
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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主な実習内容

初日挨拶、窓口業務の説明、窓口業務の
補佐、データ入力

窓口業務の補佐、データ入力、データ整理

データ入力、データ整理、カーブミラーの
点検、注意喚起の看板の設置

窓口業務の補佐、データ入力

1日目

4日目

　今回のインターンシップは、初めて対面でのインターンシップ
でした。その前まではYouTube動画や就職サイトから情報を
得ていましたが、企業側の生の声が聞けて心のモヤモヤと
した疑問がスッキリしました。特に社長との座談会では、仕事
に対してとても広い視点を持つことの大切さを知り、参考になり
ました。将来、自分はどういう企業に入って何をしたいのかが、
企業の方々からの話や意見を直接聞けたことで、より明確に
なった気がします。

　ぜひインターンシップに参加して人事部の話しだけでなく、
いろんな部署の先輩社員、特に社長のお話を聞くようにして
みてください。
　まだ志望業界が定まっていない人は、とりあえず情報収集
の感覚で少しでも興味のある業界のサマーインターンに挑戦
してみてください。私はIT企業でお世話になったのですが、
幹部には文系の方がびっくりするぐらい多かったです。イン
ターンシップを通してやりたいことを見つけてください。

将来の目標がより明確になりました！
　JTP株式会社

5日目

2・3日目

主な実習内容

オリエンテーション、情報セキュリティー
講座、社長と座談会
チャットボットの研修
実際に使われているチャットボットの改善
APIについて各自で調べる
AI-APIを使った新サービスを考える
成果発表の準備
成果発表

1日目

3・4日目

5日目

6～8日目

9日目

10日目

2日目

　私がこのインターンシップに参加したのは、普通ではなかなか
経験することのできない公務員の業務を実際に体験したいと
思ったからです。
　インターンシップを通して驚いたことは、市役所の一つの課
の中でも業務内容が多岐にわたっているということでした。
デスクワークでデータの入力や書類を作成する仕事もあるの
ですが、カーブミラーの点検や看板の設置など外での仕事もたく
さんあり、想像していた以上に業務が多岐にわたっていました。

　また、市役所での業務を体験して、市民の個人情報が記載
された書類やデータを取り扱って仕事をすることに重い責任を
感じるとともに、とてもやりがいを感じられました。
　短い期間でしたが、市役所での仕事の理解を深め、社会人と
してのマナーや仕事に対する姿勢、意義を学ぶことができた
充実した五日間になりました。実際に体験してみないとわか
らないことだらけだったので、ぜひインターンシップを通して
たくさんの学びを得てほしいです。

仕事への「責任」と「やりがい」を感じました！
　行田市役所

政経学部 法律政治学科 当時3年

深澤 花さん

工学部 機械システム工学科 当時3年

ムハマド・サンスリ・ラシッドさん

インターンシップ体験記
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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 ／ Mail  shushoku@ofc.takushoku-u.ac. jp

〒193-0985　東京都八王子市館町815-1 TEL 042-665-1467 ／ Mail  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！

　新型コロナウイルスの感染が始まり3年目を迎えて、就職環境は明る

い兆しが見えはじめています。しかしながら、世界情勢は不透明感を増し、

不安定な状況です。社会の変化に伴い企業も事業構造の転換を余儀なく

され、就活生には広い視野が求められています。このような環境下でも、

拓殖大学生が誠実に粘り強く取り組んだ結果、就職率は94.1％となり

ました。就職率の内訳は、日本人学生95.0%、外国籍学生78.6%。留学生

は、インバウンド市場の消滅と入国制限で就職活動のタイミングを逸した

ことが影響し、やや回復したものの厳しい結果となりました。

　今後も新型コロナウイルスや世界情勢が企業へ与える影響は予断を

許さず、業界や職種によっては見通しも大変厳しくなることが予想され

ます。現状を正しく認識し、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

グラムを積極的に自分のため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。

就職課内の万全な感染対策
両キャンパス就職課ともに、
安心して来課できる環境です。
アルコールやアクリル板など常設しており
直接相談できます。

　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15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（実績）　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、JTP、トップランク、日刊工業新聞　他

