
100を超えるゼミナール
や、社会で活躍するビジネ
スリーダーとの出会いか
ら、ビジネスの「今」を知
り｢未来｣を拓く。

グローバルな知見で内な
る国際化にも対応。
「日本の未来」を拓き、支
えるリーダーの創出へ。

りそなホールディングス、ゆうちょ銀行、千葉興業銀行、群馬銀行、阿波銀行、佐賀銀行、大東銀行、富山第一銀行、城北信用金庫、千葉信用金庫、巣鴨信用金
庫、岡三証券、むさし証券、日本生命保険、第一生 命保険、共栄火災海上保険、オリエントコーポレーション、住友不動産販売、東急リバブル、三菱ＵＦＪ不動
産販売、JALスカイ、JR東日本、JR東海、東京メトロ、近鉄エクスプレス、ソラシドエア、ANAエアポートサービス、Kスカイ、日本通運、上組、日新、JFE鋼板、不
二越、桐井製作所、立川ブラインド工業、グローリー、NKKスイッチズ、能美防災、アルパイン、ミキハウス、山崎製パン、コロンバン、凸版印刷、スターゼン 、
ファンケル、メディセオ、スリーボンド、日通商事、八洲電機、Apple Japan、トラスコ中山、テラオカ、サンゲツ、セブン－イレブン・ジャパン、ファミリーマー
ト、ヤオコー、エディー・バウアー・ジャパン、ヤナセ、神奈川トヨタ自動車、インテックソリューションパワー、帝国データバンク、ディスコ、中央システム、
神奈川新聞社、JTB、エイチ・アイ・エス、日本旅行、東武トップツアーズ、アパホテル、日本赤十字社医療センター、IMSグループ、フジモトHD、日本郵便、郵船
コーディアルサービス、三菱電機ライフサービス、NTT東日本南関東、JR東日本ステーションサービス、千葉県庁、埼玉県庁、栃木県庁、富士見市役所、関東信
越国税局、防衛省（陸上自衛隊）、警視庁、静岡県警察本部、群馬県警察本部、佐賀県警察本部、千葉県教育委員会、青森商工会議所、他

商　学　部

警視庁、石川県警察本部、茨城県警察本部、千葉県警察本部、埼玉県警察本部、神奈川県警察本部、刑務官、自衛隊（陸・海・空）、横浜市消防局、福生市役所、横浜
市役所、流山市役所、館山市役所、印西市役所、北本市役所、鶴ヶ島市役所、埼玉県教育委員会、福島県教育委員会、三井住友銀行、秋田銀行、福島銀行、足利銀
行、八十二銀行、北洋銀行、東邦銀行、大東銀行、千葉興業銀行、大和証券、みずほ証券、いちよし証券、岡三証券、東海東京フィナンシャル・ホールディングス、
東洋証券、水戸証券、岩井コスモ証券、藍澤證券、東京東信用金庫、城北信用金庫、明治安田生命保険、第一生命保険、SMBCファイナンスサービス、オリエン
トコーポレーション、クレディセゾン、積水ハウス、大和ハウス工業、東急リバブル、住友不動産販売、戸高鉱業社、ピーエス三菱、日立建機、エービーシー商
会、TOTOエムテック、静岡産業社、新光電気工業、スズキ、高梨乳業、トーモク、ニチアス、レナウン、横浜冷凍、アルフレッサ、サイサン、いすゞ自動車販売、キ
ヤノンシステムアンドサポート、ファミリーマート、セブン－イレブン・ジャパン、イトーヨーカ堂、メルヘン、東京トヨタ自動車、ヤナセ、日比谷花壇、NTT
東日本グループ会社、日本システム技術、NTTデータソフィア、インテックソリューションパワー、ANAエアポートサービス、JR東日本、JR北海道、小田急電
鉄、ダイトーコーポレーション、日本郵便、綜合警備保障、東武トップツアーズ、エイチ・アイ・エス、ベネッセスタイルケア、テレビ朝日ミュージック、他

