
 

 

 

 

 

 

 

 

■キャリア教育科目 

科目名 単位 

配当年次 

（推奨年

次） 

開講 

学期等 
科目概要等 

麗澤スピリットとキャリア 2 
1～4 年次 

（1年次） 

第 1学期 

水曜 

5 時限目 

 建学の理念である「知徳一体」を学び、考

え、行動することで、社会で本当に活かすこと

ができる知識を身につけます。 

ジェンダーとキャリア形成 2 1～4 年次 

第 2学期 

水曜 

5 時限目 

 女性を中心とした多様なワーキングモデルを

理解し、男女共同参画社会におけるキャリア形

成を考えながら将来の中小記的な職業選択に生

かします。 

キャリア形成入門 2 
2～4 年次 

（3年次） 

第 1学期 

水曜 

5 時限目 

 進路決定や就職活動を真剣に考え始める入口

に立つ時期となるため、将来のことを考える機

会を提供します。また、インターンシップへの

参加を目標としたプログラムもあり、就職活動

に必要な選考突破スキルなども身に付けます。 

キャリア形成研究 2 
2～4 年次 

（3年次） 

第 2学期 

木曜 

5 時限目 

 業界、職種研究を通して自身の進路形成を行

います。また、社会や経済の仕組み、企業の役

割など、社会に出る上で必要となる知識も積極

的に身に付けていきます。 

キャリア形成演習 2 
3～4 年次 

（3年次） 

第 2学期 

集中講義 

 就職活動上の書類選考や面接試験を突破でき

る表現力を実践的に養います。10 クラス編成で

少人数クラスを予定しています。なお、当科目

履修前にキャリア形成入門とキャリア形成研究

を履修することを推奨します。 

実習費用 5,000 円がかかります。 

履修者は 2 学期に実施予定のキャリアアプロー

チを受検してください。 

※上表は平成 31 年度の計画です。 

※集中講義の日程は、9/15(水)・16(木)・17(金、10/3(土)・10(土)で、各日程 1限～3限で 3コマずつ実施し、受講者は全て

の日程に参加することが前提です。 

  

キャリアセンター 

■キャリアセンターとは 
 キャリアセンターは、⺠間企業への就職を希望する学⽣のサポートをするだけの部署ではありません。”100 人 100 通り”の進路の希望を
実現するプロセスをサポートするのがキャリアセンターの役割です。特⻑のひとつは、やはり”フェイス・トゥ・フェイス”。一人ひとりを⼤切にする麗
澤らしく、学年を問わず、留学⽣にも、また卒業⽣にも利⽤されています。 
 もうひとつは、学⽣の知らない優良企業を中⼼に訪問・開拓を重ね、企業の実態把握に努めていることです。⼊社を勧められる企業かどう
かを⾒極め、学⽣に企業情報を提供しています。 

 



 

■主な活動・支援 
（1）キャリア教育科目 

 キャリア教育科目は、多様な産業、企業、働き方、

職業選択のプロセスなどに対する学生諸君の理解と就

職活動の技術的習熟を促進することを念頭に組み立て

てあります。 

 父母・保証人の皆様におかれましては、学生諸君に

このキャリア教育科目を履修するよう強くお奨めいた

だければ幸いです。なお、「キャリア形成演習」は実

習を含む内容であるため、受講費用が別途必要になり

ますことをご理解賜りますようお願い申し上げます。 

 

（2）就職支援行事 

 企業等の採用活動スケジュールをにらみながら、実

施する時期や内容を年々見直しています。また、キャ

リア教育科目での学びが深められるように設計されて

いることが特徴です。 

 

（3）進路相談 

 キャリアセンターがもっとも時間を割いているの

が、相談・カウンセリングです。お子様に気軽に相談

に来ていただくよう、お勧めください。 

 

＜相談内容の例＞ 
①就職に関する相談 

・就職活動のノウハウ（自己分析の進め方、業界・企

業・職種研究、履歴書やエントリーシートの書き

方、ビジネスマナーなど） 

・業種、職種とその選び方 

・内定承諾、内定辞退の仕方 

・仕事のやり甲斐や楽しさ 

・その他の悩み相談（どうしてよいか分からない、卒

業お互に何がしたいのか分からない、就職活動にや

る気が沸かない など） 

②公務員試験に関する相談 

・「基礎・学際演習（公務員試験対策の授業）」に関

する質問 

・公務員試験に向けての勉強方法 など 

③教員採用試験に関する相談 

・面接の演習、私立学校求人等の紹介 など 

④進学（大学院、専門学校、留学など）に関する相談 

・進学先を修了した後の進路 など 

 

