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平成 30年 3 月 13 日 

【  尚絅大学・尚絅大学短期大学部  】に関するお知らせ 

尚絅大学・尚絅短期大学部は、平成 30年 3月 14日（水）、尚絅アリーナでの合同会社説明会

や就職・進路決定に役立つ講座などのプログラムを組み込んだ全学年対象の「春季キャリアガ

イダンス」を実施します。 

  

本学では毎年春夏の 2回、全学年を対象に、各学年に応じたプログラムを組み込んだ「キャ

リアガイダンス」を実施しています。今回は、尚絅アリーナでの 80社参加の「合同会社説明

会」を始め、メイク講座・マナー講座、ＯＧによる職場説明会などの多彩なプログラムを下記

のとおり本学にて開催しますので、お知らせいたします。 

記 

 １．日  時  平成３０年３月１４日（水）９：３０～１６：００ 

 ２．場  所  尚絅大学・尚絅大学短期大学部 九品寺キャンパス 

         （熊本市中央区九品寺２－６－７８ ℡：096-362-2011(代)） 

 ３．対  象  尚絅大学（文化言語学部・生活科学部）１～3年生 

         尚絅大学短期大学部（総合生活学科・食物栄養学科）１年生 

                                 合計 ４９６名 

 ４．内  容  詳細なスケジュールと各プログラムの目的につきましては、 

別添「春季キャリアガイダンス」プログラムを参照願います。 

 

 

 

                              

※送付資料 ４ 枚（本紙を含む） 

 

 

【本件に関わる問い合わせ先】 

担当部署： 尚絅大学・尚絅大学短期大学部 

     九品寺キャンパス 

     就職・進路支援センター 

担当者名：事務室長 島崎三和子 

     課長補佐 市原智恵 

電  話：096-277-1072（直） 

e-mail ：career@shokei-gakuen.ac.jp 



1.主催：大学、短大部就職支援部会・就職・進路支援センター
２．目的：学生の卒業後の理想の進路・就職の実現をサポートするには、早い段階から就職に対するモチベーションのアップが不可欠である。また企業研究会を開催することで、業界・企業に対する理解を深めさせる。

文化言語学部３年／４７名 生活科学部　 ３年／８１名

総合生活学科１年／５８名 食物栄養学科１年／７１名

合計／１０５名 合計／１５２名

総括責任者

9:20

9:30
会場：１号館１０階大講義室 会場：３号館３階３３０１号室 会場：管理棟２階２０１号室

　　あいさつ：田中就職支援副委員長・大学就職支援部会長 　　あいさつ：所大学就職支援副部会長 　　あいさつ：竹下就職支援委員長

　　説　　明：（水谷）委員 　　説　　明：（渡邊）委員 　　説　　明：（本田順）委員

＜進行：（水谷） ｱｼｽﾄ:（本田智）＞ ＜進行：（渡邊） ｱｼｽﾄ:（古澤）＞ ＜進行：（高橋）　アシスト：（松本）＞

３．「キャリア・トレーニング講座①」 9:50～10:40／50分

9:50～11:00／70分 9:50～11:00／70分 会場：管理棟２階２０１号室

会場：１号館１０階大講義室 会場：３号館３階３３０１号室

講師：株式会社　マイナビ　西日本統括部　九州ブロック
　　　　　ブロック長・マイナビ副編集長　　　小田　浩史 （オダ　ヒロシ）氏

10:20 講師：株式会社 えがおホールディングス　（熊本県経営者協会）

　　　　　人事部人事係採用・労務チーム　鈴山　慧子（スズヤマ ケイコ）氏 ４．「キャリア・トレーニング講座②」＊外部講師 ４．「キャリア・トレーニング講座②」＊外部講師
11:00 　　11:00～12:30／90分 　　11:00～12:30／90分
11:20 ※自己ＰＲ並びに模擬面接（ロールプレイ方式：6グループ） ※自己ＰＲ並びに模擬面接（ロールプレイ方式：7グループ）

３．「キャリア・ビジョン講座②」 Ａグループ／会場：管理棟３階３０１号室(ｱｼｽﾄ:眞﨑) Ｇグループ／会場：１号館３階小会議室(ｱｼｽﾄ：本田智)

・外部講師：マイナビ 小島氏　　・内部講師：桑原 ・外部講師：マイナビ 野見山氏　　・内部講師：徳冨

会場：３号館３階３３０１号室 Ｂグループ／会場：管理棟３階３０２号室(ｱｼｽﾄ:眞﨑) Ｈグループ／会場：１号館３階大会議室(ｱｼｽﾄ：本田智)

