
キャリアセンター 就職支援内容

    04D     05D

日　程 院1年生 (2023 年修了予定者 ) 3 年生 (2023 年 3月卒業予定者 )

2021 年

4月
□第1回院生限定ガイダンス
・企業が求める院生の人物像
・インターンシップ参加の重要性
・学外研修（インターンシップ）の申込方法

4/13（火）〜 4/15（木）
□第1回就職ガイダンス
・就職活動スタートアップ
・インターンシップとは

□第1回就職ガイダンス
・就職活動スタートアップ
・インターンシップとは

4/20（火）〜 4/22（木） ◆公募制インターンシップオリエンテーション ◆インターンシップ（学外研修）オリエンテーション
◆公募制インターンシップオリエンテーション　

4/27（火）〜 4/29（木）
□第2回就職ガイダンス
インターンシップの選び方
業界研究・企業研究1

□第2回就職ガイダンス
インターンシップの選び方
業界研究・企業研究1

5/11（火）〜 5/13（木）
□第3回就職ガイダンス
・インターンシップの選び方、選考対策
・自己分析& エントリーシート対策

□第3回就職ガイダンス
・インターンシップの選び方、選考対策
・自己分析& エントリーシート対策

5/25（火）〜 5/27（木）
□第 4 回就職ガイダンス
・インターンシップの選考対策
・自己分析& エントリーシート対策
・筆記試験、WEBテスト対策

□第 4 回就職ガイダンス
・インターンシップの選考対策
・自己分析& エントリーシート対策
・筆記試験、WEBテスト対策

6/1（火）〜 6/3（木）
□第 5回就職ガイダンス
・業界研究、企業研究
（OB/OG 参加）

□第 5回就職ガイダンス
・業界研究、企業研究
（OB/OG 参加）

6/15（火）〜 6/17（木） ★◆夏季公募制インターンシップ
実施企業学内説明会

★◆夏季公募制インターンシップ
実施企業学内説明会

7/13（火）〜7/15（木） □就活マナーガイダンス
◆インターンシップ（学外研修）事前マナーガイダンス

□就活マナーガイダンス
◆インターンシップ（学外研修）事前マナーガイダンス

7月中旬
●【女子】就活メイク講座 ●【女子】就活メイク講座

●【男子】身だしなみ &マナー講座 ●【男子】身だしなみ &マナー講座

9/21（火）〜 9/23（木）
□第 6回就職ガイダンス
・履歴書、自己紹介書の書き方
・動画選考対策

□第 6回就職ガイダンス
・履歴書、自己紹介書の書き方
・動画選考対策

10/5（火）〜10/7（木） □第 7回就職ガイダンス
・業界研究、企業研究 2

□第 7回就職ガイダンス
・業界研究、企業研究 2

10月中旬 ●情報デザイン学科対象
デザイン系就職ガイダンス

10/19（火）〜10/21（木）
□第 8回就職ガイダンス
・リアル業界・企業研究会
（各業界で活躍する企業様が来校して講演）

□第 8回就職ガイダンス
・リアル業界・企業研究会
（各業界で活躍する企業様が来校して講演）

10/26（火）〜10/28（木）
□就活直前セミナ
・企業説明会での注意事項
・ビジネスマナー

□就活直前セミナ
・企業説明会での注意事項
・ビジネスマナー

11/13（土）〜11/14（日） □学内業界研究会
A日程

□学内業界研究会
A日程

11/27（土）〜11/28（日） □学内業界研究会
B日程

□学内業界研究会
B日程

11/30（火）〜12/2（木） □第 9回就職ガイダンス
・面接・グループディスカッション対策

□第 9 回就職ガイダンス
・面接・グループディスカッション対策

12 月上旬〜中旬 ●情報デザイン学科対象
デザイン系企業業界研究会

12/14（火）〜12/16（木）
□第10 回就職ガイダンス
・大同大学就職支援サイト D-act の各種登録方法
・就活の流れとガイダンス総復習

□第10 回就職ガイダンス
・大同大学就職支援サイト D-act の各種登録方法
