
【民間企業希望者向け】

グループディスカッション講座

◆予約制（先着順）◆各コマ定員２０名
◆服装⾃由

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
にテーマを出題しディスカッションを行います。

【民間企業希望者向け】

面接対策講座（集団・個別）

「面接で自分の意志をうまく伝えられない」，「採用担当者に自分はどう見えている？」等、不安に
思っている皆さん！模擬面接を通して自己の課題を発見・認識し，改善しましょう！
経験豊富な講師陣が集団面接・個別面接の基礎・ポイントについて，実践を交えて指導します。

※参加人数によって、集団面接中心又は個別面接中心に開催します。

伊都地区

４月１２日（木）
１７：００～１９：００

４月２４日（火）
１７：００～１９：００

５月１０日（木）
１７：００～１９：００

総合学習プラザ（２階）ＡＭＳ講義室１

箱崎地区

４月１０日（火）
①１５：００～１７：００ ②１７：３０～１９：３０

５月９日（水）
１５：００～１７：００

５月２１日（月）
①１５：００～１７：００ ②１７：３０～１９：３０

理系地区 ２１世紀交流プラザⅠ
多目的ホール

箱崎地区

４月１１日（水）

①１５：００～１７：００
②１７：３０～１９：３０
理系地区 ２１世紀交流プラザⅠ

多目的ホール

◆予約制（先着順）各コマ定員１０名
◆スーツ着⽤
◆履歴書⼜はＥＳを持参（写真不要）

※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３０年度前期 就職支援企画

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）



【公務員希望者向け】
面接対策講座

◆予約制（先着順） 各コマ定員２０名
◆服装⾃由

今年度から実施する新企画 国家公務員・地
方公務員希望者向けの「集団討論講座」。

昨今、面接（集団討論・面接）を重視する公務員
試験が多くなっており、筆記だけ頑張っても合格
できるとは限りません。頭で分かっていても上手
く話せないのが面接。ぜひ実践戦形式で練習し
ましょう！

【公務員希望者向け】
集団討論講座

今年度から実施する新企画 国家公務員・地方公務員希望者向けの面接対策講座」。

昨今、面接（集団討論・面接）を重視する公務員試験が多くなっており、筆記だけ頑張っても合格でき
るとは限りません。頭で分かっていても上手く話せないのが面接。ぜひ実践戦形式で練習しましょ
う！ 「面接で自分の意志をうまく伝えられない」，「採用担当者に自分はどう見えている？」等、不安
に思っている皆さん！模擬面接を通して自己の課題を発見・認識し，改善しましょう！