『知』に基づいた行動力を身につけて、いざビジネスの中心へ！

政 経 学 部 法律、政治、経済の多面的視野で、社会問題を解決へ導く！

外国語のプロとしてグ
ローバル社会を生き抜く。
主専攻＋副専攻で「マル
チリンガル」への夢も。

世界のさまざまな課題
への理解を深め、グロー
バルな視点で問題をとら
えて、共に考え解決する
途を拓く。

時代をリードする未来
志向のものづくりへ学
科を超えた「コラボレー
ション」を推進中。

全日本空輸（ANA）、JALスカイ、JALスカイ札幌、ANAエアポートサービス、羽田空港サービス、JALナビア、ANAテレマート、JALカーゴサービス、ANA 
Cargo、宇徳、大東港運、羽田タートルサービス、日本通運、プリンスホテル、グランドニッコー東京、セルリアンタワー東急ホテル、パークタワーホテル、ザ・
キャピトルホテル東急、ザ・ウィンザーホテルズインターナショナル、ホテル小田急、名鉄観光サービス、住友不動産ヴィラフォンテーヌ、乗馬クラブクレイ
ン、高梨乳業、HOYA、JVCケンウッド、メタウォーター、桐井製作所、芝本産業、桑山、三井住友トラスト不動産、共立メンテナンス、小池酸素工業、スリーボン
ド、テージーケー、京西テクノス、スタッフサービス・ホールディングス、青梅信用金庫、昭島市役所、神奈川県教育委員会、東京慈恵会医科大学付属病院、汐
留パートナーズ税理士法人、学校法人三幸学園、他

外国語学部 英米語・中国語・スペイン語で国境を越える！

農業総合研究所、アシアナ航空、JALスカイ、ANAエアポートサービス、羽田空港サービス、ANAスカイビルサービス、ANAテレマート、交洋貿易、東海運、近
畿日本ツーリスト、クラブツーリズム、宿泊予約経営研究所、星野リゾート・マネジメント、グランベルホテル、東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート、八芳園、
富士急ハイランド、鈴与、エトワール海渡、IDOM、テラオカ、いすゞ自動車販売、エービーシー商会、大和ハウス工業、積水ハウス、本田技研工業、アイシン軽
金属、日本精工、サンコーテクノ、重松製作所、イオンモール、サミット、東京トヨペット、神奈川トヨタ自動車、NTT東日本、NTT西日本、日立システムズネッ
トワークス、内田洋行ITソリューションズ、京西テクノス、野村證券、常陽銀行、武蔵野銀行、京葉銀行、西武信用金庫、第一生命保険、朝日生命保険、パソナ、日
本郵便、国税庁、自衛隊（陸・海）、警視庁、大阪府警察本部、足利市役所、つくばみらい市役所、他

国 際 学 部 「現場」での実体験を国際社会で実践！

就職率98.4% 2019年3月卒の就職希望者の就職率（前年度比＋0.1%）、卒業生全体では83.8%（前年度比＋1.6%）
ここ数年、堅調な景気と企業の高い採用意欲で、学生たちにとっては有利な売り手市場が続いており、今春卒業の拓殖大学生も
健闘しました。しかしながら、ＡＩ、ＩｏＴといったＩＴ化による事業構造の転換期を迎え、また、混沌とした世界情勢によって、
今後の見通しは厳しくなることが予想されます。
周囲の楽観的な風潮に踊らされることなく、将来を見据えて、早い時期から社会に関心を持って行動することが重要です。就職支
援プログラムを積極的に活用していきましょう。

