
月　日 時　間 テーマ　・　内容 講演者（講師･企業･団体等） 会　場

3月下旬～
4月上旬

－
早稲田大学のキャリア形成支援について紹介し、学生生
活の過ごし方と進路選択に関する概要を説明します。

キャリアセンタースタッフ 各学部の指定会場

月　日 時　間 テーマ　・　内容 講演者（講師･企業･団体等） 会　場
『始めるのはいつからだって大丈夫！』『自分らしさのキッ
カケ』『きっかけを掴んだはじめの一歩』『これで良いのか
迷い続けた日々』『私が１・２年生の時に不安だったこと』
等

－ －

月　日 時　間 テーマ　・　内容 講演者（講師･企業･団体等） 会　場

『自分らしい人生と働き方』
グローバルに生きる編／社会に貢献する編／会社を動か
す編等

学内のプログラムを体験した早大生 －

月　日 時　間 テーマ　・　内容 講演者（講師･企業･団体等） 会　場

『OB・OGが語る私のキャリアと仕事』
金融・保険編／電子・機械・化学編／外資・ITサービス・国
際物流編／放送・通信編／商社・消費財編／教育・育児・
スポーツ・日用品編／運輸・旅行編／新聞・放送・広告編
／旅行・鉄道・航空編／保険・証券編／不動産・エネル
ギー・教育編／商社・自動車・通信編／食品・化学・鉄鋼
編／ＩＴ・出版・印刷編等

各社に勤務する早大卒業生 －

『国際公務員業務研究講座』～国際機関で働くには 外務省国際機関人事センター

『国際協力金融機関合同講演会』 OECD、IMF、WB、IFC、IDB、AFDB等

6月23日（木） 18:15～19:45 Meet the EBRD 2016 欧州復興開発銀行（EBRD）

10月17日（月） 13:30～16:00 国連アウトリーチ・ミッション※1※2
外務省・UN・UNOCHA・UNDP・

UNICEF・UNFPA・UN Women・IOM・
IAEA・CTBTO

18号館
国際会議場1階

井深大 記念ホール

11月7日（月） 16:30～18:00 国際公務員ガイダンス※1※2 外務省
18号館

国際会議場1階
井深大 記念ホール

11月19日（土） 13:00～16:00
第12回　『自分の未来を発見しよう』
～OGと考える「これが私の生きる道」～

稲門女性ネットワーク
（OGの交流団体）

学生会館3階
キャリアセンター
セミナールーム

12月12日（月） 12:30～18:00 『フランス企業を知る』 在日フランス商工会議所
18号館

国際会議場3階会議室

12月13日（火）
予定

12:30～18:00
予定

『ドイツ企業を知る』 在日ドイツ商工会議所
18号館

国際会議場1階
井深大 記念ホール

自ら考え、行動する力を身につけることを目指します。以下のイベントへの参加をとおして、「自分らしい人生を切り拓く力」を身につけましょう。

CourseN@viで公開

仕事を考えるセミナー
※早大卒業生を中心に様々な業界の社会人から、仕事内容や仕事のやりがいなどを聞き、将来の仕事や働き方を考えます。

CourseN@viで公開

・授業や所属学部・大学院等の公式行事と重なった場合は、そちらを優先してください。

学生生活を通じて自分らしさを磨き、人生を切り拓く力を身につけよう！

「みらい設計」支援行事（2016年4月～2017年3月）
～全学年対象の人間力・地力強化プログラム～

早稲田大学キャリアセンター
2016年10月7日現在

・この行事一覧は発行日時点の情報です。

・行事情報は追加・更新しますので、最新情報をキャリアセンターホームページ（http://www.waseda.jp/career/）で随時確認してください。

・全学年の学生が対象です。参加する際は、必ず学生証を持参してください。

・一部の行事は事前予約が必要です。各行事の詳細は、キャリアセンターホームページのイベント情報に掲載します。

進路を考えるセミナー
※就職活動を終えた先輩から、1・2年生の頃に不安だったことや進路を切り拓いた体験談を聞き、充実した学生生活の過ごし方を考えます。

・参加できない学生のために、撮影可能な行事については行事内容を動画撮影します。撮影した動画は以下の方法で後日視聴することができます。

各学部新入生ガイダンス　※学生生活の過ごし方と進路選択に関する概要をお知らせします。＜一部の学部を除く＞

夢中になれることが見つかるセミナー
※就職活動を終えた先輩から、1・2年生の頃に不安だったことや進路を切り拓いた体験談を聞き、充実した学生生活の過ごし方を考えます。

