
就職活動イベント情報

4⽉24⽇（⾦）
４年⽣・修⼠２年⽣向け ⾯接対策
講座 -実践編-＜事前予約制＞
14:00〜15:30

主催者
ベネッセi-キャリア×横浜国⽴⼤学キャリア･サポート
ルーム

開催場所
WEB上

概要
新型コロナの影響を受け、急速にWEBでの説明会や⾯
接の実施が増え、どう対応していいかわからない⽅も
多いかと思います。 
このような状況の中で、ベネッセi-キャリアと⼤学で
共同企画となるオンラインキャリア講座を開催するこ
とになりました。 
本番形式の⾯接対策やWEB⾯接のポイントをつかむ機
会としてご活⽤ください。 
⾯接練習をやってみたい︕という⽅は、ぜひ、講座中
の模擬⾯接（２〜３⼈）に申し出てみてくださいね。
先着順で定員５０名となりますので、ご予約はお早め
に︕ 
 
【講座内容】 
・⾯接で⾒られているポイント 
・WEB⾯接の注意点 
・⾯接の実践 （参加者の中から希望者2〜3⼈を募り
模擬⾯接を実施します） 
・模擬⾯接のフィードバック 
・参加者全員からの質疑応答 
 
参加無料 / 私服OK  
 
【⽤意するもの】 
①PC ②マイク付きイヤホン 
 
【受講⽅法】 
Webミーティングツール「Zoom」を使⽤します。 
予約された⽅には別途当⽇の受講⽅法をお伝えしま
す。 
 
【予約⽅法】 
先着順 定員50名 
下記ボタンの「詳細をみる（ブラウザ）」よりご予約
下さい。

詳細を⾒る 
（ブラウザ）

(https://enquete.benesse.
ne.jp/forms/o/we9edded8f/

form.php)

資料を⾒る 
（PDF）

(/90120/pdf/20200418132
030.pdf)

https://enquete.benesse.ne.jp/forms/o/we9edded8f/form.php
https://jsappkanri.js88.com/90120/pdf/20200418132030.pdf


就職活動イベント情報

5⽉11⽇（⽉）

４年⽣・修⼠２年⽣向け ⾯接対策
講座 -実践編- ２回⽬＜事前予約制
＞
14:00〜15:30

主催者
ベネッセi-キャリア×横浜国⽴⼤学キャリア･サポート
ルーム

締切⽇
5⽉10⽇（⽇）

開催場所
WEB上

概要
4/24（⾦）に開催した「⾯接対策講座 -実践編-」を再
度開催いたします。 
本番形式の⾯接対策やWEB⾯接のポイントをつかむ機
会としてご活⽤ください。 
前回参加できなかった⽅はもちろん、⼀度参加した⽅
も、もう⼀度参加可能です。 
⾯接練習をやってみたい︕という⽅は、ぜひ、講座中
の模擬⾯接（２〜３⼈）に申し出てみてください。先
着順で定員５０名となりますので、ご予約はお早め
に︕ 
 
【講座内容】 
・⾯接で⾒られているポイント 
・WEB⾯接の注意点 
・⾯接の実践 （参加者の中から希望者2〜3⼈を募り
模擬⾯接を実施します） 
・模擬⾯接のフィードバック 
・参加者全員からの質疑応答 
 
参加無料 / 私服OK  
 
【⽤意するもの】 
①PC ②マイク付きイヤホン 
 
【受講⽅法】 
Webミーティングツール「Zoom」を使⽤します。 
予約された⽅には別途当⽇の受講⽅法をお伝えしま
す。 
 
【予約⽅法】 
先着順 定員50名 
下記ボタンの「詳細をみる（ブラウザ）」よりご予約
下さい。

詳細を⾒る 
（ブラウザ）

(https://forms.office.com/P
ages/ResponsePage.asp
x?id=N_KtkmBGSEmCcJ-

資料を⾒る 
（PDF）

(/90120/pdf/20200504143
434.pdf)

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=N_KtkmBGSEmCcJ-q9IV0KQM4kKEawXhKnfzHFMahLXVUQlJXRUE1TktMVTlaMjlZVkxIOE5SQlVQVi4u
https://jsappkanri.js88.com/90120/pdf/20200504143434.pdf


就職活動イベント情報

6⽉1⽇（⽉）
【横浜国⼤⽣限定】インターンシッ
プ・業界研究WEBセミナー
10:00〜（6⽉24⽇（⾦）23︓59まで）

主催者
就職ウォーカー×横浜国⽴⼤学キャリアサポートルー
ム

開催場所
WEB（オンデマンド配信）

概要
“横浜国⼤⽣のための”WEBセミナーを期間限定で公開
します。 
期間中であれば、⼈気企業の横浜国⼤⽣限定の特別動
画が、空き時間を使って視聴できます。 
動画では、様々な業界の企業担当者に、⾃社や、実施
予定のインターンシップについてご説明いただきます
ので、業界研究が深められ、インターンシップ等を詳
しく知ることができ、WEB上での申し込みも可能で
す。“横国⽣限定の”⾮公開情報ゲットの可能性もあり
ます。 
動画はエントリー者限定公開となっており、エントリ
ーには今回のセミナー運営にご協⼒いただいている
「就職ウォーカーNet」への会員登録が必要となりま
す。 
ご興味のある⽅は、下記のボタン「詳細をみる（ブラ
ウザ）」から詳細をご確認ください。 
 
＜公開動画内容＞ 
■企業WEBセミナー動画 
 第⼀弾 参加企業UP 6⽉1⽇（⽉）〜（予定） 
 第⼆弾 参加企業UP 6⽉8⽇（⽉）〜（予定） 
 第三弾 参加企業UP 6⽉15⽇（⽉）〜（予定） 
 ＊順次、以下の配信予定企業の動画がUPされます。 
 
■特別講座動画「⼈気企業の『インターンシップ選
考』を突破するES・⾯接対策とは︖」 
 
＜配信予定企業＞ 
伊藤忠エネクス 
経済産業省 
厚⽣労働省 
JR東海（東海旅客鉄道） 
清⽔建設 
ソニー 
⼤正製薬 
⼤同特殊鋼 
⽵中⼯務店 
ニトリ 
農林⽔産省 
野村総合研究所（NRI） 
Honda（本⽥技研⼯業）



就職活動イベント情報

6⽉8⽇（⽉）
横浜国⽴⼤学 合同企業説明会(6/
8)
13:00-15:30

主催者
⽣協（withnavi）×横浜国⽴⼤学キャリアサポートルー
ム

開催場所
WEB(Zoomを使ったLIVE配信）

概要
更に視野を広げたい就活中の2021年卒の⽅向けに、オ
ンラインでの合同企業説明会を開催します︕Zoom使
って6/8と6/9、⼆⽇間のLIVE開催となります。企業に
直接質問もできますので、このチャンスを逃さぬよう
ご参加ください。 
このイベントは事前予約制となっており、今回のセミ
ナー運営にご協⼒いただいている「⼤学⽣協withnav
i」への会員登録が必要となります。 
 
＊事前予約制 
＊ZOOMを⽤いたLIVEでのオンライン開催。 
＊参加予約の締切は当⽇の開催開始時刻の30分前とな
ります。 
 
■出展企業 
東洋ワークセキュリティ 
ヤマダコーポレーション 
PCIソリューションズ 
マニー 
JRシステム（鉄道情報システム） 
ニシオティーアンドエム 
＊6/9は別の企業が出展します。 
＊今後変更の可能性もあります。 
 
詳細・予約は下記のボタン「詳細をみる（ブラウ
ザ）」からアクセスください。

詳細を⾒る 
（ブラウザ）

(http://www.withnavi.org/job/ynu2021/)

http://www.withnavi.org/job/ynu2021/


就職活動イベント情報

6⽉8⽇（⽉）
【横浜国⼤⽣限定】インターン＆業
界研究セミナー(6/8)
16:00-20:20

主催者
⽣協（withnavi）×横浜国⽴⼤学キャリアサポートルー
ム

開催場所
WEB(Zoomを使ったLIVE配信）

概要
今回のセミナーは、Zoom使って6/8と6/9⼆⽇間のLIV
E開催となり、①インターンシップの活⽤⽅法に関す
る講座→②各社の1分説明→③企業個別説明が順に⾏
われます。途中での⼊退室が可能なので、冒頭だけや
後半だけの参加も可能です。 
また、LIVE開催ならではの企業の⽅への直接質問の機
会もありますので、このチャンスを逃さぬようご参加
ください。 
なお、このセミナーへの参加は、事前予約が必要で、
今回のセミナー運営にご協⼒いただいている「⼤学⽣
協withnavi」への会員登録が必要となります。 
 
■セミナーの内容 
16:00-16:30 インターンシップ活⽤に関する講演 
16:30-16:45 企業による1分間⾃社紹介 
17:00-20:20 企業個別WEB説明会 
 
＊事前予約制 
＊ZOOMを⽤いたLIVEでのオンライン開催。 
＊参加予約の締切は当⽇の開催開始時刻の30分前とな
ります。 
 
■出展企業 
三井住友信託銀⾏ 
Honda（本⽥技研⼯業） 
JFEシステムズ 
講談社 
JR東海 
ENEOSグローブ 
JTBグループ 
 
詳細・予約は下記のボタン「詳細をみる（ブラウ
ザ）」からアクセスください。

詳細を⾒る 
（ブラウザ）

(http://www.withnavi.org/job/ynu/20200608.ht
ml)

http://www.withnavi.org/job/ynu/20200608.html


就職活動イベント情報

6⽉9⽇（⽕）
横浜国⽴⼤学 合同企業説明会(6/
9)
13:00-15:30

主催者
⽣協（withnavi）×横浜国⽴⼤学キャリアサポートルー
ム

開催場所
WEB(Zoomを使ったLIVE配信）

概要
更に視野を広げたい就活中の2021年卒の⽅向けに、オ
ンラインでの合同企業説明会を開催します︕Zoom使
って6/8と6/9、⼆⽇間のLIVE開催となります。企業に
直接質問もできますので、このチャンスを逃さぬよう
ご参加ください。 
このイベントは事前予約制となっており、今回のセミ
ナー運営にご協⼒いただいている「⼤学⽣協withnav
i」への会員登録が必要となります。 
 
＊事前予約制 
＊ZOOMを⽤いたLIVEでのオンライン開催。 
＊参加予約の締切は当⽇の開催開始時刻の30分前とな
ります。 
 
■出展企業 
⽊村情報技術 
NRIシステムテクノ（野村総合研究所グループ） 
キヤノン電⼦管デバイス 
キング通信⼯業 
東京ウエルズ 
＊6/8は別の企業が出展します。 
＊今後変更の可能性もあります。 
 
詳細・予約は下記のボタン「詳細をみる（ブラウ
ザ）」からアクセスください。

詳細を⾒る 
（ブラウザ）

(http://www.withnavi.org/job/ynu2021/)

http://www.withnavi.org/job/ynu2021/


就職活動イベント情報

6⽉9⽇（⽕）
【横浜国⼤⽣限定】インターン＆業
界研究セミナー(6/9)
16:00-20:20

主催者
⽣協（withnavi）×横浜国⽴⼤学キャリアサポートルー
ム

開催場所
WEB(Zoomを使ったLIVE配信）

概要
今回のセミナーは、Zoom使って6/8と6/9⼆⽇間のLIV
E開催となり、①インターンシップの活⽤⽅法に関す
る講座→②各社の1分説明→③企業個別説明が順に⾏
われます。途中での⼊退室が可能なので、冒頭だけや
後半だけの参加も可能です。 
また、LIVE開催ならではの企業の⽅への直接質問の機
会もありますので、このチャンスを逃さぬようご参加
ください。 
なお、このセミナーへの参加は、事前予約が必要で、
今回のセミナー運営にご協⼒いただいている「⼤学⽣
協withnavi」への会員登録が必要となります。 
 
■セミナーの内容 
16:00-16:30 インターンシップ活⽤に関する講演 
16:30-16:45 企業による1分間⾃社紹介 
17:00-20:20 企業個別WEB説明会 
 
＊事前予約制 
＊ZOOMを⽤いたLIVEでのオンライン開催。 
＊参加予約の締切は当⽇の開催開始時刻の30分前とな
ります。 
 
■出展企業 
出光興産（出光昭和シェル） 
ディーエイチシー(DHC） 
プログデンス 
東洋紡 
東芝 
三菱重⼯業 
コスモエネルギーホールディングス 
京セラ 
 
詳細・予約は下記のボタン「詳細をみる（ブラウ
ザ）」からアクセスください。

詳細を⾒る 
（ブラウザ）

(http://www.withnavi.org/job/ynu/20200609.ht
ml)

http://www.withnavi.org/job/ynu/20200609.html


キャリア⽀援室からのニュース

【横国⽣向け︕】オンライン『仕事研
究セミナー』のご案内
(2020.06.04)

他⼤学と連携し、相互で参加が可能な『仕事研究セミ
ナー』ですが、横国⽣向けの回について詳細をご案内
します︕ 
Zoomを使ったオンライン開催で、申込み不要、途中
参加・途中退室もＯＫですのでお気軽にご参加くださ
い。 
 
