
2019年度前期　水戸キャンパス就職ガイダンス ２０１９．４．１１現在

日程 曜日 時間／会場 テーマ／内容 講師・担当

12時40分～14時10分 就活スタートアップ
（就活って何を準備するの？）

図書館3階ライブラリーホール
これからの就活に向けて何を準備するか
キャリアセンターの利用方法
インターンシップって参加するべき？

12時40分～14時10分 就職活動の動向
（来年の就活はどうなるか？）

図書館3階ライブラリーホール
就職活動の動向を知る！
就職活動の全体像を理解する！
何を準備すべきか把握する！

12時40分～14時10分
14時20分～15時50分

インターンシップ・スタートアップ
（ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟと就職活動の流れ）

講　堂
インターンシップと就職活動の流れ
民間企業/公務員/NPOなどへのインターンシップで得られること
良いインターンシップに出会うために

12時40分～14時10分
インターンシップ・スタートアップ
（ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟと就職活動の流れ）

図書館3階ライブラリーホール ※5/15に参加できなかった学生向けに、
内容のポイントのみキャリアセンターからガイダンス

12時40分～14時10分
インターンシップ・企業の探し方
（良い企業に出会うために）

図書館3階ライブラリーホール
優良企業の見つけ方！（仕事研究の重要性）
求人票の見方、茨城大学に来る求人票
さあ！インターンシップを探そう。

時間帯未定（午後に実施） インターンシップ・マッチングフェア

図書館1階共同学習エリア
学内にインターンシップ実施企業・団体を招きます！
直接！インターンシップの情報を聞こう！
県内企業/県外企業/公務系の仕事 など

12時40分～14時10分
自己分析
（自己PR文の土台をつくる）

図書館3階ライブラリーホール
インターンシップ選考対策にも
自己PR文の土台をつくり、ブラッシュアップのポイントを確認
「すごいところ」探しではない！

12時40分～14時10分
14時20分～15時50分

SPI模試

IT基盤センターMM2教室(2F）
パソコンを使ったWeb模擬試験を体験（無料）
２回開催（先着：事前申込み制）
準備していない人も、体験した後でコツを検討！

12時40分～14時10分
夏休み前就職セミナー
（就活に向けて何を準備するか）

図書館3階ライブラリーホール
秋からの就活に向けて何を準備する？
インターンシップで何を見て来る？
こだわりたい「労働条件」は何？

人文社会科学部・理学部
リクルートキャリア
キャリアセンター

キャリアセンター

キャリアセンター

● 公務員試験対策講座説明会は4月4日、4月10日、4月24日に開催予定です。詳しくは大学生協書籍部からの案内を確認ください。
　問い合わせ先：茨城大学生協水戸書籍部（TEL:029-227-1865）

7月17日 水

7月24日 水

マイナビ

リクルートキャリア

キャリアセンター

● キャリアセンターで当日の講座の動画視聴と配布資料の受取り（※数に限りがあります）ができます。
● 来年度に就職活動を行う学部3年次生と大学院1年次生をおもな対象としていますが、他の学年の方の参加も歓迎します。インターンシップに興味
のある方、就職活動について早めに情報収集したい方など、ふるってご参加ください。

6月19日 水

<問い合わせ先>
茨城大学キャリアセンター（共通教育棟1号館1階）
窓口取扱時間　平日８：３０～１７：００
TEL：029-228-8797　mail：career@ml.ibaraki.ac.jp

4月17日 水

4月24日 水

5月15日 水

キャリアセンター
マイナビ

水

5月29日 水

6月5日 水

5月22日

キャリアセンター

マイナビ

AP06
タイプライターテキスト
【資料2-C-01-1】



日程 曜日 時間／会場 テーマ／内容（※現在の予定です。変更される可能性があります） 講師・担当

12時40分～14時10分 就職活動の流れ
図書館3階ライブラリーホール

・今後の就活スケジュールをおさらい＆3月までの準備事項、進捗を確認
・どのように活動していくか（情報収集、選考対策、相談）

14時20分～15時50分 公務員ガイダンス
図書館3階ライブラリーホール

・公務員の仕事や種別を知る
・公務員試験制度、受験対策のポイント、併願対策等について情報提供

12時40分～14時10分 内定者による就活体験報告

図書館1階共同学習エリア
・茨大生の就活のリアルを知る。様々な就職活動を経験した先輩が複数名参加
・前半はインタビュー形式、後半は個別座談会

12時40分～14時10分 自己分析
図書館3階ライブラリーホール

・毎年多くの就活生が苦戦する自己分析の方法を紹介
・履歴書や面接で頻出の自己PR。早めの準備を

12時40分～14時10分 業界研究
図書館3階ライブラリーホール

・様々な業界を知る・比較することで選択肢が広がる
・ひとつの製品から進める業界研究のやり方を紹介

14時20分～15時50分 一般常識解説講座
図書館3階ライブラリーホール

・採用選考で用いられる「一般常識」とは？言語、非言語分野の例題解説
・模試を受験していなくても参加可能

12時40分～14時10分 企業研究・求人票の見方

図書館3階ライブラリーホール
・求人票や募集要項の見方とポイントを紹介。大学に届く求人の活用法
・同業他社の比較、企業の強みを見つける企業研究

12時40分～14時10分 就活マナー講座
図書館3階ライブラリーホール

・身につけておきたいビジネスマナーや社会人のコミュニケーションを学ぶ
・身だしなみ、挨拶、電話対応、応募書類のマナー

12時40分～14時10分 筆記試験対策
図書館3階ライブラリーホール

・採用試験の種類（SPI、一般常識、CAB・GAB、玉手箱等）や受験方法（筆記試験、WEBテ
スト、テストセンター）。業界別の傾向や、対策のポイントを紹介

12時40分～14時10分 履歴書・エントリーシート

図書館3階ライブラリーホール
・履歴書やESの基本のマナー、好印象を得るために心がけたいこと
・選考開始までに準備したいこと

12時40分～14時10分 面接・集団討論対策
図書館3階ライブラリーホール

・面接、集団討論、グループワークの様々な形式について知る
・面接官の目線やチェックポイントを学ぶ

第1部　12時30分～14時10分
第2部　15時～16時40分 国家・地方行政機関等業務説明会

図書館1階共同学習エリア
・国家・地方公務員や公共性の高い仕事を行う団体が参加（個別ブース形式）
・公務員合格体験報告会、相談会も同時開催。全学年対象です。

2019年度水戸キャンパス後期就職ガイダンス

● 茨ダイCareer Naviより事前申し込みのうえご参加ください。申込人数により教室を変更する可能性がありますのでご注意ください。

● キャリアセンターで当日の講座の動画視聴と配布資料の受取り（※数に限りがあります）ができます。

● 学部3年次生と大学院1年次生を主な対象としていますが、他の学年の方の参加も歓迎します。早めに情報収集したい方など、ふるってご参加ください。

2/13 木 キャリアセンター

2/19 水 キャリアセンター

1/22 水 マイナビ

1/29 水

12/25 水
ディスコ（キャリタス就
活）

あさがくナビ

1/8 水 キャリアセンター

1/15 水
ジェイ・ブロード（就職
ウォーカー）

<問い合わせ先>
茨城大学キャリアセンター（共通教育棟1号館1階）
窓口取扱時間　平日８：３０～１７：００
TEL：029-228-8797　mail：career@ml.ibaraki.ac.jp