伊都地区

６月１３日（水） １７：００～１９：００

７月 ３日（火） １７：００～１９：００

総合学習プラザ（２階）ＡＭＳ講義室１

箱崎地区

５月８日（火） ①１５：００～１７：００
②１７：３０～１９：３０

５月１４日（月） １５：００～１７：００

５月２８日（月） １７：００～１９：００

理系地区 ２１世紀交流プラザⅠ
多目的ホール

◆予約制（先着順）各コマ定員１５名
◆スーツ着⽤
◆履歴書や⾯接カードを持参（写真不要）

※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３０年度前期 就職支援企画

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

５月３０日（水）
１７：００～１９：００

総合学習プラザ（２階）ＡＭＳ講義室３

箱崎地区

６月５日（火） １５：００～１７：００

６月２１日（木） １５：００～１７：００

６月２６日（火） １７：００～１９：００

７月１１日（水） ①１５：００～１７：００
②１７：３０～１９：３０

７月１８日（水） １５：００～１７：００

理系地区 ２１世紀交流プラザⅠ 多目的ホール



平成３０年度前期 就職支援企画

就職支援ガイダンス及びセミナー等の予定
（主に２０２０年３月卒業・修了予定の学生対象）

就活キックオフガイダンス ◆主に2020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。

主に学部１・２年生向け

キャリアガイダンス
伊都地区

４月２５日（水）・５月９日（水）
１４：５０～１６：２０

センター１号館３階 １３０３講義室

◆主に低年次対象

基幹教育 総合科目の「社会連携活動論」との連携により，
低年次学生のキャリア形成についてガイダンスを行います。
上述の科目履修者以外の学生も参加可能です。

「働く」ということについて，様々な角度から考え，自身の夢
の実現に繋げましょう！

伊都地区

４月１９日（木）
１７：３０～１９：００

工学部西講義棟
２階 第１講義室

箱崎地区

４月１６日（月）
１７：３０～１９：００

文系講義棟 ２階
２０１講義室

大橋地区

４月１８日（水）
１５：３０～１７：００

５号館 ２階
５２４講義室

筑紫地区

４月１７日（火）
１７：３０～１９：００

総合理工学府
（C‐CUBE）３０３講義室

これから就職（準備）活動を行うにあたって、「何を、どう準備していけば良いの？ 」「就職採用
の動向は？」「求人状況は？」「採用選考スケジュールは？ 」「どんな支援があるの？」．．．

など，就職活動が本格的にスタートする３月までの動き方，そしてスタートしてからの動き方に
ついて解説します。

インターンシップガイダンス ◆全学年対象
◆予約不要 ◆服装⾃由

これからインターンシップに参加するための準備・⽬的・⼼得について説明します。インターンシップに参加
し、実際の仕事や職場の雰囲気を感じることで、今後、就職活動を⾏う際の⾃⼰の職業適性や職業
選択について考える良い機会となります。ただ参加するのではなく、より有意義な就業体験となるよう、
事前に準備をしましょう！！
当⽇は、九州インターンシップ推進協議会のインターンシップ、経済同友会版インターンシップ（学部２
年⽣対象）、研究型インターンシップ（⼤学院⽣対象）などについても詳しく説明します。内容盛りだ
くさんですので、ぜひご参加ください！！

伊都地区

４月２６日（木）
１７：３０～１９：００

工学部西講義棟（２階）第１講義室

箱崎地区

４月２５日（水）
１５：３０～１７：００

文系講義棟 大講義室

筑紫地区

４月２７日（金）
１７：３０～１９：００

総合研究棟（C‐CUBE）３０３講義室



自己分析・自己ＰＲ講座

※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

５月１６日（水） １７：３０～１９：３０

工学部西講義棟（２階）第１講義室

箱崎地区

５月１７日（木） １７：３０～１９：３０
文系講義棟 １階 １０１講義室

平成３０年度前期 就職支援企画

就職支援ガイダンス及びセミナー等の予定
（主に２０２０年３月卒業・修了予定の学生対象）

インターシップ対策プログラム

伊都地区

７月４日（水） １７：００～１９：００
総合学習プラザ（２階） ＡＭＳ講義室３

７月１９日（木） １７：００～１９：００

総合学習プラザ（２階） ＡＭＳ講義室１

箱崎地区

６月２７日（水）
①１５：００～１７：００ ②１７：３０～１９：３０

７月１２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

業界研究・志望動機講座

主にインターンシップ参加を考えている
学生向けの対策プログラム。

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

主にインターンシップ参加を考えている
学生向けの対策プログラム。

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。
志望動機のまとめ方について学びます。

◆予約不要 ◆服装⾃由

◆予約不要 ◆服装⾃由

筑紫地区

５月１５日（火） １７：３０～１９：３０
総合研究棟（C‐CUBE） ３０３講義室

筑紫地区

５月２２日（火） １７：３０～１９：３０
総合研究棟（C‐CUBE） ３０３講義室

伊都地区

５月２３日（水） １７：３０～１９：３０

工学部西講義棟（２階）第１講義室

箱崎地区

５月２４日（木） １７：３０～１９：３０
文系講義棟 １階 １０１講義室

ビジネスマナー講座 ◆予約制（先着順）
各コマ定員２０名

◆スーツ着⽤主にインターンシップに参加する学生向けの対策プログラム。
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、名刺交換、

