
平成２９年度後期 学生支援センター・学生支援課 企画

就職支援ガイダンス及びセミナー等の予定
（主に２０１９年３月卒業・修了予定の学生対象）

就活ガイダンス

▼講師担当：㈱マイナビ

◆主に２０１９年3⽉卒業・修了⽣対象
◆予約不要 ◆服装⾃由

「就職活動って、何から始めればいいの？」「どんなことをすればいいの？」 そんな悩みや不安に対し
て、３月までの準備期間中に何をすべきかお伝えします。
また、先輩たちの就職活動や企業の最新動向、大学の就職支援などについて解説します。

※詳細については，後日，九大Webサイト，学生支援サイト，学生ポータル及び各部局掲示板等でお知らせします。

伊都地区

１０月１２日（木）
１７：３０～１９：００

工学部西講義棟
（２階）第１講義室

箱崎地区

１０月１１日（水）
１７：３０～１９：００

文系講義棟（１階）
１０１講義室

大橋地区

１０月１８日（水）
１８：３０～２０：００

５号館 ５１１講義室

筑紫地区

１０月１７日（火）
１７：３０～１９：００

総合研究棟C‐Cube
３０１－３０３講義室

会場は変更
することが
あります

自己分析・自己ＰＲ講座
◆主に２０１９年3⽉卒業・修了⽣対象
◆予約不要 ◆服装⾃由
▼講師担当：㈱マイナビ

自分史のまとめ方、自己分析、他己分析、今後の目標設定、自己ＰＲのまとめ方について学びます。

伊都地区

１０月１９日（木）
１７：００～１９：００

工学部西講義棟（２階）

第１講義室

箱崎地区

１０月２５日（水）
１７：００～１９：００

文系講義棟（１階）
１０１講義室

大橋地区

１０月３１日（火）
１８：３０～２０：３０

５号館 ５１１講義室

志望動機講座

▼講師担当：㈱就面

伊都地区

１０月２３日（月）
１７：００～１９：００

工学部西講義棟（２階）

第１講義室

志望動機の重要性、企業側着目する点について解説し、そ
の後、架空の企業情報を元に、志望動機のまとめ方、作成に
ついて学びます。

箱崎地区

１０月２６日（木）
１７：００～１９：００

文系講義棟 大講義室

大橋地区

１１月１日（水）
１８：３０～２０：３０

５号館 ５１１講義室

◆主に２０１９年3⽉卒業・修了⽣対象
◆予約不要 ◆服装⾃由



※詳細については，後日，九大Webサイト，学生支援サイト，学生ポータル及び各部局掲示板等でお知らせします。

平成２９年度後期 学生支援センター・学生支援課 企画

就職支援ガイダンス及びセミナー等の予定

キャリアガイダンスⅡ（主に低年次向け）

箱 崎 月 日（ ）

調整中

伊 都 月 日（ ）

調整中

◆服装⾃由

▼講師担当：㈱ﾘｸﾙｰﾄｷｬﾘｱ
社会で活躍中の先輩を囲み、ＯＢＯＧから「仕事の面白さ」「キャリア選択

の軸」を聞くことで、職業観醸成を身につける。

業界・企業研究の重要性について説明し、就活準備期間中（～２月末）に行う業種・職種理解、企業
の調べ方、見るポイントについて学びます。

◆主に２０１９年3⽉卒業・修了⽣対象
◆予約不要 ◆服装⾃由

ＥＳ対策講座 ◆主に２０１９年3⽉卒業・修了⽣対象 ◆予約不要 ◆服装⾃由
▼講師担当：㈱リクルートキャリア

オープンエントリーシートを活用し、エントリーシートの書き方・ポイントについてワークを交えて説明します。

伊都地区

１１月２日（木）
１７：００～１９：００

工学部西講義棟
（２階）第１講義室

箱崎地区

１１月７日（火）
１７：００～１９：００

文系講義棟
１０１講義室

大橋地区

１１月１３日（月）
１８：３０～２０：３０