12/4 水 キャリアセンター

12/4 水 資格の大原

12/11 水 キャリアセンター

12/18 水 マイナビ

12/25 水
ディスコ（キャリタス就
活）

キャリアセンターのホームページです

茨ダイCareer Navi・イベントカレンダーなど

随時更新中！ぜひご覧ください



お問合せ キャリアセンター

就職ガイダンス、各種就活講座、キャリア相談予約はこちらまで

茨大生のための
就職支援システム

就活をちゃんとやろうと思ったら、手間がかかります。

いきなり履歴書やエントリーシートは書けま

せんし、筆記試験対策も、一夜漬けでは

できません。面接やグループディス
カッションも、最初から上手くいく人ば

かりいません。 説得力のある志望動機

や自己PRを書く・話すためには、自己
分析や業界・企業研究が大切に

なります。企業の方との電話やメール

の対応、説明会参加のマナーも、「その

時」になって焦る前に知っておくと役立ちま

す。先輩の就活体験を聞ける機会

も貴重です。12月4日（水）より、後期の

「就職ガイダンス」と「業界研究
会」を毎週水曜日の午後（※）に実施していき

ます。自己流の就活では気付かないやり方のコツや

ポイント、役立つ情報をお伝えします。納得のいく

就活、自分の将来のために就活時間を作りませんか？

就
活
、
ど
う
す
る
？

後
期
就
職
ガ
イ
ダ
ン
ス
・

業
界
研
究
会

開
催
決
定

※基本的に水曜日に開催しますが、他の曜日に実施する場合もございます。詳細は茨ダイCareer 
Naviやキャリアセンターのホームページ（下記QRコード）のイベントカレンダーをご確認ください。



日 程 場 所 時 間 テーマ 内 容 対 象 重要度

4/17 水 E1棟10番 17:35-19:05

4/19 金 E1棟10番 14:20-15:50

4/24 水 E1棟10番 17:35-19:05

4/26 金 E1棟10番 14:20-15:50

5/8 水 E1棟10番 17:35-19:05

5/10 金 E1棟10番 14:20-15:50

5/15 水 E5棟202
①14:20-15:50
②16:00-17:30

【インターンシップ準備講座③】
・ＳＰＩ・模擬テスト受検会（90分：言語・非言語・性格検査）
・実際にSPIを受検し、自分の能力を確かめ今後の対策に活かす
①・②どちらか一方にご参加ください。
（予約不要）

ＳＰＩは慣れが必要です。インターン参加や就職を検討している学生は、こ
の時期に積極的に受検すること。新卒採用では９割の民間企業がSPI試験
を実施し、官公庁でも実施されるようになりました。
問題形式、ＷＥＢでの操作に慣れること、自分の実力を知り対策していくこ
とが重要ですので、積極的にご参加ください。その場で結果が出ます。
※性格検査…年1度／言語・非言語特別版…6月～10月（第1回）11月
～5月（第2回）で1度ずつの受験が可能です。
※既にリクナビ2021で性格検査を受験した方は言語・非言語特別版のみ
の受検となります。

全学年 ○

5/22 水 E1棟10番 17:35-19:05

【理系学生のための進路ガイダンス】
・企業が理系学生に求めている力とは？
・院進学のメリット
・院卒、学部卒のOB就職先について
*院進学を検討している学部３年、就活を検討している院1年は積極的に
ご参加ください。

※進学をする！迷っている！方ぜひご参加ください！
≪様々な角度から考える≫
理系学生が大学院進学をするメリットを【お金】【就活】の観点でお伝えして
いきます。奨学金のお話も触れるので、院進学を迷っている方もぜひご参
加ください。
≪理系学生のアピールポイント≫
また、企業が理系学生にどのような力を求めているか？を解説。
理系学生は、専門性だけではなく、理系としての素養など学びの課程で得
る「基礎力」を求められているため、その「基礎力」とはどんなものがあるか
をみなさんと一緒に考えていきます。学生の間に、どのような力を身につけ
る必要があるか解説します。

全学年 希望者のみ

6/12 水 E1棟10番 17:35-19:05

6/14 金 E1棟10番 14:20-15:50

6/19 水 E1棟11番 17:35-19:05

6/21 金 E1棟10番 14:20-15:50

7/3 水 E1棟11番 17:35-19:05
【インターンシップ準備講座⑥】
・理系学生のための優良中堅中小企業の見つけ方
・売り上げや利益の見方
・企業を見るポイントについて

皆さんが知っている企業は日本全体の企業のうち、何％でしょうか。まだ知
らない企業の中にも「優良企業」や「自分に合った企業」は多くあるでしょ
う。そうした企業を知らないままに就職活動を終えてしまうのはもったいな
い！では、どうしたら「まだ知らない企業」を見つけることができるのか。今回
は企業の見つけ方や企業を見るポイントについてお話します。

全学年 ○

【注意！】インターンシップ（1DAY含む）参加時は、事前に保険加入状況を学務グループに届出してください。

◎大学で受付したインターンシップの情報は下記の方法でお知らせします
① キャリア支援室メルマガ

（キャリア支援室で受付したインターンシップ情報一覧リストを全学生向けVCメールに配信します。）

② キャリア支援室　LINE＠（＊LINE登録IDは、4/17・19インターンシップガイダンス時にお知らせします。）

③ キャリア支援室設置リスト　（ご自由にご覧ください）

○

【インターンシップ準備講座④】
・応募書類（ＥＳ・履歴書）とは？
・応募書類の使われ方、人事の視点
・志望動機や自己PR作成時のポイントや作成必要労力について
・応募書類の提出・送付時の注意点
・実際に記入してみる
・大学指定の履歴書について

インターンシップのエントリー時にも、エントリーシートの提出を求められる企
業も多くあります。希望企業のインターンシップに参加するためにも、しっか
り対策を練ってください。
エントリーシート（ＥＳ）や履歴書の基本的な書き方、志望動機の作り方を徹
底的に解説します！
（なぜこの会社に応募するのか？なぜそのテーマ（職種）を選ぶのか？とい
う視点を持とう！）

全学年

【スタートダッシュが鍵！理系学生のための
　　　　　　　　　　　　就活・インターンシップ　スタートアップ講座】
・インターンシップや就活について、概要を説明します。
・学部3年・院1年で就職を検討している学生は参加してください。
・参加できない場合は，後日キャリア支援室に資料をとりにくること。
・iOP、OFF-CLASSプロジェクトについての説明もあります。
＊両日同内容となります。どちらかにご参加下さい。

※今後の活動についてまるっとお伝えします！※
就職活動とは？インターンシップとは？これから夏までに何をすれば良い
か？情報収集方法は？など、今後のスケジュールと効率的な就活の進め
方をレクチャーします。進学かな？と思っている方も、情報収集も兼ねて参
加されることをオススメします。
※インターンシップ単位取得に必要な手続きについても説明があります。

学部3年・院1
年で就職希望

者は
全員参加

学部1・2年生
も参加OK

◎

【インターンシップ準備講座②】
・自己分析の方法
・自分の長所と短所を言語化する
・自己理解はなぜ必要かを理解する
＊両日同内容となります。どちらかにご参加下さい。

みなさんは、自分のことをどれくらい分かっていますか？
本講座では，モチベーションシートや自己分析のワーク（自分マップ作成）
を通して、自己分析の方法・自己PRの作り方を基礎からお伝えいたしま
す。 個人ワークですので、初めての方も安心してご参加ください。

