ】横浜国立大学
キャリア・サポートルーム
(学生センター3階）045-339-3133

全学年対象 ／ 申込不要



＜内容＞
①朝日新聞側から会社概要や職種ごとの説明と質疑
編集部門、ビジネス部門、技術部門について、それぞれの経験者が説
明します（近年、新聞社はデジタル移行が加速しています。理系学生
も歓迎）

②朝日新聞に内定した教育人間科学部４年生（２人）が自らの就活体
験を振り返り、これから就活をする学生の質問や疑問に答えます。

③総括質疑

参加希望者は、件名を「朝日新聞内定者と語る会、参加希望」とし、
①所属学部・大学院、学年 ②氏名を下記アドレス宛てに送るか、

または朝日新聞採用サイトのマイページへ。
当日、飛び込みも歓迎！

問い合わせは、都市イノベーション研究院准教授 高橋弘司
（takahashi-hiroshi-td@ynu.ac.jp）まで。



11.7(木)
横浜国立大学 キャリアサポートルーム
①13:00～14:00 ②14:00～15:00
③15:00～16:00 ④16:00～17:00

2020卒対象 参加無料 服装自由

---秋採用で内定獲得へ---
プロのアドバイスで悩み解決

求人紹介付き個別相談会

横浜国立大学 学生支援課 ＆ 共催

問合せ先

予約方法：ｷｬﾘｱ・ｻﾎﾟｰﾄﾙｰﾑ(gakusei.shushoku@ynu.ac.jp）へ
①学部（大学院）②氏名 ③連絡先アドレス ④参加希望時間帯の
４点を記載のうえ、件名は「11/7就職相談会出席希望」とし、
メール送付。

横浜国立大学 キャリア・サポートルーム 045-339-3117



学生目線ではなく、企業の人事担当者（国大生の就活サポーター）と共に考え、
グループディスカッションの練習も一緒にできる他にはないセミナーです！

服装自由！ 参加無料！ 事前予約制！

竹中工務店 / アクセンチュア / 大成建設 
ソフトクリエイトホールディングス 
サイバー・コミュニケーションズ　他



 

  

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（旧：留学生の為の就職支援講演会） 

横浜国立大学生のキャリアデザインの支援を目的として、グローバル企業がいまどのような人材を求めてい

るのか、そのような人材となるためには、どのような心構えや取り組みが必要となるのか。 

企業の現場で採用に携わっていらっしゃるお立場からご講演いただきます。 

 

全学部・全学年対象 

 

テーマ  「グローバルメーカーの仕事と働き方」 

講演者 秋元 瑞紀 氏 

ヤマハ株式会社 人事・総務本部 人事部 人材マネジメントグループ 採用担当 

2019年 11月 18日（月） 17:50 - 19:20 

場所： 経営学部講義棟 105教室 （N3-5 1階） 
 

 
1. 現役人事担当者の考える 「幸せな就職活動」とは 

2. ヤマハ株式会社 会社・事業概要紹介 

3. ヤマハ株式会社 職種紹介 

4. 質疑応答 

 

 

対象： 学部生、大学院生、研究生、留学生、交換留学経験者 

     （学部・学科・学年は問いません） 

主催：横浜国立大学 経営学部 国際交流委員会 

 問い合わせ：経営学部 石田 満恵先生 

 <ishida-mitsue-mb@ynu.ac.jp> 

 

開催概要 

Agenda 

 

YAMAHAピアノ展示中！ 

＠経営学部国際交流ラウンジ 
2019/11/5（火）～11/18（月） 



コンサル
志望者向け

グループディスカッション
練習会

今後志望業界を決めていく方も歓迎！

【協力企業】
PwCコンサルティング合同会社
PwC Japanグループは世界158カ国、250,000人以上のスタッフが働く
PwCのグローバルなネットワークを通じて、監査およびアシュアランス、コンサルティング、
ディールアドバイザリー、税務、法務のサービスをクライアントに提供しています。

