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主な実習内容

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
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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

C O N T E N T S

オリエンテーション、業界研究や
ビジネスマナー実習（電話応対や
名刺交換など）
営業同行、施工現場見学、展示会立ち
合い、資料作り、サンプル準備、
データ入力試作品作成お手伝い
進捗状況報告会
模擬営業プレゼンテーション
キャリアカウンセリング、成果発表会

1日目

6日目

　夏季休暇を利用して初めて長期インターンシップに参加
しました。進みたい業界や業種がまだ決まっていない時期
でしたが、とても良い経験になったと思います。なぜなら、社会
人と同じフィールドで仕事を体験することで、仕事に対する
意識が大きく変わったのはもちろん、自分がその業種や業界
に合っているのかを再認識することが出来たからです。
　今回参加した英語教育のサポートは以前から興味を持って
いた業界でのインターンシップでした。初日は、児童教育
アシスタントという仕事をちゃんとできるのか不安でいっぱい

でしたが、周りの先生方のサポートや園児達もすぐに馴染んで
くれたこともあり、あっという間に2週間が過ぎました。この
インターンシップで仕事へのイメージが明確になり、今後の
学生生活で何をするべきか考えるようになるなど、自分の
意識を変えることが出来たと感じています。
　私はインターンシップに参加することで大きな一歩を踏み
出すことができたので、後輩の皆さんも、今自分が興味を
持っている仕事があれば是非インターンシップに参加して
いただきたいと思います。

「仕事」に対する意識が大きく変わりました！
　株式会社エデューレエルシーエー（英語教育のサポート事業）

内容：児童教育アシスタント
（英語教育サポート、翌日の
授業準備など）
保育・事務業務全般

担当：2歳児クラス～年長クラス

2週間

サービス 卸・小売 情報通信 金融保険 製造

不動産 運輸 建設 公務員 その他

8日目
10日目

2～9日目
　10日間のインターンシップを通じて、業界やエービーシー
商会様はもちろん、「働く」ということについてのイメージを
持つことができたと思います。
　参加する前は、漠然としたイメージしか持っていません
でした。しかし、営業同行などで会社の皆様のリアルな声や
働く姿を見ていく中で、営業の基本を学ぶことができたのは
大きな収穫でした。
　また、模擬営業プレゼンをした際には、難しさはもちろんです
が、何が大切なのかを知ることもでき、さらに学びが深まり

ました。アドバイスもたくさんいただき、その後自分から行動を
起こせるようになったのは、人材開発チームそして事業部の
方々のお陰だと思います。何も知らなかった私に会社や仕事
のことなどを一から教えていただき、とても感謝しています。
　大変な仕事でも、やりがいや楽しさを感じているエービー
シー商会の皆さんのように働ければ、私の考える「働く」を
実現することができるだろうと思います。この10日間の経験
は私にとって大事なものになりました。この経験を生かして
頑張っていきたいと思います。

「働く」ことについてのイメージを持てました！
　株式会社エービーシー商会（建築資材・ファッションインテリア資材の卸売・製造・輸出入を行う専門商社）
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開室・窓口時間

就 職 課 を 活 用 し よ う ！

〒112-8585　東京都文京区小日向3-4-14　TEL 03-3947-7205 ／ shushoku@ofc.takushoku-u.ac. jp

〒193-0985　東京都八王子市館815-1 　TEL 042-665-1467 ／ 8shushoku@ofc.takushoku-u.ac.jp
就 職 課

八王子就職課

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！

学生有利とされる売り手市場に陰りが見え始めた状況でしたが、

拓殖大学生の誠実な就職活動への取り組みの結果、例年と同等の

高い就職率を維持しました。

しかしながら、新型コロナウィルスの感染拡大等による景気悪化・

経済活動縮小に伴い、今後の見通しは大変厳しくなることが予想

されます。

外部要因の影響やデジタル化の進展によって社会が大きな転換期

を迎えていることを認識した上で、早い段階から自分自身・社会・

企業に関心を持って行動することが重要です。

あらゆる状況に備えて、就職支援プログラムを積極的に活用して

いきましょう。

オンラインでの就活相談
電話やメールでの相談など従来からの取り組みに加え、
Web面談システムを活用した個別相談に応じています。

就活ガイダンスの動画配信
例年学内で開催している就活ガイダンスの内容を、
テーマごとに動画として取りまとめ学生に配信しています。

資格取得・試験対策講座のオンライン提供
家にいる時間が長い今こそ時間を有効に使ってほしい趣旨で、
各講座・講義のオンライン化を進めています。

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日興証券、
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、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