・外部講師：リクナビ 城戸氏　　・内部講師：福永 ・外部講師：リクナビ 佐藤氏　　・内部講師：守田

Ｃグループ／会場：管理棟４階４０１号室(ｱｼｽﾄ:眞﨑) Ｉグループ／会場：１号館３階１３０１号室(ｱｼｽﾄ：田上)

・外部講師： 広瀬氏　　・内部講師：水谷 ・外部講師：ＨＷ 山室氏　　・内部講師：木村

Dグループ／会場：管理棟４階４０２号室(ｱｼｽﾄ:眞﨑) Ｊグループ／会場：１号館３階１３０２号室(ｱｼｽﾄ：田上)

・外部講師：マイナビ 外村氏　　・内部講師：髙橋 ・外部講師：ＨＷ 岩屋氏　　・内部講師：川上

Ｅグループ／会場：6号館2階6201号室(ｱｼｽﾄ:松本) Ｋグループ／会場：３号館２階３２０１号室（ｱｼｽﾄ：西山）

・外部講師：ＨＷ ○○氏　　・内部講師：小松 ・外部講師：ジョブカフェ 江森氏　　・内部講師：本田順

Ｆグループ／会場：6号館2階6202号室(ｱｼｽﾄ:松本) Ｌグループ／会場：３号館２階３２０２号室(ｱｼｽﾄ：西山)

講師：株式会社　リクルートキャリア　新卒メディア営業統括部 ・外部講師：今村氏　　・内部講師：佐土原 ・外部講師：マイナビ 小田氏　　・内部講師：相良

Ｍグループ／会場：1号館２階１２０１号室（ｱｼｽﾄ：小林）

・外部講師：リクナビ 久保氏　　・内部講師：原田

12:00

12:30

13:00

13:30 ４．「キャリア・デザイン講座③」＊外部講師 「合同会社説明会・OG職場説明会・就職活動相談会」＊外部講師１３：３０～１６：００（１５０分）

　１．合同会社説明会　＜尚絅アリーナ＞

会場：１号館３階１３０１号室 会場：１号館２階１２０１号室

講師：文化言語学部OG 講師：生活科学部OG 　　○一般企業　   62 社参加　　　　　：＜担当：（所）、（河村）/ｱｼｽﾄ：（松本）＞
　田中　梨子　氏 　松本　真実氏 　　☆専門職関連  18 社参加　　　　　：＜担当：（坂田、田口）、（柴田）／ｱｼｽﾄ：（吉永、田上）＞

文化・生活混合　20グループ編成 （勤務先：明治安田生命 ) （勤務先：八代地域振興局 ) 　２．OG職場説明会／相談会　＜１号館1階食堂＞

　島田　小麦氏 　中濱　理子氏 　　○文化言語学部・総合生活学科　ＯＧ6名 参加　　　　：＜担当：（桑原）・（髙橋）／ｱｼｽﾄ：（小椋）＞
（勤務先：タカラスタンダード㈱) （勤務先：熊本県健康福祉部健康局 ) 　　☆生活科学部・食物栄養学科　　 ＯＧ6名 参加　　　　：＜担当：（川野）・（柴田）／ｱｼｽﾄ：（小椋）＞

　三木　すずか氏 　３．就活相談コーナー／相談会　＜尚絅アリーナ＞

14:20 （勤務先：金剛㈱) 　　　ヤングハローワーク、ジョブカフェ　　　：＜担当：（所）・（佐土原）／ｱｼｽﾄ：（西山）＞

14:30 ＜進行：（武田）／ｱｼｽﾄ：（古澤）＞ ＜進行：（田中）　／ｱｼｽﾄ：（本村）＞ 　４．資格取得、公務員対策相談コーナー／相談会　＜1号館1階食堂＞

　　　ニチイ、資格スクール大栄、㈱ＣＲＳ　　　　　　　　　：＜担当：（桑原）・（河村）／ｱｼｽﾄ：（西山）＞

　　　　第１回１３：３０～１４：００　第２回１４：１０～１４：４０  第３回１４：５０～１５：２０　第４回１５：３０～１６：００

16:00

16:10

１．ガイダンスは、無断欠席をしないこと。休む場合は、事前に欠席届を就職課に提出すること。　　２．当日は、リクルートスーツを着用しプログラム開始１０分前迄には、着席しておくこと。　　　　　　　

３．九品寺キャンパスで実施される合同企業説明会は、幼児教育学科の学生も参加を認めるが、事前に就職課に申し出ること。　４．アンケートの提出によって出席を確認するので、１６時以降に１号館１階に設置したアンケート回収箱に必ず提出して帰ること。

５．昼食は各自持参のこと。基本的に午前中参加の教室で昼食をすませること。1号館1階食堂での食事は行わないこと。　６ ．不明な点は、各学部学科の就職支援委員及び就職課に尋ねること。

