
「就活スタート講座」（就職活動に関するガイダンス講座）、「実践的な対策講座」、「業界・企業研究講
座」 の3本立て。 
学部3年・修士1年(以上)のいつからでも始められるように、 
 「夏ターム：5月～9月」 、「秋ターム：10月～12月」、 「冬ターム：1月～4月」 
の3タームに分けて、各ターム毎にそれぞれの講座を実施します。 

この夏タームは、今の時期から就活を考えている方・考えたい方、この夏の過ごし方を考えたい方など向
けです。 
※各タームで同じ名称の講座は、基本的に同じ内容の講座です。 
 そのため自分が就活をスタートしたい時のタームの講座に出れば、他のタームの同名講座に参加 
 しなくてもよいように設定しています。(同名の講座でも講師、構成を一部変えていることがありますのでご了承ください)  

【会場】 
  ①、②キャリアセンターセミナールーム 

夏ターム：2018年5月～9月 
(秋ターム：10月～12月、冬ターム：2019年1月～4月は別途お知らせいたします) 就職活動支援行事一覧 学部3年・修士1年以上(2019年9月・2020年3月卒業・修了予定者)対象 

ご注意 
・随時更新しますので、最新情報をキャリアセンターホームページ 「イベント」で確認してください。     
  https://www.waseda.jp/inst/career/ 
・キャリアセンターセミナールームは、戸山キャンパス学生会館(30号館)3階にあります。 
・授業、研究等、学部・研究科の行事と日程が重複した場合は、授業、研究等、学部・研究科の行事を優先してください｡   
・行事参加時には学生証を携帯してください。  
・行事には予約なしで参加できますが、一部予約が必要なものがあります。 
・参加できなかった学生のために、ビデオ撮影しています（「ビデオ撮影なし」表記の講座を除きます）｡ 
 原則として講座終了後１週間後以降にキャリアセンターでDVDを視聴できます。また最大1か月以内に 
 CourseN＠vi「キャリア・就職支援講座(20XX年度入学者)」の項目に配信します。  
・早期に準備を行いたい場合は、同CourseN@viで過去の講座等を見ることができます。（一部の新規講座は除く） 
・各行事で取得する個人情報は、個人情報保護法および早稲田大学の個人情報の保護に関する規則に基づき 
 学生支援等キャリアセンターが提供するサービスの向上のために使用いたします。 

早稲田大学キャリアセンター 2018年4月12日発行 第1版 

自己分析講座  【各回同一内容】  

① 5/24（木） 16:30 – 19:00    ② 6/29（金） 16:30 – 19:00 

就職活動の軸を固める基礎作業である自己分析について、講義と実習を通じてその意味や進め方を理解します。 

実践的な対策講座 

【講師】 
 (株)キャリア・パートナー 代表取締役 菊本奈々氏 

エントリーシート対策講座  【各回同一内容】  

エントリーシート作成のコツや採用担当者が評価するポイントを学んだうえで、エントリーシート作成実習に取り組み
ます。 

① 5/30（水） 16:30 – 19:00    ② 7/4（水） 16:30 – 19:00 

【講師】 
 働き方改革総合研究所(株) 代表取締役 新田龍氏 

【会場】 
 ① 27号館地下 小野記念講堂  
 ② キャリアセンターセミナールーム 

グループディスカッション体験講座  【各回同一内容】  

① 6/4（月） 16:30 – 19:30    ② 6/6（水） 16:30 – 19:30 

採用選考におけるグループディスカッションの目的を学び、実体験を通じてグループ内での役割やディスカッション
への関わり方を理解します。 

【会場】 
 ①、②キャリアセンターセミナールーム 

【講師】 
 グループワークエデュケーション 
  スーパーバイザー 林久美子氏 

就職活動支援行事は主に、  

就活スタート講座 【各回同一内容】 

就職活動のスタートとなる最初のガイダンスです。就職活動全般について基礎的な情報を提供するほか、就職活動
ガイドブックの配布等も行います。 

【会場】 
 ① 27号館地下 小野記念講堂  
 ② 所沢キャンパス 100号館212教室  
 ③～⑤ ｷｬﾘｱｾﾝﾀｰｾﾐﾅｰﾙｰﾑ 

① 5/21（月） 18:15 – 19:25   ② 5/22（火） 16:30 – 17:40 
③ 6/  8（金） 16:30 – 17:40   ④ 6/26（火） 16:30 – 17:40 
⑤ 7/11（水） 16:30 – 17:40 