◆みらい探しイベント

CourseN@viで公開

　　CourseN@viでの視聴： 行事実施の約1ヶ月後に、CourseN@viにて配信します。

　　学内での視聴： 行事実施の約1週間後からキャリアセンターにて、約10日後から所沢図書館にて視聴できます。視聴の際は学生証が必要です。

・キャリアセンターセミナールームは、学生会館3階（戸山キャンパス）です。また、国際会議場は、中央図書館と同じ建物（早稲田キャンパス）にあります。

・キャリアセンターの情報は、日本語版と留学生版のメールマガジンでも配信します。登録方法はキャリアセンターホームページに掲載しています。

・キャリアセンター発行の「みらい設計ガイドブック」を活用してください。キャリアセンターの他、各学部・大学院の事務所等でも配布しています。
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月　日 時　間 テーマ　・　内容 講演者（講師･企業･団体等） 会　場

11月16日（水） 18:30～20:00 仕事のやりがいってどんなことですか？

11月17日（木） 18:30～20:00 今の会社はどのように選んだんですか？

12月3日（土） 13:00～14:30 外資系企業ってどんな働き方をするんですか？

1月11日（水） 18:30～20:00 ＩＴってどんな働き方をするんですか？

1月12日（木） 18:30～20:00
営業ってどんな働き方をするんですか？～B to BとB to C
の企業で営業の違い～

1月17日（火） 18:30～20:00
学生時代にやってよかったこと、やっておけばよかったこ
とって何ですか？

1月18日（水） 18:30～20:00 メーカーで文系の人はどんな仕事をしているんですか？

1月19日（木） 18:30～20:00 企業規模によって働き方は違うんですか？

2月10日（金） 18:30～20:00 総合職・エリア総合職・一般職の働き方の違いは？

3月11日（土） 13:00～14:30
国家公務員総合職・一般職・東京都・特別区の働き方の
違いが知りたい

月　日 時　間 テーマ　・　内容 講演者（講師･企業･団体等） 会　場

5月23日（月） 18:30～20:30

5月30日（月） 18:30～20:30

6月15日（水） 18:30～20:30

6月22日（水） 18:30～20:30

8月上旬
～9月中旬

－
tsunagaruプログラム・夏
『chiikiru～地域のオモシロい人に会おう～』

地域で活躍する社会人
各プログラムの

指定地域

8月上旬
～9月中旬

－
tsunagaruプログラム・夏
『mochimasu～社長のカバンモチをしてみよう～』

首都圏の中小企業経営者
各プログラムの

指定企業

11月10日（木） 18:30～20:30

11月17日（木） 18:30～20:30

12月6日（火） 18:30～20:30

12月13日（火） 18:30～20:30

2月上旬
～3月中旬

－
tsunagaruプログラム・春
『chiikiru～地域のオモシロい人に会おう～』

地域で活躍する社会人
各プログラムの

指定地域

2月上旬
～3月中旬

－
tsunagaruプログラム・春
『mochimasu～社長のカバンモチをしてみよう～』

首都圏の中小企業経営者
各プログラムの

指定企業

ビデオ撮影なし

月　日 時　間 テーマ　・　内容 講演者（講師･企業･団体等） 会　場

8月2日（木） 13:00～16:00 「体験の言語化」シンポジウム WAVOC教員他 大隈記念講堂　小講堂

ビデオ撮影なし

WAVOC「体験の言語化」プログラム
※WAVOC・大学総合研究センター主催

先輩と考える自分の「みらい」セミナー

※毎回テーマを設定し、様々な分野・業界で活躍する早大卒業生から、テーマを中心に、就職活動の様子、進路選択のきっかけ、その職業や会社を選ん
だ理由、仕事内容や仕事のやりがいなどを聞きくことで、「どのように生きるのか」「生きるうえで働くとはどういうことか」「職業をどのように選ぶのか」「職
業ごとに働き方は違うのか」「学生時代をどのように過ごすのか」など、自身の考えを深めます。