就職キャリアセンター　2019年6月

2019年3月卒業生の主な就職先

（　）の数値は人数
その他：農林水産、鉱、電気・ガス・熱エネルギー供給、医療・福祉、教育・学習支援、自営等

関電工、協和エクシオ、太平電業、きんでん本社、三冷社、大和ハウス工業、NTTファシリティーズ中央、中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京、三笠産業、東
プレ、東芝エレベータ、ツガミ、福島工業、鶴見製作所、小池酸素工業、NCホールディングス、富士通ゼネラル、日星電気、アルプスツール、多摩川電子、日本シイ
エムケイ、日立産業制御ソリューションズ、スズキ、ボッシュ、ショーワ、今治造船、日信工業、昭和飛行機工業、日本精機、長野オリンパス、矢崎総業、リコー
ジャパン、日立建機日本、扶桑電通、富士ソフト、国際ソフトウェア、テクニカルジャパン、NTT東日本グループ会社、ジュピターテレコム、日立ビルシステム、
アルプス技研、日本サード・パーティ、日テレITプロデュース、ANAラインメンテナンステクニクス、空港情報通信、リクルートR&Dスタッフィング、自衛隊

（陸・海）、日本消防検定協会、東京都教育委員会、他

工　学　部 領域を横断する学びで得た技術力で、未来に挑む！

就職拓殖大学 NEWS
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各企業の採用試験解禁日までにどんな準備が必要なのか・・・。
段階的なプログラムを用意しているので、“ 必要な時期 ” に “ 必要なプログラム ” に参加
しておけば、“ 就職 ” は必ずうまくいきます！

資格取得のための支援講座資格取得のための支援講座資格取得のための支援講座
各自の目標に合わせて資格取得講座を豊富に用意。
学内で講座を行うため移動時間のロスもなく、経済的かつ効率的に学ぶこと
ができます。

公務員希望者のための支援公務員希望者のための支援公務員希望者のための支援
公務員と言っても、その種類はさまざまで、職種に応じて試験の内容も異な
ります。公務員の種類や、求められる資質などを知り、採用試験対策の計画を
考えます。

No.54～70 No.3, No.22, No.23, No.54, No.55  

用意しています。年間約70種年間約70種セミナーなど
の支援を

就職部では、学生一人ひとりが納得できる就職を実現するため、

拓殖大学 の就職支援拓殖大学 の就職支援

就職課では相談員が1年次からキャリア相談に応じています。特に就職活動真っ只
中の学生には、エントリーシートや履歴書の書き方、適性に合った企業選びやターゲッ
ト企業に合わせた応援模擬面接など、きめ細かくサポートしています。

就職課では相談員が1年次からキャリア相談に応じています。特に就職活動真っ只
中の学生には、エントリーシートや履歴書の書き方、適性に合った企業選びやターゲッ
ト企業に合わせた応援模擬面接など、きめ細かくサポートしています。

早い時期からSPIの模擬試験を受けることで、傾向を知ることができま
す。正課授業として「職業能力基礎（SPI）」を開設し、1年次から勉
強できる万全の体制を整えています。

新入生SPIテスト
採用試験の筆記対策は1年次から開始！

No.2

SPIとは、多くの企業が採用試験で実施する筆記試験のことで、言語と非言語の基礎能力検査と性格検査を
指します。

１・２年生を対象に夏季・春季休暇中、優良企業で簡易的な職業体験を実
施します。企業を訪問して経営者や社員の方々と語り合い、会社の仕組み
や業種の特性について理解を深めます。

東商リレーションプログラム
“会社”を知って、将来の選択肢を増やそう！

No.4

東商リレーションプログラムは東京商工会議所と連携したプログラム。
2018年度は提携する16大学から529名の学生が参加しました。

60社を超える企業の現役採用担当者を講師に
迎えて個人面接・集団面接を実施。就職活動
スタート前に本番同様の環境を体験できます。

模擬面接

No.32

多くの採用試験で行われるグループディス
カッション。採用側はどこを見て評価して
いるのか理解でき、本番に強くなります。

グループディスカッション
実践トレーニング

No.33

ホスピタリティを磨きたい学生向けの講座。
経験豊富な講師の直接指導によって実践的
なマナーを身につけます。

航空・旅行・ホテル業界
サービス・マナー講座

No.34

第一印象は最初の20秒が勝負。ちょっとした
テクニック（気遣い）であなたの好感度は確実
にアップします。

就活用身だしなみ講座

No.17

1年次には、学生生活を充実させるために、大学に入学した目的を改めて整理。将来のキャリアを
見据えて社会で求められる能力を理解します。2年次には、自分の将来をイメージしながら会社の
仕組みを学び、グループワークを通じて組織の中でいかに自分を活かしたらよいのか体験します。

