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４年⽣・修⼠２年⽣向け ⾯接対策講座 -実践編-＜事前予約制＞

開催⽇ 2021年4⽉16⽇

⾏事名 ４年⽣・修⼠２年⽣向け ⾯接対策講座 -実践編-＜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

これから本選考で⾯接を控えている学部4年⽣と修⼠２年⽣を対象に、「doda新卒エージ
ェント」を運⽤されている株式会社ベネッセi-キャリアにご協⼒いただき、⾯接対策講座
を開催します。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。
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）にお申し出
ください。プロのキャリアコンサルタントからフィードバックが受けられます。事前予約
制で定員９０名となります。
【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
【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、予約後に⾃動送信される確認メールで受講⽅法をお知らせします。
【予約⽅法】
先着順 定員90名
以下の予約サイトにアクセスし、講座名と開催⽇時を選択の上、必要事項をご⼊⼒くださ
い。
▼予約サイト▼
https://outlook.office365.com/owa/calendar/WEB2020@ynu.ac.jp/bookings/

ページの先頭へ

在学⽣の⽅へ
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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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就職ガイダンス春学期（１回⽬）

開催⽇ 2021年4⽉22⽇

⾏事名 就職ガイダンス春学期（１回⽬）

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

就職活動に向けて、知っておくべき基本的な情報や、志望先選びで重要な業界・企業研究
について理解を深めるためのガイダンスです。
前半は、就職活動のスケジュールや企業が⾏っている採⽤選考について解説し、後半は、
志望先を決めていくうえで重要な業界・企業研究について、企業協⼒のもとでビジネス社
会理解ワークに取り組みながら理解を深めます。
4/22と4/27に２回開催しますので、どちらかの⽇程にご参加ください。
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。
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
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せ
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のアクセス・連絡先
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就職ガイダンス春学期（２回⽬）

開催⽇ 2021年4⽉27⽇

⾏事名 就職ガイダンス春学期（２回⽬）

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

就職活動に向けて、知っておくべき基本的な情報や、志望先選びで重要な業界・企業研究
について理解を深めるためのガイダンスです。
前半は、就職活動のスケジュールや企業が⾏っている採⽤選考について解説し、後半は、
志望先を決めていくうえで重要な業界・企業研究について、企業協⼒のもとでビジネス社
会理解ワークに取り組みながら理解を深めます。
4/22と4/27に２回開催しますので、どちらかの⽇程にご参加ください。
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。
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
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⾃⼰分析講座

開催⽇ 2021年4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

開催内容

就職活動における⾃⼰分析の重要性や⽅法について、ワークを交えながらリクナビの講師
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。
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︕
同講座は春学期中に4/28と5/10の２回開催します。基本的な内容は同じなのでどちらか
のみ参加でもＯＫ。紹介する⽅法やワークの内容は異なります。
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
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せ

キャリア・サポートルームへ
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インターンシップ総合ガイダンス

開催⽇ 2021年5⽉ 7⽇

⾏事名 インターンシップ総合ガイダンス

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

インターン先の探し⽅、参加の際の注意点について、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。
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︕
同ガイダンスは5/7と5/12の２回開催します。講師は⼊れ替わりますが、基本的な内容は
同じなのでどちらかのみ出席でＯＫ。
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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⾃⼰分析講座

開催⽇ 2021年5⽉10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

就職活動における⾃⼰分析の重要性や⽅法について、ワークを交えながらマイナビの講師
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︕
同講座は春学期中に4/28と5/10の２回開催します。基本的な内容は同じなのでどちらか
のみ参加でもＯＫ。紹介する⽅法やワークの内容は異なります。
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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インターンシップ総合ガイダンス

開催⽇ 2021年5⽉12⽇

⾏事名 インターンシップ総合ガイダンス

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

インターン先の探し⽅、参加の際の注意点について、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︕
同ガイダンスは5/7と5/12の２回開催します。講師は⼊れ替わりますが、基本的な内容は
同じなのでどちらかのみ出席でＯＫ。
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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４年⽣・修⼠２年⽣向け 優良企業の探し⽅講座＜事前予約制＞