＜『仕事研究セミナー』概要＞ 
各回3〜4社の企業・団体から、テーマに即した率直な
「⽣の声」を聞かせていただく、パネルディスカッシ
ョン型セミナーです。 
テーマに⽂系・理⼯系という表現がありますが、参加
対象を制限する意味ではありませんので、テーマや企
業への興味やご都合に合わせて⾃由にご参加くださ
い。 
 
■各回情報 
＜1＞⽇時／6⽉12⽇（⾦）16:30〜18:00 
テーマ／「⼈事の本⾳〜総合職・⽂系の仕事,キャリ
ア,求められる能⼒と素養〜」 
主催／横浜国⽴⼤学 
参加企業／ＤＨＣ、富⼠フイルム、ベネッセコーポレ
ーション、ユニ・チャーム 
参加ＵＲＬ／

https://us02web.zoom.us/j/88485990844?pwd=ejg3NH
BuSVhZbHd4Ni9ybjdnSzZ4Zz09 (https://us02web.zoo
m.us/j/88485990844?pwd=ejg3NHBuSVhZbHd4Ni9ybj
dnSzZ4Zz09)

＜2＞⽇時／6⽉15⽇（⽉）16:30〜18:00 
テーマ／「⼈事の本⾳〜総合職・理⼯系の仕事,キャリ
ア,求められる能⼒と素養〜」 
主催／横浜国⽴⼤学 
参加企業／旭化成、インテージヘルスケア、ボッシュ 
参加ＵＲＬ／

https://us02web.zoom.us/j/89071779128?pwd=TFMwe
VlJeTczT1kzOXV2MmljZ0ExZz09 (https://us02web.zoo
m.us/j/89071779128?pwd=TFMweVlJeTczT1kzOXV2M
mljZ0ExZz09)

■春学期・各回共通 
・使⽤ツール︓Zoom（学⽣の皆さんのカメラ、マイ
クは使⽤しません） 
・対象︓学部3年、修⼠1年をはじめ全学年全学部 
・プログラム︓各社3分間⾃社紹介＋企業パネルディ
スカッション＋質疑 
・申込不要 
・都合により参加企業が変更となる場合有 

https://us02web.zoom.us/j/88485990844?pwd=ejg3NHBuSVhZbHd4Ni9ybjdnSzZ4Zz09
https://us02web.zoom.us/j/89071779128?pwd=TFMweVlJeTczT1kzOXV2MmljZ0ExZz09


就職活動イベント情報

7⽉10⽇（⾦）

【緊急開催】インターンシップガイ
ダンス〜コロナ影響のなかで情報を
正しく理解しよう〜
16:30〜17:10（終了後、質疑応答30分設け
ます）

主催者
リクナビ×横浜国⽴⼤学キャリア･サポートルーム

開催場所
WEB(Zoomを使ったLIVE配信）

概要
新型コロナの影響を受けて、今年のインターンシップ
も開催時期や開催⽅法が変化していますが、よく分か
らず不安を抱えていませんか︖ 
まだインターンシップに向けて動けていない⽅や、最
新の情報を知りたい⽅に向けて、LIVE配信のインター
ンシップガイダンスを緊急開催します︕ 
ガイダンスでは、就活情報サイト「リクナビ」の⽅か
ら、企業の採⽤動向やインターンシップについて、最
新情報を交えて解説いただきます。 
ガイダンス終了後に30分の質疑応答の時間も設けます
ので、疑問に思っていることをこの機会に聞いてみて
ください。 
 
【受講⽅法】 
Webミーティングツール「Zoom」を使⽤します。 
開始時間が近づきましたら、Zoomを開き、以下のミ
ーティング情報を⼊⼒してご参加ください。 
 
ミーティングID:916 9920 2271 
パスワード︓8u9c9V 
 
＊事前予約は不要ですが、定員１００名となりますの
で、当⽇、定員を超えた際は、ご参加いただけませ
ん。 
＊ビデオをオフ、マイクをミュートにしてご参加くだ
さい。



就職活動イベント情報

7⽉15⽇（⽔）
横浜国⽴⼤学 合同企業説明会(7/1
5)
14:30-18:00（受付14:00-）

主催者
就職ウォーカー×横浜国⽴⼤学キャリアサポートルー
ム

締切⽇
7⽉13⽇（⽉）

開催場所
横浜国⽴⼤学 教育⽂化ホール

概要
学⽣の⽅のキャンパスへの⼊構規制が緩和されました
ので、2021年卒の⽅向けに対⾯での合同企業説明会を
7/15に学内で開催します︕ 
オンラインの説明会だと会社の雰囲気が掴めない、質
問がしにくい、と感じている⽅は、ぜひこの機会に参
加いただき、視野を広げてみてください。 
横国⽣を積極的に採⽤したい企業と出会えるチャンス
です。 
なお、事前予約制で定員を設けておりますので、ご予
約はお早めに︕ 
ご参加の際は、体調を整えて、マスク着⽤でお越しく
ださい。 
なお、⼤学に⼊構する場合は、事前にWEBで⼊構届の
提出が必要ですが、この説明会は事前予約制のため、
参加にあたっての⼊構届は提出不要です。 
 
■タイムスケジュール 
14:00 受付スタート 
14:30〜14:35 横浜国⽴⼤学学⽣⽀援課ご挨拶 
14:35〜15:05 就活講座「これからの就活」 
15:05〜15:20 出展企業紹介 
15:20〜18:00 合同企業説明会 
18:00 閉場 
 
＊事前予約制（定員50名／7⽉13⽇（⽉）締切） 
＊途中⼊退場可 
＊服装⾃由 
 
■出展企業 
アルプス技研 
エーアイネット・テクノロジ 
コムテック 
サイゼリヤ 
三栄建設設計 
システムエグゼ 
東テク 
⽇興システムソリューションズ 
⽇本管財 
⽇本電営 
丸和運輸機関 
三⾕産業 
三菱スペース・ソフトウエア 



就職活動イベント情報

7⽉20⽇（⽉）

４年⽣・修⼠２年⽣向け これから
の優良企業の探し⽅セミナー＜事前
予約制＞
16:00〜17:30

主催者
ベネッセi-キャリア×横浜国⽴⼤学キャリア･サポート
ルーム

締切⽇
7⽉19⽇（⽇）

開催場所
WEB上

概要
就職活動に迷い・不安を抱えている⽅や、もうちょっ
と視野を広げたい⽅などを対象に、これまでの就活を
振り返り、再スタートを切るためのセミナーを開催し
ます。 
オンラインでの開催なので、⾃宅から気軽にご参加い
ただけますが、事前予約制ですので、ご予約をお忘れ
なく︕ 
 
【講座内容】 
・現在の就活傾向と対策 
・今までの活動マッピングによる振り返り 
・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 
・参加者全員からの質疑応答 
 
【受講⽅法】 
Webミーティングツール「Zoom」を使⽤します。 
予約された⽅には別途当⽇の受講⽅法をお伝えしま
す。 
 
【予約⽅法】 
下記ボタンの「詳細をみる（ブラウザ）」よりご予約
下さい。

詳細を⾒る 
（ブラウザ）

(https://forms.office.com/P
ages/ResponsePage.asp
x?id=N_KtkmBGSEmCcJ-
q9IV0KQM4kKEawXhKnfz
HFMahLXVURUFHN1dBT
0ZUUEc3N1NPVEk5Vk0

wRFg4WS4u)

資料を⾒る 
（PDF）

(/90120/pdf/20200709101
529.pdf)

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=N_KtkmBGSEmCcJ-q9IV0KQM4kKEawXhKnfzHFMahLXVURUFHN1dBT0ZUUEc3N1NPVEk5Vk0wRFg4WS4u
https://jsappkanri.js88.com/90120/pdf/20200709101529.pdf


就職活動イベント情報

9⽉16⽇（⽔）

４年⽣・修⼠２年⽣向け これから
の優良企業の探し⽅セミナー＜事前
予約制＞
14:00〜15:30

主催者
ベネッセi-キャリア×横浜国⽴⼤学キャリア･サポート
ルーム

締切⽇
9⽉15⽇（⽕）

開催場所
WEB上

概要
これからの就職活動をどのように進めるか悩みや相談
がある⽅や、選択肢をもっと広げたいと考えている⽅
を対象に、現状を把握・整理しつつ、視野の広げ⽅を
知っていただくセミナーを開催します。 
doda新卒エージェントを運営しているベネッセi-キャ
リアのキャリア・カウンセラーが講師となります。 
オンラインでの開催なので、⾃宅から気軽にご参加い
ただけますが、事前予約制ですので、ご予約をお忘れ
なく︕ 
 
【講座内容】 
・現在の就活傾向と対策 
・今までの活動マッピングによる振り返り 
・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 
・参加者全員からの質疑応答 
 
【受講⽅法】 
Webミーティングツール「Zoom」を使⽤します。 
予約された⽅には別途当⽇の受講⽅法をお伝えしま
す。 
 
【予約⽅法】 
下記ボタンの「詳細をみる（ブラウザ）」よりご予約
下さい。

詳細を⾒る 
（ブラウザ）

(https://forms.office.com/P
ages/ResponsePage.asp
x?id=N_KtkmBGSEmCcJ-
q9IV0KQM4kKEawXhKnfz
HFMahLXVUOTkzRzdFN
1A1WldFOVFGNE5QSVk

4SkFFSi4u)

資料を⾒る 
（PDF）

(/90120/pdf/20200909172
945.pdf)

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=N_KtkmBGSEmCcJ-q9IV0KQM4kKEawXhKnfzHFMahLXVUOTkzRzdFN1A1WldFOVFGNE5QSVk4SkFFSi4u
https://jsappkanri.js88.com/90120/pdf/20200909172945.pdf


就職活動イベント情報

10⽉12⽇（⽉）

４年⽣・修⼠２年⽣向け これから
の優良企業の探し⽅セミナー＜事前
予約制＞
14:00〜15:30

主催者
ベネッセi-キャリア×横浜国⽴⼤学キャリア･サポート
ルーム

締切⽇
10⽉9⽇（⾦）

開催場所
WEBでのリアルタイム配信（Zoom）

概要
これからの就職活動をどのように進めるか悩みや相談
がある⽅や、選択肢をもっと広げたいと考えている⽅
を対象に、現状を把握・整理しつつ、視野の広げ⽅を
知っていただくセミナーを開催します。 
doda新卒エージェントを運営しているベネッセi-キャ
リアのキャリア・カウンセラーが講師となります。 
オンラインでの開催なので、⾃宅から気軽にご参加い
ただけますが、事前予約制ですので、ご予約をお忘れ
なく︕ 
 
【講座内容】 
・現在の就活傾向と対策 
・今までの活動マッピングによる振り返り 
・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 
・参加者全員からの質疑応答 
 
【受講⽅法】 
Webミーティングツール「Zoom」を使⽤します。 
予約された⽅には別途当⽇の受講⽅法をお伝えしま
す。 
 
【予約受付期間】 
10⽉1⽇（⽊）〜10⽉9⽇（⾦）17時 
 
【予約⽅法】 
下記ボタンの「詳細をみる（ブラウザ）」よりご予約
下さい。

詳細を⾒る 
（ブラウザ）

(https://forms.office.com/Pages/ResponsePag
e.aspx?id=N_KtkmBGSEmCcJ-q9IV0KQM4k
KEawXhKnfzHFMahLXVUN1VTRE03MTgwQ

lJSWENTMDdTVVRNNjlSVC4u)

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=N_KtkmBGSEmCcJ-q9IV0KQM4kKEawXhKnfzHFMahLXVUN1VTRE03MTgwQlJSWENTMDdTVVRNNjlSVC4u


印刷戻る
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４年⽣・修⼠２年⽣向け これからの優良企業の探し⽅セミナー＜事前予約制＞

開催⽇ 2020年10⽉12⽇

⾏事名 ４年⽣・修⼠２年⽣向け これからの優良企業の探し⽅セミナー＜事前予約制＞

場所 オンライン（Zoomでのライブ配信）

時間 14:00〜15:30

開催内容

これからの就職活動をどのように進めるか悩みや相談がある⽅や、選択肢をもっと広げた
いと考えている⽅を対象に、現状を把握・整理しつつ、視野の広げ⽅を知っていただくセ
ミナーです。
doda新卒エージェントを運営しているベネッセi-キャリアのキャリア・カウンセラーが講
師となります。
オンラインでの開催なので、⾃宅から気軽にご参加いただけますが、事前予約制ですの
で、ご予約のうえご参加ください。
【講座内容】
・現在の就活傾向と対策
・今までの活動マッピングによる振り返り
・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
・参加者全員からの質疑応答
【受講⽅法】
Webミーティングツール「Zoom」を使⽤します。
予約された⽅には別途当⽇の受講⽅法をお伝えします。
【予約受付期間】
10⽉1⽇（⽊）〜10⽉9⽇（⾦）17時
【予約⽅法】
以下のリンクから申し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。
申し込みフォーム