◆開室時間 

曜日 開室時間 券売機取扱時間 

平日 9：00～16：30 9：00～16：30 

 ※土日は原則として閉室します。 

 ※祝日は、授業日に限り平日同様に開室します。 

 ※木曜日のみ、9：30～16：30 となります。 

 

◆注意事項 

・相談、模擬面接は原則として予約制です。学内就職

支援システム「就“勝”ＮＡＶＩ」から申し込んで

ください。 

・保護者・保証人の方々からのご相談にも応じます。 

☎０４－７１７３－３６５２ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
■主な就職支援イベント 
①個別面談 

麗澤大学では低学年次から進路に関する個別面談を

行っており、じっくり話を聞き、一人ひとりの事情や

背景に合わせてアドバイスします。一人ひとりの性格

も違えば進路の希望も異なり、仮に同じ進路希望者が

いたとしても、それぞれ背景が違います。そうした違

いを大切に、学生一人ひとりの人生をサポートする気

持ちで面談しています。 

 

②全員面談 

３年生になったら全員、6月～10 月の間にキャリアセ

ンターで全員面談を実施します。就職に限らず、神学

やその他の進路であっても必ず一度は面談し、一人ひ

とりに進路を考えるきっかけを与え、私たちも学生一

人一人のことを知る良い機会としています。 

 

③面接対策 

就職活動における選考で最も重要なものは面接です。

それゆえ多くの学生が常に不安に思っており、その練

習にも苦労しています。そうした学生をサポートすべ

く、キャリアセンターでは面接対策も行っています。

実際に面接試験日が決まると、多くの学生がキャリア

センターで模擬面接を依頼してきます。私たちスタッ

フ全員、面接対策はただの技術的なことと考えず、ぞ

れぞれの学生の良いところをしっかりと出せるように

指導することを心がけており、毎年多くの学生が面接

対策を経てしっかり成果を出してくれています。 

 

④筆記対策対策講座 

就職活動で実施される筆記試験の対策もしっかり行っ

ています。就職活動では企業によって試験の内容も変

わってきますが、様々な試験を意識して講座を設定し

ています。問題の解説だけでなく、模擬試験も実施し

ますので、講座で学習成果も確認することができま

す。こうした模擬試験付きの講座をリーズナブルな費

用で設定しております。たかが筆記試験ですが、筆記

試験が不合格でその先の面接まで進めないのはとても

悔しいものです。そうなることのないよう、最後まで

サポートします。 

 

⑤業界セミナー 

進路を考えるうえで困ることは、自分がどこで働くの

かということ、世の中にはたくさんの業界があり、自

分ひとりですべての業界を知ることは難しいといえま

す。そうした状況に対するサポートとして、麗澤大学

では各業界のリーディングカンパニーから講師を招

き、その業界と働き方の特徴等について学ぶ機会を提

供しています。このセミナーを通して、多くの学生が

自分の興味関心の持てる企業を見つけるなど、職業選

択の視野と可能性を広げています。 

 

⑥学内合同企業セミナー 

海外をフィールドとする企業、地元で地域社会に貢献

する企業を中心に毎年多くの企業が参加してくれてい

ます。外部で行われる合同企業説明会と異なり、麗澤

大学の学生を積極的に採用しようとする企業が集まり

ます。麗澤大学の卒業生は多くの企業で活躍してお

り。語学力、真面目で素直な性格が高く評価されてい

ます。そのお蔭とスタッフの努力もあり、たくさんの

優良企業が参加する説明会として、年々進化しており

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な就職支援 



学生５５９名に、６１１件の求人。（2020 年 3 月 31 日現在） 
■キャリアセンター職員の密なサポート 
「面倒見が良く、一人ひとりがきめ細かくサポート・・・」就職支援の特徴をこのような言葉で表現している大

学はたくさんあります。麗澤大学も、その一つに違いありません。しかし、おそらく他の大学と異なるのは、そ

れを「本気で実践している」こと、その結果「学生とキャリアセンタースタッフが互いに名前で呼び合える」関

係にまで深まる理由が、ここでお見せするデータからご理解いただけるはずです。 

 

■数字が表す就職支援の実績 
キャリアセンターの 

個別面談を 
利⽤した学⽣の割合 

97.5％ 
学生にとって満足度の高い就職を

実現するためには、まずは個別の

面談を通じて、学生の個性や将来

への希望などを理解することが必

須だと考えています。 

個別面談を利⽤した 
学⽣一人当たりの 

面談回数 

最高４８回 
平均６回以上 

 