fumidasuワークショップ
『とりあえず、みんなで話してみませんか？』 6月

社会連携推進室スタッフ
未定

（早稲田キャンパス内）

未定
（早稲田キャンパス内）

社会連携教育"IPPO"プログラム

未定
（早稲田キャンパス内）

fumidasuワークショップ
『とりあえず、みんなで話してみませんか？』 5月

社会連携推進室スタッフ

※社会連携推進室主催／キャリアセンター協力

各回2～3名の主に早大卒業生
学生会館3階

キャリアセンター
セミナールーム

fumidasuワークショップ
『とりあえず、みんなで話してみませんか？』 12月

社会連携推進室スタッフ
未定

（早稲田キャンパス内）

fumidasuワークショップ
『とりあえず、みんなで話してみませんか？』 11月

社会連携推進室スタッフ
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月　日 時　間 テーマ　・　内容 講演者（講師･企業･団体等） 会　場

首長基調講演　『職員に期待すること』 荒川区長　西川太一郎 氏 －

11:00～12:00 公務員試験の概要

13:00～13:50 教養試験（一般知能）の出題傾向と学習法

14:00～14:50 専門試験（行政系科目）の出題傾向と学習法

15:00～15:50 専門試験（法律科目）の出題傾向と学習法

16:00～16:50 専門試験（経済科目）の出題傾向と学習法

月　日 時　間 テーマ　・　内容 講演者（講師･企業･団体等） 会　場

10月3日（月） 14:45～18:00 公務員就職ガイダンス 実務教育出版
18号館

国際会議場1階
井深大 記念ホール

9月29日(木)
10月6日(木)
10月13日(木)

17:00～19:10 霞ヶ関（中央省庁）特別講演会※1※2 中央省庁（人事院主催）予定
学生会館3階

キャリアセンター
セミナールーム

10月20日(木)
10月27日(木)

17:00～19:10 女性のための霞が関特別講演会※1※2 中央省庁（人事院主催）予定
学生会館3階

キャリアセンター
セミナールーム

11月14日（月） 午前 東京都職員女性職員の働き方セミナー※1※2 東京都人事委員会
18号館

国際会議場3階会議室

11月14日（月） 午後 東京都技術職研究セミナー※1※2 東京都人事委員会
18号館

国際会議場1階
井深大 記念ホール

11月予定 － 女子学生のための国家公務員ガイダンス※1※2 人事院・中央省庁で働くOG予定
学生会館3階

キャリアセンター
セミナールーム

11月10日（木）
・11（金）

14:45～18:00 公務員（国家・地方）内定者懇談会※1 公務員（国家・地方）内定学生
学生会館3階

キャリアセンター
セミナールーム

12月2日（金） 13:00～17:45 教員・公務員就職ガイダンス 東京都教員・東京都・特別区・横浜市予定
18号館

国際会議場1階
井深大 記念ホール

12月15日（木）
・16日（金）
・19日（月）
・20日（火）

・21(水)

終日予定 公務員（国家・地方）学内合同業務説明会 中央省庁・自治体
学生会館3階

キャリアセンター
セミナールーム

2月21日(火)
14:00～15:00

予定
公務員志望者向け面接対策講座（講義編） 実務教育出版

学生会館3階
キャリアセンター
セミナールーム

3月7日(火) 終日予定 東京都技術職員フォーラム 東京都人事委員会
18号館

国際会議場1階
井深大 記念ホール

3月13日(火) 終日予定 公務員（国家・地方）学内合同業務説明会※1※2 中央省庁・自治体
18号館

国際会議場1階
井深大 記念ホール

※1ビデオ撮影なし

※2他大生も参加する行事です

月　日 時　間 テーマ　・　内容 講演者（講師･企業･団体等） 会　場

11月8日(火) 14:30～16:00 『不動産鑑定士の仕事とその魅力』 日本不動産鑑定士協会連合会
18号館

国際会議場3階会議室

『弁護士（法曹）の仕事とその魅力』
日本弁護士連合会　元会長／
早稲田大学監事　平山正剛 氏

『公認会計士の仕事とその魅力』
公認会計士・監査審査会

会長　友杉芳正 氏

『税理士の仕事とその魅力』
税理士・税理士稲門会

会長　山口賢一 氏

『司法書士の仕事とその魅力』 外部講師

「士業（資格が必要な仕事）の仕事を知る」講座

CourseN@viで公開

4月16日（土） 実務教育出版
学生会館3階

キャリアセンター
セミナールーム

公務員関連講座

※多くの公務員試験に共通する科目の出題傾向や学習法の概要を把握します。これから公務員試験勉強を始めようとする方向けの講座です。
公務員キックオフガイダンス

◆公務員・教員・士業（資格が必要な仕事）イベント

CourseN@viで公開 －
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月　日 時　間 テーマ　・　内容 講演者（講師･企業･団体等） 会　場

