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NEWS RELEASE 

2019年 3月 14日 

【  尚絅大学・尚絅大学短期大学部  】に関するお知らせ 

2019年 3月 26日（火）九品寺キャンパスで全学年対象に、94社参加の合同会社説明会兼

企業研究会など各学年に応じたプログラムを組み込んだ【春季キャリアガイダンス】を実

施します。 

 

今回の春季キャリアガイダンスでは、尚絅アリーナでの 94社参加の「合同会社説明会兼

企業研究会」を始め、スーツや靴の着こなしや手入れ方法、メイク講座、ＯＧによる職場

説明会など多彩なプログラムを下記のとおり開催しますのでお知らせいたします。 

 

記 

1.日時  2019年 3月 26日（火） 8：50～16：10 

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 TEL 096-362-2011（代表）） 

3.対象  尚絅大学（文化言語学部・現代文化学部・生活科学部）1年～3年 

  尚絅大学短期大学部（総合生活学科・食物栄養学科）1年 

  合計 489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  5 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（直通） 

e-mail ： career@shokei-gakuen.ac.jp 
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春季キャリアガイダンス プログラム 各種講座の【目的】 

実施日：2019.3.26 九品寺キャンパス 

【午前・午後】各種プログラム  

＜大学 1年生＞ 

プログラム 目的 

キャリアデザイン講座① 

 

事業所が求める人財について事業所から直接聞き、大学 2年生から卒業ま

での学生生活において何を経験し学び身に付けていく必要があるのかを

考える 

キャリアデザイン講座②  

 

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ポイントとヘアメイクを知る 

キャリアデザイン講座③ 大学 1年生同士での討論を通して、周囲の中での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 

企業研究会 

（一般職・専門職） 

事業所ブースを 3社以上訪問し、直接事業所から話を聞く。 

・業界・業種の研究を深める一歩とする。 

・早期に合同会社説明会の雰囲気を体験し、働くイメージを持つ。 

  

＜大学 2年生＞ 

プログラム 目的 

キャリアビジョン講座① 就職活動やプライベートで他者とのコミュニケーションを円滑化するた

めに、自分自身の考えや思いをいかに相手に伝えることができるかを考

え、プレゼンテーション力を磨く。 

キャリアビジョン講座② 就職活動の全体像や必要事項を学ぶ。大学 3年生から本格化する就職活動

の事前把握を行う。 

その上で大学 3年からのキャリア関係の授業を学ぶ意味を理解する。また

自分自身で活動するための準備の機会とする。 

企業研究会 

（一般職・専門職） 

事業所ブースを 5社以上訪問し、直接事業所から話を聞く。 

・業界・業種の研究を深める一歩とする。 

・早期に合同会社説明会の雰囲気を体験し、働くイメージを持つ。 

 

＜大学 3年生・短大 1年生＞ 

プログラム 目的 

キャリアトレーニング講座

①  

・面接における全体の流れやポイントを再確認する。 

・ＤＶＤ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。 

・次（10時 30分から）のプログラム／実践編で自分自身が実践する際の

注意点を学ぶ。 

キャリアトレーニング講座

②  

 

・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して受講する。 

合同会社説明会 

（一般職・専門職） 

事業所ブースを 7社以上訪問し、直接事業所から話を聞く。 

3月開始の企業広報活動開始に合わせ開催している。 

尚絅大学の学生を採用したいと考えている企業であるから大学主催の

説明会へ参加されている点を踏まえ、1社でも多くの事業所の説明を聞

き出会うことで、応募検討の視野を広げるとともに、企業理解を深め

る場とする。また、今後の本格エントリーへと繋げる。 
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【午後：全学年 共通プログラム】 

     会場：尚絅アリーナ 1階、2階 

プログラム 主な対象学年 目的 

就活相談コーナー 大学 3年生 

短大 1年生 

（大学 1．2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 

ＯＧ職場説明会 

大学 2年生 

大学 1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」 

 （見た目ＵＰ講座） 

就職活動に必要な、スーツ・バック・靴の着こなしと

手入れ方法などを学ぶ 

「魅力学講座」 

  （メイク講座） 

就職活動の際のヘアメイクについて、自身が実際して

きたヘアメイクを基に個別指導を受ける 

 

