
※日程は変更する場合もあります。開催日程等は随時キャリタスUCやキャリアセンターウェブサイトでお知らせします。 2022年12月7日現在
※★がついているものは、参加申込が必要です。申込方法は随時キャリタスUCやキャリアセンターウェブサイトでお知らせします。 キャリアセンター
講　義
🔶🔶キャリアサポートベーシックA(前期)
タイトル 年 月 日(曜日） 時間 場所 内容 講師

イントロダクション 4 15（金） キャリアデザインと就職活動について学ぶ キャリアセンター長

魅力ある企業の見方・見つけ方 4 22（金）
魅力ある企業とは何か、企業の調べ方のポイントを
学ぶ

帝国データバンク

自己分析 5 6（金）
実践的なワークを通じて自己分析や社会人基礎力を
把握する

KOMA２キャリアワークス

インターンシップ準備 5 13（金）
インターンシップの一般的流れと今後すべきことに
ついて学ぶ

キャリタス就活

ビジネスマナー 6 17（金）
社会人としてのマナー(説明会・面接・内定辞退時の
振る舞い、メール・電話の作法等)を学ぶ

キャリタス就活

活躍する市大人 5 27（金） 社会で活躍している卒業生の生き方や働き方を聞く 本学卒業生

地元企業の調べ方 6 24（金）
広島県内の企業の調べ方や，企業の方から情報を入
手する方法を実践的に学ぶ

広島県

キャリアデザイン 7 1（金）
前期での学習の振り返りおよび夏期休暇の活動目標
の設定

キャリアセンター長

🔶🔶キャリアサポートベーシックB(後期)
タイトル 年 月 日(曜日） 時間 場所 内容 講師

就職活動準備 10 5（水）
就職活動の一般的流れと今後の行動すべきこと・対
策

マイナビ

企業と4年生のパネルトーク 10 19（水）
本学学生に内定を出した企業の方とその企業に内定
した４年生から採用・就職活動のホンネを聞く

本学在学生、内定先企業

OB・OGの話を聞く 11 9（水） 卒業した先輩の仕事と就職活動体験談を聞く 本学卒業生

地元企業の幹部に学ぶキャリアデザイン 12 2（金）
16:25～
18:25

地元企業経営者の求める人材像に関する意見を聞く 地元企業経営者・幹部

求人票の見方 11 16（水）
求人票を見るうえで必要な知識,給与に関する知識に
ついて学ぶ

マイナビ

履歴書・エントリーシートの書き方 11 30（水） 履歴書、エントリーシートの作成のコツを知る リクルート

面接対策 12 14（水）
面接対策(集団面接・個別面接・グループディスカッ
ション)について学ぶ

リアセック

労働法・まとめ 12 21（水）
知っておくべき労働法について学ぶ。今後の学生生
活と将来の職業像について考える

広島労働局　　　　　　　
キャリアセンター長

インターンシップ関連
🔶🔶インターンシップ説明会
タイトル 年 月 日(曜日） 時間 場所 内容 講師

国際学部インターンシップ説明会 2022 4 27（水） 3限 オンライン 国際学部 城多准教授

情報科学部・情報科学研究科キャリア形成説明会 2022 5 20（金） 1限
対面（講堂
大ホール）

情報科学部 西教授

芸術学部インターンシップ説明会 キャリアセンター

🔶🔶インターンシップ対策講座
タイトル 年 月 日(曜日） 時間 場所 内容 講師

自己PR作成セミナー★ 2022 5 10（火） 5限
    対面    
（講602）

インターンシップ等に応募する際のエントリーシートの作成に
使える自己PRやガクチカの書き方について学ぶ

リクルート

6 29（水） 対面(講504)

7 1（金） 対面(講502)

7 4（月） 対面(講502)

🔶🔶インターンシップ報告会
タイトル 年 月 日(曜日） 時間 場所 内容 講師

国際学部インターンシップ報告会 2022 インターンシップ参加者による就業体験報告会 国際学部参加学生

情報科学部インターンシップ報告会

学部別進路説明会
タイトル 年 月 日(曜日） 時間 場所 内容 講師

情報科学部・情報科学研究科進路説明会 2022 9 29（木） 2限 オンライン 進学・就職について、内定者による就職活動報告
情報科学部キャリア形成
支援委員長他、内定者

国際学部進路説明会 2022 11 2（水） 3限 オンライン及び 
  対面(講603)