５号館 ５１１講義室

筑紫地区

１１月１５日（水）
１７：００～１９：００

総合研究棟C‐Cube
３０１－３０３講義室

業界・企業研究講座
▼講師担当：㈱ディスコ

ＳＰＩ検査理解講座
▼講師担当：㈱リクルートキャリア

採用選考において利用される適性検査の一つ「ＳＰＩ３」。ＳＰＩ対策，結果の見方・利用の仕方及び適性
検査結果が企業採用選考過程においてどのように利用されるか等について説明します。

伊都地区

１１月９日（木） １７：００～１９：００

工学部西講義棟（２階）第１講義室

箱崎地区

１１月１０日（金） １７：００～１９：００

文系講義棟 １０１講義室

伊都地区

１１月１６日（木） １７：００～１９：００

工学部西講義棟（２階）第１講義室

箱崎地区

１１月１４日（火） １７：００～１９：００

文系講義棟 １０１講義室

◆主に２０１９年3⽉卒業・修了⽣対象 ◆予約不要 ◆服装⾃由



平成２７年度 後期 学生支援センター・学生支援課 主催

就職支援ガイダンス及びセミナー等の予定

業界・企業研究セミナー（１８回）

箱 崎

①１１月２０日（月） １７：３０～１９：３０
文系講義棟（１階） １０１講義室

②１１月２８日（火） １７：３０～１９：３０
文系講義棟（１階） １０１講義室

③１２月 ４日（月） １７：３０～１９：３０
文系講義棟（１階） １０１講義室

④１２月１１日（月） １７：３０～１９：３０
文系講義棟（１階） １０１講義室

⑤１２月１８日（月） １７：３０～１９：３０
文系講義棟（１階） １０１講義室

⑥１２月１９日（火） １７：３０～１９：３０
文系講義棟（１階） １０１講義室

⑦ １月１６日（火） １７：３０～１９：３０
文系講義棟（１階） １０１講義室

⑧ １月２２日（月） １７：３０～１９：３０
文系講義棟（１階） １０１講義室

⑨ １月２６日（金） １７：３０～１９：３０
文系講義棟（１階） １０１講義室

伊 都

①１１月２２日（水） １７：３０～１９：３０
工学部西講義棟（２階） 第１講義室

②１１月３０日（木） １７：３０～１９：３０
工学部西講義棟（２階） 第１講義室

③１２月 ７日（木） １７：３０～１９：３０
工学部西講義棟（２階） 第１講義室

④１２月１３日（水） １７：３０～１９：３０
工学部西講義棟（２階） 第１講義室

⑤１２月１５日（金） １７：３０～１９：３０
工学部西講義棟（２階） 第１講義室

⑥１２月２１日（木） １７：３０～１９：３０
工学部西講義棟（２階） 第１講義室

⑦ １月１８日（木） １７：３０～１９：３０
工学部西講義棟（２階） 第１講義室

⑧ １月２４日（水） １７：３０～１９：３０
工学部西講義棟（２階） 第１講義室

⑨ １月２９日（月） １７：３０～１９：３０
工学部西講義棟（２階） 第１講義室

◆要予約 ◆服装⾃由
◆全学年対象

企業をとりまく業界の全体像や社会的役割，求める人材等などを参加企業の担当者が説明します。
毎回違う企業が参加します。 座談会では素朴な疑問を尋ねてみる等活発に意見交換をしましょう。

※詳細については，後日，九大Webサイト，学生支援サイト，学生ポータル及び各部局掲示板等でお知らせします。

平成２９年度後期 学生支援センター・学生支援課 主催

就職支援ガイダンス及びセミナー等の予定

広告業界研究セミナー

理解しづらい広告業界について，広告業界の現状，基礎知識をはじめ，業界構造の分析，職種，広告
業界の採用選考スケジュールを説明し，広告業界の企業研究の進め方について説明します。