１．集合時間・場所  ＜開始８時５０分＞ 

大学生 オリエンテーション会場 短大生 オリエンテーション会場 

大学 1年 1号館 10階 ホール 短大 1年 管理棟 2階 201号室 

大学 2年 2号館 4階 講堂 

大学 3年 管理棟 2階 201号室 

 

２．実施場所について 

  （１）午前プログラム 

・各学年のプログラム →プログラム参照。 

  （２）午後のプログラム 

     ・合同会社説明会、→ 尚絅アリーナ 1階 

・ＯＧ職場説明会→ 尚絅アリーナ 2階 

・魅力学講座（メイク・マナー）、資格取得相談、就活相談→ 尚絅アリーナ 2階  

       ・キャリアデザイン講座／グループディスカッション → 3号館 3階 3301 



6．九品寺キャンパス開催のｷｬﾘｱｶﾞｲﾀﾞﾝｽには、幼児教育学科の学生の参加を可とするが、事前に就職課に申し出ること。 平成31年3月11日 現在

文化言語学部３年／４３名 生活科学部　 ３年／８３名

総合生活学科１年／７４名 食物栄養学科１年／５６名

合計／１１７名 合計／１３９名

総括責任者

8:40

8:50
会場：１号館１０階大講義室 会場：２号館４階講堂 会場：管理棟２階２０１号室

　　あいさつ：所大学就職支援部会副部会長 　　あいさつ：田中大学就職支援部会長 　　あいさつ：竹下就職・進路支援センター長

　　説　　明：（山本）委員 　　説　　明：（川上）委員 　　説　　明：（本田順）委員 ＜進行：髙橋　アシスト：松本＞

２.「 就職活動キックオフ講話 」　　8：55～9:10／15分 会場：管理棟２階２０１号室

＜進行：山本 ｱｼｽﾄ:中嶋＞ ＜進行：川上 ｱｼｽﾄ: 野中＞ ＜進行：髙橋　アシスト：松本＞

9:10 ３．「キャリア・トレーニング講座①」 9:15～10:05／50分

9:10～10:20／70分 9:10～10:20／70分 会場：管理棟２階２０１号室

会場：１号館１０階大講義室 会場：２号館４階講堂

講師：株式会社マイナビ　
　　　　西日本統括部九州ブロック熊本キャリアサポート課　　課長　森　愛子　氏

10:00

講師：株式会社ベルシステム24　

10:20 　　　　グループマネージャー　笹森　正継　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

10:30 　　10:30～12:00／90分 　　10:30～12:00／90分

10:50 ３．「キャリア・ビジョン講座②」 ～夢実現に向けて具体的に準備する～ ～夢実現に向けて具体的に準備する～

※模擬面接（ロールプレイ方式）　”質疑応答中心” ※模擬面接（ロールプレイ方式）　”質疑応答中心”

会場：２号館４階講堂

外部講師：リクルート、マイナビ、ジョブカフェ、他 外部講師：リクルート、マイナビ、ジョブカフェ、他

　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　【６グループ】 　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　【７グループ】

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：本村)

・外部講師：ジョブカフェ 齋藤氏　・内部講師：桑原 ・外部講師： 伊藤氏　　・内部講師：木村

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：本村)

・外部講師：リクルート 白男川氏　　・内部講師：金 ・外部講師： 広瀬氏　　・内部講師：川上

講師：株式会社リクルートキャリア　 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：松原)

・外部講師：ＨＷ 羽山氏　　・内部講師：三浦 ・外部講師：マイナビ 小島氏　　・内部講師：田中將

　　　　　荒砂　俊樹　氏 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：松原)

・外部講師：マイナビ 香田氏　　・内部講師：小松 ・外部講師：ＨＷ 岩屋氏　　・内部講師：守田

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：小椋）

・外部講師：ジョブカフェ 小出氏　　・内部講師：河村 ・外部講師：リクルート 久保氏　　・内部講師：相良

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：小林)

