
行　事　名 場　所 主な対象学年

13時00分～14時30分
就職ガイダンス

第5回「解禁直前！必須時事・経済用語セミナー」
第1講義室 学部3年，獣医5年，院

14時40分～16時10分
公務員支援

農林水産省業務説明会
第2講義室 全学年

①10時30分～12時00分
ステップアップ講座

第5回「面接対策講座　（①基礎編）」
②13時00分～14時30分 第6回「面接対策講座　（②応用編）」

8日（水） 13時00分～14時30分
就職ガイダンス

第6回「マイナビ編集長が語る就活の総仕上げ」
第1講義室 学部3年，獣医5年，院

9日（木）
10日（金）
13日（月）

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

ステップアップ講座

第7回「個人面接レッスン」
課外講座室2・3 学部3年，獣医5年，院

14日（火） ①12時30分～14時30分
②15時00分～17時00分

ステップアップ講座

第8回「企業人事模擬面接指導」
NUホール 学部3年，獣医5年，院

10時30分～12時00分
筆記試験対策

第2回ＳＰＩ模擬試験　　　　　　（21日と同一内容）
第1講義室 学部3年，獣医5年，院

13時30分～15時00分
就職ガイダンス　≪緊急企画≫　合同企業セミナー（3月）の有効活用術を解説

企業とのコミュニケーション実践講座
第1講義室 学部3年，獣医5年，院

10時30分～12時00分
筆記試験対策

第2回ＳＰＩ模擬試験　　　　　　（20日と同一内容）
第1講義室 学部3年，獣医5年，院

13時00分～14時30分
ステップアップ講座

第9回「グループディスカッション（GD）対策講座」
第1講義室 学部3年，獣医5年，院

22日（水）
①10時30分～12時10分
②13時10分～14時50分
③15時20分～17時00分

ステップアップ講座

第10回「グループディスカッション（GD）体験」
NUホール 学部3年，獣医5年，院

23日（木）
24日（金）

①10時30分～12時00分
②13時00分～14時30分
③14時40分～16時10分

筆記試験対策

第2回ＳＰＩ対策講座
第1講義室 学部3年，獣医5年，院

27日（月） 14時00分～16時30分
語学関連

第5回TOEICテスト
第1・2講義室 全学年

28日（火） 13時00分～14時30分
ステップアップ講座

第11回「エントリーシート（ES）・履歴書添削フォロー講座」
第1講義室 学部3年，獣医5年，院

1日（水），2日（木）
3日（金），4日（土）

12時00分～17時00分
業界・企業研究会                       「参加企業一覧は裏面参照」

平成２９年第1回合同企業研究会・就職セミナー（学部主催）
NUホール 学部3年，獣医5年，院

9日（木） 10時00分～17時10分
業界・企業研究会

日本大学合同企業研究会・就職セミナー（本部主催）
東京国際フォーラム 学部3年，獣医5年，院

就職指導課

３月

 ※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。

２月・３月主な就職行事予定表
日　　時

２月

6日（月）

7日（火） 第1講義室 学部3年，獣医5年，院

20日（月）

21日（火）

公務員 キャリア支援 語 学 



H２９．２．２３現在

1 愛和食品（株） 東邦ホールディングス（株）〈東邦薬品（株）〉 旭食品（株） （株）髙山 秋本食品（株） 東京多摩青果（株） アマノ（株） （株）シャノアール〈カフェ・ベローチェ〉

2 （株）アサンテ トーアエイヨー（株） ＡＬＳＯＫグループ 東洋冷蔵（株） 伊藤忠飼料（株） （株）東京めいらく アヲハタ（株） （株）昭和

3 あすか製薬（株） （株）トーエル イーピーエス（株） 日清丸紅飼料（株） 岩井機械工業（株） トオカツフーズ（株） アンデルセングループ スターツグループ

4 伊藤景パック産業（株） 中沢乳業（株）〈中沢グループ〉 イオンペット（株） 日本中央競馬会（ＪＲＡ） （株）大田花き （株）トーモク イオンリテール（株） 住友不動産販売（株）

5 井村屋グループ（株） 日新化工（株） 伊藤ハム（株） 日本産業（株）〈Hyorei〉 （株）小田急ランドフローラ トモヱ乳業（株） 池田糖化工業（株） （株）セントラルフーズ

6 （株）エコ・プラン 日本コーンスターチ（株） 永大産業（株） （一財）日本食品分析センター 科研製薬（株） 中北薬品（株） （株）石勝エクステリア 第一屋製パン（株）

7 （株）大月真珠 日本ステリ（株） （株）エー・ピーカンパニー 日本生命保険相互会社 （株）カナエフーズ （株）中村屋 （株）伊藤園 月島食品工業（株）

8 鹿島道路（株） PCIソリューションズ（株） 小野薬品工業（株） ハーベスト（株） 神奈川県警察 （株）なとり （株）魚力 ナイス（株）

9 神奈川県庁 フジフーズ（株） カネ美食品（株） （株）はなまる （株）鎌倉ハム富岡商会 日本通運（株） エームサービス（株） 中島水産（株）

10 銀座アスター食品（株） プライムデリカ（株） （株）紀文食品 （株）ビー・エム・エル （株）クリエイトエス・ディー （株）ノダ （株）ＮＳＤ 日清医療食品（株）