箱 崎 １２月５日（火）

箱崎文系講義棟（２階） ２０１講義室
１７：００～１９：００

大橋 １１月２９日（水）

５－５１１講義室
１８：３０～２０：３０

▼講師担当：㈱マスメディアン◆要予約 ◆服装⾃由
◆全学年対象



平成２９年度後期 学生支援センター・学生支援課 主催

就職支援ガイダンス及びセミナー等の予定

業界研究ガイダンス

◆要予約 ◆服装⾃由 ◆全学年対象▼コーディネート企業：㈱富士電機 ㈱コクヨ

※詳細については，後日，九大Webサイト，学生支援サイト，学生ポータル及び各部局掲示板等でお知らせします。

新聞業界研究セミナー
◆要予約 ◆服装⾃由

▼講師担当：読売新聞西部本社，西日本新聞社

国内最多、九州最多の発行部数を
誇る読売新聞と西日本新聞。九州に
本社を置き、ライバル紙として取材な
どで日々しのぎを削る読売新聞西部
本社と西日本新聞社の現役記者や人
事担当者が、 『新聞業界の今』『新聞
記者の仕事』などについて説明します。

箱 崎 １２月６日（水）

箱崎文系講義棟（１階）
１０１講義室

１７：００～１９：００

箱崎 １２月８日（金） （仮）

箱崎文系講義棟（１階） １０１講義室
１７：３０～１９：３０

伊都 １２月１４日(木） （仮）

工学部西講義棟（２階） 第１講義室
１７：３０～１９：３０

㈱富士電機・㈱コクヨが幹事企業として運営しているジョブスタディで、本学での実施は６回目。
異なる業界のリーディングカンパニーの人事担当者が集い，本音で語り合うセミナーです。

参加企業と参加学生によるパネルディスカッション、各企業毎にわかれての座談会など、参加学生からの
質問によって成り立つセミナーです。

ジョブスタディ２０１７ ◆要予約 ◆服装⾃由

▼講師担当：㈱富士電機・㈱コクヨ

箱崎 ２月２１日（水）

箱崎文系講義棟（１階） 大講義室

１０：００～１１：３０

伊都 ２月１６日（金）

工学部西講義棟（３階） 第３講義室

１６：００～１７：３０

合同企業説明会の歩き方講座 ◆予約不要 ◆服装⾃由
◆２０１９年3⽉卒業・修了⽣対象

３月以降に開催される合同企業説明会（学内・学外）の効率的な参加方法、心構え等を説明します。

産学連携キャリアプログラム
Ｊ－ＯＮＥ

◆要予約 ◆服装⾃由

▼講師担当：㈱リンクアンドモチベーション

伊都 １月２０日（土）

工学部西講義棟（２階） 第１講義室

１６：００～１７：３０

日本を代表する企業（トヨタ自動車、日立製作所）の社
員から、志や覚悟、生き方などについて話していただき
ます。プレゼンテーションや参加学生からの質疑を軸に
したパネルディスカッションを行います。