開催⽇ 2021年5⽉13⽇

⾏事名 ４年⽣・修⼠２年⽣向け 優良企業の探し⽅講座＜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

就活での応募先を広げたいと考えている学部4年⽣と修⼠２年⽣を対象に、「doda新卒エ
ージェント」を運⽤されている株式会社ベネッセi-キャリアにご協⼒いただき、企業の探
し⽅講座を開催します。
今までの就活を振り返りながら、今後の企業の探し⽅や視野の広げ⽅を解説し、ワークに
も取り組むので⾃分の就活状況や⽅向性を整理してみましょう。
事前予約制で定員90名となります。
【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
参加無料 / 私服OK
【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、予約後に⾃動送信される確認メールで受講⽅法をお知らせします。
【予約⽅法】
先着順 定員90名
以下の予約サイトにアクセスし、講座名と開催⽇時を選択の上、必要事項をご⼊⼒くださ
い。
▼予約サイト▼
https://outlook.office365.com/owa/calendar/WEB2020@ynu.ac.jp/bookings/
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業界・企業研究講座

開催⽇ 2021年5⽉18⽇

⾏事名 業界・企業研究講座

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

就職活動での志望先選びで⽋かせない業界・企業研究の⽅法について、ワークを交えなが
らキャリタス就活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︕
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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エントリーシート講座

開催⽇ 2021年5⽉20⽇

⾏事名 エントリーシート講座

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

採⽤の本選考ではもちろんのこと、インターンシップの選考でも提出を求められることが
多いエントリーシートの書き⽅、気を付けるポイントについて、ワークを交えながらリク
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。
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︕
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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仕事研究セミナー「⼈事の本⾳〜総合職・⽂系の仕事〜」

開催⽇ 2021年5⽉24⽇

⾏事名 仕事研究セミナー「⼈事の本⾳〜総合職・⽂系の仕事〜」

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

毎年⼤好評の『仕事研究セミナー』は、企業・団体で活躍するビジネスパーソンの本⾳に
迫るパネルディスカッション形式のセミナーです。
2021年度春学期は、特別編として、テーマ「⼈事の本⾳」をシリーズ開催。
この回では⽂系総合職について、「そもそも企業・団体にはどのような仕事（職種）があ
るのか」「キャリアパスの仕組み」「求められる⼈材像」など、率直な疑問を、本学OBで
もあるプロのファシリテーターがインタビューします。
「興味がある業界・企業だから参加しよう」はもちろん、「興味がある業界・企業・仕事
を⾒つけるために」積極的にご参加ください。
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
の特徴への理解を深められます。
申込み不要、途中参加・途中退室もＯＫ。
なお、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5分間⾃社紹介
・パネルディスカッション
・質疑
■登壇企業
講談社、⽇本ＩＢＭ、富⼠フイルム
 
参加⽅法の詳細は、チラシでご確認ください。
・仕事研究セミナーチラシ[PDF]
授業⽀援システムのお知らせ機能によるYNUメールへの通知や、就活アプリの「就職活動
イベント情報」でもご確認いただけます。
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［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（アイフォー）共催

［本セミナーに関するお問合せ］ 横浜国立大学 学生支援課就職支援係（キャリア・サポートルーム） または 株式会社i4（atsushi@i4-u.co.jp 伊藤宛）まで

［キャリア・サポートルームからの注意事項］ 
本セミナーは企業・団体各社の協力のもと開催しています。学業に差支えがないよう時間調整のうえ、マナーを守ってご参加
ください。また、皆さんの個人情報は一切、企業・団体各社へ提供されませんが、セミナー中「サインイン時の氏名」が閲覧で
きる状態になっています。本名を見られたくない方は、「ダミー名」でサインインしてください。

学部3年、修士1年をはじめ全学年全学部対象／申込不要
各社5分間自社紹介＋パネルディスカッション＋質疑

Zoom使用（皆さんのカメラ・マイクは使用しません）　共通パスコード：409492
１６：３０～１８：００ （終了後30分は延長質疑あり）

〈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。2002年、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。横浜国立大学をはじめ全11大学
で全学年対象のパネルディスカッション型セミナーを企画・運営。