１年次からはじまる
キャリア支援
１年次からはじまる
キャリア支援

3年次 5月から
就職活動準備スタート！
3年次 5月から
就職活動準備スタート！

2日間の合宿で集中指導、就職力アップ！2日間の合宿で集中指導、就職力アップ！
　本格的な就職活動を控えた3年次の11月に、1泊2日の面
接試験特訓講座として「就職合宿セミナー」を実施。拓殖大学
独自のプログラムで、参加学生からは毎年大きな好評を得て
います。
　セミナーでは、優良企業のベテラン人事担当の方々を講師に
迎え、本番さながらの面接やグループディスカッションなどの
指導を受けます。さらに、夕食を兼ねた懇談会では業界のさま
ざまなお話を伺います。2日間を通じて社会人としての心構え
を身につけ、「就職力」を徹底的に強化します。

就職合宿セミナー No.31

就職部が厳選した企業の各種説明会を実施
　2月に大手有名企業のほか、厳選された中堅・
中小企業、約300社が集結する大規模な合同
説明会を独自に開催しています。この説明会に
参加した企業に、例年250～ 300名もの学生
が内定しているという高い実績があります。
　6月には40社による合同企業説明会、10月
以降は隔週数社を学内に招いて個別企業説明
会・選考会を実施します。

合同企業研究会 No.39



令和元年度　就 職 支 援 内容 一覧

※実施項目・内容・時期等については、変更する場合があります。

学年 項　　　目 名　　　　称 内　　　　容 実　施　時　期
文　京 八王子国際

1・2年

キャリア支援

1 1年生対象 就職ガイダンス なぜ働くのか、充実した大学生活で社会人基礎力を身につけるにはどうしたら良いかなどを解説。 前期 前期

2 新入生SPIテスト 10,000社を超える企業（一部公務員も）が採用試験で実施している筆記試験を体験し、現在の基礎学力を測る。 4月 4月

3 公務員希望者のための説明会 公務員の種類や必要とされる資質、試験対策について解説。 4月 4月

4 1・2年生対象 東商リレーションプログラム 東京商工会議所と連携して、「大学初年次からの職業観の醸成」を目的とし、会社訪問をして働く現場を見学する。
今年度は東京商工会議所と共催で、事前研修を本学で実施。 夏季（8月～9月）　・春季（2月～3月）

5 2年生対象 就職ガイダンス 将来を見据えて、今何をしておくべきか、学生時代にどのような取組みをしたらよいかなど、将来について考える。 後期 後期

6 社会人基礎力セミナー 職場や地域社会で多様な人々と仕事をしていくために必要な“社会人基礎力”についてセミナーを実施。 通年 通年

2・3年 グループ指導 7 出張ゼミ ゼミや研究室、部活動単位のグループ指導。 通年 通年

インターンシップ 8 インターンシップ（夏季・春季） 企業、自治体における就業体験。 　※裏面参照 夏季（8月～9月）　・春季（2月～3月） 
※春季は2年生のみ対象

3年

就職活動の準備

9 長期研修派遣学生対象ガイダンス 長期海外研修プログラムに参加する学生への渡航前就職ガイダンス。 － 5月

10 留学生対象 就職ガイダンス 外国人留学生が日本で就職活動をする際の心構えや準備すべきこと、在留資格の変更について説明。 4月 4月

11 プレ就職ガイダンス 最新の採用活動状況を解説し、当該年度の就職活動スケジュールを説明。 4月 4月

12 就職活動対策セミナー 
「就勝（活）キックオフ　～夏編～」

毎年変わる就職活動スケジュールと選考方法について解説。いまから内定獲得までの「就勝（活）のためのスケジュー
ル」を立てることを目的に実施。4月は前期のプログラムを紹介する。 4月 4月