※詳細については，後日，九大Webサイト，学生支援サイト，学生ポータル及び各部局掲示板等でお知らせします。

平成２９年度後期 学生支援センター・学生支援課 企画

就職支援ガイダンス及びセミナー等の予定
（主に２０１９年３月卒業・修了予定の学生対象）

伊都地区

１１月２４日（金） １７：００～１９：００
総合学習プラザ（２階） ＡＭＳ講義室１

１月１７日（水） １７：００～１９：００
総合学習プラザ（２階） ＡＭＳ講義室１

１月３０日（火） １７：００～１９：００
総合学習プラザ（２階） ＡＭＳ講義室１

筑紫地区

１月２３日（火） １７：００～１９：００

総合研究棟C‐Cube ３０３講義室

箱崎地区

１１月２１日（火）
①１５：００～１７：００ ②１７：３０～１９：３０
箱崎理系地区 ２１世紀交流プラザⅠ多目的ホール

１月１９日（金）
①１５：００～１７：００ ②１７：３０～１９：３０
箱崎理系地区 ２１世紀交流プラザⅠ多目的ホール

２月１６日（金）
①１３：００～１５：００ ②１５：３０～１７：３０
箱崎理系地区 ２１世紀交流プラザⅠ多目的ホール

面接マナー講座 ▼講師担当：㈱就面

第一印象の形成、視覚情報強化、聴覚情報の強化、チェックシートの使い方について学びます。

◆予約制・各コマ定員２０名（先着順）◆スーツ着⽤

大橋地区

１月２３日（火） １８：３０～２０：３０

５号館 ５１２講義室

グループディスカッション講座 ◆予約制・各コマ定員２０名（先着順）
▼講師担当：㈱リクルートキャリア、㈱就面

㈱マイナビ、㈱ワンキャリア

実戦形式で，グループディスカッションを実施します。進め方の概要を説明した後，実際にグループ
ディスカッションを行います。

伊都地区

２月１３日（火） １７：００～１９：００
総合学習プラザ（２階） ＡＭＳ講義室１

２月１５日（木）
①１３：００～１５：００ ②１５：３０～１７：３０
総合学習プラザ（２階） ＡＭＳ講義室１

３月１５日（木）
①１０：００～１２：００ ②１３：００～１５：００
③１５：３０～１７：３０

総合学習プラザ（２階） ＡＭＳ講義室１

箱崎地区

１月２５日（木）
①１５：００～１７：００ ②１７：３０～１９：３０
箱崎理系地区 ２１世紀交流プラザⅠ多目的ホール

２月 ２日（金）
①１５：００～１７：００ ②１７：３０～１９：３０
箱崎理系地区 ２１世紀交流プラザⅠ多目的ホール

２月２０日（火）
①１０：００～１２：００ ②１３：００～１５：００
③１５：３０～１７：３０

箱崎理系地区 ２１世紀交流プラザⅠ多目的ホール



※詳細については，後日，九大Webサイト，学生支援サイト，学生ポータル及び各部局掲示板等でお知らせします。

平成２９年度後期 学生支援センター・学生支援課 企画

就職支援ガイダンス及びセミナー等の予定
（主に２０１９年３月卒業・修了予定の学生対象）

個別面接講座

実戦形式で，個別面接を実施します。個別面接の概要を説明した後，実際に面接官と受験者にわか
れて面接を実施します。

伊都地区

３月２３日（金）
①１３：００～１５：００ ②１５：３０～１７：３０
総合学習プラザ（２階）ＡＭＳ講義室１

３月２７日（火）
①１３：００～１５：００ ②１５：３０～１７：３０
総合学習プラザ（２階）ＡＭＳ講義室１

箱崎地区

３月１３日（火）
①１３：００～１５：００ ②１５：３０～１７：３０
２１世紀交流プラザⅠ 多目的ホール

３月２８日（水）
①１３：００～１５：００ ②１５：３０～１７：３０
２１世紀交流プラザⅠ 多目的ホール

◆予約制・各コマ定員５名（先着順）◆スーツ着⽤
▼講師担当：㈱リクルートキャリア、㈱マイナビ

集団面接講座 ◆予約制・各コマ定員１５名（先着順）◆スーツ着⽤
▼講師担当：㈱就面、㈱リクルートキャリア、㈱マイナビ

実戦形式で，集団面接を実施します。集団面接の概要を説明した後，実際に面接官と受験者にわか
れて面接を実施します。

伊都地区

２月１日（木） １７：００～１９：００
総合学習プラザ（２階） ＡＭＳ講義室１

３月１４日（水）
①１０：００～１２：００ ②１３：００～１５：００
③１５：３０～１７：３０
総合学習プラザ（２階） ＡＭＳ講義室１

