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日程 タイトル 形式 概要 更新情報

10/1（木）～
配信中

全体就職ガイダンス（10/1配信開始）
オンデマンド

配信

理工学生の就職活動における基本的重要事項の
注意（就職担当委員長）

就職活動予定の理工学生は必ず視聴してくださ
い。

配布資料「就職活動早わかり」配信中（2020/10/30更新）

配信中 22卒スタートアップ講座（6/23配信）

配信中
新型コロナウイルスの影響を受けてこれからの就
活はどう変わるか【改定版】(12/24配信開始)

2020年12月　最新動向を踏まえて再リリース

配信中
理系のキャリアハスス講座
【改訂版】（11/18 配信開始）

改訂版を公開中（2020/11/18）

テーマ
・大学院進学を含めた理系のキャリアハスについて
・企業が理系学生に求めることについて

→「博士学生キャリアハスセミナー（11/14実施）」ハネルディスカッション/講演アーカイブ
動画とあわせて視聴をおすすめします。

配信中 就活応援！データベース活用講座（全4回）
オンデマンド

配信
理工学メディアセンター主催（CDPオフィス共催）

配信中
就職活動のための自己理解講座
（10/30配信開始）

オンデマンド
配信

自己理解を深め、
面接等で自分について語れるようになる（講師：マ
イナビ）

ハート(１)自己理解の必要性について
ハート（２）自己理解の事例共有（面接から）
ハート（３）経験の棚卸方法

配信中 業界研究講座（10/30配信開始）
オンデマンド

配信
業界・企業研究の方法を知る（講師：ディスコ）

配信中
OB訪問・就職活動にも役立つ コミュニケーション
講座
（10/30配信開始）

オンデマンド
配信

OB訪問やオンラインでのコミュニケーションスキル
についてのワーク形式講座（講師：リクルート）

こんな人におすすめ
・ビジネスでのコミュニケーションの基礎を再確認したい方
・OBOG訪問が初めての方
・オンラインでの面談に慣れていない方

準備中 外国人留学生のための就職活動講座
オンデマンド

配信
外国人留学生を対象に、日本での就職活動の進め
方についてのアドバイス（講師：ディスコ）

配信中 エントリーシート対策講座
オンデマンド

配信
エントリーシートの書き方のポイントについて（講
師：リクルート）

こんな人におすすめ
・自分の強みを言語化できていない
・志望動機で企業が何を知りたいのかがわからない
・自分の研究内容をどう伝えたらいいかがわからない

配信中 筆記試験・SPI準備講座（11/13配信開始）
オンデマンド

配信
筆記試験・SPIの準備について（講師：リクルート）

【本講座のゴール】
筆記試験・SPIの活用のされ方を理解し、
今後準備すべきことがイメージできている状態になる
（配布資料：講座内で実施するワークシート）

配信中 ウェブ面接対策講座（12/1配信開始）
オンデマンド

配信
ウェブ面接の基礎について（講師：ダイヤモンド） 実際の面接動画を見ながら、ウェブ面接のポイントを解説

12/2(水)
14:30-16:30

アーカイブ配信中
オンライングループディスカッション対策講座

オンライン
（ライブ）

ワーク形式のグループディスカッシ実践対策（講師：マイナビ）

今回の講座ではWEBでのグループディスカッションを実際に体験し、講師からフィードバッ
クをいただきます。 

インターンシップ期間にWEBでの運用に慣れる企業が増えると予想されますので、
本選考のにおいてもWEBグループディスカッションに遭遇する可能性は0とは言い切れま
せん。WEBグループディスカッションの雰囲気や流れなどをこの機会に把握して就活本番
に備えましょう。