13 就職活動対策セミナー ＜実践編＞ 
自己分析

5月はインターンシップに向けて、興味・価値観などを考えるワークを行う。9月は自分のPRポイントの見つけ方
を解説。11月は1・2年生向けに春のインターンシップ応募用紙作成のための自己分析、3年生向けに今までの復
習として自分の興味・価値観を考えるワークを行う。

5月・9月・11月 5月・9月・11月

14 就職活動対策セミナー ＜実践編＞ 
エントリーシート・履歴書の書き方

5月はインターンシップに向けて応募書類の書き方のポイントを解説。10月は企業採用担当者が魅力に感じるエ
ントリーシート・履歴書の書き方について説明する。 5月・10月 5月・10月

15 就職活動対策セミナー
「就勝（活）キックオフ　～秋編～」

毎年変わる就職活動スケジュールと選考方法について解説。いまから内定獲得までの「就勝（活）のためのスケジュー
ルを立てることを目的に実施。9月は後期のプログラムを紹介する。 9月 9月

16 拓殖大学北海道短期大学ガイダンス 拓殖大学北海道短期大学の学生を対象としたキャリアガイダンス及び、国際学部農業コース実習学生を対象とし
た就職ガイダンスを実施。 7月（北海道）

17 学生アドバイザーによる就職相談会 4年生内定学生が両キャンパス就職課内で3年生の就職相談に応じる。 2月 12月・2月

18 就活用 身だしなみ講座 就職活動で好印象を与えるヘア・メイク、スーツの着こなしを学ぶ。 2月 2月

19 就職活動対策セミナー ＜総集編＞ 「2021年3月卒生の最新の採用傾向と対策」と題しての講演。 1月 1月

業界・企業・職種研究

20 若手卒業生+内定者+学生との就職交流会 先輩内定学生からの就活実践アドバイスに併せ、若手のOB・OG社員による仕事内容紹介、質疑応答。同時に内定
学生とOB・OGとの交流も図る。 11月（文京にて開催）

21 留学生キャリアアカデミー 日本での就職を希望する留学生を対象に、業界や日本企業の特質を理解するため企業取材を行い、日本で働くこ
との意義やマナーを学ぶ実践的なグループワーク。 後期 9月

22 公務員セミナー 警視庁、各県警察、自衛隊、東京国税局、国家公務員、国立大学法人等職員の採用機関が集結し、各教室で説明会を開催。 後期 －

23 公安系公務員セミナー 警視庁、関東近県の県警、東京消防庁、自衛隊による説明会を開催。 － 11月

24 地方創生U・Iターン就職セミナー Ｕターン就職を希望する学生を対象に、各県庁等の就職担当職員による就職相談会（各県の採用情報、就職イベン
ト情報）を文京キャンパスで実施。 11月（文京にて開催）

25 業界フェア 各業界を代表する優良企業による業界全般の説明と、その会社の採用方針を解説。実質的な学内個別企業研究会。 5月 5月

26 合同企業研究会（市ヶ谷・八王子）事前説明会 合同企業研究会に参加する主な企業の紹介および研究会の概要。 1月 1月

27 合同企業研究会（市ヶ谷・八王子） 外部施設（アルカディア市ヶ谷・八王子東急スクエア）で実施する優良企業約300社による会社説明会。計4日間開
催し、例年250名程度の内定実績を誇る。 2月

28 外部講師による就職講演会 著名人および実業界で活躍している本学卒業生による学内講演会。 前期・後期各1回

面接対策

29 就職活動対策セミナー ＜実践編＞ 
「面接対策」

採る面接（個人面接）と落とす面接（集団面接、グループディスカッション）の違いや、採用側の評価ポイントを解説。
6月はインターンシップに向けて、11月は採用試験に向けての対策を解説する。 6月・11月 6月・11月

30 就職活動対策セミナー ＜実践編＞ 
「インターンシップのためのマナー講座」 知っておくべきマナーや身だしなみについて学ぶ。言葉遣い、メールの書き方、電話の応対など。 7月 7月