３月２６日（月）
①１３：００～１５：００ ②１５：３０～１７：３０
総合学習プラザ（２階） ＡＭＳ講義室１

箱崎地区

１月３１日（水） ①１５：００～１７：００ ②１７：３０～１９：３０
箱崎理系地区 ２１世紀交流プラザⅠ多目的ホール

２月１４日（水） ①１３：００～１５：００ ②１５：３０～１７：３０
箱崎理系地区 ２１世紀交流プラザⅠ多目的ホール

３月 ９日（金）
①１０：００～１２：００ ②１３：００～１５：００
③１５：３０～１７：３０
箱崎理系地区 ２１世紀交流プラザⅠ多目的ホール

３月２９日（木）
①１０：００～１２：００ ②１３：００～１５：００
③１５：３０～１７：３０
箱崎理系地区 ２１世紀交流プラザⅠ多目的ホール

筑紫地区

２月１９日（月） １５：００～１７：００
総合研究棟C‐Cube ３０３講義室

３月２２日（木） １５：００～１７：００
総合研究棟C‐Cube ３０３講義室

大橋地区

２月２０日（火） １５：００～１７：００
５号館 ５１２講義室

３月２２日（木） １５：００～１７：００
５号館 ５１２講義室



平成２９年度後期 学生支援センター 企画
外国人留学生向け就職支援セミナー等の予定

（主に２０１９年３月卒業・修了予定の学生対象）

留学生のための就職活動講座

テーマ 地区 日時・場所

第２講 就活準備！ ～Start up～ 伊都 9月27日(水) 18:00-20:00
センター1号館1209教室

第３講 自己分析・自己ＰＲの
ポイントを知ろう！

伊都 10月16日(月)18:30-20:30
センター1号館1209教室

箱崎 10月18日(水)18:00-20:00
21世紀交流プラザⅠ多目的ホール

第４講 業界研究・企業研究の
ポイントを知ろう！

伊都 11月6日(月)18:00-20:00
センター1号館1209教室

箱崎 11月8日(水)18:00-20:00
21世紀交流プラザⅠ多目的ホール

第５講 仕事研究とエントリーシート作成の
ポイントを理解しよう！

伊都 11月20日(月) 18:00-20:00
センター1号館1209教室

箱崎 12月6日(水) 18:00-20:00
21世紀交流プラザⅠ多目的ホール

第６講 筆記試験対策と
ディスカッション対策をしよう！

伊都 12月12日(火) 18:00-20:00
センター1号館1210教室

箱崎 12月13日(水) 18:00-20:00
21世紀交流プラザⅠ多目的ホール

第７講 グループ面接・個人面接対策をしよう！
伊都 1月15日(月)18:30-20:30

センター1号館1209教室

箱崎 1月17日(水)18:00-20:00
21世紀交流プラザⅠ多目的ホール

第８講 これまでの講座のダイジェスト 伊都 3月7日(水) 午前中（時間未定）
センター1号館1402教室

充実した講座内容で、皆さんの就職活動をバックアップします。
-日本企業の採用スケジュールと就職活動のステップ！
-業界・企業研究や、企業アプローチの方法！
-エントリーシートの書き方から筆記試験対策、面接対策、内定獲得まで！

☆要申込
☆服装自由
※各講座の詳細・申込については、学生支援サイト等でお知らせします。



平成２９年度後期 学生支援センター 企画
外国人留学生向け就職支援セミナー等の予定

（主に２０１９年３月卒業・修了予定の学生対象）

ビジネス日本語講座

伊都地区
日時：１１月１５日（水）18:00-20:00
場所：センター１号館１３０８教室
講師：福岡県留学生サポートセンター

ビジネスマナー講座

伊都地区
日時：１月１０日(水)17:00-20:00
場所：センター1号館1308教室
※詳細は学生支援サイト、九大Webサイトをご覧く
ださい。

箱崎地区
日時：１月１１日(木)17:00-20:00
場所：21世紀交流プラザⅠ多目的ホール
※詳細は学生支援サイト、九大Webサイトをご覧く
ださい。

就職活動・冬季インターンシップ直前のビジネスマナー対策

伊都地区
【日本語】2017年11月30日（木）17：30～20：00（受付17：00）
【英 語】2017年12月 7日（木）17：30～20：00（受付17：00）
場所：センター１号館1401教室