ページの先頭へ

在学⽣の⽅へ

卒業⽣の⽅へ

企業・団体の⽅へ

教員採⽤に関するお問い合わ
せ

キャリア・サポートルームへ
のアクセス・連絡先

就職担当教員名簿

就職⽀援⾏事カレンダー

キャリア・サポートルームか
らのお知らせ

横浜国⽴⼤学
〒240-8501 神奈川県横浜市保⼟ヶ⾕区常盤台79-8

横浜国⽴⼤学TOP このサイトについて プライバシーポリシー
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就職ガイダンス秋学期（⽂系向け）

開催⽇ 2020年10⽉13⽇

⾏事名 就職ガイダンス秋学期（⽂系向け）

場所 オンライン（Zoomでのライブ配信）

時間 16:30〜18:30

開催内容

前半は、３⽉までの就活準備についてスケジュールや知っておくべきポイントを株式会社
マイナビの講師が解説します。
後半は、学部４年⽣・修⼠２年⽣の内定者に、最新でリアルな就活事情や体験談、アドバ
イスを聞くパネルディスカッションを実施します。
10/13は⽂系学⽣向け、10/15は理系学⽣向けの内容になりますが、どちらの⽇程でも、
両⽅に参加しても構いません。
参加⽅法の詳細は、授業⽀援システムのお知らせ機能でYNUメールに通知します。
または、就活アプリの「就職活動イベント情報」にてご確認ください。

ページの先頭へ

在学⽣の⽅へ

卒業⽣の⽅へ

企業・団体の⽅へ

教員採⽤に関するお問い合わ
せ

キャリア・サポートルームへ
のアクセス・連絡先

就職担当教員名簿

就職⽀援⾏事カレンダー

キャリア・サポートルームか
らのお知らせ

横浜国⽴⼤学
〒240-8501 神奈川県横浜市保⼟ヶ⾕区常盤台79-8

横浜国⽴⼤学TOP このサイトについて プライバシーポリシー
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就職ガイダンス秋学期（理系向け）

開催⽇ 2020年10⽉15⽇

⾏事名 就職ガイダンス秋学期（理系向け）

場所 オンライン（Zoomでのライブ配信）

時間 16:30〜18:30

開催内容

前半は、３⽉までの就活準備についてスケジュールや知っておくべきポイントを株式会社
マイナビの講師が解説します。
後半は、学部４年⽣・修⼠２年⽣の内定者に、最新でリアルな就活事情や体験談、アドバ
イスを聞くパネルディスカッションを実施します。
10/13は⽂系学⽣向け、10/15は理系学⽣向けの内容になりますが、どちらの⽇程でも、
両⽅に参加しても構いません。
参加⽅法の詳細は、授業⽀援システムのお知らせ機能でYNUメールに通知します。
または、就活アプリの「就職活動イベント情報」にてご確認ください。

ページの先頭へ

在学⽣の⽅へ

卒業⽣の⽅へ

企業・団体の⽅へ

教員採⽤に関するお問い合わ
せ

キャリア・サポートルームへ
のアクセス・連絡先

就職担当教員名簿

就職⽀援⾏事カレンダー

キャリア・サポートルームか
らのお知らせ

横浜国⽴⼤学
〒240-8501 神奈川県横浜市保⼟ヶ⾕区常盤台79-8

横浜国⽴⼤学TOP このサイトについて プライバシーポリシー

© YNU

javascript:void(0);
https://www.gakuseisupport.ynu.ac.jp/
https://www.gakuseisupport.ynu.ac.jp/career/
https://www.gakuseisupport.ynu.ac.jp/career/
https://www.gakuseisupport.ynu.ac.jp/career/student/
https://www.gakuseisupport.ynu.ac.jp/career/graduates/
https://www.gakuseisupport.ynu.ac.jp/career/corporate/
https://www.gakuseisupport.ynu.ac.jp/career/teacherinfo/
https://www.gakuseisupport.ynu.ac.jp/career/access/
https://www.gakuseisupport.ynu.ac.jp/career/member/
https://www.gakuseisupport.ynu.ac.jp/career/seminar/
https://www.gakuseisupport.ynu.ac.jp/career/information/
https://www.ynu.ac.jp/index.html
https://www.ynu.ac.jp/index.html
https://www.ynu.ac.jp/site_policy/index.html
https://www.ynu.ac.jp/privacy_policy/index.html
https://www.gakuseisupport.ynu.ac.jp/
https://www.gakuseisupport.ynu.ac.jp/sitemap/
https://www.gakuseisupport.ynu.ac.jp/
https://www.ynu.ac.jp/access/
https://www.ynu.ac.jp/inquiry/
https://www.ynu.ac.jp/exam/faculty/data/
https://www.gakuseisupport.ynu.ac.jp/about/
https://www.gakuseisupport.ynu.ac.jp/support/
https://www.gakuseisupport.ynu.ac.jp/expense/
https://www.gakuseisupport.ynu.ac.jp/career/
https://www.gakuseisupport.ynu.ac.jp/dormitory/


印刷戻る

学務部学⽣⽀援課トップ 就職⽀援情報 仕事研究セミナー「業界研究／⼈気業界編 Vol.1」

仕事研究セミナー「業界研究／⼈気業界編 Vol.1」

開催⽇ 2020年10⽉20⽇

⾏事名 仕事研究セミナー「業界研究／⼈気業界編 Vol.1」

場所 オンライン（Zoomでのライブ配信）

時間 16:30〜18:00（終了後30分は延⻑質疑あり）

開催内容

仕事研究セミナーは、各回3〜4社の企業・団体から、テーマに即した率直な「⽣の声」を
聞かせていただく、パネルディスカッション型セミナーです。
この回では、⼈気業界の３社をお招きし、業界のことや仕事内容について本⾳でお話しい
ただきます。
同じ質問でも企業によって異なる答えが聞けるため、⽐較しながらそれぞれの業界や企業
の特徴への理解が深まります。
申込み不要、途中参加・途中退室もＯＫですのでお気軽にご参加ください。
なお、2020年度はオンライン開催であることを⽣かし、他⼤学と連携し、相互で参加が可
能になっています。
■プログラム
・各社10分間プレゼンテーション（業界＆⾃社）
・パネルディスカッション
・質疑
■登壇企業
シンプレクス（ITコンサルティング）
⽇本郵船（海運）
⽇本⽣活協同組合連合会（⾮営利団体）
■参加⽅法
参加⽅法の詳細は、授業⽀援システムのお知らせ機能でYNUメールに通知します。
または、就活アプリの「就職活動イベント情報」にてご確認ください。
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のアクセス・連絡先
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就職⽀援⾏事カレンダー

キャリア・サポートルームか
らのお知らせ

横浜国⽴⼤学
〒240-8501 神奈川県横浜市保⼟ヶ⾕区常盤台79-8

横浜国⽴⼤学TOP このサイトについて プライバシーポリシー

© YNU

javascript:void(0);
https://www.gakuseisupport.ynu.ac.jp/
https://www.gakuseisupport.ynu.ac.jp/career/
https://www.gakuseisupport.ynu.ac.jp/career/
https://www.gakuseisupport.ynu.ac.jp/career/student/
https://www.gakuseisupport.ynu.ac.jp/career/graduates/
https://www.gakuseisupport.ynu.ac.jp/career/corporate/
https://www.gakuseisupport.ynu.ac.jp/career/teacherinfo/
https://www.gakuseisupport.ynu.ac.jp/career/access/
https://www.gakuseisupport.ynu.ac.jp/career/member/
https://www.gakuseisupport.ynu.ac.jp/career/seminar/
https://www.gakuseisupport.ynu.ac.jp/career/information/
https://www.ynu.ac.jp/index.html
https://www.ynu.ac.jp/index.html
https://www.ynu.ac.jp/site_policy/index.html
https://www.ynu.ac.jp/privacy_policy/index.html
https://www.gakuseisupport.ynu.ac.jp/
https://www.gakuseisupport.ynu.ac.jp/sitemap/
https://www.gakuseisupport.ynu.ac.jp/
https://www.ynu.ac.jp/access/
https://www.ynu.ac.jp/inquiry/
https://www.ynu.ac.jp/exam/faculty/data/
https://www.gakuseisupport.ynu.ac.jp/about/
https://www.gakuseisupport.ynu.ac.jp/support/
https://www.gakuseisupport.ynu.ac.jp/expense/
https://www.gakuseisupport.ynu.ac.jp/career/
https://www.gakuseisupport.ynu.ac.jp/dormitory/


印刷戻る

学務部学⽣⽀援課トップ 就職⽀援情報 仕事研究セミナー「業界研究／⼈気業界編 Vol.2」

仕事研究セミナー「業界研究／⼈気業界編 Vol.2」

開催⽇ 2020年10⽉22⽇

⾏事名 仕事研究セミナー「業界研究／⼈気業界編 Vol.2」

場所 オンライン（Zoomでのライブ配信）

時間 16:30〜18:00（終了後30分は延⻑質疑あり）

その他

仕事研究セミナーは、各回3〜4社の企業・団体から、テーマに即した率直な「⽣の声」を
聞かせていただく、パネルディスカッション型セミナーです。
この回では、⼈気業界の３社をお招きし、業界のことや仕事内容について本⾳でお話しい
ただきます。
同じ質問でも企業によって異なる答えが聞けるため、⽐較しながらそれぞれの業界や企業
の特徴への理解が深まります。
申込み不要、途中参加・途中退室もＯＫですのでお気軽にご参加ください。
なお、2020年度はオンライン開催であることを⽣かし、他⼤学と連携し、相互で参加が可
能になっています。
■プログラム
・各社10分間プレゼンテーション（業界＆⾃社）
・パネルディスカッション
・質疑
■登壇企業
国分グループ（⾷品卸売）
ジェイアール東⽇本企画（広告）
浜松ホトニクス（電⼦機器メーカー）
■参加⽅法
参加⽅法の詳細は、授業⽀援システムのお知らせ機能でYNUメールに通知します。
または、就活アプリの「就職活動イベント情報」にてご確認ください。
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障がい学⽣のためのキャリアガイダンス＜事前予約制＞

開催⽇ 2020年10⽉26⽇

⾏事名 障がい学⽣のためのキャリアガイダンス＜事前予約制＞

場所 オンライン（Zoomでのライブ配信）

時間 12:00〜13:00 ガイダンス／13:00〜15:00 個別相談（⼀⼈30分）

開催内容

障がい者⼿帳を持つ⽅と取得を検討している⽅を対象としたキャリアガイダンスです。
障がい者雇⽤制度や、就職活動を⾏う際の注意点などを解説し、個別相談にも応じます。
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。
■予約⽅法
キャリア･サポートルームのメールアドレス（gakusei.shushoku@ynu.ac.jp）に、以下
についてご連絡ください。
受講に当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。
件名は「10⽉26⽇ガイダンス出席希望」と書いて送信してください。
①学籍番号
②⽒名
③連絡先メールアドレス
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
■参加⽅法
参加⽅法の詳細は予約された⽅にメールでご案内します。
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⾃⼰分析講座

開催⽇ 2020年10⽉28⽇

⾏事名 ⾃⼰分析講座

場所 オンライン（Zoomでのライブ配信）

時間 16:30〜18:00（質疑応答含む）

開催内容

就職活動に⼤切な「⾃⼰分析」ですが、イマイチ必要な理由が分からない、どうやって進
めたら良いかわからない・・という⽅も多いのでは︖
就活における⾃⼰分析の必要性や、⼿法について株式会社マイナビの講師が解説します。
Zoomを使ったオンライン開催で、申込み不要、途中参加・途中退室もＯＫですので、お
気軽にご参加ください。
■参加⽅法
参加⽅法の詳細は、授業⽀援システムのお知らせ機能でYNUメールに通知します。
または、就活アプリの「就職活動イベント情報」にてご確認ください。
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エントリーシート対策講座

開催⽇ 2020年10⽉30⽇

⾏事名 エントリーシート対策講座

場所 オンライン（Zoomでのライブ配信）

時間 16:30〜18:00（質疑応答含む）

開催内容

エントリーシートを書く際のポイントを学べる講座です。
夏インターンシップで提出したＥＳを⾒直し、本選考に向けてＥＳの通過率を上げるコツ
を株式会社学情（あさがくナビ）の講師が解説します。
本選考に限らず、秋冬のインターン選考でも活かすことができますので、早めに対策しま
しょう︕
Zoomを使ったオンライン開催で、申込み不要、途中参加・途中退室もＯＫですので、お
気軽にご参加ください。
■参加⽅法
参加⽅法の詳細は、授業⽀援システムのお知らせ機能でYNUメールに通知します。
または、就活アプリの「就職活動イベント情報」にてご確認ください。
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【説明会】インターン＆業界研究セミナー 11/4＜事前予約制＞