31 就職活動対策セミナー ＜実践編＞ 
「グループディスカッション」

インターンシップの実習先で、多くの企業が行うグループディスカッション。振る舞い方、マナー、注意事項など
を解説します。 7月 7月

32 就職合宿セミナー ＜有料＞ 合宿形式による面接指導。（先着160名） 11月

33 模擬面接 企業の採用担当者による模擬面接。（個人面接・集団面接） 11～12月 1～2月

34 グループディスカッション実践トレーニング 少人数でグループディスカッションを体験し、評価のポイントを解説。 1～2月 2月

35 航空・旅行・ホテル業界 上級サービス・マナー講座 ＜有料＞ 航空業界での経験豊富な講師による実践的なマナー・面接対策の指導。 － 2月

36 プレゼン面接対策講座 自己表現方法についての講義と実習。 － 2月

37 就活マナー実践トレーニング 挨拶・おじぎの仕方、表情、歩き方などの第一印象アップのための実践的なトレーニング。 1～2月 2月

筆記試験対策 38 3年生統一SPIテスト 3年生全員を対象にSPI模擬試験を実施。 6月 6月

4年

業界・企業・職種研究

39 留学生対象 学内合同企業説明会 留学生を積極的に採用する企業による学内合同説明会。 5月 6月

40 25大学合説 就職情報会社と連携し、25大学で合同企業説明会を実施。 5月（東京）

41 22大学合説（大阪） 就職情報会社と連携し、関西を中心とした22大学で合同企業説明会を実施。 5月（大阪）

42 多摩地区大学合同企業説明会 多摩地区の17大学による合同説明会。 6月（八王子東急スクエア）

43 学内合同企業説明会 優良企業によるブース形式の会社説明会。 6月（文京にて開催）

44 地域企業・学内合同企業説明会（八王子） 多摩地域、さがみはら地域の優良企業による地域連携の合同企業説明会。 後期（八王子にて開催）

45 学内個別企業説明会（文京） 秋以降も採用を継続している企業による会社説明会を隔週1回実施。（1回につき4社程度） 10～12月 -

46 集団面接会＆面接実践研修 人材紹介会社が持つ求人紹介と、面接実践研修によって意識を高めて合格率を上げる支援。 12月・2月 12月・2月

47 学部連携 ミニ合同企業説明会 学部学科、教員と連携して合同企業説明会を実施。 通年 通年

面接対策 48 応援模擬面接 採用面接を控えた学生のための個別面接指導。 通年 通年

全学年 個別相談
49 個別相談 就職課相談員による個別相談の実施。 通年 通年

50 メール相談 学生からの就職活動に関する相談メールへの対応。 通年 通年

セミナー 51 脳力開発セミナー 面接で本来の実力を最大限発揮するためのトレーニング方法を学ぶセミナー。 － 12月

業界・企業・職種研究
52 海外就労支援（八王子） 海外で働くことを希望する学生のための、海外就労における留意点のガイダンス、リクルートセミナーを実施。 － 通年