全学年 ◎

【インターンシップ準備講座①】
・企業研究（インターンシップ企業の調べ方・選び方）
・インターンシップ選考試験対策（WEB試験について）
・コミュニケーションや効果的なプレゼン方法について理解する
＊両日同内容となります。どちらかにご参加下さい。

謎だらけ、でも奥深いのが、「企業・業界研究」です。何からはじめるのかも
含め、実際に業界研究を一緒にしてみましょう！また、同時にインターン
シップ先を選ぶ際、心掛けるべきポイントをお伝えします。

全学年 ◎

【インターンシップ準備講座⑤】
・自己プレゼン力を磨く！面接スキルＵＰ講座
・面接官が見ているポイントについて
・面接の成功事例、失敗事例
・グループワーク、グループディスカッションでの評価ポイント

＊両日同内容となります。どちらかにご参加下さい。

個人面接・グループ面接など、面接の種類等の基礎知識や、面接時に気
をつけたいポイントについてお伝えします。また選考だけでなく、インターン
シッププログラム内でも行われるグループディスカッション・グループワーク
の説明をします。
面接で重要なのは，「相手に伝える力」。自分を伝えるプレゼン力を磨きま
しょう。

全学年 ○

＊インターンシップ参加届出がない場合，損害賠償保険が適用されません。

（参加時の事故や，インターンシップ先の物品の損害など，自費払いとなります。

必ずキャリア支援室に届出をして下さい。）

＊保険加入方法については、学務グループにお問い合わせ下さい。

＊届出方法は、キャリア支援室メルマガ、LINE＠でお知らせします。



日 程 場 所 時 間 テーマ 内 容 対 象

10/11 金 E1棟10番 14：20～15：50

【就活スタートアップ講座】

・就活！最前線情報
就活本番まで後5ヶ月。就活準備は万全ですか？就活スタート後どのように活動していくべきか、企

業は何を考えているかなど、「採用の裏側」をお伝えしつつ、就職活動へのイメージをより具体的に持

てるよう実例を挙げながらお話します！

全学年

10/16 水 E1棟11番 16：00～17：30

10/18 金 E1棟11番 12：40～14：10

10/23 水 E1棟11番 16：00～17：30 公務員試験対策
実践的な公務員試験の対策法について。

公務員試験準備のスケジュールや試験対策、面接対策、民間企業応募の必要性などを解説します。
全学年

11/8 金 E1棟11番 16：00～17：30

【就活準備講座②　業界・企業研究】

・優良企業を見極める視点を理解する

・企業パンフレットのポイントや求人票の見方を知る

・業種と職種について理解を深める

・理系の職種について理解を深める

一部上場の大手企業の中でも、安定して業績を伸ばしている会社と業績を伸ばせていない会社が

存在します。

本講座ではUlletを活用しながら、大手企業の企業研究をする際に見るべきポイントを具体的にお

伝えします。

全学年

11/13 水 E1棟11番 12：40～14：10

【キャリア支援講座】

・今後どんなふうに生きていきたいですか？自分の望むキャリアとは。

・ワークライフバランスについて

・働きやすい企業にはマークがある！認定企業の見つけ方　他

本講座は、前向きに就職活動に取り組んでいけるよう自身のキャリアについて考える講座です。

現在は、ダイバーシティを推進する企業も多く、「女性活躍推進」「ワークライフバランス」「グローバル

人材」など企業もそれぞれの取り組みをしており、社会環境を理解しながら自身のキャリアをどう積み

重ねていったらいいのかをお伝えします。

全学年

12/11 水 E1棟11番 12：40～14：10

12/13 金 E1棟11番 16：00～17：30

1/8 水 E1棟11番 16：00～17：30

【就活準備講座⑤-1　面接対策】

・面接の基礎を知る

・面接の種類を知る

・面接官の視点を知る

・面接に良くある質問を知る

・面接でのNG行動やワードを知る

面接の種類や注意点、企業の人事が面接・技術面接で見ているポイントについてお伝えします。

面接の基本的な部分をメインに解説します。
全学年

1/15 水 E1棟11番 16：00～17：30

【就活準備講座⑤-2　面接対策】

・実際に面接を経験する

・面接官の立場で質問をしてみる

・自分が面接官だったら、どのような学生を採用したいか本気で考えてみる

面接対策①で面接の基礎で学んだポイントや注意事項を活かしながら実際に面接を体験して、

面接の流れや雰囲気に慣れよう！
全学年

1/22 水 E1棟11番 12：40～14：10 【本番直前！就活対策講座①】 ＜自己理解・面接対策総まとめ＞　社会人が教える本当のコミュ力と論理的な話し方 全学年

1/29 水 E1棟11番 16：00～17：30 【本番直前！就活対策講座②】 内容は未定（内容は後日キャリア支援室メルマガ、LINE@でお知らせ致します） 全学年

2/10 月 E1棟10番 12：40～14：10

2/13 木 E1棟10番 12：40～14：10

2/19 水 E1棟10番 12：40～14：10 【解禁直前　就活疑問解消講座】

まもなく就職活動解禁！みなさんが今思っている疑問を解決する時間です！小さなことから大きなこ

とまで、なんでもご質問ください！事前に質問を受け付けます。受付期間はメルマガでお知らせしま

す。

全学年

【SPI・WEBテスト模擬受検会】　　試験のコツをつかむためにも積極的にご参加ください
日 程 場 所 時 間 テーマ 内 容 対 象

11/6 水 E5棟201

①12：40～14：10

②14：20～15：50

③16：00～17：25

WEB：就職試験対策WEB試験模擬受検会

①・②・③いずれかににご参加ください。

（予約不要）

毎年、筆記試験でつまづく学生が非常に多いです。問題のレベルは中学・高校程度の知識で解け

るものですが、思考力を重視した問題が多く、一概に簡単とは言えません。どの程度自分は解くこと

が出来るのかを確認してみましょう！

まだ何も準備をしていない方は、必ずこの時期に経験しておくことをオススメ致します。

全学年

12/20 金 E1棟11番
①12：40～14：10

②14：20～15：50

筆記：就職模擬試験（語彙・一般常識、時事問題対策）

①・②どちらか一方にご参加ください。

（予約不要）

企業の面接では、社会についての一般教養を求められることがしばしまあります。

就職模擬試験を受験することで、社会に出る上で知っておくべき語彙・一般常識、時事問題の対

策をすることができます。

本番の面接で焦らないためにも、積極的にご参加ください。

全学年

1/9 木 E5棟201
①10：20～11：50

②12：40～14：10

WEB：就職試験対策WEB試験模擬受検会

①・②どちらか一方にご参加ください。

（予約不要）

みなさん、筆記試験の対策は万全でしょうか？

意外と、多くの先輩が苦戦している筆記試験。

「マイナビ2019適性検査対策WEBテスト第10回結果」全国平均は100点満点中：言語62.0

点　非言語47.3点です。

本講座では、筆記試験の目的や種類、簡単な解き方のコツなどをご説明します。

また、人気企業がどのようなテストを導入しているのか、抑えておくべきポイントも解説していきます。

＊必ず本番前に経験しておくことをオススメ致します。

全学年

合説のまわり方＆日立キャンパス学内合説事前説明会

3月から始まる学内合同企業説明会の参加のコツをお伝え致します。就活の必要アイテムや押さえ

ておきたいポイントを理解し、一緒にチェックしながら進めていきます。学内合同企業説明会に参加す

る企業リストを配布します。

学部3年

院1年生

★受検会は各回定員100名です。先着順での参加となります。　※定員オーバーの場合は次回の受検会にご参加願います。

2019 後期キャリア支援ガイダンス(日立地区) 