2021年度春学期開催
～入社後イキイキ活躍するための『仕事研究セミナー』特別編～

人事の本音
毎年大好評『仕事研究セミナー』は、企業・団体で活躍するビジネスパーソンの本音に迫るパネルディスカッション形式のセミ
ナーです。2021年度春学期は、特別編として、テーマ「人事の本音」をシリーズ開催。「そもそも企業・団体にはどのような仕事
（職種）があるのか」「キャリアパスの仕組み」「求められる人材像」「インターンシップと本選考の関係」など、率直な疑問を、本
学OBでもあるプロのファシリテーターがインタビューします。「興味がある業界・企業だから参加しよう」はもちろん、「興味が
ある業界・企業・仕事を見つけるために」積極的にご参加ください。興味の幅を広げ、自分の価値観を見つめ直す、その繰り返し
が後々大きな差となります。なお、本セミナーは全学年対象のキャリアセミナーです。学部1、2年生の方の参加も大歓迎です。

昨年参加者の無記名式アンケート

96.7%

満足度

5．24（月） 
２０21．

「総合職・文系の仕事、キャリア、求められる能力と素養」

創業以来110余年、「おもしろくて、ためになる」を共
通理念に多種多様な「ものがたり」をつくりだし、紙に
とどまらずWeb、映像、イベントなど、さまざまなコン
テンツの形で世に送り出している総合出版社です。

講談社
【出版、エンターテインメント】

企業や社会を取り巻く「課題」の解決に向けて、IBMは
取り組んでいます。必要とされる専門性を身につけ、ご
自身の特性を活かし、IBMとともに「課題」に挑みませ
んか？

日本IBM
【IT、コンサルティング】

事業活動を通じて社会課題を解決するため、グローバルに
ビジネスを展開しています。「どんなときでも変化を恐れな
い」これこそが富士フイルムの強みです。
ぜひ次の富士フイルムを共に築いていきましょう。

富士フイルム
【メーカー（化学）】

https://us02web.zoom.us/j/85705648338?pwd=bUhFeEpiczhQTTA2OFBOdnpxZVlvZz09

5．26（水） 「総合職・理工系の仕事、キャリア、求められる能力と素養」

旭化成は世界に類を見ない幅広い事業領域と、各領域でトッ
プレベルの技術を誇る総合科学メーカーです。これからも社
員が想いを貫き、connectすることで「昨日まで世界にな
かったもの」を創造し続けます。

旭化成
【製造業（マテリアル・住宅・ヘルスケア）】

富士通は、IT企業の枠を超えて、デジタル・トランス
フォーメーション（DX）企業として、社会にあふれる
様々な課題を信頼のテクノロジーで解決し、豊かな未来
を実現します。

富士通
【情報通信業】

世界最大級の自動車システムサプライヤーのボッシュ。日本
に長く根差したグローバルなドイツ企業で、世界中でビジネ
スを展開しており、ダイバーシティあふれる従業員が働いて
います。詳細はHPをご覧ください。

ボッシュ
【自動車部品・システム　サプライヤー】

https://us02web.zoom.us/j/85334144099?pwd=QTQwQW5Gd1dpMERoZ1k2blFQUlRndz09

5．31（月） 「インターンシップ編」

ＪＲ東日本は、多様な人材が挑戦し、成長できる機会に
あふれています。「輸送サービス」「生活サービス」
「IT・Suicaサービス」の３つの事業で日常の当たり前
を創り出しています。

東日本旅客鉄道（JR東日本）
【鉄道】

タレントマネージメントのみならず、映像（ＣＭ、ドラ
マ、バラエティ、ドキュメンタリー、映画など）・舞
台・音楽等の制作も手がけています。あらゆるエンター
テインメントが私たちのビジネスフィールドです！

ホリプロ
【マスコミ・エンターテインメント】

～NOLA&DOLA～赤ちゃんからお年寄りまで、生活者が負
担から解放されるよう、心と体をサポートする商品を提供す
るアジアNo.1メーカー。社会課題を解決し、世界中の自分ら
しい夢の実現に寄与しています。

ユニ・チャーム
【消費財メーカー】

https://us02web.zoom.us/j/85984087100?pwd=SDZlYUVCTEVJbytJSWxkRUJrdDMydz09

各回のURLをクリックすると参加（視聴）可能です
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【説明会】インターンシップ業界研究WEBセミナー＜事前予約制＞