７．総合生活学科１年生、生活科学部３年生の写真撮影を行う。該当者は、プログラム掲載の開始時間には会場へ移動し写真を撮影すること。但し、原則事前に写真代（1,000円）を納付し申込をしている学生が対象。

＜進行：（水谷）・（大柿）／ｱｼｽﾄ：（本田智）＞ 「写真コーナー」 撮影：原田写真場　　　　＜尚絅アリーナ ２階＞　　　　： ＜担当：（當房）・（小松）／ｱｼｽﾄ：（松原）・（松田）＞

　　　　*総合１年１組１３：３０～１４：００　*総合１年２組１４：００～１４：３０   *生活３年１組１４：４０～１５：１０　*生活３年２組１５：１０～１５：４０
＊１号館１階食堂前に設置したアンケート回収箱にアンケート用紙を提出後解散

　　　　第１回１３：３０～１４：００　第２回１４：１０～１４：４０  第３回１４：５０～１５：２０　第４回１５：３０～１６：００

　★メイク講座　　　  　 ：講師：山口高志氏（Be-STAFF　MAKE-UP UNIVERSALﾃﾞｨﾚｸﾀｰ）　　　＜1号館1階 食堂＞ 　　　：＜担当：（桑原）／ｱｼｽﾄ：（稲葉）＞

「魅力学講座」＊外部講師１３：３０～１６：００（１５０分）

　★見た目UP講座      ：講師：今村ゆか氏（ﾏﾅｰｽﾀｲﾘｽﾄ）　　＜１号館３階 大会議室＞　　　　　： ＜担当：（福永）／ｱｼｽﾄ：（永田）＞

グループディスカッション

～周囲の中での自己表現力をつける～

講師：With early代表　人材教育ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ

　　　　　　中野 由美(ナカノ ユミ)氏

　　　　　　　　　

　(数社、専門職と一般職　両職種にて採用計画がある企業が含まれています）　

４．「キャリア・ビジョン講座③」＊外部講師
13：30～16：00／150分 13：30～14：20／50分  会場：　★尚絅アリーナ→合同会社説明会、就活相談コーナー　★１号館１階食堂→ＯＧ職場説明会、資格取得・公務員対策相談コーナー

会場：２号館４階講堂 私の選択・生き方について（体験談）

＜進行：（下村）　／ｱｼｽﾄ：（松原）＞ ＜進行：（林田）　ｱｼｽﾄ：（北川）＞
昼食／１２：３０～１３：３０ 昼食／１２：３０～１３：３０ 昼食／１２：３０～１３：３０

講師：Be-STAFF　MAKE-UP UNIVERSAL

         熊本校マネージャー 　　　　　白男川　敬太（シラオガ ワケイタ）氏

　　　　　　　　塩松　由貴子（シオマツ　ユキコ）氏

～好感度アップの身だしなみ・ヘアメイク～ ～採用選考のスケジュールと必要な準備とは～

会場：１号館１０階大講義室

「魅力学講座」 「4月から始まる”就職活動”の内容を知る」

　　　　東　久美子（ヒガシ クミコ）氏

＜進行：（武田） アシスト：（吉永）＞ ＜進行：（狩生）　アシスト：（本村）＞

３．「キャリア・デザイン講座②」

11：20～12:30／70分 11：20～12:30／70分

休憩／１１：００～１１：２０

　　　　　～夢と目標を持つことの大切さ～ ～ライフイベントと仕事の両立～
　　　 ＜進行：（本田順）　アシスト：（松田）＞

講師：インターナショナルエアアカデミー常務取締役 休憩／１0：40～１１：00

２.「キャリア・デザイン講座①」 ２.「キャリア・ビジョン講座①」

　　　「女性がこれから活躍するために必要なこと」 「社会の中での女性のライフスタイル」

「今始まった就職活動にすぐ活用できる対策」

～面接選考突破へ向けた疑似体験・強化編～

竹下・田中・川﨑・本田委員

着席

１．開講式・ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ　9：30～9:50／20分 １．開講式・ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ　9：30～9:50／20分 １．開講式・ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ　9：30～9：50／20分

平成30年3月14日(水)　9：30～16：00

文化言語学部１年／４２名 文化言語学部２年／４４名

生活科学部　１年／７８名 生活科学部　２年／７５名

平成２９年度　尚絅大学・尚絅大学短期大学部 「春季キャリアガイダンス」 プログラム

３．対象：文化言語学部：133名／生活科学部234名／総合生活学科58名／食物栄養学科71名　＊総計496名
４．日時：平成30年3月14日（水） 9:30～16:00　文化言語学部・生活科学部・総合生活学科・食物栄養学科
５．会場：九品寺キャンパス