【就活準備講座①　自己理解】

・自分の特長を仕事に活かす視点を理解する

・特長について、ESや面接で「相手に伝える」方法を知る

自己理解を「掘り下げる」をテーマに、意外と難しい長所短所の見つけ方・表現・伝え方をお伝え致

します。すでにわかっているという方、また取り掛かってもいない方など、奮ってご参加ください。
全学年

【就活準備講座③　ES作成】

・受かるES,落ちるESの違いを理解する

・ES記入のポイントを知る

・実際にESを作成する

理系学生が企業から求められている力を把握し、自分の強みの棚卸しを行います。

その上で『企業が知りたいこと』『自己PRになる力について』などをお伝えさせていただき

理系学生がESを記入する際に気を付けるポイントをお伝えします。

講師からのポイントを参考にし、ESの記入を実践いただくワークの時間を設けます。

全学年

＊開催については、キャリア支援室メルマガ、LINE@で随時お知らせ致します。



月 日 曜 時 間 タ　イ　ト　ル 対象 担当 教室

5月 9 木 10:20～11:50 インターンシップ対策講座 ３年次・修１ マイナビ １００講義室

15 水 14:20～15:50
地域環境科学科＆地域共生コース合同職場説明会
千葉県・福島県、内外エンジニアリング（株）

全学年
地域環境科学科
地域総合農学科

２０２講義室

16 木 12:40～14:10 自己分析・自己ＰＲ作成講座 ３年次・修１ マイナビ １００講義室

23 木 12:40～14:10 ＥＳ対策講座 ３年次・修１ リクルート １００講義室

23 木 12:40～14:10 千葉県職員　業務説明会 全学年 千葉県庁農林水産政策課 ２０３講義室

30 木 10:20～11:50 インターンシップ説明会 ３年次・修１ 農学部学生委員会 １００講義室

6月 6 木 10:20～11:50 業界研究 ３年次・修１ マイナビ １００講義室

13 木 12:40～14:10 インターンシップ企業説明会 ３年次・修１ 農学部

20 木 12:40～14:10 ＳＰＩ言語非言語受検会 ３年次・修１ リクルート
情報処理室

５０１

7月 4 木 10:20～11:50 インターンシップ事前ガイダンス ３年次・修１ 農学部学務委員会 １００講義室

11 木 12:40～14:10 ＳＰＩ性格診断受検会 ３年次・修１ リクルート
情報処理室

５０１

25 木 10:20～11:50 総まとめ（夏休みを利用した就活準備講座） ３年次・修１ マイナビ １０１講義室

２０１９ 年 度 就 職 ガ イ ダ ン ス 等 実 施 日 程

阿見キャンパス



月 日 曜 時 間 タ　イ　ト　ル 対象 担当 教室

15 水 12:40～14:10
福島県庁　～技術職の業界説明会～
　　　　　　　　　　　　　（要予約：1／10まで）

３年次・修１ 福島県庁 ２０４講義室 ←予約受付中

15 水 14:20～15:50 （ＷＥＢ診断テスト）マイコンパス受検会
全学年

２・３・４・M1
マイナビ 情報処理室

20 月 14:20～15:50
地域共生コース合同職場説明会
　三佑ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ、みらい建設工業、若鈴ｺﾝｻﾙﾀﾝ
ﾂ