※2020年度夏の拓殖大学インターンシップは社会情勢を鑑み中止し、代替策として個別企業のインターンシップ情報を取りまとめ発信しています。

※入構制限に伴い利用時間が変更になる場合があります。
※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。

月～金曜日

土曜日

9：00 ～ 17：00
9：00 ～ 13：00

相 談 受 付 時 間

9：00 ～ 12：30
9：30 ～ 16：30 （お昼休み11：30～12：30）利 用

時 間

幅広い領域の専門知識・技術を修得し、ものづくり領域を開拓する！
関電工、協和エクシオ、新生テクノス、ナイテックス、新日本空調、SMC、日本コムシス、日本電設工業、三菱電機ビルテクノサービス、中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京、東プレ、グローリー、蛇の目ミシン工業、
住友重機械工業、日本ケミコン、ケーヒン、中村自工、三木プーリ、アマノ、日本シイエムケイ、ジャムコ、ショーワ、ミツバ、サイバーコム、シーイーシー、日本システムウエア、東洋電装、NTT東日本グループ会社、
NTTファシリティーズ中央、東京メトロ、スリーボンド、リコージャパン、エービーシー商会、アドバンストラフィックシステムズ、日本サード・パーティ、国際ソフトウェア、KDDIエボルバ、スズキ自販南東京、綜合警備保障、
警視庁、東京都庁、神奈川県教育委員会、静岡県教育委員会　他

現地での体験を通じて、実践に必要な多彩な視野と専門性を究める！
青年海外協力協会、日本貿易振興機構（JETRO）、東京メトロ、日本通運、ANA Cargo、ANAマニラ支店、上組、ダイキンエアテクノ、大和ハウス工業、三井住友トラスト不動産、住友不動産販売、東急リゾート、
日本エレベーター製造、前川製作所、日本電気（NEC）、富士通、スズキ、スリーボンド、リコージャパン、エービーシー商会、大和ハウス工業、ヤオコー、コスモ石油販売、ヤナセ、四国銀行、あいおいニッセイ同和損害保険、
インテックソリューションパワー、エイチ・アイ・エス、羽田エアポートエンタープライズ、農協観光、セントラルスポーツ、東京国税局、自衛隊（陸）、法務省、大阪府警察、千葉市役所、東京消防庁、北海道庁、横浜市消防局　他

英語・中国語・スペイン語、そして日本語を磨き、国内外で活躍する！
全日本空輸、ANAテレマート、Kスカイ、東京国際埠頭、勝浦ホテル三日月、パレスホテル、星野リゾートグループ、東急リゾートサービス、アパホテル、住友不動産ヴィラフォンテーヌ、日本ビューホテル、横浜ベイホテル東急、
東武ホテルマネジメント、マイステイズ・ホテル・マネジメント、ニチイ学館、ANAスカイビルサービス、フランスベッド、サンコーテクノ、文化シヤッター、鉱研工業、蛇の目ミシン工業、サミット、いなげや、スターゼン、
パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン、ファーストリテイリング、トヨタモビリティ東京、国際自動車、クレスコ、コムテック、富士通ネットワークソリューションズ、セラク、アルプス物流、秋田県庁、青森県教育委員会、
東京都教育委員会　他