※2022年度夏の拓殖大学インターンシップは、受入企業・機関の感染予防対策を確認した上で実施します。

※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

ものづくりを重視した知識と技術を修得し、熱きエンジニア・デザイナーへ。
IJTT、イヨベ工芸社、キヤノンファインテックニスカ、シキノハイテック、住友金属鉱山、タムラ製作所、ツガミ、東洋電装、ニッコー、日東工器、日本エレベーター製造、日本テキサス･インスツルメンツ、野村マイクロ･サイエンス、
日立Astemo、本田技研工業、ミツバ、アルプスシステムインテグレーション、アドバンスト･メディア、ヴィンクス、NECフィールディング、キヤノン電子テクノロジー、サイバーコム、CIJ、DNP情報システム、東計電算、
日本コンピュータ･ダイナミクス、日本システムウエア、日立社会情報サービス、富士通エフサス、足立建設工業、鹿島道路、川重ファシリテック、関電工、新生テクノス、東京アート、東京食品機械、リンベル、ソレキア、
東京地下鉄、立山黒部貫光、アルトナー、アビスト、綜合警備保障、東宝ハウスホールディングス、日本創発グループ、日立ビルシステム、マイスターエンジニアリング、三菱電機ビルテクノサービス、ユニバーサル園芸社、
防衛省（自衛隊幹部候補生）　他

グローバルな視点で問題をとらえ、共に考え、共に解決する途を拓く。
アルプス物流、後藤回漕店、日本通運、東海旅客鉄道、東京地下鉄、APAグループ、カトープレジャーグループ、星野リゾート･マネジメント、Apple Japan、システムズ･デザイン、ディップ、クラウドワークス、フォーカスシステムズ、
日立システムズパワーサービス、サイサン、スズデン、双日建材、たけでん、日本瓦斯、友和、いなげや、関東マツダ、スギ薬局、東京スバル、ベイクルーズ、光岡自動車、東亜道路工業、ヨコソー、アルプスアルパイン、
神戸製鋼所、寿スピリッツ、スリーボンド、太平洋セメント、ティラド、デンソー、中村自工、日東工器、日本製鉄グループ、ユニバンス、四国銀行、農林中央金庫、青梅信用金庫、第一生命保険、アルプスアグリキャリア、
JAPAN AGRI DESIGN、グローブシップ、西尾レントオール、ベネッセスタイルケア、エン･ジャパン、学情、東京リーガルマインド、トヨタ東京教育センター、宮城県教育委員会、国立病院機構、和歌山県警察、大館市役所、
鹿嶋市役所、仙北市役所、五城目町役場　他

英語・中国語・スペイン語、そして日本語を磨き、新時代に対応する。
アパホテル、金谷ホテル観光、共立メンテナンス、京王観光、星野リゾート･マネジメント、アルプス物流、後藤回漕店、ジャスフォワーディングジャパン、ディー･エイチ･エル･ジャパン、内外日東、丸全昭和運輸、
三菱商事ロジスティクス、イセトー、白ハト食品、スズキ、ディスコ、TOTO、フクダ電子、Earth Technology、NTTデータルウィーブ、日立システムズパワーサービス、USEN-NEXT HOLDINGS、エトワール海渡、
エフピコインターパック、大塚商会、コロンビアスポーツウェアジャパン、ソーダニッカ、西川、セブン-イレブン･ジャパン、ウエルシア薬局、オンデーズ、タカラレーベンリアルネット、光岡自動車、茨城県信用組合、
新潟縣信用組合、西武信用金庫、電音エンジニアリング、ビー･エム･エル、ベビーカレンダー、マンパワーグループ、東京消防庁、神奈川県警察、勝浦町役場、高岡市役所　他