３年次・修１ 地域共生コース １０２講義室
13日（月）までに
WEB申込

29 水 12:40～14:10 就職マナー（入退室）　　（要予約：1/24まで） ３年次・修１ 農学部（岡田） ２０２講義室 ←予約受付中

30 木 14:30～16:00 業界説明会 ３年次・修１ キユーピー
ﾌｰﾄﾞｲﾉﾍﾞｰ
ｼｮﾝ棟

13 木 12:40～14:40 グループディスカッション　　　　（要予約） ３年次・修１ マイナビ １０２講義室 ←予約受付中

19 水 12:40～14:40 グループディスカッション　　　　（要予約） ３年次・修１ 農学部 １０２講義室 ←予約受付中

20 木 12:40～14:10 集団模擬面接練習　　　　　　　　（要予約） ３年次・修１ マイナビ １０２講義室 ←予約受付中

26 水 12:40～14:10 茨大の履歴書を書こう ３年次・修１ マイナビ １０２講義室

1 日 11:30～17:30
茨城大学学内合同企業説明会　★バス派遣★
　　（全学部全学科対象）　　　　　（要予約）

３年次・修１ 茨大キャリアセンター
茨城大学
図書館

2 月 11:30～17:30
茨城大学学内合同企業説明会　★バス派遣★
　　（全学部全学科対象）　　　　　（要予約）

３年次・修１ 茨大キャリアセンター
茨城大学
図書館

3 火 11:30～17:30
茨城大学学内合同企業説明会　★バス派遣★
　　（全学部全学科対象）　　　　　（要予約）

３年次・修１ 茨大キャリアセンター
茨城大学
図書館

2 月 12:00～16:00 マイナビ合同会社説明会 ３年次・修１ マイナビ
つくば
カピオ

-

3 火 12:00～16:00 マイナビ合同会社説明会 ３年次・修１ マイナビ
つくば
カピオ

-

5 木 12:00～16:00 マイナビ合同会社説明会 ３年次・修１ マイナビ
茨城県
武道館

-

6 金 12:00～16:00 マイナビ合同会社説明会 ３年次・修１ マイナビ
茨城県
武道館

-

8 日 11:00～17:30
マイナビMEGA就職EXPO
　　　　　★バス派遣（２台）★　　　（要予約）

３年次・修１ マイナビ
東京ビッグ
サイト

←予約受付中

9 月 12:00～16:00 マイナビ合同会社説明会 ３年次・修１ マイナビ
スペースＵ
古河

-

11 水 13:00～15:00
学内会社説明会　東京めいらく（スジャータ）
　　生産管理職・営業職　（要予約：3/9まで）

３年次・修１ 東京めいらく １０４講義室 ←予約受付中

12 木 13:00～14:30 巣普段模擬面接　　　　（要予約）10名まで ３年次・修１ 農学部 １０２講義室 ←予約受付中

17 火 12:40～14:10
企業説明会　パシフィックゴルフマネージメント
　　（要予約：　3／16（月）12時まで）

３年次・修１
パシフィックゴルフ
マネージメント

１０４講義室 ←予約受付中

24 火 13:00～16:00 マイナビ合同会社説明会 ３年次・修１ マイナビ
ﾎﾃﾙﾚｲｸ
ﾋﾞｭｰ水戸

-

３

２０１９年度（後期） 就職ガイダンス等実施日程

阿見キャンパス（2020.1.10現在）

１

２



お問合せ キャリアセンター

茨城大学就職支援システム

第１回 就職活動ってどんなことをするの？流れを知ろう
：10月8日（火）４講時、10月11日（金）２講時

第２回 自己分析に挑戦してみよう
：10月15日（火）４講時、10月18日（金）２講時

第３回 茨大の履歴書を書いてみよう
：10月21日（月） ４講時、10月25日（金） ２講時

第４回 就活で役立つマナーを知ろう
：10月29日（火） ４講時、11月1日（金） ２講時

第５回 面接は怖くない、まずは練習しよう
：11月5日（火） ４講時、11月8日（金） ２講時

第６回 グループディスカッションで語る練習をしよう
：11月12日（火） ４講時、11月15日（金） ２講時

第７回 業界・企業の研究をしよう
：11月19日（火） ４講時、11月22日（金） ２講時

第８回 4年生の話を聞いてみよう
：11月26日（火） ４講時、11月29日（金） ２講時

以下の２つの形式（クラス）で実施します。ご確認のうえ、茨ダイCareer Naviの「ガイダンス申し込
み」メニューより申込みください。
（１）メンバー固定の火曜クラス：毎週火曜日の4講時に実施します。（10月21日（月）のみ、22日
（火）が祝日のため月曜日の実施となります）毎回同じメンバーで集まり、各テーマを学んでいきま
す。
（２）自由参加の金曜クラス：テーマや日程を選んで受講したい方は、日付・テーマ別の申込となり
ます。希望する回（日程）ごとに申込みください。
■火曜クラス、金曜クラスとも、会場は共通教育棟1号館1階キャリアセンター隣のスチューデント
コモンズとなります。
■毎回の受講者定員は20名となっておりますが、定員に満たない場合は当日参加も可とします。

AP06
タイプライターテキスト
【資料2-C-01-2】



AP06
タイプライターテキスト
【資料2-C-02】
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MENU

茨ダイCareerNavi

(初めての⽅はこちら)

就職ガイダンス

個別の就職相談について

合同・単独企業説明会

インターンシップ

キャリアセンター利⽤術

⽔⼾新卒応援ハローワーク

⼤学からのお知らせ

卒業後の就活⽀援について

サイトマップ

お問い合わせ

Information

学⽣の皆様へ

茨⼤⽣のための就職活動サイト＜茨ダイCareerNavi＞について

＜茨ダイCareerNavi＞機能のご案内
＊キャリアカウンセラーによる進路相談、ES添削、模擬⾯接等の予約
＊茨城⼤学に届いた企業・団体の求⼈情報の検索、閲覧
＊学内就職ガイダンス・イベント情報の⼊⼿、参加申込（事前予約制の場合）
＊先輩の就職活動体験報告の閲覧 ほか

茨ダイCareerNaviに登録されていない⽅は、ぜひ登録をして就活に役⽴てて下さい。
茨ダイCareer Naviの詳細・機能についてはこちらをご覧ください。

︕︕『茨ダイCareerNavi』に登録している⽅へ⼤事なお知らせ︕︕
『茨ダイCareerNavi』に登録した⽅には、セミナー登録の確認・ガイダンス情報・求⼈に関する案内等、重要なメールを送信していま
す。
ですが、メールアドレスフィルター機能の利⽤か携帯電話の変更等により、キャリアセンターから送ったメールが戻ってきてしまうという
事が頻発しています。
メールフィルター機能を利⽤する場合には、携帯の指定受信設定でcareer@ml.ibaraki.ac.jpのアドレスを必ず受信可能にして下さい。
携帯電話の電話番号及びE-mailアドレスが変更になった場合には必ずマイページの情報の修正をお願いします。

R2.2.26

※重要※「令和元年度茨城⼤学⼯学部・理⼯学研究科 企業説明会」開催中⽌のご案内

学⽣の皆様へ
令和2年3⽉2⽇（⽉）〜5⽇（⽊）に開催を予定しておりました『令和元年度茨城⼤学⼯学部・理⼯学研究科 企業説明会』につ
いて開催を中⽌することといたしました。
新型コロナウイルス感染症が国内で広がっている状況から、参加学⽣、企業担当者など関係する者の健康や安全⾯を第⼀に考
え、決定した次第です。
代替措置として、合同企業説明会ガイドブック及び出展を予定していた企業等のパンフレットの設置・配布等を検討していま
す。詳細は改めてメールマガジン及び掲⽰にてお知らせいたしますので今しばらくお待ちください。

R2.2.26

※重要※「令和元年度茨城⼤学⽔⼾キャンパス合同企業説明会」開催中⽌のお知らせ

学⽣の皆様へ
本学は、令和2年3⽉1⽇(⽇)から3⽉3⽇(⽕)に開催を予定しておりました「令和元年度茨城⼤学⽔⼾キャンパス合同企業説明
会」について開催を中⽌することといたしました。
新型コロナウイルス感染症が国内で広がっている状況から、参加学⽣、企業担当者など関係する者の健康や安全⾯を第⼀に考
え、決定した次第です。
代替措置として、合同企業説明会ガイドブック及び出展を予定していた企業等のパンフレットの設置・配布等を検討していま
す。詳細は本サイトにてお知らせいたします。

また、これに伴い、2⽉27⽇（⽊）に予定していた「学内合同企業説明会直前講座」も中⽌いたします。予めご了承ください。 

http://www.ibaraki.ac.jp/
http://career.admb.ibaraki.ac.jp/index.html
https://uc-student.jp/ibaraki/
http://career.admb.ibaraki.ac.jp/career_navi.html
http://career.admb.ibaraki.ac.jp/job_guidance.html
http://career.admb.ibaraki.ac.jp/job_consult.html
http://career.admb.ibaraki.ac.jp/business_rede.html
http://career.admb.ibaraki.ac.jp/internship.html
http://career.admb.ibaraki.ac.jp/job_support_use.html
http://career.admb.ibaraki.ac.jp/hello_work.html
http://career.admb.ibaraki.ac.jp/business.html
http://career.admb.ibaraki.ac.jp/graduate.html
http://career.admb.ibaraki.ac.jp/sitemap.html
http://career.admb.ibaraki.ac.jp/inquiry.html
https://uc-student.jp/ibaraki
http://career.admb.ibaraki.ac.jp/career_navi.html
http://career.admb.ibaraki.ac.jp/
http://career.admb.ibaraki.ac.jp/
http://career.admb.ibaraki.ac.jp/
http://career.admb.ibaraki.ac.jp/
http://career.admb.ibaraki.ac.jp/
http://career.admb.ibaraki.ac.jp/
http://career.admb.ibaraki.ac.jp/


さまざまな公務員・団体の仕事を知る 働く公務員のリアルな話が聞ける

水戸キャンパス図書館1階
共同学習エリア

■２部制で、時間帯により出展団体が異なります。
（下記参照）
■個別ブース形式で、自由にブースを訪問し、説明
を聞くことができます。
■各団体が、時間内に２０分の説明を計４回実施し
ます。途中入退場自由です。
■服装自由、筆記用具持参でご参加ください。（就
職活動にふさわしい服装をお勧めします。）