法律・政治・経済の専門知識を高め、国際的な視野で社会課題を解決する！
国土交通省、国立印刷局、自衛隊（陸）、練馬区役所、板橋区役所、宇都宮市役所、鎌ケ谷市役所、警視庁、茨城県警察、群馬県警察、埼玉県警察、静岡県警察、千葉県警察、栃木県警察、新潟県警察、福島県警察、
山梨県警察、日刊工業新聞社、積水ハウス、大和ハウス工業、榮太樓總本鋪、山崎製パン、トーモク、シーボン、三和シヤッター工業、美和ロック、アルプスツール、NECネットワーク・センサ、ヤマハ発動機、JR東日本、
JR貨物、ニヤクコーポレーション、エアアジア・ジャパン、ANAエアポートサービス、空港ターミナルサービス、日新、日本食研ホールディングス、ユアサ・フナショク、リコージャパン、イオンリテール、ヤオコー、
ビームス、トヨタモビリティ東京、ニトリ、三井住友銀行、足利銀行、紀陽銀行、群馬銀行、京葉銀行、東日本銀行、福井銀行、城南信用金庫、千葉信用金庫、東京信用金庫、労働金庫連合会、岡三証券、住友生命保険、
第一生命保険、あいおいニッセイ同和損害保険、アクサ損害保険、中央労働金庫、ジャックス、帝国データバンク、NTTドコモ、セコム、綜合警備保障、オリエンタルランド、エイチ・アイ・エス、近畿日本ツーリスト関東、
クラブツーリズム、JTB、東急リゾートサービス、ブライトンコーポレーション、地域医療振興協会　他

最先端のビジネスを感じ、『知』に基づいた行動力を身につける！
りそな銀行、岩手銀行、京葉銀行、静岡中央銀行、常陽銀行、東日本銀行、ゆうちょ銀行、朝日信用金庫、埼玉縣信用金庫、城南信用金庫、城北信用金庫、水戸信用金庫、横浜信用金庫、藍澤證券、SMBC日興証券、
野村證券、水戸証券、朝日生命保険、日本生命保険、明治安田生命保険、中央労働金庫、オリエントコーポレーション、クレディセゾン、ジャックス、イオンリテール、ファミリーマート、ヤオコー、ヨークベニマル、
タリーズコーヒージャパン、日本マクドナルド、トヨタモビリティ東京、LIXILビバ、センコー、日本通運、JR北海道、全日本空輸、JALグランドサービス、日新、かどや製油、メリーチョコレートカムパニー、ジャパンフーズ、
アイリスオーヤマ、白十字、東洋紙業、カナオカ、シーボン、桐井製作所、スターゼン、アルフレッサ、花王グループカスタマーマーケティング、メディセオ、鳥羽洋行、楽天、帝国データバンク、九電工、旭化成ホームズ、
一条工務店、大和ハウス工業、住友不動産販売、デイリースポーツ案内広告社、エイチ・アイ・エス、ニュー・オータニ、プリンスホテル、IMSグループ、ニトリ、セコム、綜合警備保障、ANAスカイビルサービス、
羽田空港サービス、財務省、東京国税局、仙台国税局、高松国税局、自衛隊（陸）、警視庁、茨城県警察、埼玉県警察、栃木県警察、北海道警察、山形県警察、横浜市消防局、栃木市消防、埼玉県教育委員会　他

2 0 2 0 年 3 月 卒 業 の 就 職 実 績

就職率 98.1%（2020年3月卒の就職希望者の就職率）

Internship
インターンシップ

学生と企業を結ぶ就業体験プログラム

採用の早期化・多様化により、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）への企業の注目は増しています！

政経学部経済学科 当時3年

森 大輔さん

新型コロナウィルスへの対応
拓殖大学では、学生の就職活動を継続的に支援するため、
遠隔でのサポート強化に積極的に取り組んでいます。

就職支援プログラムに
ついて知りたい

中面へインターンシップに
ついて知りたい

下へ 就職実績に
ついて知りたい

裏面へ

国際学部国際学科 当時3年

山野井 智美さん
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インターンシップ体験記

主 な 就 職 先



拓殖大学の
就職支援
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、セミナーなどの支援を

年間約70種用意しています。

新入生SPIテスト

採用試験の筆記対策は1年次から開始！
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。

No.2 東商リレーションプログラム

“企業”を知って、自身の視野を広げよう！
1・2年生を対象として、東京商工会議所と連携して、夏季・
春季休暇期間中に職業体験の機会を提供します。実際に
企業を訪問し、業務の仕組みや特性を学べます。

