１月・２月主な就職支援行事予定表
日

１月

時

11日（金）

13：00～14：30

筆記試験対策

15日（火）

16：20～17：50

公務員試験支援

10：30～12：00

ステップアップ講座

13：00～14：30

ステップアップ講座

5日（火）

13：00～14：30

就職ガイダンス

6日（水）

①10：00～11：40，②11：55～13：35
③14：25～16：05，④16：20～18：00

31日（木）

13：00～14：30
7日（木）
15：00～16：30

２月

行 事 名
ＷＥＢテスト対策講座

国家一般職・地方上級職試験教養科目 合格完成講座ガイダンス
「面接対策講座（基礎編）」
「面接対策講座（応用編）」

第1・2講義室

学部3年，獣医5年，院

（3号館＜博物館＞4階）

※裏面参照

52講義室

講師：ＴＡＣ㈱

（本館5階）

第1・2講義室
（3号館＜博物館＞4階）

学部3年，獣医5年，院

学部3年，獣医5年，院

講師：ベネッセi-キャリア・渡邉 剛氏

第1・2講義室
講師：日経メディアプロモーション㈱

ステップアップ講座

「個人面接レッスン」

主な対象学年

※裏面参照

講師：ベネッセi-キャリア・渡邉 剛氏

第4回「解禁直前！必須時事・経済用語セミナー」

（3号館＜博物館＞4階）

就職支援センター
講師：ベネッセi-キャリア・渡邉 剛氏

※事前申込制 裏面参照

（12号館ガレリア階）

※事前申込制 裏面参照

（3号館＜博物館＞4階）

学部3年，獣医5年，院
学部3年，獣医5年，院

就職ガイダンス

第5回「マイナビ編集長が語る就活の総仕上げ」

講師：㈱マイナビ

筆記試験対策

第1・2講義室

学部3年，獣医5年，院

第2回ＳＰＩ模擬試験＜2日実施（同一問題）＞ ※2/14日（木）実施と同一問題

9日（土）

①13：00～15：20
②15：30～17：00

ＯＢ・ＯＧ（民間）＆学生 情報交換会

12日（火）

①12：30～14：30
②15：00～17：00

ステップアップ講座

14日（木）

14：00～15：30

111・112・113講義室
学生ホール

本学部出身ＯＢ・ＯＧが参加

①情報交換会（111・112・113講義室） ②懇親会（学生ホール）

（1号館1階）

※事前申込制 裏面参照

「企業人事模擬面接指導」

講師：企業人事採用担当者

筆記試験対策

※事前申込制 裏面参照

第2回ＳＰＩ模擬試験＜2日実施（同一問題）＞ ※2/7日（木）実施と同一問題

10：30～12：00

業界・企業研究

13：30～15：00

ステップアップ講座

20日（水）

①10：00～11：40
②13：00～14：40
③15：20～17：00

ステップアップ講座

21日（木）
22日（金）

①10：30～12：00
②13：00～14：30
③14：40～16：10

筆記試験対策

25日（月）

10：30～12：00

ステップアップ講座

26日（火），27日（水）
28日（木），3/1日（金）
2日（土），4日（月）

12：00～16：30

業界・企業研究

19日（火）

講師：㈱サポートシステム

場 所

企業とのコミュニケーション実践講座
「グループディスカッション（GD）対策講座」
「グループディスカッション（GD）体験」

第1・2講義室
（3号館＜博物館＞4階）

講師：㈱ＲＭロンドンパートナーズ代表・増沢 隆太氏

第1・2講義室
（3号館＜博物館＞4階）

学部3年，獣医5年，院
学部3年，獣医5年，院

学部3年，獣医5年，院

講師：㈱マイナビ

NUホール
講師：㈱マイナビ

第2回ＳＰＩ対策講座＜2日間開催（全６テーマ）＞

※事前申込制 裏面参照

（本館ＮＵ階）

第1・2講義室
（3号館＜博物館＞4階）

講師：㈱サポートシステム

「エントリーシート（ES）・履歴書添削フォロー講座」 講師：㈱サポートシステム・笹森 貴之氏