開催⽇ 2020年11⽉ 4⽇

⾏事名 【説明会】インターン＆業界研究セミナー 11/4＜事前予約制＞

場所 オンライン（Zoomでのライブ配信）

時間 16:00-20:00

開催内容

11⽉から2⽉にかけて、横国⼤⽣限定で企業が業界・仕事・インターンシップについて説
明いただくセミナーを開催します。
就活本番の前に、横国⽣積極採⽤の企業と出会う機会としても、幅広い業界・企業の話を
聞いて視野を広げる機会としてもご活⽤ください。
①就活お役⽴ち講演→②各社の1分説明→③企業個別説明が順に⾏われます。途中での⼊
退室が可能なので、冒頭だけや後半だけの参加も可能です。
また、LIVE開催ならではの企業の⽅への直接質問の機会もありますので、このチャンスを
逃さぬようご参加ください。
なお、このセミナーへの参加は、事前予約が必要で、今回のセミナー運営にご協⼒いただ
いている「⼤学⽣協withnavi」への会員登録が必要となります。
 
■セミナーの内容
16:00-16:35 就活お役⽴ち講演
16:35-16:55 企業による1分間⾃社紹介
17:00-20:00 企業個別説明会（各社35分）
 
＊事前予約制
＊ZOOMを⽤いたLIVEでのオンライン開催。
＊参加予約の締切は当⽇の開催開始時刻の40分前となります。
 
■出展企業（11/4）
東京地下鉄
富⼠ゼロックス
帝⼈フロンティア
三井住友信託銀⾏
⽇本システム開発
クレハ
⽇本コンセプト
IDCフロンティア【ソフトバンクグループ】
 
▼詳細・予約はこちら▼
https://www.withnavi.org/job/ynu/20201104.html
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【説明会】インターン＆業界研究セミナー 11/5＜事前予約制＞

開催⽇ 2020年11⽉ 5⽇

⾏事名 【説明会】インターン＆業界研究セミナー 11/5＜事前予約制＞

場所 オンライン（Zoomでのライブ配信）

時間 16:00-20:00

開催内容

11⽉から2⽉にかけて、横国⼤⽣限定で企業が業界・仕事・インターンシップについて説
明いただくセミナーを開催します。
就活本番の前に、横国⽣積極採⽤の企業と出会う機会としても、幅広い業界・企業の話を
聞いて視野を広げる機会としてもご活⽤ください。
①就活お役⽴ち講演→②各社の1分説明→③企業個別説明が順に⾏われます。途中での⼊
退室が可能なので、冒頭だけや後半だけの参加も可能です。
また、LIVE開催ならではの企業の⽅への直接質問の機会もありますので、このチャンスを
逃さぬようご参加ください。
なお、このセミナーへの参加は、事前予約が必要で、今回のセミナー運営にご協⼒いただ
いている「⼤学⽣協withnavi」への会員登録が必要となります。
 
■セミナーの内容
16:00-16:35 就活お役⽴ち講演
16:35-16:55 企業による1分間⾃社紹介
17:00-20:00 企業個別説明会（各社35分）
 
＊事前予約制
＊ZOOMを⽤いたLIVEでのオンライン開催。
＊参加予約の締切は当⽇の開催開始時刻の40分前となります。
 
■出展企業（11/5）
東京電⼒ホールディングス
サミー（セガサミーグループ）
パナソニック
東武鉄道
トクヤマ
太陽⼯業
本⽥技研⼯業
パナソニック システムソリューションズ ジャパン
 
▼詳細・予約はこちら▼
https://www.withnavi.org/job/ynu/20201105.html
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【説明会】インターン＆業界研究セミナー 11/6＜事前予約制＞

開催⽇ 2020年11⽉ 6⽇

⾏事名 【説明会】インターン＆業界研究セミナー 11/6＜事前予約制＞

場所 オンライン（Zoomでのライブ配信）

時間 16:00-20:00

開催内容

11⽉から2⽉にかけて、横国⼤⽣限定で企業が業界・仕事・インターンシップについて説
明いただくセミナーを開催します。
就活本番の前に、横国⽣積極採⽤の企業と出会う機会としても、幅広い業界・企業の話を
聞いて視野を広げる機会としてもご活⽤ください。
①就活お役⽴ち講演→②各社の1分説明→③企業個別説明が順に⾏われます。途中での⼊
退室が可能なので、冒頭だけや後半だけの参加も可能です。
また、LIVE開催ならではの企業の⽅への直接質問の機会もありますので、このチャンスを
逃さぬようご参加ください。
なお、このセミナーへの参加は、事前予約が必要で、今回のセミナー運営にご協⼒いただ
いている「⼤学⽣協withnavi」への会員登録が必要となります。
 
■セミナーの内容
16:00-16:35 就活お役⽴ち講演
16:35-16:55 企業による1分間⾃社紹介
17:00-20:00 企業個別説明会（各社35分）
 
＊事前予約制
＊ZOOMを⽤いたLIVEでのオンライン開催。
＊参加予約の締切は当⽇の開催開始時刻の40分前となります。
 
■出展企業（11/6）
Mizkan J plus Holdings
⽇新⽕災海上保険
味の素AGF
アクセンチュア
シナノケンシ
ロート製薬
飯野海運
KOKUSAI ELECTRIC 
 
▼詳細・予約はこちら▼
https://www.withnavi.org/job/ynu/20201106.html
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学務部学⽣⽀援課トップ 就職⽀援情報 【GD体験・説明会】企業研究＆ディスカッションセミナー（対⾯開催）＜事前予
約制＞

【GD体験・説明会】企業研究＆ディスカッションセミナー（対⾯開催）＜事前予
約制＞

開催⽇ 2020年11⽉11⽇

⾏事名 【GD体験・説明会】企業研究＆ディスカッションセミナー（対⾯開催）＜事前予約制＞

場所 教育⽂化ホール ⼤集会室

時間 16:30〜18:30（希望者は19:35まで企業説明が聞けます）

開催内容 グループ・ディスカッションの練習・発表を⾏い、企業から実践的なアドバイスを受けた
り、企業説明を聞くことができるお得なセミナーです。
今年はオンラインセミナーが中⼼になっていますが、このセミナーは対⾯で実施する貴重
な機会となります。
なお、12⽉8⽇（⽕）に同じ形式のオンライン版を異なる企業にご参加いただき開催しま
す。
 
■参加企業
サッポロビール
セイコーウオッチ
ピー・シー・エー
富⼠ゼロックス
 
■プログラム
企業紹介
グループディスカッション(１回）
学⽣発表
企業講評
企業説明会（最⼤３回）
 
■注意事項
※学部３年⽣以上が対象となります。
※対⾯開催となりますが、今後の状況次第で開催⽅法の変更や中⽌の可能性があります。
※⼤幅な遅刻は⼊場できない場合があります。
※服装は⾃由ですが、必ずマスクを着⽤してお越しください。
※参加２週間前から体調管理を徹底し、当⽇の朝は検温のうえ、37.5度以上の発熱、息苦
しさ、だるさがある場合は参加を控えてください。
※会場⼊り⼝にて⾮接触体温計やサーモグラフィで体温計測を⾏い、熱が検知された際は
⼊場をお断りすることがあります。
 
■予約⽅法
定員40名の事前予約制で先着順となりますので、参加を希望する⽅は、以下の⼿順に従い
お申込みください。
受付期間であっても、定員40名に達した時点で予約を締め切ります。
【予約受付期間】
10⽉26⽇（⽉）朝9時〜11⽉9⽇（⽉）
【予約受付⽅法】
予約受付⽅法の詳細は、授業⽀援システムのお知らせ機能でYNUメールに通知します。
または、就活アプリの「就職活動イベント情報」にてご確認ください。
セミナー開始時間直前にオンライン授業がある⽅向けに会場建物内の別室を⽤意しますの
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筆記試験（SPI）対策講座

開催⽇ 2020年11⽉13⽇

⾏事名 筆記試験（SPI）対策講座

場所 オンライン（Zoomでのライブ配信）

時間 16:30〜18:00（SPI模擬受検50分含む）

開催内容

企業が採⽤の選考で初期段階に多く実施している筆記試験（SPI）について対策はしてい
ますか︖筆記試験は準備をすれば結果に繋がりやすい選考です。
この講座では、SPIの仕組みや企業が⾒ているポイントへの理解を深め、50分のSPI模擬テ
ストを受検できます。
採⽤選考本番では結果を知ることはできませんが、この講座では結果も知ることができま
すので、⼒試しにご参加ください。
Zoomを使ったオンライン開催で、申込み不要、途中参加・途中退室もＯＫです。
最後に質疑応答の時間も設けますので、気になることも聞いてみましょう。
なお、講座⾃体の申し込みは不要ですが、SPI模擬テストの受検には、リクナビ2022への
登録が必要です。
 
■注意事項
・学⽣の皆さんのカメラ、マイクは使⽤しません。
・参加時に「⽒名」「メールアドレス」の⼊⼒が必須ですが「⽒名欄」に本名は⼊⼒せず
にダミーの名前で参加してください。
(SPI模擬テストを受検される⽅へ）
PCでリクナビ2022にログインした状態で参加してください。
まだ会員ではない⽅は下記URLから登録できます。
https://job.rikunabi.com/2022/accounts/regist/profile/?vos=r0ursp0101
※リクナビアプリスマホ会員の⽅も、PC上でリクナビ2022に⼊ってください。
その際にID、パスワードを忘れた場合は、「忘れた場合はこちら」で調べてください。
■参加⽅法
参加⽅法の詳細は、授業⽀援システムのお知らせ機能でYNUメールに通知します。
または、就活アプリの「就職活動イベント情報」にてご確認ください。
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【GD体験】グループディスカッションで業界企業研究講座＜事前予約制＞

開催⽇ 2020年11⽉24⽇

⾏事名 【GD体験】グループディスカッションで業界企業研究講座＜事前予約制＞

場所 オンライン（Zoomでのライブ配信）

時間 16:30〜18:00

開催内容

業界・企業研究が就活で⼤切なのは分かるけど、実際どうやったら理解が深められるかが
イマイチ分からない⽅や、⼀⼈だとなかなか進まないという⽅のために、グループディス
カッション形式で、業界・企業研究に取り組む講座となります。
企業の採⽤選考に向け、グループディスカッションの体験機会にもなります。
同じ講座を12/21（⽉）と1/20（⽔）にも開催しますが繰り返し参加することも可能で
す。
 
■注意事項
※学部３年⽣以上が対象となります。
※【カメラON】【⾳声ON】で参加いただきます。
※⼤幅な遅刻はご参加いただけない場合があります。
※服装は⾃由です。
 
■予約⽅法
定員10名で事前予約制となりますので、参加を希望する⽅は、以下の⼿順に従いお申込み
ください。
受付期間であっても、定員10名に達した時点で予約を締め切ります。
【予約受付期間】
10⽉26⽇（⽉）〜11⽉19⽇（⽊）
【予約受付⽅法】
予約受付⽅法の詳細は、授業⽀援システムのお知らせ機能でYNUメールに通知します。
または、就活アプリの「就職活動イベント情報」にてご確認ください。
当⽇参加の詳細は予約受付時に⾃動送信されるメールでお知らせします。
なお、予約後に無断キャンセルをされた場合、次回以降ご参加いただけないことがありま
す。
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公務員ガイダンス（公務員合格者座談会）

開催⽇ 2020年11⽉25⽇

⾏事名 公務員ガイダンス（公務員合格者座談会）

場所 オンライン（Zoomでのライブ配信）

時間 16:30〜18:00

開催内容

資格の学校「TAC」ご協⼒のもと、前半50分は公務員試験に対する全般的なガイダンスを
⾏い、後半40分ほどは、各官公庁等の公務員に合格した学部４年⽣・修⼠２年⽣２名をパ
ネラーに迎えて、公務員志望のきっかけ、併願について、受験勉強をどのように乗り越え
たかなどなど、みなさんが気になるお話やそのほか疑問に思うことを先輩がお話してくれ
ます。
みなさんからの質疑はＱ＆Ａ（もしくはチャット）で受け付け、座談会の中に織り交ぜな
がらお答えする予定です。
Zoomを使ったオンライン開催で、申込み不要、途中参加・途中退室もＯＫですので、お
気軽にご参加ください。
■参加⽅法
参加⽅法の詳細は、授業⽀援システムのお知らせ機能でYNUメールに通知します。
または、就活アプリの「就職活動イベント情報」にてご確認ください。
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【説明会】インターン＆業界研究セミナー 12/2＜事前予約制＞

開催⽇ 2020年12⽉ 2⽇

⾏事名 【説明会】インターン＆業界研究セミナー 12/2＜事前予約制＞

場所 オンライン（Zoomでのライブ配信）

時間 16:00-20:00

開催内容

11⽉から2⽉にかけて、横国⼤⽣限定で企業が業界・仕事・インターンシップについて説
明いただくセミナーを開催します。
就活本番の前に、横国⽣積極採⽤の企業と出会う機会としても、幅広い業界・企業の話を
聞いて視野を広げる機会としてもご活⽤ください。
①就活お役⽴ち講演→②各社の1分説明→③企業個別説明が順に⾏われます。途中での⼊
退室が可能なので、冒頭だけや後半だけの参加も可能です。
また、LIVE開催ならではの企業の⽅への直接質問の機会もありますので、このチャンスを
逃さぬようご参加ください。
なお、このセミナーへの参加は、事前予約が必要で、今回のセミナー運営にご協⼒いただ
いている「⼤学⽣協withnavi」への会員登録が必要となります。
 