講座内の「グループディスカッションポイント講座」をアーカイブ配信中です。タイトルのリ
ンク先から視聴できます。
（2020/12/2更新）

配信中 対面式面接対策講座（12/24配信開始）
オンデマンド

配信
対面式面接対策（講師：マイナビ）

ハート(１)現在の面接選考の現状など基礎となる部分を把握する
ハート（２）対面形式だからこそ対策すべきポイントを把握する

講座系　【外部講師が講演】

オンデマンド
配信

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、就活
について考える（講師：リクルートキャリア）

２０２１年度卒業・修了者向け（学部３年・修士１年・博士）

理工学部 キャリア支援行事スケジュール（予定）

全体ガイダンス

▶配布資料

▶配布資料

▶配布資料

▶配布資料

https://keio.box.com/s/pwlzpfox02lndh8samekdjjqwf8zfhjm
https://keio.box.com/s/v3oajjoxp5r66yoe7nphftsxlarlgffn
https://keio.box.com/s/dtjmhdlmt0e4pj05v19eyfq2igmoa9wu
https://keio.box.com/s/dtjmhdlmt0e4pj05v19eyfq2igmoa9wu
https://keio.box.com/s/lvojc4auiqp7yhhvs5kif7ih4gkf8mfd
https://keio.box.com/s/lvojc4auiqp7yhhvs5kif7ih4gkf8mfd
https://keio.box.com/s/aigog55l4iu5ms7036xuew2u4jqfv8by
https://keio.box.com/s/aigog55l4iu5ms7036xuew2u4jqfv8by
https://keio.box.com/s/i3hhnm3ibmh6081lfno6c9mjz1ojq5ly
https://keio.box.com/s/2ytw7btnuu2d7y4by5y3msd0vagfuul3
https://keio.box.com/s/2ytw7btnuu2d7y4by5y3msd0vagfuul3
https://keio.box.com/s/2ytw7btnuu2d7y4by5y3msd0vagfuul3
https://keio.box.com/s/9d9xzhc2nsead0sttfwrcl1z25flumyj
https://keio.box.com/s/agj2xyhahjpui34r5q8m8wnkx9mat64q
https://keio.box.com/s/l63gekkx2kmvwlparzh5ejmadv7jvkw6
https://keio.box.com/s/n8g3diw3hw6ufhwsywrrss4ic0wrjedq
https://keio.box.com/s/n8g3diw3hw6ufhwsywrrss4ic0wrjedq
https://keio.box.com/s/puqpttm3xrkd5weqvdxzjucgqiinebky
https://keio.box.com/s/duev4bte2vzebxe6bcylwaxgl7o7441c
https://keio.box.com/s/duhydf3hth5y7ocypr9dii5uatpjw6re
https://keio.box.com/s/6li38p2n767g7rkq0mliejlkwo2leonn
https://keio.box.com/s/3l14q0kktr2vd7izoolbectaf046hsjg
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10/28（水）
13：00-16：50

官公庁の仕事を理解するための公務員セミナー
オンライン
（ライブ）

公務員のOB/OGによるハネルディスカッションおよ
び技術系職種の採用・業務について官公庁各機関
による説明会

【参加機関】（2020/10/30更新）
■OB/OGハネルティスカッション
　警察庁、内閣府（文部科学省よりご出向中）、横浜市※ハネルティスカッションのみ
■個別説明会
　環境省、経済産業省、警察庁、
　原子力規制委員会原子力規制庁、国土交通省、
　財務省、総務省、特許庁、
　文部科学省、防衛省／防衛装備庁

ハネルディスカッション、参加機関ショートプレゼンのアーカイブ配信中です（11/11～翌
年3/31まで）
Keio.jp上のメッセージで視聴方法をご確認ください。

11/14（土）
10:00-12:30
13:30-15:40

博士学生キャリアハスセミナー
オンライン
（ライブ）

【前半】博士出身OBOGとのハネルディスカッション
【後半】博士先輩キャリアハス講演と博士積極採用
企業セミナー

OBOGハネリスト、参加機関、スケジュール等の詳細はタイトルのリンク先から確認できま
す

OBOGのハネルディスカッション、リクルートキャリアによる講演をアーカイブ配信中で
す。タイトルのリンク先から視聴できます。
（2020/11/18更新）

11/25（水）
14:00-16:00（予定） 内定者との懇談会

オンライン
（ライブ）

各業界に内定した学生が2名ないし3名のグループ
に分かれ、後輩にアドバイスを行う。

就職活動を行うみなさんにとって、より身近な先輩方の体験談を聞く機会は
非常に重要です。
研究会の活動と就職活動との両立の方法について、あるいは就職活動のみならず、
進路選択についてなど、ぜひ積極的に質問して先輩学生から生の声を聞いてみましょ
う！

【登壇予定内定者の就職先】
エヌ・ティ・ティ・データ
京セラ
東京海上日動火災保険
日鉄ソリューションズ
アマゾンウェブサービスジャハン
三菱ケミカル
日本電信電話
アクセンチュア
野村総合研究所
ソニー株式会社
富士通
野村證券
日本放送協会

12/9（水）
12/16（水)
各日13：00-17：30 慶応工学会賛助員企業　OBOG座談会

オンライン
（ライブ）

慶応工学会賛助員企業のOBOGとのオンライン座
談会

慶応工学会賛助員企業14社が参加！進路を考える皆さんにとってOBOG社員から話がき
ける貴重な機会です。

【本イベントの特徴】
・慶應義塾大学生限定だから、自分にあった話がきける！
・多様な企業の先輩社員と気軽に話ができる！
・一日に複数社と話せるので業界/企業研究が進む！