☞ポイント
・協力企業がアドバイス
・コンサル業界で多く出題されるケース問題を体験
・同業界志望者との交流を通じた刺激

※協力企業の採用選考とは一切関係ありません。

開催日 2019年11月20日（水）
16:30～18:30
教育学部講義棟7号館2階202教室

時 間

場 所

事前申込制
定員：先着40名

主催：横浜国立大学 就職支援係
後援：ダイヤモンド・ヒューマンリソース（ダイヤモンド就活ナビ）

【予約受付期間】
10月1日（火）～11月18日（月）
【予約受付方法】
QRコードから申込みフォームにアクセスし、
必要事項をご入力の上、お申込みください。

全学年参加ＯＫ！



１１月２１日（木）

この講座では、グループに分かれて業界・企業研究に取り
組みます。業界・企業研究をやらなくちゃ・・と思っても
なかなか進まない方、そもそもどうやって進めたらいい
の？という方、グループディスカッションを経験してみた
い方、両方が実践できるこの講座に参加してみましょう！

全学年参加ＯＫ！

横浜国立大学キャリア・サポートルーム(学生センター3階）045-339-3133

ＧＤを体験しながら業界企業研究に取り組む

グループディスカッションで
業界企業研究講座

事前申込制 定員：10名 締切：11/19(火)

参加希望の方は、右記のQRコードから申し込み
フォームにアクセスし、必要事項を入力のうえ、
お申込みください。先着順となりますのでお早めに！



学内集団面接練習会
個別のフィードバック付き

12
4 水

16:30～
18:30

教育学部講義棟7号館2階202教室場所

内容 ●集団面接のポイント講義
●模擬面接（1人2回）
●面接官によるフィードバック

当日は簡単な講義のあと、模擬面接を実施します。今回は1人あ
たり2回実践。1回目の反省を活かして、2回目に挑めます。もち
ろん、2回とも個別のフィードバックが受けられます！
集団面接が初めての方も、経験した方もぜひご参加ください。

定員 20名

申込
方法

事前予約制
【予約受付期間】10月1日（火）～12月2日（月）
【予約受付方法】QRコードより申込みフォームにアク
セスし、必要事項をご入力の上、お申込みください。

主催：横浜国立大学 就職支援係
協力：就職情報会社各社



Mind Mapによる自己分析で面接に活かそう！

自己分析講座

日時
２０１９年12月５日（木）

16:30～18:00

就活において大切な「自己分析」ですが、様々な手法があり、
どの手法が合うかは人それぞれです。
この回では、企業で採用面接を多く経験された講師が面接官の
視点を伝え、MindMapを活用した自己分析を紹介しながら、
面接への活かし方をお伝えします。
自己分析したいけどやり方が分からない、自己分析したけど就
活への活かし方がわからない、Mind Mapを使ってみたい・・
そんなあなたの自己分析を、ワーク形式で実践しながらお手伝
いします！

場 所 理工学部講義棟Ａ １階 104
持ち物 筆記用具

横浜国立大学キャリア・サポートルーム(学生センター3階）045-339-3133

公式Twitter

@ynu_career

横浜国立大学就活アプリ

①スマホでＱＲコードを読み取り「私の大学 就活情報」アプリをダウンロード
②アプリを開き大学名を選択して利用開始！大学名の選択は初回のみでOK ！

for iPhone 私の大学 就活情報 for Android

最新情報は

就活アプリ、
公式Twitter
から

就職支援イベント



12.6(金)
横浜国立大学 キャリアサポートルーム
①13:00～14:00 ②14:00～15:00
③15:00～16:00 ④16:00～17:00

2020卒対象 参加無料 服装自由

---秋採用で内定獲得へ---
プロのアドバイスで悩み解決

求人紹介付き個別相談会

横浜国立大学 学生支援課 ＆ 共催

問合せ先

予約方法：ｷｬﾘｱ・ｻﾎﾟｰﾄﾙｰﾑ(gakusei.shushoku@ynu.ac.jp）へ
①学部（大学院）②氏名 ③連絡先アドレス ④参加希望時間帯の
４点を記載のうえ、件名は「12/6就職相談会出席希望」とし、
メール送付。

横浜国立大学 キャリア・サポートルーム 045-339-3117





(C) Recruit Career Co., Ltd.