電話対応など、ワークを交えて学びます。



※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３０年度前期 就職支援企画

就職支援ガイダンス及びセミナー等の予定
（主に２０２０年３月卒業・修了予定の学生対象）

公務員志望者向け支援企画

地方公務員等採用試験説明会

九州近隣の各地方自治体の採用担当者により，地方公務の
特色や採用試験等について説明します。

参加予定機関：福岡県，福岡市，北九州市，佐賀県，大分県，
長崎県，熊本県，宮崎県，山口県，兵庫県
※参加機関は，変更になる可能性があります。

箱崎地区

４月２０日（金）及び２３日（月）

文系地区講義棟

◆◆

その他の説明会・セミナー等の予定

◆研究型インターンシップ報告会＆企業説明会
【５月１２日（土）・伊都地区】

◆インターンシップ合同企業セミナー
【５月２６日（土）・伊都地区】

◆インターンシップ事前講習・事後講習
【伊都地区・箱崎地区（予定）】

◆就職フェアⅠ・Ⅱ（未内定者向け合同企業設営会）（６～７月）
【伊都地区・病院地区（予定）】

◆女子学生向け働き方リーダープログラム
【伊都地区（予定）】



平成３０年度 留学⽣センター 企画
外国⼈留学⽣向け就職⽀援セミナー等の予定

（主に２０２０年３⽉までに卒業・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（予定）

第１講 夏期インターンシップエントリー準備
〜 企業研究⼊⾨セミナー 〜

伊都 5⽉28⽇（⽉） 18:30-20:30
センター２号館教室

箱崎 5⽉30⽇(⽔) 18:00-20:00
21世紀交流プラザ２F 講義室A

第２講 就活準備！ 〜Start up〜
箱崎 ７⽉25⽇（⽔）18:00-20:00

21世紀交流プラザⅠ多⽬的ホール

伊都 8⽉8⽇(⽔) 18:00-20:00
センター２号館 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10⽇(⽔)18:00-20:00

センター２号館 教室

第４講 業界研究・企業研究の
ポイントを知ろう！ 伊都 10⽉24⽇(⽔)18:00-20:00

センター２号館 教室

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7⽇(⽔) 18:00-20:30

センター２号館 教室

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 11⽉21⽇(⽔) 18:00-20:00

センター２号館 教室

第７講 グループ⾯接・個⼈⾯接対策をしよう！ 伊都 12⽉4⽇(⽕)18:00-20:30
センター２号館 教室

第８講 ２講〜7講までの総復習
〜 内定獲得に向けて 〜 伊都 3⽉7⽇(⽊) AM 10:00-11:45

センター２号館 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
※詳細は九⼤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。



留学生のためのビジネス日本語講座(10回)
及び

夏期集中ビジネスマナー研修（2日間）
テーマ 地区 ⽇時・場所（予定）

１ 敬語１
敬語の基礎（表現, ⽂化） 伊都 5⽉22⽇（⽕） 18:00-20:00

センター２号館教室

２ 敬語２
敬語の応⽤（場⾯会話, メールの書き⽅） 伊都 5⽉29⽇（⽕） 18:00-20:00

センター２号館教室

３ 場⾯会話１ 伊都 6⽉12⽇（⽕） 18:00-20:00
センター２号館 教室

４ 場⾯会話２ 伊都 6⽉19⽇（⽕） 18:00-20:00
センター２号館 教室

５ 場⾯会話３ 伊都 6⽉26⽇（⽕） 18:00-20:00
センター２号館 教室

●夏期集中ビジネスマナー研修（2⽇
間）

伊都
８⽉9⽇（⽊） 10:00-18:40
８⽉10⽇（⾦）10:00-18:40
※2⽇間とも参加が条件
センター２号館 教室

６ スピーチ練習１ 伊都 10⽉30⽇（⽕） 18:00-20:00
センター２号館 教室

７ スピーチ練習２ 伊都 11⽉6⽇（⽕） 18:00-20:00
センター２号館 教室

８ スピーチ練習３ 伊都 11⽉13⽇（⽕） 18:00-20:00
センター２号館 教室

9 ディスカッション１ 伊都 12⽉11⽇（⽕） 18:00-20:00
センター２号館 教室

10 ディスカッション２ 伊都 12⽉18⽇（⽕） 18:00-20:00
センター２号館 教室

☆要申込
☆服装⾃由
※各講座の詳細・申込⽅法等は、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。

状況・相手に合わせ
たコミュニケーション
の練習
（場面：依頼, 許可求
め, 謝罪等）

簡潔にポイントをまと
めて話す練習

スピーチに対して的
確に質問する練習
（話題：時事問題, 社
会問題）

グループディスカショ
ンの練習

柔軟性を持ち、建設
的な議論をする練習

（テーマ：就職活動の
GDのテーマを参考に
する）