日本企業への就職を希望する外国人留学生、特に低年次学生に対する就職支援の一環
として、早い段階から、学生が日本独特の就職活動の仕方などを認識し、十分な準備が行え
るよう、内定者と対話できる機会を提供します。（語学のレベルも考慮し、英語による座談会
も実施します。）

内定者座談会 「就職活動について話そう！」

箱崎地区
日時：１１月１６日（木）18:00-20:00
場所：21世紀交流プラザⅠ多目的ホール
講師：福岡県留学生サポートセンター

※詳細については、後日、九大Webサイト、学生支援サイト、学生ポータル及び各部局掲示板等でお知らせします。

日本企業の入社試験対策！

ビジネスマナーの基本、敬語の使い分けについて、ビジネスメール・面接のマナー等



外国人留学生のための合同企業説明会
JOB FAIR 2017

九州大学の外国人留学生を採用したいという企業が集まり、伊都キャンパスで合同企業説明会を行います。
留学生のみなさんが活躍できる、グローバルな人材を求める企業が集結します。（40社程度予定）

平成２９年度後期 学生支援センター 企画
外国人留学生向け就職支援セミナー等の予定

（主に２０１９年３月卒業・修了予定の学生対象）

就職情報会社セミナー
留学生対象就職・キャリア講演会 伊都地区

日本企業文化と外国人採用事情、留学生の就活と日本でのキャリア、九大先輩留学生成功事例等
日時：１２月１８日(月) 場所：伊都キャンパス センター1号館1308教室
協力：㈱日経HR

伊都地区
日時：３月７日(水)12:20-17:00 場所：総合体育館 ☆スーツ着用

※詳細については、後日、九大Webサイト、学生支援サイト、学生ポータル及び各部局掲示板等でお知らせします。

グローバル人材キャリアセミナー＆企業交流会
ゲスト企業ショートプレゼンテーション、各企業のテーブルに分かれて社員との座談会（3－4社回ります）

伊都地区
日時：１月２５(木)
場所：センター1号館4階1402室
参加企業：九州電力株式会社、三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社

ダイハツ工業株式会社、三菱自動車工業株式会社

ビジネス日本語講座
リクルーター面談心得、１次面接対策等

伊都地区
日時：３月２２日(木)16:00-18:30
場所：センター1号館1210教室

箱崎地区
日時：３月２３日(金)16:00-18:30
場所：21世紀交流プラザⅠ多目的ホール



学内合同企業説明会

九州大学同窓会連合会・学生支援センター 主催

九州大学学内合同企業説明会
◆予約不要
◆２０１９年3⽉卒業・修了⽣対象

伊 都

３月 １日（木）、２日（金）、３日（土）、
４日（日）、５日（月）、６日（火）

計６日間

伊都地区 総合体育館

合計約４００社の企業が参加する九州大学最大規模の合同企業説
明会。九州大学の学生を採用したいという企業が集まります。ＯＢ・Ｏ
Ｇの方々が出席している企業もあります。

※詳細については，後日，九大Webサイト，学生支援サイト，学生ポータル及び各部局掲示板等でお知らせします。

その他、今後予定しているセミナー等

●ＯＢ・ＯＧによる就職研究セミナー（東京同窓会主催・平成29年11月予定）

●内定者との座談会（平成２９年１２月予定）

●博士人材のための企業説明会（平成３０年２月予定）

●公務研究セミナー等公務員向けセミナー（人事院、各官公庁）

●九州大学進路・就職アドバイザーによるＥＳ（ｴﾝﾄﾘｰｼｰﾄ）講習会
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