法律・政治・経済の専門知識を高め、国際的な視野で現代社会の課題を解決する。
防衛省(自衛隊幹部候補生)、林野庁、東京国税局、警視庁、茨城県警察、香川県警察、神奈川県警察、埼玉県警察、千葉県警察、埼玉県庁、牛久市役所、流山市役所、成田市役所、神崎町役場、利根沼田広域消防本部、荏原商事、
京葉住設、大成温調、大和ハウス工業、東和エンジニアリング、ヒノキヤグループ、コンビ、JFE鋼板、月島食品工業、ツインバード工業、TDK庄内、ノーリツ、ノダ、フジキン、美濃吉食品、ムラコシ精工、茨城新聞社、応研、
CLINKS、クレスコ、中央システム、DTS、東京京装コンピュータ、東証コンピュータシステム、バンダイナムコスタジオ、富士ソフト、エース、関東日立、スターゼン、ダイトロン、築地魚市場、三菱電機住環境システムズ、ヤマト電機、
吉田、イトーヨーカ堂、トヨタモビリティ東京、ニトリ、原信、ベイシア、マイテック、ヤオコー、横浜トヨペット、山梨中央銀行、朝日信用金庫、アルプス中央信用金庫、川口信用金庫、館山信用金庫、多摩信用金庫、東京信用金庫、
東京東信用金庫、福島商工信用組合、山梨信用金庫、東海東京フィナンシャル･ホールディングス、明治安田生命保険、ケイアイスター不動産、東急リバブル、毎日コムネット、ハイランドリゾート、パレスホテル、綜合警備保障、
新幹線メンテナンス東海、TOKAIホールディングス、ピーアール･デイリー、ビー･エム･エル、野村不動産パートナーズ、日立システムズフィールドサービス、神奈川県教育委員会、埼玉県教育委員会、福島大学　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。
みずほフィナンシャルグループ、秋田銀行、群馬銀行、常陽銀行、福島銀行、北都銀行、武蔵野銀行、山梨中央銀行、朝日信用金庫、城北信用金庫、巣鴨信用金庫、東京信用金庫、千葉信用金庫、いちよし証券、
東海東京フィナンシャル･ホールディングス、野村證券、SMBCコンシューマーファイナンス、オリエントコーポレーション、インテック、東計電算、東証コンピュータシステム、日立システムズエンジニアリングサービス、
中央システム、トムス･エンタテインメント、USEN-NEXT HOLDINGS、大塚商会、スターゼン、住電HSTケーブル、タキゲン製造、東京エレクトロンデバイス、三菱電機冷熱機器販売、ムサシ、横浜冷凍、イトーヨーカ堂、
カインズ、サミット、東京スバル、トヨタモビリティ東京、日本マクドナルド、アイリスオーヤマ、市光工業、桐井製作所、JFEスチール、芝浦電子、スズキ、スリーボンド、トンボ鉛筆、日立ドキュメントソリューションズ、
フジパングループ本社、安川電機、キューソー流通システム、東京国際埠頭、日本通運、大成温調、大和ハウス工業、東和エンジニアリング、中日本ハイウェイ･エンジニアリング、スターツコーポレーション、
積水ハウス不動産東京、ALSOKグループ、上尾中央医科グループ、伊藤ハム米久ホールディングス、IMSグループ、鹿島建物総合管理、コーユーレンティア、日本赤十字社、三菱商事フィナンシャルサービス、
リクルート、郵船コーディアルサービス、防衛省（陸上自衛隊）、法務省（矯正局）、警視庁、埼玉県警察、神奈川県警察、鳥栖市役所　他

2 0 2 1 年 度 卒 業 生 の 就 職 実 績

就職率 94.1%（2022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）は、企業から注目が増しています！

新型コロナウイルスへの対応
拓殖大学では、学生の就職活動を継続的に支援するため、遠隔でのサポートにも対応しています。

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

ガイダンスのオンライン対応
例年学内で開催している
就活ガイダンスの内容を、
テーマごとに取りまとめ
学生に配信しています。
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表4 表1 拓殖大学 就職NEWS 2022　表1-4（天地384×左右530ミリ）／1ページ：天地384×左右265ミリ
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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

模擬面接

企業の採用担当者からフィードバックを受けて得意領域に！
　面接は客観的に評価されてフィードバックを受けることでどんどん得意になって
いきます。拓殖大学の模擬面接では、実際に企業の人事担当者を招き、本番さながら
の面接を経験できます。選考の多様化に合わせ、個人面接・集団面接を対面形式・
オンライン形式でそれぞれ体験できる環境を整えています。模擬面接を経験した
多くの学生が、新たな気付きを得て本番の選考に活かしています。

No.27

学内個別企業説明会

学内で採用担当者と直接話せる！
　徹底した感染予防対策の下、4年生を対象に学内で説明
会兼選考会を開催しています。昨年度は延べ60社が来校
し、多くの学生が企業理解を深め内定を得ています。