■セミナーの内容
16:00-16:35 就活お役⽴ち講演
16:35-16:50 企業による1分間⾃社紹介
17:00-20:00 企業個別説明会（各社35分）
 
＊事前予約制
＊ZOOMを⽤いたLIVEでのオンライン開催。
＊参加予約の締切は当⽇の開催開始時刻の40分前となります。
 
■出展企業（12/2）
⽇本放送協会
⽇本電営
広芸インテック
ADKホールディングス
阪急交通社
ＪＦＥシステムズ
コムチュア
情報通信研究機構（NICT）
 
▼詳細・予約はこちら▼
https://www.withnavi.org/job/ynu/20201202.html
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【説明会】インターン＆業界研究セミナー 12/3＜事前予約制＞

開催⽇ 2020年12⽉ 3⽇

⾏事名 【説明会】インターン＆業界研究セミナー 12/3＜事前予約制＞

場所 オンライン（Zoomでのライブ配信）

時間 16:00-20:00

開催内容

11⽉から2⽉にかけて、横国⼤⽣限定で企業が業界・仕事・インターンシップについて説
明いただくセミナーを開催します。
就活本番の前に、横国⽣積極採⽤の企業と出会う機会としても、幅広い業界・企業の話を
聞いて視野を広げる機会としてもご活⽤ください。
①就活お役⽴ち講演→②各社の1分説明→③企業個別説明が順に⾏われます。途中での⼊
退室が可能なので、冒頭だけや後半だけの参加も可能です。
また、LIVE開催ならではの企業の⽅への直接質問の機会もありますので、このチャンスを
逃さぬようご参加ください。
なお、このセミナーへの参加は、事前予約が必要で、今回のセミナー運営にご協⼒いただ
いている「⼤学⽣協withnavi」への会員登録が必要となります。
 
■セミナーの内容
16:00-16:35 就活お役⽴ち講演
16:35-16:50 企業による1分間⾃社紹介
17:00-20:00 企業個別説明会（各社35分）
 
＊事前予約制
＊ZOOMを⽤いたLIVEでのオンライン開催。
＊参加予約の締切は当⽇の開催開始時刻の40分前となります。
 
■出展企業（12/3）
⻑⾕⼯グループ【ＨＡＳＥＫＯ】
豊⽥通商
⿅島建設
⽇産化学
三菱商事
ＮＴＴコミュニケーションズ
バンダイナムコビジネスアーク
横河ブリッジホールディングス
 
▼詳細・予約はこちら▼
https://www.withnavi.org/job/ynu/20201203.html
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【説明会】インターン＆業界研究セミナー 12/4＜事前予約制＞

開催⽇ 2020年12⽉ 4⽇

⾏事名 【説明会】インターン＆業界研究セミナー 12/4＜事前予約制＞

場所 オンライン（Zoomでのライブ配信）

時間 16:00-20:00

開催内容

11⽉から2⽉にかけて、横国⼤⽣限定で企業が業界・仕事・インターンシップについて説
明いただくセミナーを開催します。
就活本番の前に、横国⽣積極採⽤の企業と出会う機会としても、幅広い業界・企業の話を
聞いて視野を広げる機会としてもご活⽤ください。
①就活お役⽴ち講演→②各社の1分説明→③企業個別説明が順に⾏われます。途中での⼊
退室が可能なので、冒頭だけや後半だけの参加も可能です。
また、LIVE開催ならではの企業の⽅への直接質問の機会もありますので、このチャンスを
逃さぬようご参加ください。
なお、このセミナーへの参加は、事前予約が必要で、今回のセミナー運営にご協⼒いただ
いている「⼤学⽣協withnavi」への会員登録が必要となります。
 
■セミナーの内容
16:00-16:35 就活お役⽴ち講演
16:35-16:50 企業による1分間⾃社紹介
17:00-20:00 企業個別説明会（各社35分）
 
＊事前予約制
＊ZOOMを⽤いたLIVEでのオンライン開催。
＊参加予約の締切は当⽇の開催開始時刻の40分前となります。
 
■出展企業（12/4）
東宝
ＮＴＴドコモ
キヤノン電⼦
マニー
三井海洋開発
川崎汽船
浜松ホトニクス
⽇産フィナンシャルサービス
 
▼詳細・予約はこちら▼
https://www.withnavi.org/job/ynu/20201204.html
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事前予約制＞

【GD体験・説明会】企業研究＆ディスカッションセミナー（オンライン開催）＜
事前予約制＞

開催⽇ 2020年12⽉ 8⽇

⾏事名 【GD体験・説明会】企業研究＆ディスカッションセミナー（オンライン開催）＜事前予約
制＞

場所 オンライン（Zoomでのライブ配信）

時間 16:30〜18:30（希望者は19:35まで企業説明が聞けます）

開催内容

グループ・ディスカッションの練習・発表を⾏い、企業から実践的なアドバイスを受けた
り、企業説明を聞くことができるお得なセミナーです。
 
■参加企業
アクセンチュア
宇部興産
東海東京フィナンシャルHD
トヨタ⾃動⾞
 
■プログラム
企業紹介
グループディスカッション(１回）
学⽣発表
企業講評
企業説明会（最⼤３回）
 
■注意事項
※学部３年⽣以上が対象となります。
※オンライン開催となります。
※【カメラON】【⾳声ON】で参加いただきます。
※⼤幅な遅刻はご参加いただけない場合があります。
※服装は⾃由です。
 
■予約⽅法
定員40名の事前予約制で先着順となりますので、参加を希望する⽅は、以下の⼿順に従い
お申込みください。
受付期間であっても、定員40名に達した時点で予約を締め切ります。
【予約受付期間】
11⽉12⽇（⽊）〜12⽉4⽇（⾦）
【予約受付⽅法】
予約受付⽅法の詳細は、授業⽀援システムのお知らせ機能でYNUメールに通知します。
または、就活アプリの「就職活動イベント情報」にてご確認ください。
当⽇参加の詳細は予約受付時に⾃動送信されるメールでお知らせします。
なお、予約後に無断キャンセルをされた場合、次回以降ご参加いただけないことがありま
す。
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エントリーシート対策講座

開催⽇ 2020年12⽉11⽇

⾏事名 エントリーシート対策講座

場所 オンライン（Zoomでのライブ配信）

時間 16:30〜18:00（ワークや質疑応答を含む）

開催内容

企業の採⽤選考突破の第⼀関⾨となることが多いエントリーシートですが、企業側が求め
ていることや、相⼿に伝わりやすい書き⽅のポイントなどを株式会社リクルートキャリア
（リクナビ）の講師が解説します。
Zoomを使ったオンライン開催で、申込み不要、途中参加・途中退室もＯＫですので、お
気軽にご参加ください。
⾃⼰分析から⾃⼰ＰＲを書いてみるワークに取り組んだり、質疑応答の時間も設けますの
で、気になることを聞いてみましょう︕
 
■注意事項
・学⽣の皆さんのカメラ、マイクは使⽤しません。
・参加時に「⽒名」「メールアドレス」の⼊⼒が必須ですが「⽒名欄」に本名は⼊⼒せず
にダミーの名前で参加してください。
 
■参加⽅法
参加⽅法の詳細は、授業⽀援システムのお知らせ機能でYNUメールに通知します。
または、就活アプリの「就職活動イベント情報」にてご確認ください。
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キャリア・サポーターによる就活本⾳トークイベント

開催⽇ 2020年12⽉14⽇

⾏事名 キャリア・サポーターによる就活本⾳トークイベント

場所 オンライン（ZoomウェビナーによるLIVE配信）

時間 17:00〜18:00

開催内容

学部4年⽣・M2のキャリア・サポーターが、就活を終えた先輩として皆さんにお話しする
ために企画した就活トークイベントです。
どのように就活の軸を決め、業界・企業を選び、コロナ禍での選考を乗り越えて、内定を
獲得したのか、皆さんからの質問にお答えしながら、本⾳トークします︕聞くだけでも参
考になりますし、この機会に気になることを質問してみてもＯＫ︕
学⽣企画イベントならではのリアルな本⾳が聞けますのでお楽しみに︕
 
■注意事項
・参加学⽣の皆さんのカメラ、マイクは使⽤しません。
・参加時に「⽒名」「メールアドレス」の⼊⼒が必須ですが「⽒名欄」に本名は⼊⼒せず
にダミーの名前で参加してください。
■参加⽅法
参加⽅法の詳細は、授業⽀援システムのお知らせ機能でYNUメールに通知します。
または、就活アプリの「就職活動イベント情報」にてご確認ください。
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【対⾯開催】模擬⾯接会（午前の部）＜事前予約制＞

開催⽇ 2020年12⽉18⽇

⾏事名 【対⾯開催】模擬⾯接会（午前の部）＜事前予約制＞

場所 教育⽂化ホール ⼤集会室

時間 10:00〜12:00（終了後30分質疑応答）

開催内容 校友会を通じて地元企業を中⼼に構成されている「横浜経営者の会」の企業から、⼈事や
OB・OGの⽅に⾯接官役を務めていただき、対⾯での集団⾯接練習を⾏います。
今年はオンラインセミナーが中⼼ですが、このセミナーは対⾯で1⼈３回練習が⾏えま
す。
さらに、実際の選考では聞けない企業の⽅からのフィードバックを受けられる貴重な機会
となり、横国⽣の採⽤に積極的な地元企業を知ることもできます。
なお、同⽇の14時から午後の部を開催しますので、都合の良い⽅にご参加ください。
午前・午後の両⽅に予約はできません。
 
■プログラム
企業紹介（各社1分）
集団⾯接練習 3回×（15分⾯接＋フィードバック15分）
＊終了後に質疑応答タイムを30分設けます。
 
■協⼒企業（予定）
アイネット
オカムラ
神奈川トヨタ⾃動⾞
京浜急⾏電鉄
相鉄ホールディングス
横浜銀⾏
横浜丸⿂
 
■注意事項
※対⾯開催となりますが、今後の状況次第で開催⽅法の変更や中⽌の可能性があります。
※服装は⾃由ですが、必ずマスクを着⽤してお越しください。
※参加２週間前から体調管理を徹底し、当⽇の朝は検温のうえ、37.5度以上の発熱、息苦
しさ、だるさがある場合は参加を控えてください。
※会場⼊り⼝にて⾮接触体温計やサーモグラフィで体温計測を⾏い、体温が⾼い⽅は⼊場
をお断りすることがあります。
 
■予約⽅法
定員21名（11/6変更になりました）の事前予約制で先着順となりますので、以下の⼿順
に従いお申込みください。
受付期間であっても、定員に達した時点で予約を締め切ります。
【予約受付期間】
11⽉12⽇（⽊）〜12⽉16⽇（⽔）
【予約受付⽅法】
予約受付⽅法の詳細は、授業⽀援システムのお知らせ機能でYNUメールに通知します。
または、就活アプリの「就職活動イベント情報」にてご確認ください。
セミナーの前後にオンライン授業がある⽅向けに会場建物内の別室を⽤意しますので、利
⽤を希望される⽅は予約時にお申し出ください。
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【対⾯開催】模擬⾯接会（午後の部）＜事前予約制＞

開催⽇ 2020年12⽉18⽇

⾏事名 【対⾯開催】模擬⾯接会（午後の部）＜事前予約制＞

場所 教育⽂化ホール ⼤集会室

時間 14:00〜16:00（終了後30分質疑応答）

開催内容 校友会を通じて地元企業を中⼼に構成されている「横浜経営者の会」の企業から、⼈事や
OB・OGの⽅に⾯接官役を務めていただき、対⾯での集団⾯接練習を⾏います。
今年はオンラインセミナーが中⼼ですが、このセミナーは対⾯で1⼈３回練習が⾏えま
す。
さらに、実際の選考では聞けない企業の⽅からのフィードバックを受けられる貴重な機会
となり、横国⽣の採⽤に積極的な地元企業を知ることもできます。
なお、同⽇の10時から午前の部を開催しますので、都合の良い⽅にご参加ください。
午前・午後の両⽅に予約はできません。
 
■プログラム
企業紹介（各社1分）
集団⾯接練習 3回×（15分⾯接＋フィードバック15分）
＊終了後に質疑応答タイムを30分設けます。
 
■協⼒企業（予定）
荏原製作所
神奈川中央交通
昭和電線ホールディングス
ナイス
⽇新
⽇本発条
丸全昭和運輸
 
■注意事項
※対⾯開催となりますが、今後の状況次第で開催⽅法の変更や中⽌の可能性があります。
※服装は⾃由ですが、必ずマスクを着⽤してお越しください。
※参加２週間前から体調管理を徹底し、当⽇の朝は検温のうえ、37.5度以上の発熱、息苦
しさ、だるさがある場合は参加を控えてください。
※会場⼊り⼝にて⾮接触体温計やサーモグラフィで体温計測を⾏い、体温が⾼い⽅は⼊場
をお断りすることがあります。
 
