
2020年度（令和２年度）九州⼯業⼤学就職セミナー実施⽇程⼀覧 ＜2020年9⽉23⽇版＞

 若松  4⽉15⽇  ⽔  16:20－17:50  講義室２

 飯塚  4⽉16⽇  ⽊  18:00－19:30 2201

 ⼾畑  4⽉17⽇  ⾦  18:00－19:30  Ｃ-3Ｃ

 ⼾畑  4⽉20⽇  ⽉  18:00－19:30  Ｃ-3Ｃ

 飯塚  4⽉21⽇  ⽕  18:00－19:30 2201

 若松  5⽉12⽇  ⽕  16:20－17:50  講義室２

 飯塚  5⽉13⽇  ⽔  18:00－19:30 2201

 ⼾畑  5⽉14⽇  ⽊  18:00－19:30  Ｃ-3Ｃ

 飯塚  5⽉18⽇  ⽉  18:00－19:30 2201

 ⼾畑  5⽉19⽇  ⽕  18:00－19:30  Ｃ-3Ｃ

 若松  5⽉20⽇  ⽔  16:20－17:50  講義室２

合同 5⽉29⽇ ⾦ 16:20－17:50 オンライン

合同 5⽉29⽇ ⾦ 18:00－19:30 オンライン

合同 6⽉3⽇ ⽔ 18:00－19:30 オンライン

オンライン開催
キャリア形成⼊⾨プラス
インターンシップガイダンスⅡ

アール・
コンサルティング

（協⼒企業の担当者）
合同 6⽉19⽇ ⾦ 18:00－19:50 オンライン

⾃宅にいながら体験できる「パネルディスカッション・業界企業研究」
企業の採⽤担当者から今の採⽤状況を知ることができるガイダンス
※「⼾畑キャリア⽀援室」より３キャンパス配信