No.38 Web面接対策講座

Web面接を採用する企業が増加中！
　Web面接や動画選考を採用する企業が増加しています。
対面式とは異なる注意点を解説すると同時に、好印象を
与える身だしなみを学びます。

No.31

　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、プログラムを組んでいる。

就職活動開始に向けて、何をすれば良いのか!? 2023年（2024卒）の就職活動スケジュール（スケジュールの形骸化、早期選考）、
選考方法の傾向（オンラインなど）、夏季インターンシップについて詳しく説明します。

就職活動本番に向けて、2023年採用の動向と対策について、改めて解説します。また、選考対策に沿った10月以降の就職支援プログラムについて紹介します。

就職活動本番直前の心構えや、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します。

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。更に、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。

日本での就職を希望する外国人留学生を対象とした、業界や日本企業の特質を理解したり、日本で働くことの意義やマナーを学ぶプログラム。
業界団体による業界説明会を数回実施。昨年度は金融や物流、IT、小売、製造業界などが参加し、業界の裏側までお話しいただきました。

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、試験情報を説明します。
採用担当者から直接話が聞ける貴重なセミナーです。

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、試験情報を説明します。（文・八共催）

合宿形式による面接指導を中心としたセミナー。（定員168名、1回開催）
企業の採用担当者を招いての模擬面接。（個人面接・集団面接）

SPIとは異なる一般常識試験対策模試。

保護者向け就職サポートガイド。（年々変わりつつある就職活動全体について理解）

東京商工会議所と連携したプログラム。「中小企業の魅力発信」と「大学初年次からの職業観の醸成」が目的、会社訪問により働く現場を直に見学する。

就職活動において10,000社を超える企業（一部公務員も）が、採用における選考で実施している筆記試験を体験し、現在の基礎学力をはかる。
公務員の種類や必要とされる資質、試験対策などについて解説。

ゼミナールや研究室、部活動単位へのグループセミナー。
企業、自治体などにおいて就業体験を行う大学推薦のインターンシップ。春季は2年生のみ対象。
関東経済産業局の協力による、キャンパス内で企業数社を招いて実施する外国人留学生向けインターンシップ。（文・八共催）
長期留学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解説。

夏のインターンシップに向けて、自分自身の興味・価値観など自己分析するとともに、「仕事」について考えます。自分を理解して、自分に合う
仕事の探し方について学びます。またインターンシップの申込や企業への採用応募書類に必要なES・履歴書について、書き方のポイントを
解説します。面接試験の種類やポイントについて、それぞれの面接方式で採用側は学生の何を見ているのか解説します。

就職活動本番に向けて、今まで準備のできていない学生に対して、改めて解説します。
すでに準備のできている学生は再確認のためにも必要なセミナーです。

4年生内定学生が、後輩の3年生に自己の体験を踏まえた就職相談を実施。
留学生限定の4年生内定者座談会。日本人と異なる苦労した体験や必要な情報を得る。
先輩内定学生からの就活実践アドバイスに併せ、若手の卒業生社員による仕事内容の紹介、そして質疑応答など。
内定学生と卒業生との交流も図る。（文・八共催）

各県庁等のU・Iターン就職担当者による地方での就職活動の進め方、メリットなどを解説。最新の就職情報を先取りすることができます。

合同企業研究会に参加する主な企業の紹介および参加についての概要説明。

外部施設（アルカディア市ヶ谷・八王子オクトーレ）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。Webでの開催も想定する。

グループディスカッション（少人数）を体験し、評価のポイントなど解説を受ける。（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。（文・八共催）
挨拶・おじぎの仕方、表情、歩き方などの指導。
Web面接や動画選考が主流となり、対面式とは異なる注意点を解説すると同時に、好印象を与える身だしなみを学ぶ。
3年生を対象にSPI模擬試験をBbで案内、実施。

キャンパス内で実施する1日数社（優良企業）による対面式の会社説明会。
多摩地区の19大学による合同説明会。
大田区産業振興協会と連携、または多摩地域、相模原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実施。
留学生を積極的に採用する企業の学内で実施する合同企業説明会。
人材紹介会社がもつ求人紹介と、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。
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。
内定獲得に向けた個別面接指導。
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。（外部委託）
就職活動まっただ中にある4年生の悩み事や相談をテーマ別に設定、複数学生によるWebでの相談会。
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電話や相談メールへの対応。
オンラインZOOMで個別相談を実施する。
公務員に関する個別相談コーナーを設置。相談員は公務員講座委託業者（東京リーガルマインド）からの派遣を依頼する。