開催⽇ 2021年5⽉25⽇

⾏事名 【説明会】インターンシップ業界研究WEB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 15:40〜20:30（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、業界のことや⾃社の特徴、インターンシッ
プ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︕
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。
なお、後⽇、オンデマンド配信も予定しています。視聴を希望される⽅はまずはエントリ
ーしてください。
 
■セミナーの内容
15:45-16:25 横浜国⼤⽣のためのインターンシップ選考対策講座
16:30-20:30 インターンシップ業界研究WEBセミナー（各社25分×2回）
 
＊事前予約制
＊Zoomを⽤いたLIVEでのオンライン開催。
 
＜参加企業＞
富⼠通
Honda（本⽥技研⼯業）
クラレ
読売新聞社
⼤同特殊鋼
伊藤忠エネクス
経済産業省
ココネ
他
 
＜詳細・予約＞
以下のページからご確認ください。
https://www.s-walker.net/2023/contents/is/yk175/?chi1110
 
チラシ[PDF]
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キャリア・サポートルームへ
のアクセス・連絡先
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らのお知らせ

横浜国⽴⼤学
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〒104-0061 東京都中央区銀座5-9-5田創館
03-5537-3310 /tokyo@j-broad.co.jpこのWEBセミナーに

関するお問い合わせ先

15:40～20:30（予定）

火5/25

横浜国大生限定 

★セミナー参加予定企業 ※WEBセミナー出展企業は随時更新します

富士通／Honda（本田技研工業）／クラレ
読売新聞社／大同特殊鋼／伊藤忠エネクス
経済産業省／ココネ

視聴後、
アンケート
回答者全員に

Amazon ギフト券 

特典

500円分
プレゼント！

WEBセミナー詳細　参加申し込みはコチラから

https://www.s-walker.net/2023/contents/is/yk175

※後日オンデマンド配信予定
　視聴を希望される方は
　まずはエントリーしてください

主催：横浜国立大学キャリア・サポートルーム　／　プログラム提供：㈱ジェイ・ブロード

twitter でも
情報発信中 !
フォローは
こちらから

▼

https://www.s-walker.net/2023/contents/is/yk175/?chi4110
https://www.s-walker.net/2023/contents/is/yk175/?chi4110
https://twitter.com/ynu_j_broad


横浜国大生限定 

『横浜国大生に出会いたい！』と熱望する企業がWEBセミナーに集結！
人気企業との接点がいち早くできる！

富士通／Honda（本田技研工業）／クラレ
読売新聞社／大同特殊鋼／伊藤忠エネクス
経済産業省／ココネ

★セミナー参加予定企業 ※WEBセミナー出展企業は随時更新します

★横浜国大生のためのインターンシップ選考対策講座 

エントリ－制
特別講師：前田 健郎（株式会社ジェイ・ブロード代表取締役社長）

人気企業のインターンシップ選考を突破する
エントリーシート・面接対策とは？

15:40～16:30  [視聴時間50分（事前・事後説明含む）]

※後日オンデマンド配信予定
　視聴を希望される方は
　まずはエントリーしてください

15:40～20:30（予定）

火5/25

〒104-0061 東京都中央区銀座5-9-5田創館
03-5537-3310 /tokyo@j-broad.co.jpこのWEBセミナーに

関するお問い合わせ先

WEBセミナー詳細　参加申し込みはコチラから

https://www.s-walker.net/2023/contents/is/yk175

主催：横浜国立大学キャリア・サポートルーム　／　プログラム提供：㈱ジェイ・ブロード

twitter でも
情報発信中 !
フォローは
こちらから
▼

https://www.s-walker.net/2023/contents/is/yk175/?chi4110
https://www.s-walker.net/2023/contents/is/yk175/?chi4110
https://twitter.com/ynu_j_broad
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仕事研究セミナー「⼈事の本⾳〜総合職・理⼯系の仕事〜」