オンライン開催 いまやるべき業界企業職種研究 アール・
コンサルティング 合同 7⽉30⽇ ⽊ 18:00－19:30 オンライン

業界・職種に精通した講師によるセミナー
最新の企業動向・インターンシップの変化，就職活動の基本・今後の準備
※「飯塚キャリア⽀援室」より３キャンパス配信

 ⼾畑  7⽉13⽇  ⽉  18:00－20:00  Ｃ-3Ｃ

 飯塚  7⽉14⽇  ⽕  18:00－20:00 2201

 若松  7⽉15⽇  ⽔  16:20－18:20  講義室２

 飯塚  10⽉8⽇  ⽊  18:00－19:30 2201

 ⼾畑  10⽉9⽇  ⾦  18:00－19:30  Ｃ-3Ｃ

 若松  10⽉13⽇  ⽕  13:30－15:30  講義室２

 ⼾畑  10⽉14⽇  ⽔  18:00－20:00  Ｃ-3Ｃ

 飯塚  10⽉15⽇  ⽊  18:00－20:00 2201

合同 11⽉ 5⽇ ⽊ 18:00－19:30 オンライン

 飯塚  10⽉28⽇  ⽔  18:00－19:30 2201

 ⼾畑  10⽉29⽇  ⽊  18:00－19:30  Ｃ-3Ｃ

 若松  10⽉30⽇  ⾦  16:20－17:50  講義室２

合同 10⽉21⽇ ⽔ 18:00－19:30 オンライン

就活準備総点検セミナー  若松  11⽉10⽇  ⽕  16:20－17:50  講義室２

 企業⾯談体験セミナー  若松  11⽉10⽇  ⽕  18:00－19:30  １Ｆホール

就活準備総点検セミナー  飯塚  11⽉11⽇  ⽔  18:00－19:30 2201

 企業⾯談体験セミナー  飯塚  11⽉12⽇  ⽊  18:00－19:30 1204

就活準備総点検セミナー  ⼾畑  11⽉13⽇  ⾦  16:20－17:50
 企業⾯談体験セミナー  ⼾畑  11⽉13⽇  ⾦  18:00－19:30

就活準備総点検セミナー 合同 11⽉11⽇ ⽔ 18:00－19:30 オンライン  業界研究，企業説明会の活⽤⽅法，年内に済ませるべき就活準備等

 飯塚  12⽉15⽇  ⽕  14:30－18:00  アゴラ

 若松  12⽉16⽇  ⽔  13:00－16:30  １Ｆホール

 ⼾畑  12⽉17⽇  ⽊  14:30－18:00

 ⼾畑  12⽉18⽇  ⾦  14:30－18:00

合同 12⽉2⽇ ⽔ 10:00－18:00 オンライン

 若松  12⽉8⽇  ⽕  18:00－19:30  講義室２

 飯塚  12⽉9⽇  ⽔  18:00－19:30 2201

 ⼾畑  12⽉10⽇  ⽊  18:00－19:30  Ｃ-3Ｃ

合同 12⽉8⽇ ⽕ 18:00－19:30 オンライン

 ⼾畑  1⽉12⽇  ⽕  18:00－20:00  Ｃ-3Ｃ

 飯塚  1⽉13⽇  ⽔  18:00－20:00 2201

 若松  1⽉14⽇  ⽊  13:30－15:30  講義室２

合同 1⽉13⽇ ⽔ 18:00－19:30 オンライン

 ⼾畑  1⽉30⽇  ⼟  13:00－17:00  Ｃ-１Ｂ

 飯塚  2⽉6⽇  ⼟  13:00－17:00 2201

合同 2⽉6⽇ ⼟ 13:00－14:30 オンライン

 若松  2⽉17⽇  ⽔  13:30－15:00  講義室２

 ⼾畑  2⽉18⽇  ⽊  18:00－19:30  Ｃ-3Ｃ

 飯塚  2⽉19⽇  ⾦  18:00－19:30 2201

合同 2⽉17⽇ ⽔ 18:00－19:30 オンライン

 3⽉3⽇  ⽔  10:00－17:35

 3⽉4⽇  ⽊  10:00－17:35

 3⽉5⽇  ⾦  10:00－17:35

合同
3⽉2⽇

〜
3⽉6⽇

⽕
〜
⼟

10:00－17:50 オンライン

オンライン開催
（2/17合同開催）

5/29・6/3に変更
（オンライン開催）

オンライン開催

開催中⽌

開催中⽌

【要 事前申込】
オンライン受験・
WEBガイダンス
（11/5に変更）

オンライン開催
（10/21に変更）

【要 事前申込】
⾃宅受験・

WEBガイダンス
（2/6合同開催）

オンライン開催
（12/8合同開催）

オンライン開催
（11/11合同開催）

※企業⾯談体験
 は開催中⽌

【要 事前申込】
オンライン受験・
WEBガイダンス

（1/13合同開催）

オンライン開催
（12/2合同開催）

公務員希望者は受けておくべき重要なセミナー
公務員模試と，本学学⽣が重点対策すべき分野，採⽤試験動向，など
※指定期間内に公務員模試を「⾃宅受験」した上で、
 2/6（⼟）のオンラインガイダンスを受講。

就活直前セミナー ディスコ
 マイナビ

就職活動準備に関する総点検的セミナー
業界研究，企業選定の⽅法，ＥＳ・⾯接対策，
合同企業説明会の活⽤⽅法など

【要 事前申込】
公務員模試及びガイダンス

東京アカデミー

第２回ＥＳ・⾯接対策講座 マイナビ

就職活動や「冬季・春季インターンシップ」で重要となるセミナー
選ばれる（読まれる）ES対策・好印象を残す⾯接対策に特化した講座
※オンライン⾯接での好印象対策を含む
※冬季インターンシップの募集等，最新の企業動向