2020学内合同企業セミナー【第2回】
※諸般の事情により，日程・場所等が変更になる場合があります。

111・112・113講義室
（1号館1階）

全学年
（主に学部３年・獣医５年・院）

第1・2講義室
（3号館＜博物館＞4階）

NUホール
参加企業（団体）予定：282社<1日47社>

凡例

公務員

語 学

（本館ＮＵ階）

学部3年，獣医5年，院
学部3年，獣医5年，院
学部3年，獣医5年，院
学部3年，獣医5年，院

キャリア支援

就職指導課

就活対策ラストスパート！各種講座の申込迫る！
研究や定期テストで
忙しい時期とは思います...
就活準備も両立して行っていこう！

新年あけましておめでとうございます。
2019年も、来る3月の就活情報解禁に向けて、しっかり準備をしましょう。
また今後、申込制の実践・対策講座など様々な行事を開催いたします！積極的に申込をしてください！

学部3年・獣医5年・院生対象

筆記試験対策
就職指導課
で申込
★申込期間★
1月11日(金)～
2月25日(月)

第２回

通常1,520円の

ＷＥＢ型模試

受検料が無料！

①ＳＰＩテストセンター型模試 ②玉手箱型模試
2月28日(木)まで
に本テストまたは
練習版テストを
利用する

利用案内と受検ID
用紙をもらう
↓
すぐにログイン・
利用可能

学部3年・獣医5年・院生対象

自宅PCや学内PC, ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ
などで受検できます
申込んだらスマホ
でその場で登録
しちゃおう！

※両日とも同一内容・同一会場

ＳＰＩ模擬試験 受検料無料！ 第1講義室（3号館・〈博物館〉4階）
2月 7日(木) 15：00～16：30
受験者特典まであるニャ！
2月14日(木) 14：00～15：30
やるしかニャーーーーー！！
受検者特典

申込方法:
1月11日(金)～2月4日(月) 18時までに
就職指導課で申込 ※学生証を持参

この講座で合格に1歩近づく！

ＷＥＢテスティング型
ＷＥＢテスト練習版
が利用できます

公務員試験対策 国家一般職・地方上級職試験教養科目 合格完成講座
合格完成講座ガイダンス

公務員試験直前の学習方法や合格完成講座の
概要 等について聞けます！

日時: 1月15日(火) 16:20～17:50
場所： 本館52講義室

ＱＲコード
詳細は
随時お知らせします。
要チェック！⇒⇒⇒

講座期間: 2/4～3/13
講座時間：10:30～16:10
90分間×3コマ

合格完成講座

受講料: 6,000円(教材費・受講料) ※申込み前に会計課で「証紙」を購入してください
申込方法: 1月16日(水)～1月25日(金) 18時までに就職指導課で申込

学部3年・獣医5年・院生対象

面接対策
面接終了後、
講師から良
かった点や改
善点等講評が
受けられるよ♪

人気採用コンサルタントによる

企業の人事担当者による

個人面接レッスン 企業人事模擬面接指導
2月6日(水) , 3月12日(火)
①10:00～11:40 ②11:55～13:35
③14:25～16:05 ④16:20～18:00

申込方法:
1月11日(金)～1月24日(木) 18時までに
就職指導課で申込 ※学生証を持参

どちらか選択

※定員 56名
(各日・各時間帯 定員7名)
定員になり次第締切！

2月12日(火) ※定員 100名
①12:30～14:30
②15:00～17:00

(各時間帯 50名募集)
定員になり次第締切！

申込方法:
1月11日(金)～1月24日(木) 18時までに
就職指導課で申込 ※学生証を持参

グループディスカッション
2月20日(水)（ＧＤ）体験
①10:00～11:40 ※定員 240名
②13:00～14:40 (各時間帯 80名募集)
③15:20～17:00 定員になり次第締切！
申込方法:
～2月19日(火) 18時まで
※詳細はポスターをご確認ください。