開催⽇ 2021年5⽉26⽇

⾏事名 仕事研究セミナー「⼈事の本⾳〜総合職・理⼯系の仕事〜」

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

毎年⼤好評の『仕事研究セミナー』は、企業・団体で活躍するビジネスパーソンの本⾳に
迫るパネルディスカッション形式のセミナーです。
2021年度春学期は、特別編として、テーマ「⼈事の本⾳」をシリーズ開催。
この回では理⼯系総合職について、「そもそも企業・団体にはどのような仕事（職種）が
あるのか」「キャリアパスの仕組み」「求められる⼈材像」など、率直な疑問を、本学OB
でもあるプロのファシリテーターがインタビューします。
「興味がある業界・企業だから参加しよう」はもちろん、「興味がある業界・企業・仕事
を⾒つけるために」積極的にご参加ください。
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
の特徴への理解を深められます。
申込み不要、途中参加・途中退室もＯＫ。
なお、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5分間⾃社紹介
・パネルディスカッション
・質疑
 
■登壇企業
旭化成、富⼠通、ボッシュ
 
参加⽅法の詳細は、チラシでご確認ください。
・仕事研究セミナーチラシ[PDF]
授業⽀援システムのお知らせ機能によるYNUメールへの通知や、就活アプリの「就職活動
イベント情報」でもご確認いただけます。

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
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【説明会】インターン＆業界研究セミナー＜事前予約制＞

開催⽇ 2021年5⽉27⽇

⾏事名 【説明会】インターン＆業界研究セミナー＜事前予約制＞

場所 オンライン（Zoomでのライブ配信）

時間 16:00〜20:00

開催内容

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。
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
ローム
東京ガス
東洋計器
ＪＲ東海
アクセンチュア
⼩⽷製作所
ミヨシ油脂
プログデンス
他
 
＜詳細・予約＞
以下のページからご確認ください。
https://www.withnavi.org/job/ynu/

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
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【説明会】インターン＆業界研究セミナー＜事前予約制＞

開催⽇ 2021年5⽉28⽇

⾏事名 【説明会】インターン＆業界研究セミナー＜事前予約制＞

場所 オンライン（Zoomでのライブ配信）

時間 16:00〜20:00

開催内容

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。
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
バンダイナムコエンターテインメント
⽇本ハム
横浜銀⾏
シナノケンシ
三⾕商事
三井住友信託銀⾏
⽇本電産
清⽔建設
他
 
＜詳細・予約＞
以下のページからご確認ください。
https://www.withnavi.org/job/ynu/
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仕事研究セミナー「⼈事の本⾳〜インターンシップ編〜」

開催⽇ 2021年5⽉31⽇

⾏事名 仕事研究セミナー「⼈事の本⾳〜インターンシップ編〜」

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

毎年⼤好評の『仕事研究セミナー』は、企業・団体で活躍するビジネスパーソンの本⾳に
迫るパネルディスカッション形式のセミナーです。
2021年度春学期は、特別編として、テーマ「⼈事の本⾳」をシリーズ開催。
この回では、就活で重要となっているインターンシップについて、本選考との関係など、
率直な疑問を、本学OBでもあるプロのファシリテーターがインタビューします。
「興味がある業界・企業だから参加しよう」はもちろん、「興味がある業界・企業・仕事
を⾒つけるために」積極的にご参加ください。
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
の特徴への理解を深められます。
申込み不要、途中参加・途中退室もＯＫ。
なお、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5分間⾃社紹介
・パネルディスカッション
・質疑
■登壇企業
ＪＲ東⽇本、ホリプロ、ユニ・チャーム
 
参加⽅法の詳細は、チラシでご確認ください。
・仕事研究セミナーチラシ[PDF]
授業⽀援システムのお知らせ機能によるYNUメールへの通知や、就活アプリの「就職活動
イベント情報」でもご確認いただけます。
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４年⽣・修⼠２年⽣向け 優良企業の探し⽅講座＜事前予約制＞

開催⽇ 2021年6⽉14⽇

⾏事名 ４年⽣・修⼠２年⽣向け 優良企業の探し⽅講座＜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

就活での応募先を広げたいと考えている学部4年⽣と修⼠２年⽣を対象に、「doda新卒エ
ージェント」を運⽤されている株式会社ベネッセi-キャリアにご協⼒いただき、企業の探
し⽅講座を開催します。
今までの就活を振り返りながら、今後の企業の探し⽅や視野の広げ⽅を解説し、ワークに
も取り組むので⾃分の就活状況や⽅向性を整理してみましょう。
事前予約制で定員90名となります。
5⽉13⽇に開催した講座と同じ内容となりますが、繰り返しご参加いただいても構いませ
ん。
【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
参加無料 / 私服OK
【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、予約後に⾃動送信される確認メールで受講⽅法をお知らせします。
【予約⽅法】
先着順 定員90名
以下の予約サイトにアクセスし、講座名と開催⽇時を選択の上、必要事項をご⼊⼒くださ
い。
▼予約サイト▼
https://outlook.office365.com/owa/calendar/WEB2020@ynu.ac.jp/bookings/
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筆記試験（ＳＰＩ）講座