12月12日(木)
16:30～18:00

理工A-104
◆◇当日のコンテンツ◇ ◆
・PRする強みや、エピソードを整理する自己分析ワーク
・自己PRや志望動機作成のポイントは？
・相手に伝わりやすいエントリーシートとは？
・書類作成のマナーはこれで大丈夫！
など

横浜国立大学 キャリアサポートルーム主催

お問い合わせ先：キャリアサポートルーム
（学生センター3階/就職支援係）045-339-3133 



日時：2019年12月16日(月)
13 : 00~13：20 受付 ／ 13 : 30~16：30 講座

協力企業：横浜銀行
※本講座は採用選考とは関係ありません。

内容：他大学生・企業との模擬集団面接講座
面接ワーク、代表学生による企業との模擬面接によって
実践経験を積んでいただきます。学生同士や社会人・企
業からのフィードバックも受けられます。

対象：横浜国立大学、横浜市立大学 約50名
会場：横浜銀行 本店
[住所]横浜市西区みなとみらい3-1-1 ★外部会場のため、ご注意ください。
[アクセス]桜木町駅より徒歩10分、みなとみらい駅より徒歩10分
その他：事前予約制・スーツ着用

【予約受付期間】10月1日（火）～12月11日（水）
【予約受付方法】QRコードから申込みフォームにアクセスし、

必要事項をご入力の上、お申込みください。

■受付時間 厳守にご協力ください！■
・セキュリティの関係上、必ず13時20分までに横浜銀行本店１階で受付を完了し
て下さい。大幅な遅刻は入場できない場合があります。
・事前予約のない方は入場できません。必ず事前予約をお願いします。

主催：横浜国立大学 就職支援係 ／ 横浜市立大学 キャリア支援センター
後援：ダイヤモンド・ヒューマンリソース TEL：03-5319-2454 mail:gakusei@diamondhr.co.jp

2大学合同開催
模擬集団面接講座

横浜国立
大学

横浜市立
大学

予約
方法



※ 事前講座のみの参加も可能！講座は申込不要・無料！

※ ＳＰＩ模擬試験＆性格適正検査は有料

1/30(木)

①企業がどんな筆記試験を行っているのか？
②ＳＰＩはなぜ多くの企業で使われているのか？
③ＳＰＩ合格基準とは？
④ＷＥＢテスト・テストセンターとの違いは？

などなど…企業の採用筆記試験に対する疑問、試験対策に向けた役に立つテクニックをお教えします

＜内容＞

16:00～16：30
＜事前講座＞

教育学部講義棟7号館2階202

12/18(水)

16:40～18：10
＜模擬試験＞

18:10～18：40
＜職業適性検査＞

第2回

16:00～16：30
＜事前講座＞

16:40～18：10
＜模擬試験＞

18:10～18：40
＜職業適性検査＞

会 場 ：

教育文化ホール 大集会室
会 場 ：

第1回
事前予約は
コチラから→

定員50名
12/16締切

両方で2,500円

SPI模擬試験のみ1,100円（ ）

横浜国立大学キャリア・サポートルーム(学生センター3階）045-339-3117

事前予約は
コチラから→

定員50名
1/28締切



１２月１９日（木）

この講座では、グループに分かれて業界・企業研究に取り
組みます。業界・企業研究をやらなくちゃ・・と思っても
なかなか進まない方、そもそもどうやって進めたらいい
の？という方、グループディスカッションを経験してみた
い方、両方が実践できるこの講座に参加してみましょう！

全学年参加ＯＫ！

横浜国立大学キャリア・サポートルーム(学生センター3階）045-339-3133

ＧＤを体験しながら業界企業研究に取り組む

グループディスカッションで
業界企業研究講座

事前申込制 定員：10名 締切：12/17(火)

参加希望の方は、右記のQRコードから申し込み
フォームにアクセスし、必要事項を入力のうえ、
お申込みください。先着順となりますのでお早めに！







1.10(金)
横浜国立大学 キャリアサポートルーム
①13:00～14:00 ②14:00～15:00
③15:00～16:00 ④16:00～17:00

2020卒対象 参加無料 服装自由

---卒業までに内定獲得へ---
プロのアドバイスで悩み解決

個別相談会

【予約方法】
事前予約制ですが空きがあれば当日参加も可能です！

横浜国立大学 学生支援課 ＆ 共催

問合せ先 横浜国立大学 キャリア・サポートルーム 045-339-3117



日時：令和２年１月１４日(火)・１５日(水)
16：30(開会)～18：15(終了)
※16：10～（受付開始）
※途中退出原則禁止

会場：横浜国立大学教育文化ホール
内容：①業界＆企業説明(各15分) 合計45分

②企業座談会(各15分) 合計45分
★座談会が終わり次第、各企業様の許す範囲で個別質問も可能。

参加企業（業界）

業界大手企業セミナー
横浜国立大学

主催：経営学部ゼミナール幹事会、横浜国立大学キャリア・サポートルーム
お問い合わせ：横浜国立大学キャリアサポートルーム ☎045-339-3133

服装自由・予約不要
全学部、全学年参加OK！

1月１４日(火)
・アクセンチュア（コンサルティング)
・集英社 (出版)
・富士通 (IT･電気機器)