12/9（水）
トヨタ自動車／Meiji　Seika ﾌｧﾙﾏ／ENEOS／関電工

12/16（水）　※2レーンに分けて開催いたします
＜Aレーン＞
富士通／東芝／三菱UFJ銀行／佐藤製薬／KTｸﾞﾙｰﾌﾟ
＜Bレーン＞
日立製作所／三菱地所／三井住友銀行／富士ｾﾞﾛｯｸｽ／石井鐵工所

※参加企業は一部変更することがございます。

12/12（土）
10：00-12：00(予定)

多様な働き方について考える　
ワークライフ・キャリアハスセミナー

オンライン
（ライブ）

【プログラム】
・ 理工学部OBOG・キャリアアドバイザーによるハ
ネルディスカッション
・キャリアアドバイザー講演
・個別質疑応答

先輩たちのキャリアハス、ワークライフバランス、周囲との協働や変化への柔軟な対応、
初期キャリアの重要性や中長期キャリアの築き方について等、先輩やキャリアアドバイ
ザーの豊富な経験を交えたお話を伺える大変貴重な機会です。ぜひ、これからの社会に
おける多様な働き方、キャリアの選択肢について一緒に考えてみませんか。
女子学生に限らず、男子学生、他学部生、教職員の皆様の参加もお待ちしています！

※OBOGハネルディスカッション、キャリアアドバイザーの講演をアーカイブ配信中です。
タイトルをクリックして視聴できます。（2020/12/24）

12/12（土）
14:30-16：30 教職志望者向けセミナー

オンライン
（ライブ）

理系先輩教員による講演と個別懇談
当日は、渋谷教育学園渋谷中学高等学校／東京都立小金井北高等学校／
慶應義塾湘南藤沢中等部・高等部　の先生方にご登壇いただきます。
※参加申込方法はKeio.jpでも配信中です（2020/11/25更新）

3/1 (月)

3/2 (火)

3/3 (水)

3/8（月）～3/11（木）
予定

2022年3月卒業･修了者向け 企業セミナー 未定 採用活動継続中の企業が来訪予定

系別ガイダンス（第1回,第2回）
各系にて設

定
実施形式、日程等の詳細は別途、キャリア支援HPやkeio.jpメッセ―ジ等でお知らせしま
す。（2020/10/9更新）

系別ガイダンス（第3回）

各系にて設
定

※実施しない
系もあり

実施形式、日程等の詳細は別途、キャリア支援HPやkeio.jpメッセ―ジ等でお知らせしま
す。（2020/10/9更新）

https://www.st.keio.ac.jp/students/career/index.html

理工学部キャリア支援行事に関するアンケート

■（学生の皆さんへ）理工学部キャリア支援行事に関するご要望があれば以下アンケートにてお聞かせください。

各系ガイダンス　

形式は今後変更する可能性もあります。（2020/10/9更新）

3/1,3/2
対面

3/3,3/4
オンライン
（ライブ）

会議ツール：
Zoom

就職活動の具体的注意、トラブル対策など
学校推薦の注意、進路希望調査に関する説明
（各系就職担当委員）

■就職・進路関連の最新のお知らせは、理工学部キャリア支援ウェブページをご覧下さい。

理工系先輩との企業研究セミナー 4日間で108社の企業の先輩が参加

3/4 (木)

9月

1月中～下旬、3月

4月

■支援スケジュールに関する追加情報は「更新情報」欄に記載いたします。

セミナー系　【省庁や企業による説明会、OBOGや内定者との双方向の交流】　

【重要】動画閲覧時の注意事項

※タイトルをクリックすると閲覧できます。

※閲覧にはkeio.jpのアカウントが必要です。

※無断の転載、第三者への提供は禁止します。

※容量が大きいので閲覧環境にご注意ください。

動画の配信開始、セミナー参加方法等の詳細は、キャリア支援HPとkeio.jpのメッセ―ジで随時お知らせします。

https://keio.box.com/s/ktk0lp91jibc7hymalyf0uwvkb0df8i1
https://keio.box.com/s/rpm2mt5p64ct2jmnqvgxdj6q4vbaslui
https://keio.box.com/s/rpm2mt5p64ct2jmnqvgxdj6q4vbaslui
https://keio.box.com/s/rpm2mt5p64ct2jmnqvgxdj6q4vbaslui
https://www.st.keio.ac.jp/students/career/index.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLKiXw6EtNUlLEpNtwSto0wnfBaVC2130uy-tCaS8FhMHm8Q/viewform?usp=sf_link

	就職支援日程 (仮)