No.4 資格取得・試験対策支援講座

豊富な学内講座で目標達成をサポート！
学生一人ひとりが目標に合わせて効率的に学べるように
学内講座を豊富に用意。学内で講座を行うため移動時間の
ロスや経済的負担を軽減して受講することが可能です。

No.52～66

合同企業研究会

就職部が厳選した企業が集結！
約300社が集結する大規模な合同企業研究会を独自に
開催しています。この研究会から、例年250～300名もの
学生が内定に繋げているという高い実績があります。

No.25

グループディスカッション
実践トレーニング

評価ポイントを理解して得意領域に！
多くの学生が実は苦手なグループディス
カッション。実践しそれを見直すことで、採用側
が学生の何を見て評価しているのかを客観的
に理解することができます。

No.29

就活マナー
実践トレーニング

社会人の基本を身につける！
社会に出て人と接する際には最低限のマナー
があります。挨拶・おじぎの仕方、表情、歩き方
など、マナーに関する基礎の指導を受け、この
機会に自分のものにしましょう。

No.31

就職合宿セミナー

集中指導で“就職力”アップ！
本格的な就職活動を控えた時期に“就職力”強化を目標
として面接特訓を実施。企業の人事担当者を講師に迎え、
本番さながらの面接指導を受けることができます。

No.27 動画選考対策講座

動画選考を採用する企業が増加中！
採用試験の一環として、学生に動画の提出を求める企業
が増加しています。動画撮影時の注意点を理解し早めに
取り組むことで、他の学生に差をつけることができます。

No.32

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

3年次からは本格的に社会へ出るための準備が必要になります。採用活動
の傾向を踏まえて、拓殖大学では、段階的なプログラムを用意しています。
“必要な時期”に“必要なプログラム”に参加することで、一人ひとりの納得感
のある“就職”に繋がります！

3年次春から本格的な就職活動準備スタート！

将来のキャリアを見据え、社会で求められる能力を理解し、これからの自己成長に繋げるガイダンス。
各学部の学習目的に合わせて、プログラムを提供。

就職活動に向けて、今から何をすれば良いのか!? 
2021年の就職活動スケジュールや選考方法の傾向、夏季インターンシップについて詳しく説明。

多くの学生が参加しているインターンシップ。企業の採用担当者にお越しいただき、担当者が考える「インターンシップには
こんな学生に来て欲しい」を本音で紹介。

就職活動の前半で提出するエントリーシート（ES）や履歴書について、採用担当者はどこを見ているのか？
採用担当者にお越しいただき、「ES・履歴書で評価するポイント」について紹介。

就職活動本番前に心構えを整える内容。自分の就職活動準備がどこまで進んでいるのかセルフチェックし、自己分析や自己PR、
志望動機から企業研究に繋げていく方法を改めて確認。

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。

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、質疑応答を実施。
同時に内定学生とOB・OGとの交流もできる。

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を実施。

各県庁等のU・Iターン就職担当者が来校し、最新の就職情報を紹介。担当者から話を聞くことで、自分では知ることができない
貴重なU・Iターン情報を先取りで知ることが可能。

国家公務員（一般職・国税専門官等）、国立大学法人、東京都等の採用担当者が来校し、仕事内容、試験情報を説明する年に
1回の貴重なセミナー。採用担当者から直接話が聞けるのはここだけ。

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250～300名程度の内定実績を誇る。

就職活動の終盤戦で行われる面接選考！ 企業の採用担当者にお越しいただき、企業が「面接で評価するポイント」について
知ることが可能。

自己PR動画の提出を課す企業が増加中。動画作成のテクニックだけでなく、自分のPRポイントを十分伝えられるような表現の
仕方を指導。

就職活動をサポートする手帳。自己分析、履歴書の書き方、就活マナー、面接対策など就職ガイダンスで解説する概要も網羅。
企業訪問記録、2年間のダイヤリー付属。

東京商工会議所と連携して「中小企業の魅力発信」と「大学初年次からの職業観の醸成」を目的とし、会社訪問して働く現場を
見学。

就職活動において10,000社を超える企業（一部公務員も）が実施している筆記試験を体験し、現在の基礎学力を測る。
公務員の種類や必要とされる資質や試験対策について解説。