■予約⽅法
定員21名（11/6変更になりました）の事前予約制で先着順となりますので、参加を希望
する⽅は、以下の⼿順に従いお申込みください。
受付期間であっても、定員に達した時点で予約を締め切ります。
【予約受付期間】
11⽉12⽇（⽊）〜12⽉16⽇（⽔）
【予約受付⽅法】
予約受付⽅法の詳細は、授業⽀援システムのお知らせ機能でYNUメールに通知します。
または、就活アプリの「就職活動イベント情報」にてご確認ください。
セミナーの前後にオンライン授業がある⽅向けに会場建物内の別室を⽤意しますので、利
⽤を希望される⽅は予約時にお申し出ください。
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【GD体験】グループディスカッションで業界企業研究講座＜事前予約制＞

開催⽇ 2020年12⽉21⽇

⾏事名 【GD体験】グループディスカッションで業界企業研究講座＜事前予約制＞

場所 オンライン（Zoomでのライブ配信）

時間 16:30〜18:00

開催内容

業界・企業研究が就活で⼤切なのは分かるけど、実際どうやったら理解が深められるかが
イマイチ分からない⽅や、⼀⼈だとなかなか進まないという⽅のために、グループディス
カッション形式で、業界・企業研究に取り組む講座となります。
企業の採⽤選考に向け、グループディスカッションの体験機会にもなります。
同じ講座を11/24（⽕）と1/20（⽔）にも開催しますが繰り返し参加することも可能で
す。
 
■注意事項
※学部３年⽣以上が対象となります。
※【カメラON】【⾳声ON】で参加いただきます。
※⼤幅な遅刻はご参加いただけない場合があります。
※服装は⾃由です。
 
■予約⽅法
定員10名で事前予約制となりますので、参加を希望する⽅は、以下の⼿順に従いお申込み
ください。
受付期間であっても、定員10名に達した時点で予約を締め切ります。
【予約受付期間】
11⽉25⽇（⽔）〜12⽉17⽇（⽊）
【予約受付⽅法】
予約受付⽅法の詳細は、授業⽀援システムのお知らせ機能でYNUメールに通知します。
または、就活アプリの「就職活動イベント情報」にてご確認ください。
当⽇参加の詳細は予約受付時に⾃動送信されるメールでお知らせします。
なお、予約後に無断キャンセルをされた場合、次回以降ご参加いただけないことがありま
す。
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エントリーシート対策講座

開催⽇ 2021年1⽉ 8⽇

⾏事名 エントリーシート対策講座

場所 オンライン（Zoomでのライブ配信）

時間 16:30〜18:00（ワークや質疑応答を含む）

開催内容

12⽉11⽇に開催したES対策講座では、⾃⼰分析から⾔語化してESを書く⽅法を中⼼に解
説しましたが、この回では、⼀番、ESで苦戦する「志望動機」に、重点をおいて書き⽅や
ポイントを株式会社リクルートキャリア（リクナビ）の講師が解説します。
ESの基本から学べるように講座を構成していますので、まだ書いたことがない⽅や、基本
を知りたい⽅も、もちろんご参加ください。
Zoomを使ったオンライン開催で、申込み不要、途中参加・途中退室もＯＫです。
随時、可能な範囲で質問にお答えしつつ、最後にも質疑応答の時間を設けますので、気に
なることを聞いてみましょう︕
■注意事項
・学⽣の皆さんのカメラ、マイクは使⽤しません。
・参加時に「⽒名」「メールアドレス」の⼊⼒が必須ですが「⽒名欄」に本名は⼊⼒せず
にダミーの名前で参加してください。
・講座内で使⽤するワークシートをYNUメールや就活アプリを介して事前に⼊⼿してご参
加ください。
■参加⽅法
参加⽅法の詳細は、授業⽀援システムのお知らせ機能でYNUメールに通知します。
または、就活アプリの「就職活動イベント情報」にてご確認ください。
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【説明会】インターン＆業界研究セミナー 1/13＜事前予約制＞

開催⽇ 2021年1⽉13⽇

⾏事名 【説明会】インターン＆業界研究セミナー 1/13＜事前予約制＞

場所 オンライン（Zoomでのライブ配信）

時間 16:00-20:00

開催内容

11⽉から2⽉にかけて、横国⼤⽣限定で企業が業界・仕事・インターンシップについて説
明いただくセミナーを開催します。
就活本番の前に、横国⽣積極採⽤の企業と出会う機会としても、幅広い業界・企業の話を
聞いて視野を広げる機会としてもご活⽤ください。
①就活お役⽴ち講演→②各社の1分説明→③企業個別説明が順に⾏われます。途中での⼊
退室が可能なので、冒頭だけや後半だけの参加も可能です。
また、LIVE開催ならではの企業の⽅への直接質問の機会もありますので、このチャンスを
逃さぬようご参加ください。
なお、このセミナーへの参加は、事前予約が必要で、今回のセミナー運営にご協⼒いただ
いている「⼤学⽣協withnavi」への会員登録が必要となります。
 
■セミナーの内容
16:00-16:35 就活お役⽴ち講演
16:35-16:50 企業による1分間⾃社紹介
17:00-20:00 企業個別説明会（各社35分）
＊事前予約制
＊ZOOMを⽤いたLIVEでのオンライン開催。
＊参加予約の締切は当⽇の開催開始時刻の40分前となります。
 
■出展企業（1/13）
JR東海
横浜ゴム
武蔵エンジニアリング
横浜銀⾏
スズキ
東邦チタニウム
アサヒグループ⾷品
ツネイシクラフト＆ファシリティーズ
 
詳細のご確認、予約のお申し込みは以下のページにてお願いします。
https://www.withnavi.org/job/ynu/20210113.html
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【説明会】インターン＆業界研究セミナー 1/14＜事前予約制＞

開催⽇ 2021年1⽉14⽇

⾏事名 【説明会】インターン＆業界研究セミナー 1/14＜事前予約制＞

場所 オンライン（Zoomでのライブ配信）

時間 16:00-20:00

開催内容

11⽉から2⽉にかけて、横国⼤⽣限定で企業が業界・仕事・インターンシップについて説
明いただくセミナーを開催します。
就活本番の前に、横国⽣積極採⽤の企業と出会う機会としても、幅広い業界・企業の話を
聞いて視野を広げる機会としてもご活⽤ください。
①就活お役⽴ち講演→②各社の1分説明→③企業個別説明が順に⾏われます。途中での⼊
退室が可能なので、冒頭だけや後半だけの参加も可能です。
また、LIVE開催ならではの企業の⽅への直接質問の機会もありますので、このチャンスを
逃さぬようご参加ください。
なお、このセミナーへの参加は、事前予約が必要で、今回のセミナー運営にご協⼒いただ
いている「⼤学⽣協withnavi」への会員登録が必要となります。
 
■セミナーの内容
16:00-16:35 就活お役⽴ち講演
16:35-16:50 企業による1分間⾃社紹介
17:00-20:00 企業個別説明会（各社35分）
 
＊事前予約制
＊ZOOMを⽤いたLIVEでのオンライン開催。
＊参加予約の締切は当⽇の開催開始時刻の40分前となります。
 
■出展企業（1/14）
ソニーグループ
タツノ
三菱ケミカル
東京電⼒ホールディングス
商船三井
I-PEX（旧︓第⼀精⼯）
システムエグゼ
パーソルAVCテクノロジー
 
詳細のご確認、予約のお申し込みは以下のページにてお願いします。
https://www.withnavi.org/job/ynu/20210114.html
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【説明会】インターン＆業界研究セミナー 1/15＜事前予約制＞

開催⽇ 2021年1⽉15⽇

⾏事名 【説明会】インターン＆業界研究セミナー 1/15＜事前予約制＞

場所 オンライン（Zoomでのライブ配信）

時間 16:00-20:00

開催内容

11⽉から2⽉にかけて、横国⼤⽣限定で企業が業界・仕事・インターンシップについて説
明いただくセミナーを開催します。
就活本番の前に、横国⽣積極採⽤の企業と出会う機会としても、幅広い業界・企業の話を
聞いて視野を広げる機会としてもご活⽤ください。
①就活お役⽴ち講演→②各社の1分説明→③企業個別説明が順に⾏われます。途中での⼊
退室が可能なので、冒頭だけや後半だけの参加も可能です。
また、LIVE開催ならではの企業の⽅への直接質問の機会もありますので、このチャンスを
逃さぬようご参加ください。
なお、このセミナーへの参加は、事前予約が必要で、今回のセミナー運営にご協⼒いただ
いている「⼤学⽣協withnavi」への会員登録が必要となります。
 
■セミナーの内容
16:00-16:35 就活お役⽴ち講演
16:35-16:50 企業による1分間⾃社紹介
17:00-20:00 企業個別説明会（各社35分）
 
＊事前予約制
＊ZOOMを⽤いたLIVEでのオンライン開催。
＊参加予約の締切は当⽇の開催開始時刻の40分前となります。
 
■出展企業（1/15）
リコー
島津製作所
ファンケル
⼩⽷製作所
東京濾器
鉄道情報システム（JRシステム）
CTCファシリティーズ
ＧＳＩクレオス
 
詳細のご確認、予約のお申し込みは以下のページにてお願いします。
https://www.withnavi.org/job/ynu/20210115.html
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学務部学⽣⽀援課トップ 就職⽀援情報 【GD体験】グループディスカッションで業界企業研究講座＜事前予約制＞

【GD体験】グループディスカッションで業界企業研究講座＜事前予約制＞

開催⽇ 2021年1⽉20⽇

⾏事名 【GD体験】グループディスカッションで業界企業研究講座＜事前予約制＞

場所 オンライン（Zoomでのライブ配信）

時間 16:30〜18:00

開催内容

業界・企業研究が就活で⼤切なのは分かるけど、実際どうやったら理解が深められるかが
イマイチ分からない⽅や、⼀⼈だとなかなか進まないという⽅のために、グループディス
カッション形式で、業界・企業研究に取り組む講座となります。
企業の採⽤選考に向け、グループディスカッションの体験機会にもなります。
同じ講座を11/24（⽕）と12/21（⽉）にも開催しますが繰り返し参加することも可能で
す。
 
■注意事項
※学部３年⽣以上が対象となります。
※【カメラON】【⾳声ON】で参加いただきます。
※⼤幅な遅刻はご参加いただけない場合があります。
※服装は⾃由です。
 
■予約⽅法
定員10名で事前予約制となりますので、参加を希望する⽅は、以下の⼿順に従いお申込み
ください。
受付期間であっても、定員10名に達した時点で予約を締め切ります。
【予約受付期間】
2020年12⽉22⽇（⽕）〜2021年1⽉18⽇（⽉）
【予約受付⽅法】
予約受付⽅法の詳細は、授業⽀援システムのお知らせ機能でYNUメールに通知します。
または、就活アプリの「就職活動イベント情報」にてご確認ください。
当⽇参加の詳細は予約受付時に⾃動送信されるメールでお知らせします。
なお、予約後に無断キャンセルをされた場合、次回以降ご参加いただけないことがありま
す。

ページの先頭へ

在学⽣の⽅へ

卒業⽣の⽅へ

企業・団体の⽅へ

教員採⽤に関するお問い合わ
せ

キャリア・サポートルームへ
のアクセス・連絡先

就職担当教員名簿

就職⽀援⾏事カレンダー

キャリア・サポートルームか
らのお知らせ

横浜国⽴⼤学
〒240-8501 神奈川県横浜市保⼟ヶ⾕区常盤台79-8

横浜国⽴⼤学TOP このサイトについて プライバシーポリシー
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学務部学⽣⽀援課トップ 就職⽀援情報 ⾃⼰分析講座

⾃⼰分析講座

開催⽇ 2021年1⽉21⽇

⾏事名 ⾃⼰分析講座

場所 オンライン（Zoomでのライブ配信）

時間 16:30〜18:00

開催内容

就活本番が近づく中で、改めて⾃⼰分析の重要性や⽅法を学び、選考に向けた⾔語化、⾯
接への⽣かし⽅について株式会社マイナビの講師が解説します。
Zoomを使ったオンライン開催で、申込み不要、途中参加・途中退室もＯＫですので、お
気軽にご参加ください。
最後に質疑応答の時間も設けますので、気になることを聞いてみましょう︕
 
■注意事項
・学⽣の皆さんのカメラ、マイクは使⽤しません。
・参加時に「⽒名」「メールアドレス」の⼊⼒が必須ですが「⽒名欄」に本名は⼊⼒せず
にダミーの名前で参加してください。
 
■参加⽅法
参加⽅法の詳細は、授業⽀援システムのお知らせ機能でYNUメールに通知します。
または、就活アプリの「就職活動イベント情報」にてご確認ください。

ページの先頭へ

在学⽣の⽅へ

卒業⽣の⽅へ

企業・団体の⽅へ

教員採⽤に関するお問い合わ
せ

キャリア・サポートルームへ
のアクセス・連絡先

就職担当教員名簿

就職⽀援⾏事カレンダー

キャリア・サポートルームか
らのお知らせ

横浜国⽴⼤学
〒240-8501 神奈川県横浜市保⼟ヶ⾕区常盤台79-8
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学務部学⽣⽀援課トップ 就職⽀援情報 【⾯接体験】ＯＢ・ＯＧによる模擬⾯接会＜事前予約制＞