就職について、自己分析・自己PR作成講座 マイナビ

芸術学部進路説明会 2022 10 19（水） 2限
対面（講堂
小ホール）

就職について、内定者等による発表、セミナー 芸術学部長、内定者　他

Moritaキャリアプランニ
ング

調整中

実施なし

インターンシップ情報の紹介・単位取得について

キャリアセンターWEBサイト学内限定ページにて
説明資料及び様式を掲載します

インターンシップ事前研修★ 2022 5限 インターンシップに参加する際のマナー研修など

2022年度　就職・キャリアセミナー等一覧

2022 1限
対面（講堂
大ホール）

2022

1限

対面（講堂
大ホール）

1限



就職支援セミナー
🔶🔶就活直前講座
タイトル 年 月 日(曜日） 時間 場所 内容 講師

動画・証明写真撮影会★ 2022 12 13（火）

①9:00～
11:30        
②13:30～
16:00

    対面    
（講404）

自己PR動画撮影に関する講座、動画撮影、証明写真
撮影

株式会社ベクトル

1 19（木） 3～5限     対面     
（情報会議室3）

2 10（金） 3～4限 (講202)

就職活動直前！選考対策講座★ 2023 1 23（月） 5限
    対面    
（講402）

ナビオープンを前に企業研究の方法、説明会や選考
についてのポイントを確認する

マイナビ

🔶🔶筆記試験対策セミナー★（負担金有　全10回）
タイトル 年 月 日(曜日） 時間 場所 内容 講師

（1）第１回SPI模試テスト・解説 10 27（木）
18:05～
20:05

模擬テストによる実力の把握

（2）「非言語問題１」 3（木）
（3）「非言語問題２」 10（木）
（4）「非言語問題３」 17（木）
（5）「非言語問題４」 24（木）
（6）「非言語問題５」 1（木）
（7）「非言語問題６」 8（木）
（8）「言語問題１」 15（木）
（9）「言語問題２」 5（木）

（10）第２回SPI模試テスト・解説 12（木）
18:05～
20:05

模擬テストによる実力の把握

🔶🔶公務員対策支援
タイトル 年 月 日(曜日） 時間 場所 内容 講師

公務員試験対策説明会★ 2022 6 15(水) 1限
    対面    
（講502）

公務員試験対策全般　受験勉強の方法について TAC株式会社

13(火) 教養試験対策の講義「憲法」
14(水) 専門試験対策の講義「経済学」
20(火) 専門試験対策の講義「判断推理・数的処理」
21(水) 専門試験対策の講義「民法」
27(火) 専門試験対策の講義「行政法」

広島市職員採用試験説明会★ 2023 採用試験の実施状況 広島市人事委員会

🔶🔶教員採用候補者選考試験説明会
タイトル 年 月 日(曜日） 時間 場所 内容 講師

教員採用候補者選考試験実施状況等説明会★ 2022 12 7日(水)
9:00～　
　10:00

    対面    
（講502）

採用試験の実施状況、求められる教職員像等
広島県教育委員会　　　　
広島市教育委員会

行事・イベント
🔶🔶保護者対象
タイトル 年 月 日(曜日） 時間 内容 講師

保護者対象教育・進路説明会 2022 6 25(土)
14:15～
17:00

対面及びオ
ンデマンド
配信

保護者を対象に進路・就職状況説明会及び
学部懇親会

各学部長
各学部就職・キャリア形
成支援委員長

🔶🔶学内合同企業研究セミナー・OBOG交流会
タイトル 年 月 日(曜日） 時間 場所

学内合同企業研究セミナー★ 2023 2
13（月）～
17（金）

調整中 オンライン及び 
  対面(食堂)

 
🔶🔶大学説明会・情報交換会
タイトル 年 月 日(曜日）
大学説明会・情報交換会

◆個別相談（キャリタスUCで予約受付中）
◆模擬面接（キャリタスUCで予約受付中） キャリアセンターWebサイト
◆履歴書・エントリーシート添削（キャリタスUCで予約受付中）

調整中

内容

本学にゆかりの深い企業が参加する学内合同企業研究セミナー

場所・内容等
中止

公務員試験対策サマーセミナー★　
　（負担金有）

2022 9
1限～4

限
対面

(LL403A)
TAC株式会社

2022 対面   　 
(講430)   　
 及び   　 
オンデマンド

株式会社東京リーガルマ
インド

11

18:05～
19:35

就職筆記試験対策

12

2023 1

就活直前「模擬集団面接・グルー
プディスカッション実習」★

2023
就活で行われる集団面接実習（1コマ15人×4回）、
グループディスカッション実習（1コマ40人×1回）

リアセック

キャリタスUC（ログイン画面）キャリタスUC（ログイン画面）
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