教師のやりがいと苦労について情報提供(予定) 未定

公立学校教員採用試験の準備を早くスタートさせるため
の概要(予定)

教員就職指導室
教員就職指導アドバイザー(予定)

私立学校の教員についての制度・組織・採用試験の概要
(予定)

ブレインアカデミー(予定)

ビデオ撮影なし

12月2日（金） － 教員・公務員就職ガイダンス 未定
18号館

国際会議場1階
井深大 記念ホール

月　日 時　間 テーマ　・　内容 講演者（講師･企業･団体等） 会　場

4月16日（土） 14:45～18:00

公認プログラムWIN インターンシップガイダンス
①パネルディスカッション
②WINプログラムについての説明
③行政機関でのインターンシップについての説明

　　　　①WINを経験した早大卒業生
　　　　②キャリアセンタースタッフ
　　　　③キャリアセンタースタッフ

14号館201教室

公認プログラムWIN オリエンテーションⅠ【国際協力】
キャリアセンター

セミナールーム学生会館3

公認プログラムWIN オリエンテーションⅠ【マスメディア】

公認プログラムWIN オリエンテーションⅠ【行政】

公認プログラムWIN オリエンテーションⅠ【ビジネス】
キャリアセンター

セミナールーム学生会館3

6月18日（土） 14:45～15:45 ★オリエンテーションⅡ キャリアセンタースタッフ 14号館201教室

月　日 時　間 テーマ　・　内容 講演者（講師･企業･団体等） 会　場

4月２３日（土） 14:45～15:45 エントリーシートの書き方講座 キャリアセンタースタッフ

5月28日（土） 14:45～16:15 ★WINコース別事前授業【ビジネス】 東出浩教 教授

6月4日（土） 14:45～16:15 ★WINコース別事前授業【行政】 小原隆治 教授

14:45～16:15 ★WINコース別事前授業【国際協力】 山田　満 教授

16:30～18:00 ★WINコース別事前授業【マスメディア】 花田達朗 教授

6月18日（土） 16:00～18:00 ★成果を出すためのグループ・マネジメントⅠ 東出浩教 教授

14:45～16:45 マナーセミナー
株式会社リカレントキャリア
代表取締役　松田満江 氏

17:00～18:00 リスクマネジメントセミナー リカレントキャリア

7月9日（土） 14:45～18:00 ★成果を出すためのグループ・マネジメントⅡ 東出浩教 教授

★WIN報告会【行政】 小原隆治 教授 14号館501教室

★WIN報告会【国際協力】 山田　満 教授

★WIN報告会【ビジネス】 東出浩教 教授

★WIN報告会【マスメディア】 花田達朗 教授 14号館501教室

10月22日（土） 14:45～18:00 フォローアップセミナー 東出浩教 教授 14号館201教室

以　上

インターンシップセミナー　※★印の付いた行事は、公認プログラムWIN（Waseda Intern）受講学生のみ対象

キャリアセンター
セミナールーム
学生会館3階

6月11日（土）

◆インターンシップイベント

インターンシップガイダンス　※★印の付いた行事は、公認プログラムWIN（Waseda Intern）受講学生のみ対象

14:45～16:15

16:30～18:00

14号館501教室

教員関連講座

13:00～16:15

10月1日（土）

6月25日（土）

14:45～18:00

教員採用試験対策キックオフガイダンス　※教員就職指導室共催

教員関連講座

10月8日（土）
未定

（早稲田キャンパス内）

※教員採用試験を目指す学生向けの、教職のやりがい、公立・私立の相違などを知る講座です。

5月7日（土）
キャリアセンタースタッフ

昨年度ＷＩＮ経験者による体験談（予
定）

14号館201教室

キャリアセンター
セミナールーム
学生会館3階

10月8日（土） 14:45～18:00
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