文化言語学部・生活科学部・総合生活学科・食物栄養学科（九品寺キャンパス）

合計／１２０名 合計／１１９名



春季キャリアガイダンス プログラムについて 

       

①各学年のプログラムについて別添のとおり実施。各年度のプログラムの目的は下記。 

     ＜大学 1 年生＞ 

午前・午後 プログラム 目的 

午前中 キャリアデザイン①： 講話 大学 2 年生へ向けての意識づけ 

キャリアデザイン② ：講座 就職における身だしなみと私生活での身だしなみの

違いを知り、各場面に応じて自分にあう身だしなみの

方法とヘアメイクを知る 

午後 キャリアデザイン③：講座 大学 1 年生同士での討論を通して、自己表現方法を身

に付けると共に他者との共通点や違いを知る 

     ＜大学 2 年生＞ 

午前・午後 プログラム 目的 

午前中 キャリアビジョン①： 講話 熊本の企業で結婚や出産育児を行いながら現役で働

く女性から、仕事と私生活の両立など話を聞き、自身

の 20～30 代以降をイメージする 

キャリアビジョン② ：講座 就職活動の全体像や必要事項を知り、大学 3 年生から

本格化する就職活動の事前把握と、ｷｬﾘｱ形成の授業に

ついてその目的を知ったうえで、より真剣に学ぶた

め、同時に自身で活動するための導入として実施 

午後 キャリアビジョン③：講話 各業界や職種で活躍しているＯＧからの話をもとに

これからの大学生活や働く姿をイメージする 

     ＜大学 3 年生・短大 1 年生＞ 

午前・午後 プログラム 目的 

午前中 

 

キャリアトレーニング①  

：講座 

面接における全体の流れやポイントを再確認する。Ｄ

ＶＤで陥りがちな行動や考えを客観視することで自

身の現状把握と今後の対策を行う。また、この回を踏

まえて次のプログラム（実践）でその意識を持ちなが

らの受講へとつなげる。 

キャリアトレーニング②  

：講座 

模擬面接を一般職・専門職に分けて実施。 

入退室は実施せず、質疑応答中心。 

会社説明会や選考へ向けた面接準備、自己分析の現状

把握の場として、今後へ向けて出来ている点と課題点

を認識する。今回は完成させる場としてではなく、 

4月からの自発的練習や授業内での取り組みによる自

己強化へと繋げる場とする。 

    

 

 

 

 

 

 

 



②開催場所 

  ＊大学 3 年生、短大 1 年生に最も必要なプログラムを尚絅アリーナに集約。 

＊大学 2 年生に最も必要となるプログラムを大学 1 号館に集約。 

会場 プログラム 主な対象学年 目的 

尚絅アリーナ 合同会社説明会 

（一般職・専門職） 

大学 3 年生 

短大 1 年生 

3 月開始の企業広報活

動開始に合わせ該当学

年を中心に誘導 

就活相談コーナー 大学 3 年生 

短大 1 年生 

（大学 2 年生） 

就職活動における相

談、合同会社説明会へ

のまわり方などへの相

談等に対応 

大学 1 号館 

 （食堂） 

ＯＧ職場説明会 

大学 2 年生 

（大学 3 年） 

（短大 1 年生） 

ＯＧの話から、今後の

学生生活や就業に関し

てのイメージを持つ 

資格取得・公務員対策

コーナー 

就職活動に向けて、資

格など必要な対策を検

討する 

「魅力学講座」 

  （メイク講座） 

就職活動におけるヘア

メイクを知る 

大学 1 号館 

  （3 階大会議室） 

「魅力学講座」 

  （見た目ＵＰ講座） 

大学 2 年生 

（大学 3 年生） 

（短大 1 年生） 

就職活動におけるビジ

ネスマナーや立ち居振

る舞いを知る 

大学 1 号館 

  （2 階 1201 号室） 

「ｷｬﾘｱﾋﾞｼﾞｮﾝ講座③」 

  （ＯＧ体験談講話） 

大学 2 年生 

（生活科学部） 

 

ＯＧ３人からの話を聞

き今後の学生生活や就

労意識を持つ 

大学１号館 

  （3 階 1301 号室） 

「ｷｬﾘｱﾋﾞｼﾞｮﾝ講座③」 

  （ＯＧ体験談講話） 

大学 2 年生 

（文化言語学部） 

ＯＧ３人からの話を聞

き今後の学生生活や就

労意識を持つ 

 

（今年度変更点） 

前年度の８会場から、尚絅アリーナと大学 1 号館と２会場のみの実施へ変更。 