ガイダンスや対策講座などのイベ

ントへの参加を含まない、マン

ツーマンの個別面談の回数です。

何を質問してよいのかさえ分から

ない状態の対応から、一人ひとり

の個性にマッチした企業の紹介に

至るまで、納得できる就職先が決

まるまで、長い就職活動を学生の

側で支え続けます。 

学内合同企業説明会 
参加企業からの 

内定取得者数（延べ人数） 

１９８回 

（企業就職希望者 517 人のうち） 
 

学内合同企業説明会に参加する企

業群は、麗澤大学の校風や学生の

特長をよく理解して、ぜひ採用し

たいと考えてくれている企業ばか

り、この説明会をきっかけに、相

思相愛に至った結果です。 

 

 

学⽣一人あたりの      最大５１件 

接触記録数          平均１２．８件 

 

放置しないのが麗澤スタイル。例えば、「キャリア形

成演習」を履修していない、学内合同説明会に参加し

ていない、などの、就職活動の初動が遅れてしまった

恐れのある学生や、スタッフ総出で電話を掛けて個別

面談へ導いています。そうした接触の積み重ねの結果

がこの数字です。 

 

キャリアセンター教職員    約５６５件 

が⾏う企業訪問件数 
 

学生と企業のベストマッチを実現するためには、刻々

と変化する企業の実態把握も欠かすことができませ

ん。経営者や採用担当者との情報交換、その会社に勤

務する卒業生からのヒアリングを積み重ね、学生に薦

められる企業か、どんな学生がマッチしそうかを、ス

タッフ一人ひとりが見極めます。採用担当者と深い信

頼関係が築けられれば、学生を紹介するホットライン

が完成します。電話でも十分な意思疎通ができた会社

を加えれば、５００社を下ることはありません。 

※これらの数値はすべて 2019 年度卒業の学部生を対象に集計しています。  

数字で⾒る就職支援（2019 年度実績） 



 

 

 

 

■卒業生の主な就職先(2009 年度〜2019 年度) 