1月１５ 日(水)
・サントリー食品インターナショナル(食品)
・日本航空(航空)
・三井物産(総合商社)



協力：主催：
Ver.2.0

水 教育文化ホール
16:30～18:00

自己分析&自己PR講座
～面接対策編～

キャリアサポートルーム

講師 マイナビキャリアサポーター

就職対策講座のお知らせ

■参加者全員プレゼント■

 自己分析・自己PRの基礎基本
 ライフラインチャートで自己分析実践ワーク
 面接を想定したトレーニング
 企業に響く自己ＰＲについて
 残り１ヶ月でできる対策

内容

3月1日まで残り1か月！

82の業界の「現在」が分かる！「未来」が見える！
『業界地図』を全員にプレゼント！



日時：2020年1月28日(火)
16:30～18:30 16:15～受付開始

内容：企業とのグループディスカッション練習
本番に近い環境でグループディスカッション体験と
学生や社会人によるフィードバックが受けられます。

対象：主に学部3年生・院1年生（2021年卒）

会場：教育文化ホール

グループディスカッション
練習会

主催：横浜国立大学 キャリア・サポートルーム (学生センター3階）045-339-3133
運営:ダイヤモンド・ヒューマンリソース

【 協力企業 】法人格略・五十音順

アマノ＜メーカー＞

兼松＜商社＞
企業目線のフィードバックを
送っていただきます！

※本講座は採用選考とは関係ありません。

議論に当たって大切なこととは？
企業はどんな視点で評価を行っている？etc.

事前予約制 定員：80名 締切：1/26(日)

参加希望の方は、右記のQRコードから申し込み
フォームにアクセスし、必要事項を入力のうえ、
お申込みください。先着順となりますのでお早めに！



横浜国立大学・校友会・同窓会共催

2020年2月1日(土)
12:00～18:00

〈当日スケジュール〉
11:30～ 受付開始
12:00～12:15 開会、注意事項説明
12:15～13:50 集団面接実践、フィードバック
14:10～17:45 個別面接実践、フィードバック

（同時開催：業界別相談会）
18:00～19:00 OB･OGの皆さんとの懇親会（希望者のみ）

参加ＯＢ・ＯＧ企業（順不同）

トヨタ、キリン、出光興産、大林組、鹿島建設、相模鉄道、

資生堂、第一生命 、京浜急行電鉄、千代田化工建設、東芝、

日本航空 、ファンケル、PwCコンサルティング、みずほ銀行、

三菱商事、明治、有隣堂、横浜市役所、横浜岡田屋、他

★集団面接および個別面接の実践、一人ずつフィードバックを行います。
★ＯＢ・ＯＧによる業界別の相談会も併せて行います。
★当日はスーツを着用してください。

場所：教育文化ホール
対象：2021年3月卒業・修了予定者

ＯＢ・ＯＧによる

模擬面接会

横浜国立大学 キャリア・サポートルーム(学生センター3階） 045-339-3133

事前予約制
先着100名限定！



2.3(月）
横浜国立大学 キャリアサポートルーム
①13:00～14:00 ②14:00～15:00
③15:00～16:00 ④16:00～17:00

2020卒対象 参加無料 服装自由

---卒業までに内定獲得へ---
プロのアドバイスで悩み解決

個別相談会

【予約方法】
事前予約制 ※空きがあれば当日参加も可能です！

予約は学生支援課まで！

横浜国立大学 学生支援課 ＆ 共催

問合せ先 横浜国立大学 学生支援課



２月１２日(水)１４：００～１５：３０
@教育文化ホール

主なガイダンスの内容
☆ 企業の動向や就活で抑えておくべきポイント
☆ 現在の自分の進捗度を把握！就活ＴｏＤｏリストチェック
☆ １４：２０～大手企業内定学生による相談会を実施！