【⾯接体験】ＯＢ・ＯＧによる模擬⾯接会＜事前予約制＞

開催⽇ 2021年1⽉23⽇

⾏事名 【⾯接体験】ＯＢ・ＯＧによる模擬⾯接会＜事前予約制＞

場所 オンライン（Zoomでのライブ配信）

時間 14:00〜17:00

開催内容

同窓会と⼤学とが協⼒して様々な企業のＯＢ・ＯＧを⾯接官としてお招きし、集団⾯接の
体験機会を提供します。
⾯接練習は⼀⼈１回ずつの体験となりますが、別の学⽣が受けている様⼦の⾒学もできる
ので、客観的に⾯接のやり取りを⾒て学ぶこともできます。
更に模擬⾯接後、出⼊り⾃由な座談会を⾏うので、様々な企業のＯＢ・ＯＧと交流をして
業界・企業理解を深めましょう。
 
■プログラム
14:00〜14:15 開会、注意事項説明
14:15〜15:00 前半チームの集団⾯接（実践25分＋フィードバック20分）
15:00〜15:05 チームの⼊れ替え
15:05〜15:50 後半チームの集団⾯接（実践25分＋フィードバック20分）
16:00〜17:00 ＯＢ・ＯＧ座談会（出⼊り⾃由）
 
■参加ＯＢ・ＯＧの在籍（出⾝）企業名
トヨタ、キリン、出光興産、三井不動産、
ＩＢＭ、みずほ銀⾏、住友⽣命 、
⼤和証券、沖電気⼯業、相鉄バス、
⽇本航空、電通、りそな銀⾏、
丸紅⾷料、アクセンチュア、三井物産、他
 
■注意事項
※学部３年⽣以上が対象となります。
※オンライン開催となります。
※【カメラON】【⾳声ON】で参加いただきます。
※⼤幅な遅刻はご参加いただけない場合があります。
※服装は本番を意識してスーツを着⽤してください。
 
■予約⽅法
定員100名（予定）の事前予約制で先着順となりますので、参加を希望する⽅は、以下の
⼿順に従いお申込みください。
受付期間であっても、定員に達した時点で予約を締め切ります。
【予約受付期間】
2021年1⽉5⽇（⽕）〜2021年1⽉21⽇（⽊）
【予約受付⽅法】
予約受付⽅法の詳細は、授業⽀援システムのお知らせ機能でYNUメールに通知します。
就活アプリの「就職活動イベント情報」や、下記のチラシでもご確認いただけます。
 
■イベントチラシ[PDF]
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キャリア・サポートルームか
らのお知らせ
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学務部学⽣⽀援課トップ 就職⽀援情報 仕事研究セミナー「⼈事の本⾳〜ES講評＆公開模擬⾯接〜」

仕事研究セミナー「⼈事の本⾳〜ES講評＆公開模擬⾯接〜」

開催⽇ 2021年1⽉26⽇

⾏事名 仕事研究セミナー「⼈事の本⾳〜ES講評＆公開模擬⾯接〜」

場所 オンライン（Zoomでのライブ配信）

時間 16:30〜18:30（終了後30分は延⻑質疑あり）

開催内容

春学期からシリーズ開催してきた「仕事研究セミナー」の最終回は、現役の⼈事・採⽤担
当者にご協⼒頂き、パネルディスカッションに加え、サンプルES講評と公開模擬⾯接を⾏
います。
公開模擬⾯接では、これから就活を迎える2022年卒の本学学⽣と企業とのリアルな⾯接の
様⼦を⾒ることができ、企業側の講評が聞けるので、業界や企業ごとの⾯接評価の違いを
⽐較しながら、⼈事採⽤担当者の視点を知ることができます。
もっと話が聞きたい︕という⽅のために最後にフリーディスカッションの時間も設けてい
ます。
視聴は申込み不要、途中参加・途中退室もＯＫですのでお気軽にご参加ください。
なお、公開模擬⾯接に協⼒してくれる2022年卒の学⽣を３名募集中です。
企業の⼈事担当者の⽅を相⼿にリアルな⾯接体験をしてみたい⽅は、電話またはメールで
キャリア・サポートルームへご連絡ください。
詳細を聞いてからご検討いただくことでも構いません。
 
■プログラム
・各社5分間⾃社紹介
・パネルディスカッション・サンプルES講評
・代表者による公開模擬⾯接・講評
・質疑
 
■登壇企業
⿅島建設（建設、不動産）
住友⽣命保険（⽣命保険業）
ラインズ（ICT教育ソフトウェアメーカー）
 
■注意事項
・視聴のみの学⽣の皆さんのカメラ、マイクは使⽤しません。
・参加時に「⽒名」「メールアドレス」の⼊⼒が必須ですが「⽒名欄」に本名は⼊⼒せ
ず、「横浜国⽴⼤学Ａ」など、ダミーの名前で参加してください。
・配信⽅法はLIVE配信のみ。（動画保存なし）
・登壇企業変更の可能性もあります。
 
■参加⽅法
参加⽅法の詳細は、授業⽀援システムのお知らせ機能でYNUメールに通知します。
就活アプリの「就職活動イベント情報」や、下記のチラシでもご確認いただけます。
 
■イベントチラシ［PDF］
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学務部学⽣⽀援課トップ 就職⽀援情報 【説明会】業界・企業研究セミナー 2/10＜事前予約制＞

【説明会】業界・企業研究セミナー 2/10＜事前予約制＞

開催⽇ 2021年2⽉10⽇

⾏事名 【説明会】業界・企業研究セミナー 2/10＜事前予約制＞

場所 オンライン（ライブ配信）

時間 10:30〜17:00（予定）

開催内容

横国⽣のためだけに、様々な業界の企業から、各社の特徴や業界について説明いただくセ
ミナーです。
OB・OGの話が聞けたり、横国⽣限定情報を得られるかも︕
就活本番前に、今までの業界研究、企業研究をより深めるとともに、今まで知らなかった
業界、企業の話も積極的に聞き、新たな発⾒につなげてください。
LIVE開催だからこそ、企業の⽅に質問もできますので、この機会に気になることを聞いて
みましょう。
なお、このセミナーへの参加は事前予約が必要で、セミナー運営にご協⼒いただいている
「就職ウォーカーNet」への会員登録が必要となります。
 
■セミナーの内容
10:30-11:00 特別講座「よくわかる︕すぐできる︕WEB⾯接基礎講座〜⾃⼰PR編〜」
11:00-17:00 業界・企業研究セミナー（各社35分）
 
＊事前予約制
＊タイムスケジュールは予約後にご案内。
＊Zoomを⽤いたLIVEでのオンライン開催。
 
＜参加企業＞
清⽔建設
TIS
みずほ証券
東亞合成
ENEOSグローブ
⼤林組
東京海上⽇動⽕災保険
JNC
富⼠電機
⽇本⼊試センター（SAPIX・代ゼミグループ）
オービック
住友⾦属鉱⼭
⼤成建設
⽇本精⼯(NSK)
明治グループ（明治･Meiji Seika ファルマ）
SCSK
 
＜予約⽅法＞
詳細のご確認、予約のお申し込みは以下のページにてお願いします。
https://www.s-walker.net/2022/contents/live/yk127/?jbttwi110
 
■イベントチラシ［PDF］

在学⽣の⽅へ

卒業⽣の⽅へ

企業・団体の⽅へ

教員採⽤に関するお問い合わ
せ

キャリア・サポートルームへ
のアクセス・連絡先

就職担当教員名簿

就職⽀援⾏事カレンダー

キャリア・サポートルームか
らのお知らせ
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【説明会】業界・企業研究セミナー 2/11＜事前予約制＞

開催⽇ 2021年2⽉11⽇

⾏事名 【説明会】業界・企業研究セミナー 2/11＜事前予約制＞

場所 オンライン（ライブ配信）

時間 10:30〜17:00（予定）

開催内容

横国⽣のためだけに、様々な業界の企業から、各社の特徴や業界について説明いただくセ
ミナーです。
OB・OGの話が聞けたり、横国⽣限定情報を得られるかも︕
就活本番前に、今までの業界研究、企業研究をより深めるとともに、今まで知らなかった
業界、企業の話も積極的に聞き、新たな発⾒につなげてください。
LIVE開催だからこそ、企業の⽅に質問もできますので、この機会に気になることを聞いて
みましょう。
なお、このセミナーへの参加は事前予約が必要で、セミナー運営にご協⼒いただいている
「就職ウォーカーNet」への会員登録が必要となります。
 
■セミナーの内容
10:30-11:00 特別講座「よくわかる︕すぐできる︕WEB⾯接基礎講座〜志望動機編
〜」
11:00-17:00 業界・企業研究セミナー（各社35分）
 
＊事前予約制
＊タイムスケジュールは予約後にご案内。
＊Zoomを⽤いたLIVEでのオンライン開催。
 
＜参加企業＞
キヤノンマーケティングジャパン
SUMCO
三菱重⼯環境・化学エンジニアリング
みずほ情報総研
花王
⿅島建設
旭化成
IHI
伊藤忠エネクス
システムエグゼ
森永乳業
⽵中⼯務店
富⼠通
りそなグループ（りそな銀⾏･埼⽟りそな銀⾏）
住友商事
JR東海
 
＜予約⽅法＞
詳細のご確認、予約のお申し込みは以下のページにてお願いします。
https://www.s-walker.net/2022/contents/live/yk127/?jbttwi110
 
■イベントチラシ［PDF］
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卒業⽣の⽅へ

企業・団体の⽅へ

教員採⽤に関するお問い合わ
せ

キャリア・サポートルームへ
のアクセス・連絡先

就職担当教員名簿

就職⽀援⾏事カレンダー

キャリア・サポートルームか
らのお知らせ
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オンライン選考準備講座

開催⽇ 2021年2⽉12⽇

⾏事名 オンライン選考準備講座

場所 オンライン（Zoomでのライブ配信）

時間 16:30〜18:00（ワークや質疑応答を含む）

開催内容

新型コロナウイルスの影響を受けて、急激に増加したオンラインでの選考について、就活
本番前に改めて、どのようなことに気を付けるべきかを株式会社リクルートキャリア（リ
クナビ）の講師が解説します。
Zoomを使ったオンライン開催で、申込み不要、途中参加・途中退室もＯＫです。
随時、可能な範囲で質問にお答えしつつ、最後にも質疑応答の時間を設けますので、気に
なることを聞いてみましょう︕
■注意事項
・学⽣の皆さんのカメラ、マイクは使⽤しません。
・参加時に「⽒名」「メールアドレス」の⼊⼒が必須ですが「⽒名欄」に本名は⼊⼒せず
にダミーの名前で参加してください。
 
■参加⽅法
参加⽅法の詳細は、授業⽀援システムのお知らせ機能でYNUメールに通知します。
または、就活アプリの「就職活動イベント情報」にてご確認ください。

ページの先頭へ

在学⽣の⽅へ

卒業⽣の⽅へ

企業・団体の⽅へ

教員採⽤に関するお問い合わ
せ

キャリア・サポートルームへ
のアクセス・連絡先

就職担当教員名簿

就職⽀援⾏事カレンダー

キャリア・サポートルームか
らのお知らせ

横浜国⽴⼤学
〒240-8501 神奈川県横浜市保⼟ヶ⾕区常盤台79-8

横浜国⽴⼤学TOP このサイトについて プライバシーポリシー
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【説明会】インターン＆業界研究セミナー 2/15＜事前予約制＞

開催⽇ 2021年2⽉15⽇

⾏事名 【説明会】インターン＆業界研究セミナー 2/15＜事前予約制＞

場所 オンライン（Zoomでのライブ配信）

時間 10:30〜17:00（予定）

開催内容

2⽉も横国⼤⽣限定で企業が業界・仕事・インターンシップについて説明いただくセミナ
ーを開催します。
就活本番の前に、横国⽣積極採⽤の企業と出会う機会としてや、幅広い業界・企業の話を
聞いて視野を広げる機会としてご活⽤ください。
①各社の1分説明→②企業個別説明（各社35分）が順に⾏われ、途中での⼊退室が可能で
す。
LIVE開催ならではの企業の⽅への直接質問の機会もありますので、このチャンスを逃さぬ
ようご参加ください。
なお、このセミナーへの参加は、事前予約が必要で、今回のセミナー運営にご協⼒いただ
いている「⼤学⽣協withnavi」への会員登録が必要となります。
 
■出展企業
東芝
良品計画
神奈川県庁
三菱電機
JT（⽇本たばこ産業株式会社）
エクサ
ＥＩＺＯ
東京ウエルズ
⽇本製紙
トヨタ紡織
ミヨシ油脂
伊藤忠エネクス
PCIソリューションズ
森トラスト・ホテルズ&リゾーツ
パナソニックITS
東芝ライテック
 