建設・不動産 
清水建設/東急建設/大和ハウス工業/東急リバブル/積水ハウス/三井ホーム/ポラス/タカ

ラレーベン/トーエネック/テクノ菱和/日立ビルシステム/スターツグループ/三菱 UFJ 不

動産販売/住友不動産販売/シミズオクト 

メーカー 

ヱスビー食品【S&B】/伊藤ハム/ネスレ日本/虎屋/米屋/伊藤園/コカ・コーライースト

ジャパン/ワコール/リンテック/凸版印刷(中国)/田辺三菱製薬/ アイリスオーヤマ/資生

堂/花王(中国)/シーピー化成/ニフコ/日立化成/ファーストリテイリング(ユニク

ロ)/LIXIL/DMG 森精機/オークマ/アマダホールディングス/小森コーポレーション/前川製

作所/酒井重工業/日本精工【NSK】/オリエンタルモーター/SMC/日本電産グループ/日本

電子/ヒロセ電機/キヤノン(中国)/日本ケミコン/サトーホールディングス/矢崎総業

【YAZAKI】/八千代工業/オリンパス/イシダ/YKK/三協フロンテア/スタンレー電気/理想

科学工業/セイコーエプソン/TDK/マブチモーター/SUBARU/森六テクノロジー 

運輸・物流 

東日本旅客鉄道【JR 東日本】/東京地下鉄【東京メトロ】/西武鉄道/西日本鉄道/ 全日本

空輸【ANA】/日本航空【JAL】/シンガポール航空/エミレーツ航空/カタール航空/フィリ

ピン航空/スカイマーク/ANA 成田エアポートサービス/ANA 新千歳空港株式会社/成田国際

空港【NAA】/空港ターミナルサービス/朝日航洋/DHL グループ/エバーグリーン・シッピ

ング・エージェンシー・ジャパン/日本通運/近鉄エクスプレス/日新/ヤマト運輸/日立物

流 

商社・卸売業 

エービーシー商会/住友商事(中国)/西華産業/東京産業/山善/興和/国分グループ/三菱食

品/三井食品/ヤマタネ/正栄食品工業/メディセオ/アルフレッサ/東邦ホールディングス/

日本出版販売/アップルジャパン[Apple】/資生堂ジャパン/花王カスタマーマーケティン

グ/シャネル【CHANEL】/アディダスジャパン【adidas】/ UKC グループ/加賀電子/ネクス

ティ エレクトロニクス/リョーサン/菱電商事/新光商事 / 関彰商事(セキショウグルー

プ)/立花エレテック/飯田通商/ST マイクロエレクトロニクス/日本サムスン/リコージャ

パン【RICOH】/富士ゼロックス千葉・茨城/キヤノンシステムアンドサポート/ケル

ヒャージャパン【KARCHER】/ビー・エム・ダブリュー【BMW】/日本 NCR/日通商事/ 

ユー・エス・エス/ルネサスイーストン 

小売・飲食 三越伊勢丹 / イオンリテール/ QVC ジャパン/カスミ/ヤオコー/セブンーイレブン・ジャ

パン/ローソン/ファミリーマート/ミニストップ/コーチ・ジャパン 【COACH】/ザラ・

就職データ（2019 年度実績） 



ジャパン【ZARA】/ユナイテッドアローズ【UNITED ARROWS】/エイチ・アンド・エム・ヘ

ネス・アンド・マウリッツ・ジャパン【H&M】/ニトリ/エフ・ディ・シィ・フレンズ 

【4℃】/サマンサタバサジャパンリミテッド【Samantha Thavasa】/ジェイアイエヌ

【JINS】/スタートトゥデイ【ZOZOTOWN】/ロフト/スターバックスコーヒージャパン/ゾ

フ/タリーズコーヒージャパン 

⾦融 

三井住友銀行/三菱 UFJ 銀行/みずほフィナンシャルグループ/千葉銀行/京葉銀行/千葉興

業銀行/常陽銀行/筑波銀行/足利銀行/栃木銀行/イオンファイナンシャルサービス/日本

銀行/農林中央金庫/千葉信用金庫/佐原信用金庫/朝日信用金庫/さわやか信用金庫/城北

信用金庫/西武信用金庫/東京信用金庫/亀有信用金庫/水戸信用金庫/結城信用金庫/茨城

県信用組合/野村證券/三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券/SMBC 日興証券/岡三証券/水戸

証券/日本生命保険/第一生命保険/明治安田生命保険/プルデンシャル生命保険/損害保険

ジャパン日本興亜/三井住友海上火災保険/アニコム損害保険/全国共済農業協同組合連合

会【JA 共済】/ 三井住友カード【VISA】/三菱 UFJ ニコス/クレディセゾン 

情報・通信 
東日本電信電話【NTT 東日本】/NTT ドコモ/ジュピターテレコム【J:COM】/日本 IBM グ

ループ/日立システムズ/NSD/ユニアデックス/DTS/セールスフォース・ドットコム/富士

ソフト/マイナビ/エン・ジャパン/ディップ【バイトル】/東京商工リサーチ/ドワンゴ 

旅⾏・ホテル・ 
ブライダル 

JTB グループ各社/近畿日本ツーリストグループ各社/日本旅行/エイチ・アイ・エス

【H.I.S.】/クラブツーリズム/パークハイアット東京/グランドハイアット東京/ザ・ペ

ニンシュラ東京/フォーシーズンズホテル丸の内東京/フォーシーズンズホテル東京大手

町/ウェスティンホテル東京/シャングリ・ラ ホテル 東京 / ザ・キャピトルホテル東急

/ザ・ウィンザーホテル洞爺/ 星野リゾート/丸の内ホテル/ホテル ザ・マンハッタン/東

京ドームホテル/東京ベイ舞浜ホテル/横浜グランドインターコンチネンタルホテル/森ト

ラスト・ホテルズ&リゾーツ/テイクアンドギヴ・ニーズ【T&G】/高見【TAKAMI BRIDAL】

/ホテル日航成田 

サービス他 

JR 東日本ステーションサービス/みずほ総合研究所/三井住友トラスト基礎研究所/綜合警

備保障【ALSOK】/テンプスタッフ/パソナ/リクルートグループ/インテリジェンス/ぐる

なび/日本郵便/ベルリッツ・ジャパン/日立柏レイソル/KCJ GROUP【キッザニア】/税理

士法人各社 

教員 

千葉県教育委員会/茨城県教育委員会/埼玉県教育委員会/東京都教育委員会/鳥取県教育

委員会/さいたま市教育委員会/横浜市教育委員会/二松學舍大学附属柏中学校 高等学校/

日本大学習志野高等学校/東京学館浦安中学校・高等学校/安田学園中学校・高等学校/埼

玉栄中学校・高等学校/浦和実業学園高等学校/常磐大学高等学校/明徳義塾中高等学校/

麗澤中学・高等学校/インターナショナルスクール船橋/ 東京早稲田外国語学校/キノシ

タ学園日本語学校 

公務員・団体 

経済産業省/国土交通省/法務省/東京都人事委員会/柏市役所/市川市役所/成田市役所/八

千代市役所/四街道市役所/取手市役所/常総市役所/神栖市役所/鉾田市役所/坂東市役所/

古河市役所/石川市役所/伊達市役所/熱海市役所/白岡市役所/群馬県警察/警視庁/千葉県

警察本部/茨城県警察本部/埼玉県警察本部/神奈川県警察本部/大阪府警察本部/京都府警

察本部/秋田県警察本部/東京消防庁/千葉市消防局/我孫子市消防本部/取手市消防本部/

土浦市消防本部/江南市消防本部/横浜市消防局/青年海外協力協会【青年海外協力隊】/

水資源機構/各地区農業協同組合 

 