横浜国立大学キャリア・サポートルーム
(学生センター3階）
問い合わせ先 ⇒ 045-339-3133、3117

学部３年生・
修士１年生対象

内定学生に聞ける
ラストチャンス！！！



日時：2020年2月14日(金)
14:00～16:00 13:45～受付開始

内容：グループディスカッション練習
本番に近い環境でグループディスカッション体験と
評価スタッフによるフィードバックが受けられます。

対象：主に学部3年生・院1年生（2021年卒）

会場：教育文化ホール
注意点：原則スーツ着用

グループディスカッション
練習会

グループディスカッションの実践
をメインにおいた練習会です。
【今回のポイント】
■1人2回実践できる！
■評価スタッフからチームと個人
のフィードバックが受けられる！

主催：横浜国立大学 キャリア・サポートルーム (学生センター3階）045-339-3133
運営:ダイヤモンド・ヒューマンリソース

事前予約制 定員：30名 締切：2/12(水)

参加希望の方は、右記のQRコードから申し込み
フォームにアクセスし、必要事項を入力のうえ、
お申込みください。先着順となりますのでお早めに！



学内集団面接練習会
個別のフィードバック付き

2
18 火

14:00～
16:00

教育文化ホール場所

内容 ●集団面接のポイント講義
●模擬面接（1人2回）
●面接官によるフィードバック

当日は簡単な講義のあと、模擬面接を実施します。今回は1人あ
たり2回実践。1回目の反省を活かして、2回目に挑めます。もち
ろん、2回とも個別のフィードバックが受けられます！
集団面接が初めての方も、経験した方もぜひご参加ください。

定員 25名
申込
方法

事前予約制（先着順）
【予約受付期間】12/10～2/16
【予約受付方法】QRコードより
申込みフォームにアクセスし、
必要事項をご入力の上、
お申込みください。

主催：横浜国立大学 キャリア・サポートルーム
(学生センター3階）045-339-3133

協力：就職情報会社各社

服装 原則スーツ着用



(C) Recruit Career Co., Ltd.

2月19日(水)
14:00～15:30
教育文化ホール

◆◇当日のコンテンツ◇ ◆
・エントリーシートの設問から企業がわかるってホント？
・面接への接続を考えて書いたことある？
・インターンシップで書いた内容で満足していない？
・マナーまでしっかり確認しよう！

横浜国立大学 キャリアサポートルーム主催

お問い合わせ先：キャリアサポートルーム
（学生センター3階/就職支援係）045-339-3133 

ESをこれから書く人も、
「書けてる」と思っている人も！！





予約不要! 参加無料!

入退場自由! 服装自由!

■横浜国大生のための就活特別講座

■企業ブース訪問会

横浜国立大学

横浜国立大学
学内合同企業説明会

木 木

業界･企業研究セミナー 学内合同企業説明会

教育文化ホール
全横浜国大生
（2021年3月大学院修了・学部卒業予定者）

場 所

対 象

大学会館
全横浜国大生
（2021年3月大学院修了・学部卒業予定者）

場 所

対 象

2/27（木）：「就活本格始動直前！国大生ならではの業界研究講座」
3/5（木）：「元人事担当者が語る 本選考突破への合同説明会の活用法」

（受付  10:30～）

（受付  11:30～）

主催：横浜国立大学生活協同組合／横浜国立大学 キャリア・サポートルーム　［お問い合わせ先］横浜国立大学 キャリア・サポートルーム　045-339-3117
プログラム提供 及び このポスターに関するお問い合わせ：株式会社ジェイ・ブロード　〒104-0061 東京都中央区銀座5-9-5 田創館　03-5537-3310　tokyo@j-broad.co.jp

http://www.s-walker.net/2021/contents/live/yk127
http://www.s-walker.net/2021/contents/live/yk113

【2/27】
【3/5】

【2/27】 【3/5】

伊藤忠商事／住友商事／明治グループ（Mei j i・Me i j i  Se ika  ファルマ）／IH I
JR東海（東海旅客鉄道）／旭化成／JFEスチール／TIS／富士通／大林組／みずほ情報総研
花 王 ／ み ず ほ 証 券 ／ オービック／ 名 古 屋 鉄 道 ／ J N C ／ 伊 藤 忠 エネクス
みずほフィナンシャルグループ／ENEOSグローブ／鹿島／日本精工（NSK）
富士電機／三菱重工環境・化学エンジニアリング／NTTドコモ／チームラボ／大成建設
キヤノンマーケティングジャパン／鉄道建設・運輸施設整備支援機構／メタルワン　　他

※各企業の参加日程は就職ウォーカーNet2021でご確認ください

※３月５日は
中止になりました



※２月２９日は中止になりました
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