・外部講師：マイナビ  外村氏　　・内部講師：佐土原 ・外部講師：リクルート 上野氏　　・内部講師：本田

Ｍグループ／会場：1号館２階１２０１号室（ｱｼｽﾄ：稲葉）

12:00 ・外部講師：ＨＷ 山室氏　　・内部講師：長谷川

３．対象：文化言語学部：80名・現代文化学部38名／生活科学部241名／総合生活学科74名／食物栄養学科56名　＊総計489名

～これからの大学生活を豊かに過ごすためのメッセージ～ ～自身の考え方や思いをいかに相手に伝えるか～

講師：森学長

「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～
　「事業所が求める人材とは」

平成31年3月26日(火)　8：50～16：10

現代文化学部１年／３８名

平成３０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

文化言語学部・現代文化学部・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／１１８名 合計／１１５名

１．主催：就職支援委員会、大学・短大部就職支援部会、就職・進路支援センター

４．日時：平成31年3月26日（火）8:50～16:10

５．会場：九品寺キャンパス

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。

　　　　　  企業研究会の開催により業界・企業に対する理解を深めさせるなど、それぞれの学年において、今「気づき」、「考え」、「行動」すべき内容を織り込んだものである。

２.「キャリア・デザイン講座①」 ２.「キャリア・ビジョン講座①」

　　　 ＜進行：（本田順）　アシスト：松本＞

文化言語学部２年／３７名

生活科学部　１年／８０名 生活科学部　２年／７８名

「プレゼンテーション力」

１．開講式・ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ　8：50～9:05／15分 １．開講式・ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ　8：50～9:05／15分

講師：株式会社鶴屋百貨店 （熊本県経営者協会） 移動・休憩／１0：0５～１0：30　（25分）

所　委員 中嶋　委員

着席

　　　　人事部　次長　馬場　尊久　氏

着席 着席

１．開講式・ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ　8：50～8：55／5分

田中　委員

＜進行：水谷 アシスト：中嶋＞ ＜進行：狩生 ｱｼｽﾄ：田上＞
移動・休憩／10：20～10：50　（30分）

３．「キャリア・デザイン講座②」

10：50～12:00／70分 10：50～12:00／70分

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」

～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～

＜進行：大柿／ｱｼｽﾄ：吉永＞ ＜進行：竹下　ｱｼｽﾄ：本田智＞

講師：Be-STAFF MAKE-UP UNIVERSAL

グループに分けて、実際に自己ＰＲなど質疑応答を中心
に模擬面接を外部講師及び就職支援委員等が指導す
る。

昼食／　12：00～13：00　　(60分） 昼食／　12：00～13：00　　(60分）

　　　　　　　マネージャー　塩松　由貴子　氏 　　　　新卒メディアサービス営業統括部　就職支援担当

グループに分けて、実際に自己ＰＲなど質疑応答を中心
に模擬面接を外部講師及び就職支援委員等が指導す
る。

昼食／　12：00～13：00　(60分)