出展予定団体（２０１９年１１月２８日現在） 出展予定団体（２０１９年１１月２８日現在）

第１部　12時３０分～１４時１０分 第２部　１５時～１６時４０分

水戸地方・家庭裁判所 茨城労働局

経済産業省　関東経済産業局
関東東北産業保安監督部 自衛隊茨城地方協力本部

関東信越国税局 茨城海上保安部

茨城県庁 水府学院

千葉県庁 水戸保護観察所

福島県庁 法務省　水戸少年鑑別所

特別区 関東財務局水戸財務事務所

水戸市役所・水戸市消防本部 栃木県庁

土浦市役所・土浦市消防本部 笠間市役所

日立市役所 ひたちなか市役所

那珂市役所 茨城県警察本部

東海村役場 千葉県警察本部

宇都宮市役所 長野県警察本部

栃木県警察本部 全国健康保険協会

埼玉県警察本部 社会保険診療報酬支払基金

警視庁 公益財団法人核物質管理センター

日本年金機構 茨城県国民健康保険団体連合会

独立行政法人国際協力機構 国立研究開発法人
日本原子力研究開発機構

国立大学法人グループ 公務員合格体験報告会も同日開催！

問合せ：茨城大学キャリアセンター　☎029-228-8797　✉career@ml.ibaraki.ac.jp

AP06
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協力： 主催： 

Ver.1.0 

６.５ 

インターンシップ 
マッチングフェア 

【全学年対象】 

茨城大学 
キャリアセンター 

※詳しい出展企業は、下記予約サイトから確認ください！ 

予約 
以下URL/QRコードから事前予約をしてください。 
※予約にはマイナビ2020への登録が必要です。 
 
https://job.mynavi.jp/cs/tk/*** 

QR 

インターンシップの見つけ方や参加方法から就職活動への活かし方まで徹底解説します。 

ポスター向き 
持ち物、予約など細かい内容を含めるに 
はこちらのテンプレートは不向きです。 
別デザインをご利用ください。 

2日間で 

■マイナビ2020登録特典■  

       「就活ボールペン３way-S」プレゼント 

当日、マイナビ2020の登録完了メールをお見せいただいた方にプレゼント   
▶▶事前に登録を済ませてきてください https://jobwts.mynavi.jp/ 

▼WTS登録会版 

業界研究& 
インターンシップフェア 

【工学部・理工学研究科・全学年対象】 

＊学部3年生・修士１年生は積極的に出席してください。 

●県外企業から地域企業まで、幅広い企業が参加予定！ ● 
参加企業・詳細は、決定次第、随時お知らせします！ 

【時間】13:00～15:00 
【場所】図書館１階 共同学習エリア 
      ＊出入り自由＊服装自由 

新日本無線(株)、スタンレー電気(株)、(株)フルヤ金属、日本信号(株) 
(株)ナビタイムジャパン、 (株)アイネット、会津オリンパス 
、(株)タンガロイ、 

(株)中村自工、、東京ガスｉネット(株) 
、(株)コバヤシ、森平舞台機構(株)、自衛隊 

新日本無線(株)、スタンレー電気(株)、(株)フルヤ金属、日本信号(株) 
NTTエレクトロニクス(株)、(株)ナビタイムジャパン、(株)NTTファシリティーズ 
(株)アイネット、会津オリンパス、ニプロ(株)、(株)小糸製作所 
日立アプライアンス(株)、ヤフー(株)、(株)タンガロイ、(株)日立ビルシステム 

アズビル(株)、(株)中村自工、東日本旅客鉄道(株)、東京ガスｉネット(株) 
(株)日立ハイテクソリューションズ、京セラ(株)、三菱ケミカル(株)鹿島事業所 
日鉄住金テックスエンジ(株)、(株)コバヤシ、森平舞台機構(株)、自衛隊 
キューピー(株) 

※時間は変更の可能性があります。 

[水] 

水戸キャンパスに、企業が大集合！ 

速報!! 

例年 
大好評 

速報!! 

AP06
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会場

2019年 月 日（土）
10:00 – 16:15 （午前・午後で企業が変わる２部制）

日時 7 6

開催会場｜駿優教育会館5階
水戸市三の丸1-1-42（水戸駅北口正面）

参加企業情報｜事前申込受付先 (当日参加も可)

茨城COCプラス推進協議会事務局

Tel:029-228-8418

Mail:cocplus@ml.ibaraki.ac.jp

HP：http://ibaraki-cocplus.jp/

茨城COCプラス推進協議会

茨城大学・茨城キリスト教大学・茨城県立医療大学・茨城工業高等専門学校・常磐大学

茨城県・茨城産業会議・NPO法人雇用人材協会主催

参加企業

全学年対象 私服参加（スーツ禁止） 参加無料

若手OB/OG交流会＆ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟﾏｯﾁﾝｸﾞﾌｪｱ

令和元年度いばらきCOCﾌﾟﾗｽ合同

先輩（ＯＢ/ＯＧ）から話が聞ける

夏季インターンシップの紹介がある

会社の情報収集ができる

午前参加企業：ＪＡ茨城厚生連、ＪＡ全農いばらき、ＪＡ水戸
水戸証券(株) 、富士ゼロックス茨城(株)、香陵住販(株)、(株)ユードム
水戸信用金庫、いばらきコープ、水戸ヤクルト販売(株)
午後参加企業：茨城トヨタ自動車(株)、(株)茨城ロボッツ、 (有)内山味噌店
(株)小野写真館、 (株)日立産業制御ソリューションズ、 (株)伊勢甚本社
(株)ロイヤルハウス石岡、 (株)日宣メディックス、日本システム・エイト(株)
(株)ユーゴー、イオンリテール(株) 、イトウ製菓(株) 、
日本ハムファクトリー(株)

AP06
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訪問企業

水戸キャンパス
集合時間 8：30
出発時間 8：40

・企業案内
・職場見学
・工場見学
・ＯＢ/ＯＧ交流

など
各社企画中！

参加費無料

茨大生ならどなたでも参加できます
募集人数４０名(先着)