・就活の流れとガイダンス総復習

2022 年

1月、2 月
◆各種フォローアップ講座
・履歴書・ES 対策
・集団面接・GD 対策

◆各種フォローアップ講座
・履歴書・ES 対策
・集団面接・GD 対策　

2/7（月）〜2/9（水）
□就活直前セミナ
・企業説明会での注意事項
・参加するための心構え
・ビジネスマナー

□就活直前セミナ
・企業説明会での注意事項
・参加するための心構え
・ビジネスマナー

2 月中旬 ◆地元企業　業界・企業研究会
◆ OB/OG 企業　学内業界・企業研究会

◆地元企業　業界・企業研究会
◆ OB/OG 企業　学内業界・企業研究会

2 月下旬〜3月上旬 □学内業界研究会等 □学内業界研究会等

…インターンシップ関係行事

□…全員対象　■…大学院生対象　◆…希望者のみ対象
●…対象者限定（男女別、学科・専攻別）

…企業参加行事

右記の就職ガイダンスについて、各学科・専攻の指
定日に都合が合わず、出席できない場合には他の学
科・専攻の指定日に出席してください。また、授業
等のやむを得ない事情で開催期間中に出席できな
い場合には、D-act から「欠席者ガイダンス」を予
約してください。D 03 を参照して下さい。

※欠席者ガイダンスの日程が合わない、または実施
　がない場合は、キャリアセンター窓口まで事前に
　申し出てください。実施内容によっては欠席者ガ
　イダンスを行わない場合があります。

欠席者ガイダンス

一人ひとりの目的に応じて、就職活動のサポートを行っています。

経験豊かなキャリアアドバイザーが就職活動のアド
バイスを行います。 どんなことでも気軽に相談してく
ださい。

個人面談

【サポート内容】
進路相談　履歴書・エントリーシートの添削指導
企業紹介　面接練習など

大同大学独自の求人企業検索システム（D-act）で
大同大学に届いている求人企業や OB・OG の情報
を検索できます。
D 02-03 を参照して下さい。

就職支援情報システム（D-act）

就職ガイダンス 　  2021年度 年間スケジュール

※自由公募制のインターンシップに参加する場合は、 
　①研修先の企業名②研修期間が証明できるもの
　をキャリアセンターの窓口で提示してください。
　（メールの文面やチラシでも可）

キャリアセンターの窓口で手続きをします。加入料
は 210 円です。（2021 年 4 月 1日現在）

インターンシップ保険

【申請方法】
①キャリアセンター窓口で
　「授業欠席届」（申請用紙２種類）をもらう。
②必要事項を記入、押印した後、
　キャリアセンター窓口に申請する。
　※欠席日から 1 週間以内に申請してください。   
　　（事前申請も可）
③承認済の「授業欠席届」をキャリアセンターま 
　で受取りに来てください。
　※承認処理に 4 日～ 1 週間程度、お時間をい
　　ただいています。
④承認済の「授業欠席届」を授業担当の教員に
　提出してください。

キャリアセンターでは、就職試験の受験を理由に授
業を欠席する場合、授業欠席届の申請を受け付けて
います。対象は、試験日当日のみです。説明会やイ
ンターンシップ、移動日等、試験以外の理由は申請
の対象になりません。

授業欠席届（公欠届）の申請

SPI 模擬テストの他、非言語分野、言語分野それ
ぞれの解答テクニックと演習問題を収録。更に非言
語分野と関連のある数学の基礎も学べます。
また、SPI だけでなく「玉手箱」「TG-WEB」「WEB-
CAB」も収録。慣れるまで何度でも繰り返し学習で
きます。
PC や iPad、各種スマートフォンでも学習できます。

DU-SPI

https://lines-spi.education.ne.jp/daido-it/

※ログイン時の ID は「学籍番号」、パスワードは生
　年月日の 8 桁です。
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