開催⽇ 2021年6⽉15⽇

⾏事名 筆記試験（ＳＰＩ）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は、事前準備が結果に繋がりや
すい選考です。
この講座では、代表的な筆記試験であるSPIについて、仕組みや企業が⾒ているポイント
への理解を深め、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、気になることを聞いてみましょう。
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2023への
登録が必要となります。
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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オンライン選考講座

開催⽇ 2021年6⽉16⽇

⾏事名 オンライン選考講座

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

昨年から急激に増加したオンラインでの選考について、概要や対策準備についてリクナビ
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。
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。
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 2021年6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。
企業のインターンシップや採⽤選考に向け、グループディスカッションの体験機会にもな
ります。
同様の講座を年度内に複数回開催しますが繰り返し参加が可能です。
■注意事項
※2023年卒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50名で事前予約制となります。
【予約受付期間】
2021年6⽉1⽇（⽕）〜2021年6⽉18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。
なお、受付期間であっても、定員30名に達した時点で予約を締め切ります。
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【説明会】グローバルキャリア研究フェア6/19＜事前予約制＞

開催⽇ 2021年6⽉19⽇

⾏事名 【説明会】グローバルキャリア研究フェア6/19＜事前予約制＞

場所 オンライン（Zoomでのライブ配信）

時間 10:00〜12:40、14:00〜16:40

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「アクセス就活」
への事前登録が必要となります。
■出展企業
午前の部 10:00-12:40
 ◇ いすゞ⾃動⾞株式会社 ／ メーカー【⾃動⾞･輸送機器】
 ◇ JFEエンジニアリング株式会社 ／ 建設
 ◇ ⽇本タタ･コンサルタンシー･サービシズ株式会社 ／ ソフトウェア【ソフトウェア･
情報処理】
 ◇ 三⾕産業株式会社 ／ 総合商社
 ◇ 三菱電機株式会社 ／ メーカー【電気･電⼦】
午後の部 14:00-16:40
 ◇ アクセンチュア株式会社 ／ サービス【コンサルティング･シンクタンク】
 ◇ アデコ株式会社 ／ ⼈材
 ◇ SCSK株式会社 ／ ソフトウェア【ソフトウェア･情報処理】
 ◇ 武⽥薬品⼯業株式会社 ／ メーカー【薬品･化粧品】
 ◇ BEMAC株式会社 ／ メーカー【電気･電⼦】
 他
■参加⽅法
https://job.ac-lab.jp/fair/y-global2021-summer/
 ※事前予約制。
 ※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
E-mail:ynu-global@access-t.co.jp
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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 2021年7⽉ 6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。
企業のインターンシップや採⽤選考に向け、グループディスカッションの体験機会にもな
ります。
同様の講座を年度内に複数回開催しますが繰り返し参加が可能です。
■注意事項
※2023年卒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50名で事前予約制となります。
【予約受付期間】
2021年6⽉22⽇（⽕）〜2021年7⽉5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。
なお、受付期間であっても、定員30名に達した時点で予約を締め切ります。
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４年⽣・修⼠２年⽣向け 優良企業の探し⽅講座＜事前予約制＞

開催⽇ 2021年7⽉ 7⽇

⾏事名 ４年⽣・修⼠２年⽣向け 優良企業の探し⽅講座＜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

就活での応募先を広げたいと考えている学部4年⽣と修⼠２年⽣を対象に、「doda新卒エ
ージェント」を運⽤されている株式会社ベネッセi-キャリアにご協⼒いただき、企業の探
し⽅講座を開催します。
今までの就活を振り返りながら、今後の企業の探し⽅や視野の広げ⽅を解説し、ワークに
も取り組むので⾃分の就活状況や⽅向性を整理してみましょう。
事前予約制で定員90名となります。
5⽉と6⽉に開催した講座と同じ内容となりますが、繰り返しご参加いただいても構いませ
ん。
 