＜予約⽅法＞
詳細・予約については、以下ページでご確認ください。
https://www.withnavi.org/job/ynu/

ページの先頭へ
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就職担当教員名簿

就職⽀援⾏事カレンダー
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【説明会】インターン＆業界研究セミナー 2/16＜事前予約制＞

開催⽇ 2021年2⽉16⽇

⾏事名 【説明会】インターン＆業界研究セミナー 2/16＜事前予約制＞

場所 オンライン（Zoomでのライブ配信）

時間 10:30〜17:00（予定）

開催内容

2⽉も横国⼤⽣限定で企業が業界・仕事・インターンシップについて説明いただくセミナ
ーを開催します。
就活本番の前に、横国⽣積極採⽤の企業と出会う機会としても、幅広い業界・企業の話を
聞いて視野を広げる機会としてもご活⽤ください。
②各社の1分説明→③企業個別説明（各社35分）が順に⾏われ、途中での⼊退室が可能で
す。
LIVE開催ならではの企業の⽅への直接質問の機会もありますので、このチャンスを逃さぬ
ようご参加ください。
なお、このセミナーへの参加は、事前予約が必要で、今回のセミナー運営にご協⼒いただ
いている「⼤学⽣協withnavi」への会員登録が必要となります。
■出展企業
ＮＳＳＬＣサービス
タツノ
関東甲信越地区国⽴⼤学法⼈等グループ
⽇⽴製作所
三菱商事パッケージング
Ｚ会
三⾕商事
東亞合成
⽇本政策⾦融公庫
市進ホールディングス
東京ガスｉネット
ニッパツ・メック
富⼠通クライアントコンピューティング
明治図書出版
メイコー
プロシップ
 
＜予約⽅法＞
詳細・予約については、以下のページに掲載予定です。
https://www.withnavi.org/job/ynu/
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【説明会】業界・企業研究セミナー 2/17＜事前予約制＞

開催⽇ 2021年2⽉17⽇

⾏事名 【説明会】業界・企業研究セミナー 2/17＜事前予約制＞

場所 オンライン（Zoomでのライブ配信）

時間 10:30〜17:00（予定）

開催内容

横国⽣のためだけに、様々な業界の企業から、各社の特徴や業界について説明いただくセ
ミナーです。
OB・OGの話が聞けたり、横国⽣限定情報を得られるかも︕
就活本番前に、今までの業界研究、企業研究をより深めるとともに、今まで知らなかった
業界、企業の話も積極的に聞き、新たな発⾒につなげてください。
LIVE開催だからこそ、企業の⽅に質問もできますので、この機会に気になることを聞いて
みましょう。
なお、このセミナーへの参加は事前予約が必要で、セミナー運営にご協⼒いただいている
「キャリタス就活」への会員登録が必要となります。
 
■スケジュール（予定）
10:30-11:00 横国⼤⽣のための就活準備講座
11:00-17:00 企業特別講演（各社35分）
 
■視聴⽅法
①下記のURLから参加申し込みをする。
https://job.career-tasu.jp/2022/cpf/ynu/
②開催セミナースケジュールをチェックし、事前に興味のある企業のセミナーへ申し込
む。
③当⽇は参加申込をした企業の視聴ボタンをクリック︕
 
＜講演予定企業＞
タカラベルモント
⽇産⾃動⾞
⽇本原⼦⼒研究開発機構
⽇野⾃動⾞
三井不動産
三ツ星ベルト
リーダー電⼦ 他
 
■イベントチラシ［PDF］
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【説明会】業界・企業研究セミナー 2/18＜事前予約制＞

開催⽇ 2021年2⽉18⽇

⾏事名 【説明会】業界・企業研究セミナー 2/18＜事前予約制＞

場所 オンライン（Zoomでのライブ配信）

時間 10:30〜17:00（予定）

開催内容

横国⽣のためだけに、様々な業界の企業から、各社の特徴や業界について説明いただくセ
ミナーです。
OB・OGの話が聞けたり、横国⽣限定情報を得られるかも︕
就活本番前に、今までの業界研究、企業研究をより深めるとともに、今まで知らなかった
業界、企業の話も積極的に聞き、新たな発⾒につなげてください。
LIVE開催だからこそ、企業の⽅に質問もできますので、この機会に気になることを聞いて
みましょう。
なお、このセミナーへの参加は事前予約が必要で、セミナー運営にご協⼒いただいている
「キャリタス就活」への会員登録が必要となります。
 
■スケジュール（予定）
10:30-11:00 横国⼤⽣のための就活準備講座
11:00-17:00 企業特別講演（各社35分）
 
■視聴⽅法
①下記のURLから参加申し込みをする。
https://job.career-tasu.jp/2022/cpf/ynu/
②開催セミナースケジュールをチェックし、事前に興味のある企業のセミナーへ申し込
む。
③当⽇は参加申込をした企業の視聴ボタンをクリック︕
 
＜講演予定企業＞
新⽇本無線（⽇清紡グループ）
トプコン
⽇本電波⼯業
⻑⾕⼯コーポレーション
三井⾦属アクト
パナソニック 他
 
■イベントチラシ［PDF］
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【説明会】グローバルキャリア研究フェア2/20＜事前予約制＞

開催⽇ 2021年2⽉20⽇

⾏事名 【説明会】グローバルキャリア研究フェア2/20＜事前予約制＞

場所 オンライン（Zoomでのライブ配信）

時間 13:00〜18:00

開催内容 横浜国⽴⼤学のグローバル志向の⽇本⼈学⽣・外国⼈留学⽣の皆さんのために、グローバ
ル展開中の企業21社が集結します︕
将来、語学⼒・留学経験を活かして働きたい⽅、グローバルなキャリアを築きたい⽅、⼤
歓迎です。
学年・専攻不問です。
グローバル志向の企業様と出会う機会として、また幅広い業界・企業の話を聞いて視野を
広げる機会としてご活⽤ください。
なお、このイベントへの参加は、セミナー運営にご協⼒いただいている「アクセスネクス
テージ」への会員登録が必要で事前予約制となっております。
 
■出展企業※五⼗⾳順
アクセンチュア [サービス]
ＡＤＥＫＡ [メーカー]
アルプス技研 [サービス]
イシダ [メーカー]
いすゞ⾃動⾞ [メーカー]
伊藤忠エネクス [専⾨商社]
HGSTジャパン [メーカー]
川澄化学⼯業 [メーカー]
きんでん [メーカー]
クラレ [メーカー]
新川電機 [専⾨商社]
新東⼯業 [メーカー]
双⽇ [総合商社]
⼤陽⽇酸 [メーカー]
⽇産⾃動⾞ [メーカー]
⽇本ハム [メーカー]
BEMAC [メーカー]
富⼠通ラーニングメディア [サービス]
三井⾦属アクト [メーカー]
三井住友信託銀⾏ [⾦融]
アクセスグループ [広告]
 
計21社が参加予定︕
各社45分間の企業紹介を⾏っていただきます。
 
■イベントの内容
業界・企業説明 同時進⾏（1社45分）
13:00〜13:45 ⼤陽⽇酸/三井住友信託銀⾏/いすゞ⾃動⾞/川澄化学⼯業 /クラレ
14:00〜14:45 BEMAC/伊藤忠エネクス/新東⼯業/ADEKA
15:00〜15:45 ⽇産⾃動⾞/アルプス技研/富⼠通ラーニングメディア/きんでん
16:00〜16:45 イシダ/三井⾦属アクト/新川電機/アクセンチュア
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17:00〜17:45 HGSTジャパン/⽇本ハム/双⽇/アクセスグループ
 
■参加⽅法
下記URLにアクセスし、事前にご予約ください。
https://job.ac-lab.jp/fair/y-global/
※アクセス就活への会員登録ならびにログインが必要です。
※⼀部、神奈川県内⼤学に所属する学⽣も参加予定です。
 
■本イベントに関するお問合せ
グローバルキャリア研究フェア運営事務局
（株式会社アクセスネクステージ内）
E-mail:ynu-global@access-t.co.jp
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【説明会】横浜国⽴⼤学合同企業説明会 3/1＜事前予約制＞

開催⽇ 2021年3⽉ 1⽇

⾏事名 【説明会】横浜国⽴⼤学合同企業説明会 3/1＜事前予約制＞

場所 オンライン（Zoomでのライブ配信）

時間 10:30〜17:00

開催内容

企業が事業内容や採⽤に関する情報を説明するオンラインイベントです。
いよいよ、就活本番となりますので、積極的に多くの企業の情報を収集しましょう︕
①各社の1分説明→②企業個別説明（各社35分）が順に⾏われ、途中での⼊退室が可能で
す。
LIVE開催ならではの企業の⽅への直接質問の機会もあります。
なお、この説明会への参加は、事前予約が必要で、今回の説明会運営にご協⼒いただいて
いる「⼤学⽣協withnavi」への会員登録が必要となります。
 
■参加企業
ウエスタンデジタル
ローム
東⽇本電信電話
そごう・⻄武
ユニ・チャーム
ボッシュ
東武鉄道
⼩⽷製作所
アルプスアルパイン
太平洋セメント
⽮崎総業（⽮崎グループ）
NTTコミュニケーションズ
アサヒグループ⾷品
フォーラムエイト
厚⽣労働省 総合職技術系
プロシップ
 
＜予約⽅法＞
詳細・予約は下記URLへアクセスしてください。
https://www.withnavi.org/job/ynu/20210301.html
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【説明会】横浜国⽴⼤学合同企業説明会 3/2＜事前予約制＞

開催⽇ 2021年3⽉ 2⽇

⾏事名 【説明会】横浜国⽴⼤学合同企業説明会 3/2＜事前予約制＞

場所 オンライン（Zoomでのライブ配信）

時間 10:30〜17:00

開催内容

企業が事業内容や採⽤に関する情報を説明するオンラインイベントです。
いよいよ、就活本番となりますので、積極的に多くの企業の情報を収集しましょう︕
①各社の1分説明→②企業個別説明（各社35分）が順に⾏われ、途中での⼊退室が可能で
す。
LIVE開催ならではの企業の⽅への直接質問の機会もあります。
なお、この説明会への参加は、事前予約が必要で、今回の説明会運営にご協⼒いただいて
いる「⼤学⽣協withnavi」への会員登録が必要となります。
 
■参加企業
⼤和証券グループ本社
ＮＨＫ（⽇本放送協会）
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
ジェイアール東海エージェンシー
明治安⽥システム・テクノロジー
ユポ・コーポレーション
アイフォーコム
シチズンファインデバイス
三⾕セキサン
三菱商事
⽂部科学省
ＫＨネオケム
明星⾷品
福井村⽥製作所
つなぐネットコミュニケーションズ
⼤気社
 
＜予約⽅法＞
詳細・予約は下記URLへアクセスしてください。
https://www.withnavi.org/job/ynu/20210302.html
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【説明会】官公庁合同説明会＜事前予約制＞

開催⽇ 2021年3⽉ 9⽇

⾏事名 【説明会】官公庁合同説明会＜事前予約制＞

場所 オンライン（Zoomでのライブ配信）

時間 14:00〜16:15（集合13:30〜13:40）

開催内容

複数の官公庁・団体の⼈事の⽅に仕事内容や職種などの実際の働き⽅や、採⽤試験のこと
など様々なことについてご説明いただく合同説明会です。
公務員志望の⽅はもちろん、⺠間と公務員で迷っている⽅など、是⾮この機会に⾃分に合
っている働き⽅や志望先を⾒つけてください。
事前予約制となりますので、希望者はお早めにお申込みください。
 
■参加官公庁、団体
東京国税局
東京都庁
特別区⼈事委員会
財務省関東財務局
神奈川県庁
横浜市役所
川崎市役所
国⽴⼤学法⼈等職員採⽤試験事務室
横浜税関
 
■プログラム
13:30〜13:40 学⽣集合
13:40〜13:50 開会、注意事項説明
14:00〜14:30 説明会実施（1回⽬）
14:35〜15:05 説明会実施（2回⽬）
15:10〜15:40 説明会実施（3回⽬）
15:45〜16:15 説明会実施（4回⽬）
 
■注意事項
※全学年対象となります。
※説明会は１官公庁につき４回実施されますが、説明会途中での⼊室・退室はご遠慮くだ
さい。
※【カメラON】【⾳声OFF】で参加いただきます。
※名前に「学年 所属学部・⼤学院名 名字（ひらがな）」を表⽰いただくようお願いしま
す。
※Zoomは最新版にアップデートしておいてください。
※当⽇の服装は⾃由です。
 
■予約⽅法
予約⽅法の詳細は、授業⽀援システムのお知らせ機能でYNUメールに通知します。
または、就活アプリの「就職活動イベント情報」にてご確認ください。

ページの先頭へ

在学⽣の⽅へ

卒業⽣の⽅へ

企業・団体の⽅へ

教員採⽤に関するお問い合わ
せ

キャリア・サポートルームへ
のアクセス・連絡先

就職担当教員名簿

就職⽀援⾏事カレンダー

キャリア・サポートルームか
らのお知らせ
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