53 ANAエアライン講座 協定を結んでいるANAエアラインスクールで割引価格で受講できる、エアライン業界を目指す学生のための学外講座。 通年

試験対策
＜有料＞

54 公務員試験対策講座 公務員試験対策のための学内講座。希望職種に合わせた5コースを用意。 5～3月 5～11月

55 学外提携 公務員講座 ＜大原学園＞ 大原学園の各校で割引価格で受講できる、公務員試験対策講座。 通年

56 学外提携 簿記講座　 ＜大原学園＞ 大原学園の各校で割引価格で受講でき、あらゆる業界、職種で役立つ（評価される）日商簿記検定対策講座。 通年

57 TOEIC L&R IP TEST スコア次第で応募書類で英語のスキルをアピールできる試験。 7月・12月 －

58 一般常識テスト SPI同様、多くの企業が採用筆記試験で実施する、一般常識を測る模擬試験。 10月・12月 12月

59 テストセンター対策模試（Web SPI） 昨今、多くの企業が採用試験で利用しているWeb版SPIテストの対策。 2月 2月

資格対策講座
＜有料＞

60 MOS（Microsoft Office Specialist）試験対策講座 実務で活用できるパソコンスキルを証明する資格対策学内講座。（Word,Excel等） 休暇期間（夏・春） －

61 日商PC検定対策講座 ビジネスの場で役立つ実践的なパソコンスキルをアピールできる資格対策学内講座。 － 休暇期間（夏・春）

62 ITパスポート試験対策講座 情報技術に関する基礎的な知識を証明できる資格対策学内講座。 5～7月 5～7月

63 TOEIC®L&R TESTスコアアップ対策講座 TOEIC L&R TESTのスコアアップ対策学内講座。今年度は500点クラスと800点クラスを開講。 5～7月 5～6月

64 宅建資格試験対策講座 住宅・不動産会社の選考を受ける際に、取得しているとその知識と熱意があることをアピールできる国家試験対
策学内講座。 5～10月 －

65 国内・総合旅行業務取扱管理者資格取得講座 旅行業界の選考を受ける際に、取得しているとその知識と熱意があることをアピールできる国家試験対策学内講座。 5～9月 5～10月

66 二種証券外務員試験対策講座 証券会社・金融機関の選考を受ける際に、取得しているとその知識と熱意があることをアピールできる資格対策
学内講座。内定後も入社前に取得するように指示する会社・機関もある。 10～12月 －

67 3級FP技能検定対策講座 保険会社・金融機関・不動産会社の選考を受ける際に、取得しているとその知識と熱意があることをアピールでき
る資格対策学内講座。 5～7月 －

68 貿易実務検定®C級合格講座 貿易関連業界の実務の基礎知識を学ぶ講座。選考を受ける際に、取得しているとその知識と熱意があることをアピー
ルできる資格対策学内講座。 － 5～6月

69 秘書検定2級対策講座 職業人としてのマナーが身についていることを証明する資格対策学内講座。 5～6月 9～11月

70 ホテルビジネス実務検定「H検」対策講座 観光庁認定資格「H検」。ホテルのみならず旅行会社でも重要視されている資格対策学内講座。 － 11月・2月

資格対策講座 ＜無料＞ 71 マナー・プロトコール検定3級対策講座 航空・旅行・ホテル業界などグローバルなフィールドで活躍することを目指す学生に国際人に必要なマナーが身に
ついていることを証明する資格対策学内講座。 5月～7月



職業意識の向上、業種選択の指標、社会人との交流、ミスマッチの回避など、インターンシッ
プが学生にもたらすメリットは多々あります。実は企業側も早い段階から学生と接触する機
会を持てるので、実施する企業は年々増加傾向にあります。拓殖大学では10年以上前からイ
ンターンシップに着目し、数多くの企業や自治体にご協力いただいて参りました。リアルなビ
ジネスを体感できる機会を増やし、早期から学生たちの職業観育成に力を入れています。
●主な実習先（提携先）
文京区役所、豊島区役所、荒川区役所、八王子市役所、取手市役所、行田市役所、りそな銀行、SMBC日興證券、野
村證券、各信用金庫、オンワード樫山、神奈川トヨタ自動車、紀伊國屋書店、協和エクシオ、クレスコ、コロナ、青年
海外協力協会、センコー、東計電算、中日本ハイウェイ･エンジニアリング東京、西川、ニッセイコム、ヒルトン東京
ベイ、マイナビ、他

採用スケジュールの短縮化により、
企業は早い時期から学生と接触できるインターンシップ（就業体験）に注目しています！
採用スケジュールの短縮化により、
企業は早い時期から学生と接触できるインターンシップ（就業体験）に注目しています！

InternshipInternship 学生と企業を結ぶ就業体験プログラム学生と企業を結ぶ就業体験プログラム
●インターンシップ●インターンシップ

政経学部 法律政治学科 
当時2年
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拓殖大学のインターンシップ　～申込みから実習終了までの流れ～