起業を目指す人材の育成、様々な場面に於いて新しい価値の創造を発揮できるアントレプレナーシップを育成するセミナー。
真の生き方を身につけることを目指す。

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」を学びます。
公務員試験対策。
TOEICスコアアップのための試験。
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。
パソコンスキル向上の実務で活用出来る資格。（Word, Excelなど）
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支援講座。
英語語学力アップ対策講座。
住宅・不動産業界希望者（宅地建物取引士取得希望）にとって有益な対策講座。
旅行業界希望者にとって有益な対策講座。
保険会社・金融機関・不動産会社希望者にとって有益な対策講座。
貿易関連業界の実務の基礎知識を学ぶ講座。
職業人としてのマナーを身につける講座。
航空、旅行、ホテル業界希望者への支援講座。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。
採用条件として、多くの企業がN1取得必須としている。全学年N1未取得学生への対策講座。

入社してから様々なビジネスシーンに役立つ日本語の修得を目的に、N1取得者に向けた支援講座。

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。
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、面接対策など就活に必要な内容が網羅されている。
就職Webのアクセス方法や企業訪問の記録欄、2年間のダイヤリーも付いている。

外国人留学生就活支援 e-パンフ「日本で就職しよう！」と題して、デジタル化してメール配信。

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）
留学生オンキャンパスインターンシップ
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

前期就活セミナー「自己分析」
「エントリーシート・履歴書の書き方」
「面接対策」

後期就活セミナー「スタートガイダンス～秋編～」

後期就活セミナー「自己分析」
「エントリーシート・履歴書の書き方」
「面接対策」

就活セミナー総集編
「2023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
外国人留学生内定者座談会

若手卒業生＋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
合同企業研究会事前説明会

合同企業研究会
（対面形式：市ヶ谷・八王子、or Web形式）

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
Web面接対策講座（動画対策）
3年生統一SPIテスト
一般常識テスト

学内企業説明会
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
学内個別企業説明会
留学生対象学内合同企業説明会
集団面接会＆面接実践研修
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・電話相談
就職部Webサテライト
公務員希望者対象の個別相談

アントレプレナーシップ育成セミナー

脳力開発セミナー
記憶術講座
公務員試験対策講座
TOEIC® L&R IP 試験
学外提携 簿記講座〈大原学園〉
MOS試験対策講座
ITパスポート試験対策講座
TOEIC® L&R TESTスコアアップ対策講座
宅建士試験対策講座
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
外国人留学生対象 日本語能力試験N1対策講座

外国人留学生対象 
ビジネス日本語能力テスト（BJT）対策講座

学外提携 公務員講座〈大原学園〉

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

留学生向け就職ガイドブック

前期就活セミナー「スタートガイダンス～春編～」

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

文　京 八王子国際

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

通年

5月
4月

4月

5月／6月／7月

9月

10月／11月／12月

10月／11月

1月下旬

11月／12月
後期

1月以降

（前期）6月／7月・（後期）10月～12月
7月

11月

1月

4月
4月

7月

2月

11月
12月以降

12月以降

4月

12月以降
11月以降
6月～7月
12月

多くの企業が実施しているWeb版のSPIテストに向けた対策模試。テストセンター対策模試（WebSPI）34 1月
5月～
9月

9月以降

9月以降
10月～12月

1月～3月
通年

通年
前期

通年

通年
通年
通年
後期

前期

前期
2月

通年

通年
5月／9月／12月

休暇期間（夏・春）
10月～12月

5月～9月

10月～12月 5月～7月

10月～12月

5～10月

5月～6月

6月～7月

9月～11月

10月～11月

通年

4月

6月

4月

夏季（8月～9月）・春季（2月～3月）

7月

10月

夏季（8月～9月）・春季（2月～3月）

＊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。

※対面プログラムは、十分な感染症対策を行った上で実施します。また、情勢によってオンライン開催へ変更します。

（過去の様子） （過去の様子）
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