ゼミや研究室、部活動単位のグループ指導。
企業、自治体における就業体験。
長期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。
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。

2021年採用の動向と対策についてわかりやすく解説！ また、対策に沿った10月以降の就職プログラムについても紹介。

4年生内定学生が両キャンパスで3年生の就職相談の実施。
就職活動で好印象を与えるヘア・メイクの作り方を学ぶ。

新聞は企業情報の宝庫！ 業界や職種研究にも役立つ新聞の正しい読み方を伝授！

業界団体による業界説明会。昨年度は金融業や物流業、観光業などが参加。

警察、消防、自衛隊等の公安系機関の採用担当者が来校し、仕事内容、試験情報を説明。
合同企業説明会に参加する主な企業の紹介および説明会の概要を紹介。

合宿形式による面接指導（1回168名、年1回開催）。
企業の採用担当者による模擬面接（個人面接・集団面接）。
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（複数回実施）。
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。
挨拶・おじぎの仕方、表情、歩き方などマナーに関する基礎の指導。

3年全員を対象にSPI模擬試験を実施。今年度より、職業能力基礎（SPI）の学期末試験同日に実施。
一般常識試験に対する対策。
留学生を積極的に採用する企業が学内で実施する合同企業説明会。
学内で実施する優良企業によるブース形式の会社説明会。
多摩地区の17大学による合同企業説明会。
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。
秋以降も採用を継続している企業による会社説明会を毎週1回実施（1回につき4社程度）。
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あげる支援。
学部学科や社会人基礎力育成会議等、教員と連携して合同企業説明会を実施。
海外で働くことを希望する学生のために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。
未内定者のための個別面接指導。
公務員希望者を対象に、集団面接・個人面接の模擬面接を実施。面接官は公務員予備校講師が担当。
就職活動真っ只中にある4年生の悩み事や相談事をテーマ別に設定し、複数学生によるWebでの相談会を実施。
就職課相談員による個別相談の実施。
学生からの就職活動に関する相談メールへの対応。
遠方からでも相談ができるオンライン相談を実施。
公務員に関する個別相談窓口を設置。相談員は公務員予備校講師が担当。
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。
TOEICの点数をUPさせるための英単語の「覚えかた」を学ぶ。
公務員を志望する学生に対して提供する長期講座。公務員予備校の講座を学内で費用を抑え受講可能。
大原学園の各校で受講し、公務員試験対策に打ち込む学生の支援。
あらゆる業界、職種で役立つ（評価される）簿記について、大原学園の各校で割引価格で受講できる支援。
TOEICスコアアップのために学内で受講可能な試験。
Web版のSPIテスト・玉手箱の模擬試験および講義を実施。
パソコンスキル向上の実務で活用出来る資格（Word、Excelなど）の取得支援。
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の取得支援。
情報処理技術者資格取得希望者への情報技術に関する基礎的な知識の取得支援。
英語力アップに向けた対策講座。
宅地建物取引士資格取得希望者への支援（住宅・不動産会社希望者にとって特に有益）。
国内・総合旅行取扱管理者資格取得希望者への支援（旅行会社希望者にとって特に有益）。
3級FP技能検定取得希望者への支援（保険会社・金融機関・不動産会社希望者にとって特に有益）。
貿易実務検定®C級取得希望者への支援（貿易関連業界の実務の基礎知識を学ぶ講座）。
秘書検定2級取得希望者への支援（職業人としてのマナーを学ぶ講座）
国際人としてとして必須のマナーやプロトコール（国際儀礼）に関する知識を学ぶ講座。