夏季
春季

5 月中旬
11月中旬

6月中旬
12月上旬

6月下旬
12月中旬

7月中旬
12月下旬

8～9月
2～3月

終了後
1週間以内

両キャンパスの就職課には就職活動に役に立つ書籍、新聞、ビジネス雑誌、
資料などがあります。1年次から気軽に利用してください！

就職課を活用しよう！ 利用時間

 shushoku@ofc.takushoku-u.ac.jp
 

就　 職　 課
八王子就職課

※夏季・冬季休暇中の利用時間は異なりますので、公式HPで確認してください。

開室・窓口時間 相談受付時間

9：30～16：30
（お昼休み11：30～12：30）

9：00～12：30

9：00～17：00

9：00～13：00

月～金曜日

土曜日

インターンシップ体験記

“就活”や“
社会”のイメ

ージが

プラスに変わ
りました！

優れた製品
は

地道な作業
から生まれ

る！

飯島 めぐみ さん

工学部 機械システム工学科 
当時3年

大谷　 匠 さん

建築会社 　（2月2日（金）～ 2月 8日（木）  実働5日間）建築会社 　（2月2日（金）～ 2月 8日（木）  実働5日間）

　卒業後の進路について考えたとき、自分が本当に就職できるのか不安にな
り、就活に向けて何か行動しようと思って、インターンシップに参加しました。
　工事部では、図面の見方を教えていただいたり、建設途中の保育園に行き、
園児たちに木について知ってもらうための紙芝居読みや端材を使用した積み
木遊びをしたりしました。住宅部では、自分が住みたい理想の家のプラン作成
や、住宅展示場での接客、会社のSNS更新もしました。
　実習では、インターネットではわからない、社員の方々のリアルな声を聞い
たり、社内の雰囲気を感じ取ったり、想像していなかった幅広い業務を知るこ
とができたりと、実際に経験することの大切さを知りました。一方で、自分の
言葉遣いや、目上の方に対する態度を勉強する必要を感じました。しかし、社
員の方から「わからないことを積極的に質問する姿勢が印象的でした」と褒め
ていただけたので、今後も大切にしていきたいと思います。今まで不安でいっ
ぱいだった“就活”や“会社”というものに対するイメージが、インターンシッ
プを通してプラスに変わりました。

製造会社 　（9月3日（月）～ 9月 7日（金）  実働5日間）製造会社 　（9月3日（月）～ 9月 7日（金）  実働5日間）

　実習内容は、「材料を評価する」というものでした。どれぐらいの力を加え
たら壊れてしまうのか、熱や引張・圧縮などどのような力に強いのか、どの
部品の材料に使うのが一番適しているのかなどを調べることがこの部署の仕
事です。説明を聞いたときは「地味な仕事だな」と思いましたが、実習を通
し、丁寧さと正確性が求められるこの仕事がものづくりにおいてとても重要
な役割を果たしていることに気がつきました。高品質・高強度で、顧客から
高い支持を得ている実習先の製品は、日々地道な作業に一生懸命取り組んで
いる社員の方々が生み出していたのです。
　今回の実習の目的だった、業界・企業研究をすること、社風や職場環境を
知り働くイメージを具体的につかむこと、この業界や企業に自分が適してい
るか見極めること、これらすべてを達成することができました。知らなかっ
た業種について学ぶことができて、将来に対する視野も広がり、自分自身の
成長にも繋がる良い機会でした。これからも業界・企業・職種の研究を進め、
自分に合った会社を見つけたいと思います。

主な実習内容

1日目

2日目

3日目

4日目

5日目

会社概要説明・現場見学若手社員の話

工事部概要説明・現場見学・ワークショップの準備

ワークショップ

住宅部概要説明・プラン作成・現場確認

住宅展示場OPENの準備・ブログ、SNSのUP

主な実習内容

1日目

2日目

3日目

4日目

5日目

事業内容と今後の予定の説明、工場案内、安全衛生教育

部署の説明、FLD評価と試験機の説明、ネック判定

ネック判定、スクライブドサークルの転写

転写の続き、マイクロスコープを使った測定

報告書作成、工場見学

2020 TAKUSHOKU NEW ORANGE PROJECT
拓殖大学では、学生と教職員が一丸となってさまざまなプロジェクトを企画・実施しています


