
■ 就活ゼミ 対象：大学3年生　*全員参加　*看護学科は日程と内容が変更することがあります。

[ 前期 ]

日付 曜日 テーマ ゼミ内容 全体/クラス 教室 講師

1 4月10日 金 オリエンテーション 就活クラス担当者紹介、就活ゼミプログラムの内容説明 全体
E306
F501
F604

就職部相談員

2 4月17日 金 初めての就活 就職活動（採用）スケジュール、就職活動の方法、採用選考の方法、インターンシップ クラス クラス別 就職部相談員

3 4月24日 金 梅花生限定就職必勝法伝授 現役企業社員から就活最強のポイントを伝授 全体 Ｆ501 学外講師

4 5月1日 金 先輩に聞く就職活動パート１ 全体 Ｆ501 梅花卒業生

5 5月8日 金 先輩に聞く就職活動パート２ 全体 Ｆ501 梅花卒業生

6 5月15日 金 業界・業種研究セミナー１ 全体 Ｆ501 学外講師

7 5月22日 金 業界・業種研究セミナー２ 全体 Ｆ501 学外講師

8 5月29日 金 業界・業種研究セミナー３ 全体 Ｆ501 学外講師

9 6月5日 金 企業人事（採用）担当者の面接アドバイス 企業人事（採用）担当者から、面接でのチェックポイントをアドバイス 全体 Ｆ501 学外講師

10 6月12日 金 面接実習１ クラス クラス別 就職部相談員

11 6月19日 金 面接実習２ クラス クラス別 就職部相談員

12 6月26日 金 面接実習３ 集団面接、課題型グループディスカッションの対策 クラス クラス別 就職部相談員

13 7月3日 金 企業人事（採用）担当者の筆記試験アドバイス 企業人事（採用）担当者から、筆記試験の重要性とチェックポイントをアドバイス 全体 Ｆ501 学外講師

14 7月10日 金 筆記対策１　（試験と解説） 試験を受けて自分の苦手をチェック・試験問題の重要点を解説 全体 Ｆ501 学外講師

15 7月17日 金 筆記対策２・先輩就活報告 採用試験突破の第１ハードルである筆記試験対策・現役４年生の就活状況を知る 全体 Ｆ501 学外講師・４年生

[ 後期 ]

日付 曜日 テーマ ゼミ内容 全体/クラス 教室 講師

1 9月18日 金
企業人事（採用）担当者の採用選考ポイント、求
める人材アドバイス

企業人事（採用）担当者から、採用選考のチェックポイントや求める人材のアドバイス 全体 Ｆ501 学外講師

2 9月25日 金 筆記対策３　（試験と解説） 試験を受けて自分の実力をチェック・試験問題の重要点を解説 全体 Ｆ501 学外講師

3 10月2日 金 筆記対策４・先輩就活報告 全体 Ｆ501 学外講師・４年生

4 10月9日 金 筆記対策５・先輩就活報告 全体 Ｆ501 学外講師・４年生

5 10月16日 金 筆記対策６・先輩就活報告 全体 Ｆ501 学外講師・４年生

6 10月23日 金 業界・業種研究セミナー４ 全体 Ｆ501 学外講師

7 10月30日 金 業界・業種研究セミナー５ 全体 Ｆ501 学外講師

8 11月6日 金 企業情報の集め方、業界・企業研究 就職サイト、ナビ、本学ＣＣＳ、ＯＧ採用試験報告書、求人票の見方、志望企業の研究方法（企業を見るポイント） 全体 Ｆ501 就職部相談員

9 11月13日 金 履歴書・エントリーシートの書き方1（自己PR） クラス クラス別 就職部相談員

10 11月20日 金 履歴書・エントリーシートの書き方2（志望動機） クラス クラス別 就職部相談員

11 11月27日 金 就活マナー１ クラス クラス別 就職部相談員

12 12月4日 金 就活マナー２ クラス クラス別 就職部相談員

13 12月11日 金 合同・個別企業説明会、会社訪問 説明会参加方法、アポの取り方、注意点、手続き、聞くこと、伝えること等のアドバイス 全体 Ｆ501 学外講師

14 12月18日 金 ４年生内定者懇談会 全体 Ｆ501 ４年生内定者

15 1月8日 金 ４年生内定者懇談会 全体 Ｆ501 ４年生内定者

■ その他

就活ワークショップ

学内企業説明・採用選考会（4～5回）

保護者対象就職セミナー

クラブ員対象就活セミナー

ハローワーク求人紹介会

就活ゼミスペシャル

インターンシップ講習・実習

SPI対策講座（有料）

マナー講座

マナー検定

就活ヘアメイク・証明写真撮影（有料）

学内就活トレーニング

エントリーセミナー

病院就職説明会

学外合同企業説明会バスツアー

企業研究・企業説明会の勉強会、履歴書・エントリーシートの書き方、自己紹介・自己ＰＲの方法、SPI・筆記試験対策、就活生同士の情報交換会・交流会など

懇意企業の人事担当者による企業説明と１次選考会などを学内で実施

保護者の皆さんに役立つテーマと内容で教育後援会総会の日に実施
* 2014年度　「梅花ＯＧに聞く就活生の本音！！」

クラブ活動経験のある社会人コーディネーターを招き、部活生の就職について考える

学内で大阪新卒ハローワーク（公的機関）の相談員から求人紹介を受けることができる

就職活動に役立つビジネスマナーを実際にロールプレイをしながら学んだり、自分にあったパーソナルカラー診断を受け外見力アップを図る

学内で講習を受けたあと、大学と提携している企業で就業体験をする

就職試験の１次選考（筆記試験）において、多くの企業が実施しているSPI試験の夏期集中対策講座

メイクやヘアアレンジなど、プロの先生から実践を通してそのコツを学んだり、一流ホテルのホテルマンよりマナーについての講習を受ける
* 2014年度　「女子力アップのメイク術！プロによるメイクとヘアアレンジ実践」「飲み会から国際儀礼まで～間違いだらけのマナーの常識～」

文部科学省・経済産業省認可の全日本マナー検定協会が実施する検定

プロによるヘアメイク後、専門のカメラマンによる就活用証明写真の撮影

学内の各部署の担当者より業務内容や仕事の目的、仕事に対する心構えなどについての話を聞く

実際にパソコンの画面を見ながら、就職情報サイトから企業へエントリーする方法や企業説明会参加のポイントなどの説明を受ける

学内で看護学科実習病院の担当者より、病院就職についての説明を受ける

大学からスクールバスに乗って学外の合同企業説明会（マイナビ、リクナビなど）に参加する

1月・2月

2月

2月

3月

3月

8月

8月・9月

9月

10月
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3月～9月

5月

6月

6月・7月

働くことの意味、仕事選び・会社選びのポイント、就活体験談（成功と失敗）などについて先輩からアドバイス

【　２０１５年度 就職関係プログラム　】

現役企業社員にさまざまな業界・職種の話を聞く

頑張ったことの確認、志望動機や自己ＰＲなど自分の思いを相手に伝えるための実践練習、面接マナーの習得

採用試験突破の第１ハードルである筆記試験対策・現役４年生の就活状況を知る

内定している４年生から話を聞いて、リアルな質疑応答をしてもらう

現役の企業社員にさまざまな業界・業種の話を聞く

挨拶、ＯＧ訪問、会社訪問、面接、電話、連絡など就活に関するマナーの実践練習

履歴書・エントリーシートを実際に書いてみる実践練習