保護者向け就職サポートガイド（現在の就職活動全体について理解）。
留学生向け就職サポートガイド（留学生対象の就職支援プログラム等を紹介）。

1年生対象就職ガイダンス

新入生SPIテスト
公務員希望者のための説明会

出張ゼミ
インターンシップ（夏季・春季）
長期研修派遣学生ガイダンス
外国人留学生対象就職ガイダンス

ガイダンス「就勝（活）キックオフ～秋編～」

〈実践編〉 就勝（活）セミナー「企業採用担当者の
ホンネ：インターンシップとは？」

〈実践編〉 就勝(活)セミナー「企業採用担当者の
ホンネ：ES・履歴書で評価するポイントとは!?」

総集編「2021年度採用の傾向と対策」

拓殖大学北海道短期大学ガイダンス

学生アドバイザーによる就職相談会
選考を通過させるための外見力UP講座（就活身だしなみ）

〈実践編〉 就勝（活）セミナー「業界・職種研究に
「役立つ新聞の読み方」

OB･OG＋内定者+学生との就職交流会

留学生キャリアアカデミー

業界フェア

地方創生U・Iターン就職セミナー

公務員セミナー

公安系公務員セミナー
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（市ヶ谷・八王子）

〈実践編〉 就勝(活)セミナー「企業採用担当者の
ホンネ：面接で評価するポイントとは!?」

就職合宿セミナー〈有料〉
模擬面接
グループディスカッション実践トレーニング
航空・旅行・ホテル業界 上級サービス・マナー講座 〈有料〉
就活マナー実践トレーニング

動画選考対策講座

3年生統一SPIテスト
一般常識テスト
留学生対象学内合同企業説明会
合同企業説明会（文京）
多摩地区大学合同企業説明会
地域企業・学内合同企業説明会（八王子）
学内個別企業説明会（文京）
集団面接会＆面接実践研修
学部連携ミニ合同企業説明会
海外就労支援
応援模擬面接
公務員希望者対象 模擬面接
就活何でも相談
個別相談
メール相談
拓大就職部Webサテライト
公務員希望者対象の個別相談
脳力開発セミナー
記憶術講座
公務員試験対策講座
学外提携 公務員講座〈大原学園〉
学外提携 簿記講座〈大原学園〉
TOEIC IP 試験
テストセンター対策模試（WebSPI・玉手箱）
MOS試験対策講座
日商PC検定対策講座
ITパスポート試験対策講座
TOEIC® TESTスコアアップ対策講座
宅建士資格試験対策講座
国内・総合旅行取扱管理者資格取得講座
3級FP技能検定対策講座
貿易実務検定®C級合格講座
秘書検定2級対策講座
マナー・プロトコール検定3級対策講座

就職ハンドブック

保護者のための就職支援ガイドブック
留学生向け「就職サポートガイド」

ガイダンス「就勝（活）キックオフ～夏編～」

1・2年生対象 東商リレーションプログラム
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1・2年

2・3年

3年

4年

全学年

その他

キャリア支援

学 年 項　目 名　称 内　容 実 施 時 期
八王子国際 文　京

グループ指導
インターンシップ

就職活動の準備

業界・企業・職種研究

面接対策

筆記試験対策

業界・企業・職種研究

面接対策

相談

個別相談

セミナー

試験対策
〈有料〉

資格・支援講座
〈有料〉

前期 前期

前期 前期
前期 前期

通年

前期
前期

前期

前期

前期

9月 9月

前期 前期

10月 10月

1月 1月

12月・1月 2月
12月 1月

前期 前期

10月

前期

前期

前期

前期

11月

11月

11月

1月

2月

2月

2月

10月 10月

1月 1月
2月 1月

2月（八王子国際で開催）
2月 1月

2月 2月

7月・1月 7月・1月
12月 12月
前期 前期

前期
9月

後期
10～12月

1～3月 1～3月
通年
通年
通年 通年

前期
通年

通年 通年
通年 通年

通年
前期

前期
2月

5～12月 通年
通年
通年

12月
2月 12月

休暇期間（夏・春）
休暇期間（春）

後期
後期 後期

6～10月
6～9月 6～9月

後期
後期
後期 後期
後期 後期

4月

6月
4月

春季（2月～3月）※夏季は2020年度休止

7月以降（北海道）

2月（文京で開催）

通年

春季（2月～3月）
※夏季は2020年度休止

※2020年度は入構制限等に伴い一部プログラムを
　休止・延期・代替措置（Web配信等）での実施としています。

＊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。詳細は両キャンパス就職課で確認してください。

※2020年度夏季は休止
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令和2年度　就職支援内容一覧