【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
 
参加無料 / 私服OK
 
【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、予約後に⾃動送信される確認メールで受講⽅法をお知らせします。
 
【予約⽅法】
先着順 定員90名
以下の予約サイトにアクセスし、講座名と開催⽇時を選択の上、必要事項をご⼊⼒くださ
い。
▼予約サイト▼
https://outlook.office365.com/owa/calendar/WEB2020@ynu.ac.jp/bookings/
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４年⽣・修⼠２年⽣向け 横浜国⽴⼤学 合同企業説明会(7/14)

開催⽇ 2021年7⽉14⽇

⾏事名 ４年⽣・修⼠２年⽣向け 横浜国⽴⼤学 合同企業説明会(7/14)

場所 横浜国⽴⼤学 教育⽂化ホール

時間 14:30〜18:00（受付14:00-）

開催内容

2022年卒の⽅向けに対⾯での合同企業説明会を学内で開催します︕
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。
 
■タイムスケジュール
14:00 受付スタート
14:30〜14:35 ⼤学就職⽀援担当の挨拶
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
＊途中⼊退場可
＊服装⾃由
 
■参加予定企業
アルプス技研
ケーオーデンタル
⼭九
⼤和ライフネクスト
⽇曹エンジニアリング
⽇本電営
⽇本ビジネスシステムズ(JBS)
PHCメディコム
三⾕産業、他
＊今後変更の可能性もあります。
 
【予約⽅法】
先着順 定員50名
予約サイトにアクセスし、イベント名と開催⽇時を選択の上、必要事項をご⼊⼒くださ
い。
▼予約サイト▼
https://outlook.office365.com/owa/calendar/WEB2020@ynu.ac.jp/bookings/
▼イベント情報（就活ウォーカー）▼
https://www.s-walker.net/2022/contents/live/yk154/
▼イベントチラシ▼
https://www.gakuseisupport.ynu.ac.jp/career/asset/docs/20210701.pdf
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夏休み直前特別ガイダンス「⼤⼿企業・インターンシップの動向」

開催⽇ 2021年7⽉19⽇

⾏事名 夏休み直前特別ガイダンス「⼤⼿企業・インターンシップの動向」

場所 オンライン（マイナビWebセミナーでのライブ配信）

時間 16:30〜18:00

開催内容

夏休みはインターンシップに参加したり、⾃⼰分析に取り組むなど就活準備を進めるチャ
ンスですが、どのように過ごすかを考える上で役⽴てて頂くために、特別ガイダンスを企
画しました。
マイナビで⼤⼿企業を担当されている横国OBに⾃⾝の就活体験を振り返りながら、
B3/M1の今の時期に準備すべきことをお話しいただきます。
横国⽣ならではの就活で注意すべきポイントを知り、これからの夏休みを有意義に過ごす
ためのきっかけにしましょう。
 
〜講座内容〜
・横浜国⽴⼤学OBの就活体験談
・横国⽣のインターンシップエントリーランキングから⾒る⼈気企業の動向
・⼈事担当者が⾒ている視点
・夏休みに向けてすべきこと
 （インターンシップ、就活準備のポイント）
・質疑応答
 
【受講⽅法】
マイナビのWebセミナーツールを使⽤します。
皆さんの声・お顔は⾒えないライブ配信です。
 
【事前予約】
事前予約は不要です。
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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マスコミ業界向け 就活相談会＜事前予約制＞

開催⽇ 2021年7⽉30⽇

⾏事名 マスコミ業界向け 就活相談会＜事前予約制＞

場所 オンライン（Zoomでのライブ配信）

時間 18:00〜20:00（終了予定）

開催内容

マスコミ業界への就職を志望する就活⽣やジャーナリズムに関⼼がある学⽣を対象に、テ
レビ局や通信社のニュース最前線で活躍する本学ＯＢ・ＯＧが実際の仕事内容、やりが
い、⾃らの就活体験などを語ってくれます。学⽣の質問や疑問にざっくばらんに答え、ア
ドバイスをもらえます。 
 