【講師】 
 キャリアセンター職員 

就活スタート講座 

【予告】 
 秋ターム：10月、11月、12月  
 冬ターム：1月、2月、3月に実施予定 

面接対策講座  【各回同一内容】  
面接の形態別・段階別の特徴など採用面接の基礎知識や面接官の視点を学び、面接に臨む心構えや効果的な準
備方法を理解します。 

【会場】 
 ① 27号館地下 小野記念講堂  
 ② キャリアセンターセミナールーム 

【講師】 
 (株)人材研究所 代表取締役社長 曽和利光氏 

① 5/29（火） 18:15 – 19:45    ② 6/27（水） 18:15 – 19:45 【予告】 
 秋ターム：11月、12月 冬ターム：1月、2月に実施予定 

就活マナー講座 

【会場】 27号館地下 小野記念講堂 

5/28（月） 18:15 – 19:45 

社会人に必要とされるビジネスマナーを知り、様々な場面での活用法について学びます。 

【講師】  
 (株)キャリアセット 代表取締役社長 佐藤恵子氏    

【予告】 
 秋ターム：11月 冬ターム：1月に実施予定 

【予告】 
 秋ターム：11月、12月 冬ターム：1月、2月に実施予定 

【予告】 
 秋ターム：11月 冬ターム：2月に実施予定 

【予告】 
 秋ターム：11月、12月 冬ターム：1月、2月に実施予定 

外国人留学生対象とする「就活スタート」ガイダンス 
日本での就職活動とは一体どのようなものなのか？外国人留学生の就職活動全般について、基礎から皆さんに情
報を共有するほか、就職活動ガイドブック（①日本語、②英語）の配付も行います。 

① 5/15（火） 18:15 – 19:30【日本語】   ② 5/17（木） 18:15 – 19:30【英語】 

【会場】 
 ① ｷｬﾘｱｾﾝﾀｰｾﾐﾅｰﾙｰﾑ  
 ② 6号館 C Space  

【講師】 
 キャリアセンター職員 

【予告】 
 秋ターム：10月、11月  
 冬ターム：1月に実施予定 
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https://www.waseda.jp/inst/career/assets/uploads/2018/04/2018.5.15_StartUp_Guidance.pdf