11 （株）江東微生物研究所 （株）フラワーオークションジャパン （株）極洋 東日本旅客鉄道（株）〈JR東日本〉 （株）神戸屋 （株）日比谷アメニス 大林道路（株） （株）人形町今半

12 コーナン商事（株） フルハシEPO（株） （株）久世 （株）日比谷花壇 興和（株） 富士食品工業（株） オハヨー乳業（株） はごろもフーズ（株）

13 サンヨーホームズ（株） 朋和産業（株） 相模原市役所 藤沢市役所 （株）コメリ （株）フリーデン （株）カスミ フィード・ワン（株）

14 （株）シノテスト （株）ポンパドウル （株）サンデリカ フジパングループ本社（株） 佐政水産（株） まいばすけっと（株） 片倉コープアグリ（株） （株）マツモトキヨシ

15 （株）新保哲也アトリエ
〈ワッフルケーキの店R.L〉 マリンフーズ（株） （株）ＣＩＪ （株）不二家 サミット（株） （株）メフォス カネコ種苗（株） （株）マルイチ産商

16 西武造園（株） 丸大食品（株） ジェイアール東日本フードビジネス（株） ホシザキ首都圏グループ （株）三和 山崎製パン（株） （株）カメガヤ 丸善食品工業（株）

17 ソントン食品工業（株） 三菱商事パッケージング（株） ＪＡ全農ミートフーズ（株） マックスバリュ東海（株） シマダヤ（株） ヤマザキビスケット（株） （株）河内屋 丸千千代田水産（株）

18 （株）第一情報システムズ 明治グループ
〈（株）明治・Meiji Seika ファルマ（株）〉 （株）島忠 （株）マルエツ 昭和産業（株） （株）ヨークマート （株）環境管理センター （株）武蔵野

19 第一生命保険（株） 盟和産業（株）
（株）ジャパンビバレッジホールディングス
〈サントリーグループ〉 三笠製薬（株） （株）叙々苑 横浜共立倉庫（株） 関東日本フード（株） 明治屋産業（株）

20 タイヘイ（株） 森永乳業（株） 正栄食品工業（株） （株）メリーチョコレートカムパニー （株）白子 横浜魚類（株） （株）銀座コージーコーナー （株）モンテール

21 大和食品工業（株） （株）ヤオコー スターゼン（株） 森久保薬品（株） （株）住軽日軽エンジニアリング 横浜乳業（株） 警視庁 ヤマダイ（株）

22 髙瀬物産（株） （株）やまびこ 住友生命保険相互会社
ヤンマーアグリジャパン（株）
〈関東甲信越カンパニー〉 全農物流（株） （株）横浜八景島 （株）サンクゼール ユザワヤ商事（株）

23 タリーズコーヒージャパン（株） （株）ヤヨイサンフーズ （株）成城石井 ユーシーシーフーヅ（株） （株）ダイトーコーポレーション リゾートトラスト（株） 三幸製菓（株） （株）ヨドバシカメラ

24 千葉製粉（株） （株）ユーハイム （株）全農ビジネスサポート 横浜冷凍（株） タカナシ乳業（株） （株）ロック・フィールド （株）シー・アイ・シー ライト工業（株）

25 東京技工（株） 横浜信用金庫 全薬工業（株） 理科研（株） 田島ルーフィング（株） （株）ロピア 敷島製パン（株） （株）ライフコーポレーション

26 日本総合住生活(株) りんかい日産建設（株） 大和リビングマネジメント（株） 渡辺パイプ（株） 千葉県庁 わらべや日洋（株） シダックス（株） （株）LEOC

★緊急企画★

【日程】：2月20日（月） 【内容】
3月1日から開催される学内セミナーに参加する上で，押さえるべき
ポイント，具体的研究方法など，就活本番前の最終的な取組方を，
本学大学院生キャリア講師でもある増沢隆太氏が分かりやすく説明
します。この実践講座に参加して事前に準備を整え，セミナー，就職
活動に臨みましょう!! テレビ番組で解説もする増沢氏が，説明会や
面接で企業の方とコミュニケーションするコツを伝授します。

【時間】：13：30～15：00

【会場】：第１講義室（３号館・博物館４階）

【対象】：学部3（5）年生、院1年生

　　　　　　　　　　　　※ 服装はスーツ着用　　　　各日５２社＜５０音順＞：参加企業・団体には変更が生じる場合があります

「企業とのコミュニケーション実践講座 ～3月の「合同企業セミナー」最有効活用術！～」
広報活動解禁前に知っておきたいこと！ ※参加学生には上記セミナー企業情報パンフを事前配布します。

「合同企業研究会・就職セミナー（3月開催）」参加企業一覧　　
対象学年：学部３（５）年生、院１年生 ＜場所：生物資源科学部本館「ＮＵホール」＞　　日時： Ｈ２９．３．１～４　　１２：００～１７：００

３月１日（水） ３月２日（木） ３月３日（金） ３月４日（土）

平成29年1月開催 業界・職種勉強会 風景 
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