服装自由

参加申込は

訪問時間
9：10～10：10

+ ＪＡグループ企業合同
10：30～12：00

13：00～14：30

15：10～16：10
水戸キャンパス
帰校時間 16：40

昼食はバス内になります。各自持参ください。
※移動途中でコンビニに1回寄ります。

AP06
タイプライターテキスト
【資料2-C-06】



########################################################

締切日 時間 業界 企業名 事業内容（企業ＰＲ）

12/11 水 12/4

14:20
～

15:50
小売業界

株式会社カス
ミ

カスミでできること。それは、

・食品の販売によって、お客さまの食生活を支えること。　だけじゃない。

・お客さまに交流の場を提供することで、地域の人々の「きずな」を生み出す。

・食育ツアーや料理教室・メニュー提案等により、「学び・発見」を提供する。

・ライフステージに応じた働き方、店舗主体のお店作りにより、活き活きと、

　やりがいを感じながら仕事を楽しめる！

12/11 水 12/4

16:00
～

17:30
ICT業界

富士通株式会
社

さまざまな課題に直面している世界はいま、第4次産業革命時代を迎え、AI 、データ利

活用、5Gなどの技術革新によって暮らしも社会も大きく変化しています。私たちはIT企

業の枠を超えてテクノロジーによって新しい価値を創造するデジタル・トランスフォー

メーション(DX)を牽引し、世界中の人たちに安心と信頼をお届けしていきます。富士通

はDXで豊かな未来を実現します。

興味のある方はぜひご参加ください！ （対象学生：文理不問）

12/18 水 12/11

14:20
～

15:50

地方自治
体

茨城県庁

◆人口減少や少子高齢化が待ったなし！の状況のなかで県民のよりよい幸

せを実現していくことは簡単なことではありません。

◆だからこそ，自ら考え，学び，力を尽くすことのできる“やりがい”のある仕

事です。

◆ 攻めの仕事から守りの仕事まで，様々な仕事が経験でき，自分自身を成

長させる機会や，人との出会いにあふれています。

12/18 水 12/11

16:00
～

17:30

家電量販
業界

株式会社ケー
ズホールディ
ングス

ケーズデンキは、日本全国に500店舗以上を展開する家電量販店です。

「がんばらない経営」という経営理念に基づき、常に「お客様の立場で考える」という

ことを実践しながら、安定した成長を続けてきました。従業員を大切にし、働きやすい職

場環境づくりを行うことにより、真のお客様満足が生まれるという考えのもと、仕事もプ

ライベートも充実させながら働くことができるよう、さまざまな取り組みを行ってきまし

た。

2017年には、プラチナくるみん、えるぼし（第3段階）の認定を受けました。当社でも、

多くの茨城大学の卒業生が活躍しています。

12/25 水 12/18

16:00
～

17:30

自転車／
スポーツ

業界

ブリヂストン
サイクル株式
会社

当社は日常で使用する通常の自転車からオリンピックを目指すプロアスリートに向け

たスポーツ用自転車まで、幅広い製品作りを行っています。

近年では電気電子技術と自転車を融合させた「電動アシスト自転車」と日本代表

チームと共同開発を行っている「オリンピック用機材」の開発に力を入れています。

日常の生活からプロアスリートまで、幅広い人々に向けた製品を一緒に創り上げてい

きましょう！！

1/8 水 1/1

14:20
～

15:50

販売・流通
業界

イオンリテー
ル株式会社

＜イオンは新しい消費を生み出すパイオニア！＞今では当たり前の「カラーランドセル」や「格安スマ

ホ」これらは実はイオンが先駆者となりスタートしました。最近ではアレルギー特定原材料7品目に

配慮した、「やさしごはん」を開発し、誰でも美味しく安心して楽しめる食卓を実現しました。

＜日本の食で、日本を元気にする！＞各地の食文化を全国・海外に広める活動が、「フードアルチザ

ン」です。地域の方々と対等なパートナーシップを築き、知恵を出し合いながら貴重な食文化を保

護・保存・ブランド化するためのお手伝いをします。

＜自らのキャリアは自ら切り拓く！＞文系・理系関係なし！！年齢・性別・国籍・学歴などに関わらず、

自分のやりたい仕事に挑戦できる風土があります。自ら学習できるイオンビジネススクールや社内

公募制度など、挑戦意欲のある方を応援する制度があります。

1/8 水 1/1

16:00
～

17:30

医薬品業
界

あすか製薬株
式会社

あすか製薬は１９２０年に創業し、今年６月に創立１００年を迎えます。

  ホルモン製剤に強みを持つ、他社とは違う特徴がある製薬会社です。

  「薬学の知識が必須！？」と心配されるかもしれませんが、

ＭＲ職は文系理系問わず活躍できる仕事です。

医薬品に関わる仕事に興味がある方は、ぜひお越しください。

開催予定日

AP06
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締切日 時間 業界 企業名 事業内容（企業ＰＲ）開催予定日

1/15 水 1/8

14:20
～

15:50

生命保険
業界

富国生命保険
相互会社

生命保険の原点は、そもそも人間社会が生来持っている「相互扶助」の精神にありま

す。フコク生命はその「相互扶助」の精神のもと、創業以来96年間、日本で唯一相互

会社という会社形態を貫いている生命保険会社です。

募集対象について、学部学科は問いません。

ぜひ一度ブースにいらしてください！！

お待ちしております！

1/15 水 1/8

16:00
～

17:30

国際物流
業界

ケイラインロジ
スティクス株
式会社

川崎汽船グループの物流中核企業として、全世界を網羅した豊富なネットワークで、お

客様の多様なニーズにお応えします。 　“空・海・陸を操り、企業と世界をつないでい

く”

 大地と空と七つの海、そのすべてが私たちの事業フィールドです。

　“あらゆる業界がお客様です”