外国人留学生対象講座 

効率よく研究できるように、CourseN@viを活用しましょう。今年度、今ターム実施する講座だけでなく、様々な講座を
視聴できます。 

公務員・教員志望者対象講座 

業界・企業研究講座（企業研究の方法講座）  

「仕事を知る –卒業(修了)生が語る①、②」 
 
「日本での就職活動 -先輩(内定者)が語る」 
 
「エントリーシートの書き方」 
 
「面接・ビジネスマナー」 
 
「面接対策」 
 
「グループ・ディスカッション対策」 
 

【講師】 卒業(修了)生、キャリアセンター職員 
 
【講師】 内定者、キャリアセンター職員 
 
【講師】 キャリアセンター職員 
 
【講師】 (一社)留学生進路支援センター 
 
【講師】 学生ｷｬﾘｱｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ、キャリアセンター職員 
 
【講師】 学生ｷｬﾘｱｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ、キャリアセンター職員 

「公務員試験の概要」「教養・専門試験の出題 
 傾向と学習法」「面接対策・官庁訪問対策」 
 
「教員採用試験対策キックオフガイダンス」 
 
「公務員志望者のための面接対策講座 
 ～講義編」 
 

【講師】 (株)実務教育出版 
 
 
【講師】 教育就職指導室 
 
【講師】 (株)実務教育出版 
 

「具体例による企業研究セミナー 
 ～企業研究のススメ～」 
 
「日経記者の視点で語る業界・企業研究のツボ 
 ～各業界の今を知り、未来を考えよう～」 
 
「日経記者の視点で語る企業探しのツボ 
 ～各業界の今を知り、自分の方向性を見極め 
 よう～」 
 

【講師】 (株)帝国データバンク 
 
 
【講師】 (株)日本経済新聞社 
 
 
【講師】 (株)日本経済新聞社 

効率よく研究できるように、CourseN@viを活用しましょう。今年度、今ターム実施する講座だけでなく、様々な講座を
視聴できます。 

業界・企業研究講座（業界の現状と展望講座）  

業界・企業研究講座（稲門会協力講座） 稲門会とは早稲田大学の卒業生の団体です。  

「ホテル稲門会・旅行稲門会による業界研究 
 講座」 
 
「IT業界の現状を知る 
 ～パネルディスカッション」 

【講演】 ホテル稲門会、旅行稲門会 若手OB・OG 
 
 
【講演】 情報産業経営者稲門会 
      （IT業界に携わる早稲田出身経営者の集まり） 

自身で得る情報・業界研究の進め方  
5/31（木） 18:15 – 19:35 

6/19（火） 18:15 – 19:35 

業界・企業研究講座 

自分に合った企業の探し方 

企業研究に役に立つ！就職四季報・会社四季報の読み方  
6/20（水） 18:15 – 19:35 

【会場】 27号館地下 小野記念講堂 
【講師】 (株)矢野経済研究所 

【会場】 27号館地下 小野記念講堂 
【講師】 (株)東洋経済新報社 編集局編集委員 田宮寛之氏 

企業研究の方法全般、企業の見つけ方、探し方、見分け方について説明します。 

【会場】 27号館地下 小野記念講堂 
【講師】 (株)矢野経済研究所 

【予告】 
 秋ターム：12月 冬ターム：2月に実施予定 

【予告】 
 秋ターム：12月 冬ターム：2月に実施予定 

【予告】 
 秋ターム：12月 冬ターム：2月に実施予定 

CourseN@viを活用しよう 

CourseN@viを活用しよう 

就活に関する基礎的な情報講座 

「就職活動前、就労前に知るべき労働法知識 
 求人票の見方、ブラック企業の見分け方」 
 
「障がいのある方の就職活動について（字幕有）」 
 
「働き方を考える」 
 
「リスクマネジメントセミナー」 

【講師】 東京労働局長 
 
 
【講師】 (株)サーナワークス研究所 
 
【講師】 キャリアセンター職員 
 
【講師】 (株)リカレントキャリア 

「エネルギー業界」、「運輸業界」、「マスコミ業界」、「情報通信業界」、「化粧品・日用雑貨業界」 
「商社業界」、「電機・電子業界」、「金融業界」、「化学業界」、「重工業・鉄鋼業界」 
「建設・住宅・不動産業界」、「食品・飲料業界」、「自動車業界」、「エンタテインメント業界」 
「コンサルティング・シンクタンク業界」、「旅行・ホテル・レジャー業界」、「教育業界」 
 
【講師】 (株)矢野経済研究所 

資料のダウンロードだけでもOK！！ 

資料のダウンロードだけでもOK！！ 

業界・企業研究講座（企業研究に役に立つデータベース講習会） 図書館・キャリアセンター共催  

「日経テレコン21」、「日経BP記事検索サービス」 
 などの使い方、日経新聞の読み方等 
 
「東洋経済デジタルコンテンツ・ライブラリー 
 (DCL)」などの使い方、会社四季報の読み方等 
  

【講師】 日経メディアマーケティング(株) 
 
 
【講師】 (株)東洋経済新報社 

実践的な対策講座 

就活レベルアップ講座 ※ビデオ撮影なし  

【会場】 ｷｬﾘｾﾝﾀｰｾﾐﾅｰﾙｰﾑ 又は 6号館 C Space 
【講師】 キャリアセンター職員 

1 回40分で就活に役に立つ時期に合わせた講座を実施。詳細はキャリアセンターHPへ。 

【テーマ】自己分析、企業の探し方、エントリーシート 
 OBOG訪問、グループディスカッション、面接対策 など 

https://www.waseda.jp/inst/career/assets/uploads/2018/04/gyoukaikenkyuu-2018natsu.pdf
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https://www.waseda.jp/inst/career/