アール・
コンサルティング

 （協⼒企業の担当者）  百周年中村記念館
 多⽬的ホール

 業界研究⽅法，合同企業説明会の活⽤⽅法，年内に済ませるべき就活準備等の
 講義形式セミナーと，企業数社を招いての実践的な⾯談対策セミナー

キャリア中級講座
－働き⽅とお⾦について－

ディスコ
学部⽣を主対象とした，キャリア講座（⼤学院⽣も参加可能）
キャリアとは，学⽣と社会⼈の違い，様々な働き⽅，働くこととお⾦についてなど

【要 事前申込】
第２回
ＳＰＩ模擬テスト＆ガイダンス

ジェイ・
ブロード

ＳＰＩ模擬テストと弱点対策，ＳＰＩと選考，企業動向，など
※指定期間内にＷＥＢ－ＳＰＩ模擬テストを受験した上で、
 11/5（⽊）のオンラインガイダンスを受講。

3 キャンパス合同オンラインセミナー
就職スタートアップ

リクルート
キャリア

学部３年⽣・Ｍ１対象 特別就職⽀援ガイダンス
「最新の企業動向・インターンシップの変化」
「就職活動の基本・今後の準備」
※2コマ同様の内容です。都合の良い時間にご参加ください。
※「⼾畑キャリア⽀援室」より３キャンパス配信

【要 事前申込】
第１回
ＳＰＩ模擬テスト＆ガイダンス

ジェイ・
ブロード

ＳＰＩ模擬テストと弱点対策，ＳＰＩと選考，企業動向，など

第１回ＥＳ・⾯接対策講座 リクルート
キャリア

インターンシップ参加予定学⽣を対象とした，ES対策・⾯接対策セミナー
インターンシップの申し込み⽅、訪問先でのマナーを含むＩＳ重点対策講座

キャリア初級講座
－キャリア⼊⾨・マナー講座－

リクルート
キャリア

学部⽣を主対象とした，初めての就職セミナー
今時の就職スケジュール，インターンシップとは，学⽣⽣活の過ごし⽅，など

就活スタートアップ講座 ディスコ
就活⽣・院進学⽣を主対象とした就職セミナー
就活スケジュール，インターンシップ対策・ＥＳ対策など，全般的なガイダンス

5/29・6/3に変更
（オンライン開催）

会 場 内  容

業界職種研究講座 アール・
コンサルティング

就職する前に、インターンシップ先を決める前に知っておくべき，有益なセミナー
業界職種に精通した講師による業界職種研究講座

セミナー名 講師等 地区 ⽇  時実施・変更等

7/30に変更
（オンライン開催）

 開催中⽌・⽇程及び開催⽅法変更
開催予定のセミナーも、状況により変更・中⽌になる可能性があります。
詳細は「就活ナビ」で確認をしてください。＜ http://koh-career-int.tobata.kyutech.ac.jp/ ＞

開催中⽌

⼈材育成セミナー
「⾞座になって先輩と語ろう」
（詳細は就活ナビに掲載予定）

各企業・官公庁
本学ＯＢ・ＯＧ
（⼈事担当者）

企業・官公庁で活躍するＯＢ・ＯＧが来学し，在学中・就活中・就職後の経験談や，
九⼯⼤⽣向けのアドバイスを語っていただいたり，対話形式で質疑応答を⾏うことに
よって，業界・職種・企業研究に取組み，キャリアデザインを考える等，職業観や
勤労観の育成を図り，将来の進路選択・就職活動に活かすことを⽬的としたセミナー

 百周年中村
 記念館・図書館

オンライン開催
（3/2~3/6合同開催）

（学内）合同企業説明会
（詳細は就活ナビに掲載予定）

各企業・官公庁
⼈事担当者

 ⼾畑
 飯塚

 総合教育棟・
 情報学習プラザ／
 講義棟・⼤講義棟 全国トップクラスの参加企業数を誇るセミナー

希望する企業のブースを学⽣が移動する形式で実施
（１・２年⽣を対象とした参加体験学習も企画予定・後⽇案内）

【要 事前申込】
第３回
ＳＰＩ模擬テスト＆ガイダンス

ジェイ・
ブロード

ＳＰＩ模擬テストと弱点対策，ＳＰＩと選考，企業動向，など
※指定期間内にＷＥＢ－ＳＰＩ模擬テストを受験した上で、
 1/13（⽔）のオンラインガイダンスを受講。

⾃⼰分析と企業研究講座 リクルート
キャリア

就職活動・インターンシップにおいて，好印象を残すために重要なセミナー
企業が魅⼒的に感じる⾃⼰ＰＲ，志望動機に差をつける企業研究など