　商用貨物、日用品のみならず、舞台装置、医薬関連品、産業機械といった特殊な輸

送についても幅広い知識と豊富な実績があります。

文理不問！！海外駐在のチャンスあり！少しでも興味のある方は、ぜひご参加ください！

1/22 水 1/15

14:20
～

15:50

IT業界
（生保系）

エムエルアイ・
システムズ株
式会社

大樹生命のIT戦略を一手に担う、保険システムのプロフェッショナル集団であり、ユー

ザー系×メーカー系のハイブリッドなSIer、それがMLIシステムズです。 MLIでは社員

の業務知識とIT知識の両方の強化を日々実践し、「保険業界の情報システムをリード

する会社」を目指しています。

チャレンジ精神旺盛で仕事を楽しむ人を求めています。

充実した新人研修により、文系やIT初心者も活躍中です！

1/22 水 1/15

16:00
～

17:30

特別民間
法人

社会保険診療
支払基金茨城
支部

私たちは、昭和23年から71年にわたり、国民の皆様にとって大切な世界に誇れる日本の医療保

険制度を支え続けている全国規模の専門機関です。思わぬ怪我や病気に見舞われることは誰の

身にも起こり得ることです。もしもの時、「全国どこの保険医療機関でも安心して医療を受けること

ができる」これが日本の医療保険制度です。この制度を支えているのは医療サービスを提供する

保険医療機関等（病院・歯科医院・薬局等）、医療保険制度を運営する健康保険組合（社会保

険）や国・地方自治体（公費負担医療）等だけではありません。両者の間に立ち、適正な審査と迅

速な支払を一元的に行う重要な機関が、私たち支払基金です。この公共性が高い職場で社会に

貢献しましょう！

1/29 水 1/22

14:20
～

15:50
小売業

株式会社ワン
ダーコーポ
レーション

地域のお客様が｢気軽に立ち寄れる憩いの空間｣作りを一緒に目指しません

か？

当社の中でも「リユース事業部」は今ノリに乗ってるので、将来性抜群です！

また 働きながら資格が取れる推奨制度や、社内研修も充実しています！！

更に社員一人一人に仕事が任されているので、好きな売場を作れるなど、

自分のやりたいことが実現出来る・・・そんな会社です☆

1/29 水 1/22

16:00
～

17:30

IT業界
（独立系）

東京ソフトウェ
ア株式会社

今年で創業33年目。創業以来一貫して銀行・鉄道など私たちの社会を支え

るシステム　を開発しているプロフェッショナル集団です。

当社従業員の約半数は文系出身。皆さんが輝ける環境を必ず用意します。

2/13 木 2/6

14:20
～

15:50
製紙業界

いわき大王製
紙株式会社

「書く」「包む」「拭く」など、私たちの暮らしに欠かせない紙。

　環境問題がクローズアップされるなか、資源としての紙の有用性が見直されていま

す。日本の古紙回収率は８０％超。古紙を繰り返し使うことで森林資源の保護、循環型

社会の形成に大きく貢献できるのです。また、海洋汚染問題から“脱プラスチック”の

機運が高まり、その代替品として紙素材へのニーズが高まっています。

2/13 木 2/6

16:00
～

17:30

ホームセン
ター業界

株式会社ジョ
イフル本田

型にはまらない独創的な店づくりで知られる当社。1日中いても飽きることのない感動

を、創業より提供し続けています。

お客様がもつ夢やこだわりをカタチにするため、40万点の商品や各種サービスを通じ

て、全力でサポートします。お客様からは「ここになければ諦める」と言っていただけるこ

とも。

創造する楽しさをいかにしてお客様へ提案しているのか、ホームセンター業界の楽しさ

についてご説明させていただきます。

2/14 金 2/7

14:20
～

15:50

エンターテ
イメント業

界

株式会社イオ
ンファンタジー

株式会社イオンファンタジーは、お子さま向けの遊戯施設をアジアに870店舗以上展

開しているエンターテイメント企業です。

イオングループの強みである店舗数を活かし、世界中のお客さまへたくさんの【笑顔】

をお届けしています♪

楽しいことが大好き！海外で活躍したい！お子さまが好き！笑顔を届けたい！という方は

もちろん、自分の作ったシステムをアミューズメント業界で活かしたい！データ分析をお

客さまの為に役立てたい！など、【意欲ある人】を大募集しております。

2/14 金 2/7

16:00
～

17:30

政策金融
業界

株式会社日本
政策金融公庫

日本公庫は、中小企業・小規模事業者、農林水産業者など幅広い分野にまたがるお

客さまのニーズに応えるため、旧政府系金融機関が統合して発足した政策金融機関

です。

新しいものを生み出そうとする「チャレンジ精神」に溢れる方、政策金融を担うという高

い「志」をもった方、ぜひ日本公庫の扉を叩いてください。

2/17 月 2/10

14:20
～

15:50
旅行業界

株式会社近畿
日本ツーリス
ト

当社のミッションは、あらゆる旅行形態に柔軟に対応し地域のお客様との接点を拡げ、すべての旅

行およびその関連事業を創造することで、私たちの地域を豊かにしていくことです。日本を代表する

豊かな観光素材が各県にあり、そこに生きる人々は地域を愛し、誇りを持っています。私たちはその

ような地域の想いと真摯に向き合い、お客様の“期待を超える”ことで、全ての事業エリアにおいて

“地域貢献度№1の総合旅行会社”となることを目指しています。

 社会人になるにあたり、皆さんはどのような志を立てていますか？“生まれ育った地域に貢献した

い”“地域からニッポンを変えたい”…私たち近畿日本ツーリスト関東は、そんな“自分を超える”挑

戦をしてみたいという仲間を、心よりお待ちしております。私たちと共に、未来を築き上げていきま

しょう。

2/17 月 2/10

16:00
～

17:30
福祉業界

社会福祉法人
梅の里

「社会福祉法人」は、その公共性と社会的な使命により、極めて高い継続性と安定性

が確保されている業界です。

　その中でも当法人は業界高水準の公休数・人件費分配率を誇っており、「利用者の

笑顔は職員の笑顔から」をモットーに、育成環境、待遇や福利厚生において職員全員

が長く働きやすい職場づくりを常に心がけています。

　当日は卒業生も参加予定です。福祉業界に少しでも興味がある方、「社会福祉法

人」のいろはをお伝えいたします♪

お問い合わせ先：茨城大学キャリアセンター　☎029-228-8797　✉career@ml.ibaraki.ac.jp



.省庁や企業が取り組むSDGsをわかりやすく体験
する茨大生向けインターンシッププログラムです。
JICE若手職員と課題解決のアクションプランに
取り組みましょう。

茨大とJICEの連携協力協定プログラム

SDGs：Sustainable Development Goals

（持続可能な開発目標）
2015年9月の国連サミットで採択された、
国連加盟193か国が2016年～2030年の
15年間で達成するために掲げた17目標及
び達成するための具体的169のターゲット

※JICE:1977年に外務省とJICA（国際協力事業団、
現・独立行政法人国際協力機構）が行う開発途上
国への国際協力（ODA）の事業を実施することを
目的に設立された一般財団法人

iOP及び
各学部インターシップ単位認定
対象（詳細はキャリアセンターまで）

AP06
タイプライターテキスト
【資料2-C-08】



Day 日時
10：00～17：00

プログラム内容 （予定）

１ 10月2日
(水)

7時間

■SDGsを知ろう
■課題認識ワークショップⅠ

with JICE若手職員

2 10月9日
(水)

7時間

■SDGsに取り組む企業調査
■課題認識ワークショップⅡ

with JICE若手職員

3 10月16日
(水)

7時間

■留学生との意見交換（英語）
■課題認識ワークショップⅢ

with JICE若手職員

4 10月23日
(水)

7時間

■アクションプラン作成
■外務省の取り組みヒアリング

5 10月30日
(水)

7時間

■アクションプラン作成
■アクションプラン発表

一般財団法人日本国際協力センター（JICE) 開発・企画部 https://www.jice.org
163-0716東京都新宿区西新宿二丁目7番1号小田急第一生命ビル16階 03-6838-2735 E-mail: kaihatsu@jice.org

定 員：4名以上10名まで
（茨大生対象)

開催場所：JICE本部(新宿)※視察を除く

申込締切：2019年7月11日（木）
申込方法：キャリアセンターから

所定の申込書を提出
参加費用：交通費（自己負担）
言 語：日本語、

英語(留学生との意見交換)
☆iOP・各学部のｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ単位
認定が可能（詳細はキャリアセンターまで）

問題意識とその課題解決
をグローバルな視点で

国立大学法人茨城大学 キャリアセンター http://career.admb.ibaraki.ac.jp/
310-8512茨城県水戸市文京二丁目2番1号 029-228-8829 E-mail:career@ml.ibaraki.ac.jp

概 要 （ i O P ）

　　あなたにとっての問題意識は？

      SDGsって何？ わかったぞ！！
　　　留学生の来日目的は？
　　　政府や企業でできることって？ 　　　　大学の学期試験や
　　　自分が取り組める課題って？ 　　　　これからの就職活動に　　　

　　　    役立ちそう！

有名メーカーを
予定

アジア行政官
の留学生（予定）

外務省（予定） JICE若手職員

企業

海外

政府

意見交換

調 査

ワークショップ

＆

JICE事業視察

参加

意見交換ヒアリング

SDGsの取組みを体感

課題解決スキルを体得

アクションプラン

作成・発表

アクションプラン

作成・発表

JICE若手職員

JICE若手職員

JICE若手職員

課題解決PDCAを体感するため週1回計5回として

プログラミングされています。

https://www.jice.org/
mailto:kaihatsu@jice.org
http://career.admb.ibaraki.ac.jp/
http://career.admb.ibaraki.ac.jp/




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『留学生のための就職研究会』 

～ＷＯＲＫ ＩＮ ＪＡＰＡＮ！～ 
＜開催日時＞ 

  第１回：１１月６日（水）16：00～17：30（90分） 隔週水曜日 

第２回～第８回の予定：11/20、12/4、12/18、1/8、1/22、2/5、2/19 

 

＜内容＞ 集まったメンバーで再検討します。 

 １）就職ガイダンス（日本の新卒採用の特徴） 

 ２）企業研究Ⅰ（どのような会社を受けるか考える） 

 ３）企業研究Ⅱ（どのような仕事をするか考える） 

 ４）志望動機と自己ＰＲ（提出書類を作成する） 

 ５）採用する企業の実際を知る① 

 ６）採用する企業の実際を知る② 

 ７）行動計画と面接練習①（いつ何をするか） 

 ８）行動計画と面接練習②（面接練習） 

 

参加は、全８回ではなくても、参加できる日だけでも可です 

 

キャリアセンター

窓口に申込み 

先着 15名 

AP06
タイプライターテキスト
【資料2-C-09】
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