＜講師（予定）＞
佐藤江⾥⼦ ⽒ 朝⽇放送テレビ 記者（教育⼈間科学部2017年卒）
⼭本舜也 ⽒  時事通信社 記者（教育⼈間科学部2018年卒）
コーディネーター＝都市科学部・教育⼈間科学部准教授、⾼橋弘司
 
参考︓講師の佐藤⽒が最近、制作にかかわった特集
１．コロナ患者特集
https://youtu.be/QSpiltJkA-A
２．パンダ特集 
https://youtu.be/V2sc368CPsc
 
＜開催⽅法＞
オンライン（Zoomでのライブ配信）
＊新型コロナウイルスの感染拡⼤状況を鑑み、対⾯を中⽌しました。（7/29）
 
＜参加⽅法＞
事前予約制。
以下の予約サイトにアクセスし、イベント名と開催⽇時を選択の上、必要事項をご⼊⼒く
ださい。
▼予約サイト▼
https://outlook.office365.com/owa/calendar/WEB2020@ynu.ac.jp/bookings/
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４年⽣・修⼠２年⽣向け 優良企業の探し⽅講座＜事前予約制＞

開催⽇ 2021年8⽉11⽇

⾏事名 ４年⽣・修⼠２年⽣向け 優良企業の探し⽅講座＜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

就活での応募先を広げたいと考えている学部4年⽣と修⼠２年⽣を対象に、「doda新卒エ
ージェント」を運⽤されている株式会社ベネッセi-キャリアにご協⼒いただき、企業の探
し⽅講座を開催します。
今までの就活を振り返りながら、今後の企業の探し⽅や視野の広げ⽅を解説し、ワークに
も取り組むので⾃分の就活状況や⽅向性を整理してみましょう。
事前予約制で定員90名となります。
5〜7⽉に開催した講座と同じ内容となりますが、繰り返しご参加いただいても構いませ
ん。
今回は、「doda新卒エージェント」に登録されている優良求⼈の例をいくつかご紹介いた
だきます。
 
【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
・優良求⼈の例の紹介
・参加者全員からの質疑応答
 
参加無料 / 私服OK
 
【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、予約後に⾃動送信される確認メールで受講⽅法をお知らせします。
【予約⽅法】
先着順 定員90名
以下の予約サイトにアクセスし、講座名と開催⽇時を選択の上、必要事項をご⼊⼒くださ
い。
▼予約サイト▼
https://outlook.office365.com/owa/calendar/WEB2020@ynu.ac.jp/bookings/
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４年⽣・修⼠２年⽣向け 優良企業の探し⽅講座＜事前予約制＞

開催⽇ 2021年9⽉13⽇

⾏事名 ４年⽣・修⼠２年⽣向け 優良企業の探し⽅講座＜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

進路を⺠間就職に切り替えた⽅や、就活での応募先を広げたいと考えている⽅など、就職
活動中の学部4年⽣と修⼠２年⽣を対象に、「doda新卒エージェント」を運⽤されている
株式会社ベネッセi-キャリアにご協⼒いただき、企業の探し⽅講座を開催します。
今までの就活を振り返りながら、今後の企業の探し⽅や視野の広げ⽅を解説し、ワークに
も取り組むので⾃分の就活状況や⽅向性を整理してみましょう。
事前予約制です。
5〜8⽉に開催した講座と同じ内容となりますが、繰り返しご参加いただいても構いませ
ん。
今回は、「doda新卒エージェント」に登録されている優良求⼈の例をいくつかご紹介いた
だきます。但し、「doda新卒エージェント」からご紹介いただく求⼈は、留学⽣、26歳
以上の⽅は対象外となりますのでその点、ご了承ください。
 
【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
・優良求⼈の例の紹介
・参加者全員からの質疑応答
 
参加無料 / 私服OK
 
【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、予約後に⾃動送信される確認メールで受講⽅法をお知らせします。
 
【予約⽅法】
先着順 定員90名
以下の予約サイトにアクセスし、講座名と開催⽇時を選択の上、必要事項をご⼊⼒くださ
い。
▼予約サイト▼
https://outlook.office365.com/owa/calendar/WEB2020@ynu.ac.jp/bookings/

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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