6．九品寺キャンパス開催のｷｬﾘｱｶﾞｲﾀﾞﾝｽには、幼児教育学科の学生の参加を可とするが、事前に就職課に申し出ること。 平成31年3月11日 現在

文化言語学部３年／４３名 生活科学部　 ３年／８３名

総合生活学科１年／７４名 食物栄養学科１年／５６名

合計／１１７名 合計／１３９名

３．対象：文化言語学部：80名・現代文化学部38名／生活科学部241名／総合生活学科74名／食物栄養学科56名　＊総計489名

平成31年3月26日(火)　8：50～16：10

現代文化学部１年／３８名

平成３０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

文化言語学部・現代文化学部・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／１１８名 合計／１１５名

１．主催：就職支援委員会、大学・短大部就職支援部会、就職・進路支援センター

４．日時：平成31年3月26日（火）8:50～16:10

５．会場：九品寺キャンパス

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。

　　　　　  企業研究会の開催により業界・企業に対する理解を深めさせるなど、それぞれの学年において、今「気づき」、「考え」、「行動」すべき内容を織り込んだものである。

文化言語学部２年／３７名

生活科学部　１年／８０名 生活科学部　２年／７８名

13:00 ４．「キャリア・デザイン講座③」＊外部講師 「合同会社説明会 兼 企業研究会・OG職場説明会・就職活動相談会・魅力学講座」＊外部講師

１３：００尚絅アリーナ集合　　

１３：００～１６：１０（１９０分） ＜アシスト：アリーナ全般＞

（会場）　尚絅アリーナ　・　（対象）　全学部・全学科 　　　＊会場内整備→事務（１）（２）（３）（４）

　　　＊会場内アナウンス他→就職（１）（２）（３）

　　　●一般企業　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　：＜担当：所、金、桑原、佐土原＞
　　　■専門職関連　　 　　　　　　　　　　　　  　　　：＜担当：渡邊、西山＞

講師：人材教育研究所　With early　

14:20 　　　●文化言語学部・総合生活学科ＯＧ　　　　　　：＜担当：山本、三浦、水谷、髙橋＞

　　　■生活科学部・食物栄養学科　 ＯＧ 　　　　　　：＜担当：川上、當房、森口＞

14:50 ４．「キャリア・デザイン講座③」＊外部講師   ３．就活相談コーナー／相談会　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：＜担当：合同会社説明会担当者と同じ＞

  ４．資格取得、公務員対策相談コーナー／相談会 ＜尚絅アリーナ２階＞  　　　 ：＜担当：合同会社説明会担当者と同じ＞

  ５．女子学生のための就活セミナー＜就活魅力学講座＞            ＜尚絅アリーナ２階＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　★見た目UP講座＜スーツ、バック、靴の着こなし、手入れ方法など＞　　　　講師：はるやま商事株式会社　　　　　　：<アシスト：松本>

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

　  ★メイク講座＜個別アドバイスほか＞　　　講師：株式会社ポーラ　　　　　　　　　　    　　　　　：<アシスト：柴田>

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

16:10

【現文・生活 混合グループ】　　・現文（19名）+生活（40名）＝計59名

【現文・生活 混合グループ】　　・現文（19名）+生活（40名）＝計59名

★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。

会場：３号館３階３３０１号室

「写真コーナー」 撮影：原田写真場　　　　＜尚絅アリーナ ２階＞　　　　： ＜ 担当：下村・小松 ／ ｱｼｽﾄ：古澤知・松田 ＞講師：人材教育研究所　With early

　　　　　代表　人材教育インストラクター　中野　由美　氏

＜進行：（田口）／ｱｼｽﾄ：（野中）＞

会場：３号館３階３３０１号室

13：00～14：20／80分

　１．合同会社説明会 兼 企業研究会

　２．OG職場説明会／相談会

　★13時～13時１０分　開催の挨拶（竹下就職・進路支援センター長）、諸注意（島崎就職・進路支援センター事務室長）★

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～

14：50～16：10／80分

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～

　　　　　代表　人材教育インストラクター　中野　由美　氏

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。

移動 ( ３３０１ ⇔ 尚絅アリーナ )／14：20～14：50　（30分）

＜進行：水谷／ｱｼｽﾄ：中嶋＞

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。

そのた不明な点は、各学部学科の就職支援委員及び就職課に尋ねること。

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。3号館3階３３０１教室での食事は行わないこと。

　　　　*総合１年１組１３：３０～１４：００　*総合１年２組１４：００～１４：３０　　＝学科入替10分＝   　*生活３年１組１４：４０～１５：１０　*生活３年２組１５：１０～１５：４０

＊アンケート用紙提出後解散　（１号館１階食堂前に回収箱16：15設置）

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。
注意事項 

証明写真 

★14：50から受講の学生は、この時間帯は、尚絅アリーナの企業研究会 

 などのプログラムへ参加すること＜３社以上訪問＞ 

★14：20まで受講した学生は、この時間帯は、尚絅アリーナの企業研究会 

 などのプログラムへ参加すること＜３社以上訪問＞ 


