
参考資料（２）

校名 学生による就職支援活動の具体的な活動内容
山形大学 就職課，学内生協と連携し，自己分析テスト，セミナー等を行っている。
千葉大学 学生自主支援組織「ｃａｒｅｅｒ　ｐｏｒｔ」による，セミナーを３回企画，実施。
お茶の水女
子大学

大学祭（徽音祭）で学園祭実行委員企画によるシンポジウムを実施：「就職活動で失敗しないために～ハッピー
キャリアのススメ～」と題して講師を呼び講演を行った。

金沢大学 就職セミナーの企画・実施，内定者就職活動座談会等
名古屋大学 ・就活サポーター（進路の決まった４年，修士課程２年生で後輩の就職活動を支援する学生ボランティア団体）

・就職支援サークル「Ｏｎｎ」
香川大学 （教育学部）

・学生による教員採用試験対策自主学習会
・学生自治会による先輩の体験談
（就職支援室）
個別の企業説明会、ガイダンス等の共催

熊本大学 ●キャリアデザインセミナー
　就活を終えた４年生を中心とした学生スタッフによる手作り就活イベント（本番及び事前講座・事後講座）
●ＫＳＡ（熊本大学学生就職アドバイザー）
上記スタッフがキャリア支援課において後輩達に就活アドバイス

名古屋市立
大学

内定を得た学生による在学生へのアドバイス

奈良県立大
学

内定者による就職体験談発表、グループディスカッションのアドバイザー

山口県立大
学

就職ガイダンスの企画・運営補助

宮崎県立看
護大学

特別講義の企画・運営、模擬試験の実施等

長野大学 就職活動を終えた（就職先の決定した）４年生がこれから就職活動を始める３年生の支援をしている。
横浜商科大
学

名称：就職サークル
メンバー構成：就職活動を終了した４年次生（６名）、就職活動を控えた３年次生（２０名）
活動内容：４年次生から３年次生に対し、就職活動のハウツーを伝えるとともに、個別相談を行う。また、必要に応
じ就職サークルＯＢ、教職員および就職コンサルタントを招き、研究会を実施する。

聖学院大学 就職活動を終えた４年生が３年生の就職支援（相談・ガイダンスの実施など）を行っている。
東京情報大
学

就職課資料室に学生相談ブースを設け、４年生就職内定者が学生就職アドバイザーとして、３年生（１，２年生も
可）に対して、経験をもとに就職に関する助言を行っている。

学習院大学 当該年度の内定者有志によって、就職部ホームページ内の掲示板に書き込まれた質問に回答してもらっている。
また、内定者有志によるパネルディスカッションを実施し、各々就職活動の体験談を語ってもらっている。

國學院大學 有志で就職課が公認したグループのみ内容を確認した上で活動を認めている。内容は就職活動全般で下級生の
相談に応じる形となっている。

国際基督教
大学

就職活動リーダーズを組織し、各種就職支援行事の企画・運営を行っている。

駒澤大学 ・内定の決まった４年次生が同学年及び３年次生への就職相談を行っている。
実践女子大
学

「ジュニアアドバイザー」制度
主催はキャリアセンター。進路を決定した４年生の中から、キャリアセンターが選んだ学生に「ジュニアアドバイ
ザー」として、３年生の支援を手伝ってもらっている。具体的には１０月から１２月までの３ヶ月間、授業の空き時間
にキャリアセンターに詰めてもらい、オープンスペースにて、３年生の就職活動に関しての素朴な質問等に答えても

清泉女子大
学

大学祭でのキャリアを考えるパネルディスカッション

多摩美術大
学

１１月から１２月にかけて、就職内定者（学生）による就職活動の報告会を実施している。学内の関心も高く、参加
学生は多い。

中央大学 学生が自主的に集まりを作り、講師を呼び、就職活動を中心とした勉強会を開催している。
東京経済大
学

就職活動を終えた４年生に「就活アドバイザー」として登録してもらい、３年生以下の学生の相談にのってもらう。

東洋大学 学生主催による就職活動セミナーの開催
早稲田大学 就職支援イベント・・・・「優良企業説明会」、「就職活動相談会」、「就活模範劇」

キャリア関係イベント・・・・「超体験型セミナー」、「１・２年生から作る就活脳」
桜美林大学 内定を得た大学４年生による相談（学生就職アドバイザーの設置）など
創価大学 ＲＳＳ（リクルートサポートスタッフ）として、４年生の内定者有志を集い、ボランティアとして個人相談・内定者懇談

会・サポートイベントを開催している。
恵泉女学園
大学

就職内定者による就職活動の紹介＝内容は内定者が独自に組み立て実施まで担当する

学習院女子
大学

１．就職活動報告会
２．内定学生による学生相談コーナー
３．内定者業界別パネルディスカッション
４．面接対策セミナーの補助用務

名城大学 ジュニアアドバイザー制度：　就職先が決まりアドバイザー登録をした４年次生から、その経験を活かし後輩達へ就
職活動についての相談事やアドバイスなどをしてもらいます。

中部大学 学生たちによる学生のための就職支援サークルがある
愛知淑徳大
学

就職内定者による活動体験発表

東海学園大
学

就職活動の体験発表や情報交換会及び就職活動相談

静岡文化芸
術大学

就職が決まった４年生が、３年生に対して就職活動等の相談にのる、「就職相談会」を実施

同志社大学 学生の自主的な就職支援サークルがある。



参考資料（２）

校名 学生による就職支援活動の具体的な活動内容
大阪経済大
学

時間を決めて、就職が決まった４年生が、進路支援センター学習室にて、３年生の相談にのっている。

大阪樟蔭女
子大学

４回生内定者懇談会における就職活動体験発表
「樟蔭ＪＯＢカフェ」として、４回生による個別相談
後輩向け閲覧資料として受験報告書（自分が受験した企業の面接、試験内容やアドバイスなど記入したもの）の提

帝塚山大学 学生相談員制度：内定取得した４年生が、３年生以下の今後就職活動を行う学生の相談等を行う。
関西外国語
大学

内定学生自主的な内定報告会の実施

徳山大学 学生自身が就職活動のために企業を訪問し、人事担当者と会い企業研究を行う。
松山大学 内定者の体験発表や、内定者との面接。
福岡大学 内定を得た学生を「学生アドバイザー」として配置し、３年生からの就職に関する相談に応じている。
福岡工業大
学

ジョブハンティングクラブ

中村学園大
学

ＪＡ制度、先輩による後輩へのアドバイス

沖縄国際大
学

・履歴書添削
・面接対策
・自己ＰＲ
・ＯＢ・ＯＧによる後援会
・ＳＰＩ対策勉強会
・内定者と在学生による座談会

小樽商科大
学

後輩達へ就職内定を得ている現在４年生を中心に，ガイダンスなどの情報を載せた週刊通信の発行
大学主催の就職ガイダンス及び企業等セミナー（企業研究）補助
「面接の受け方」等の企画開催及び就職に関する相談等の開催

弘前大学 　課外活動サークルの一つである就職活動支援サークルが，講師を招いての講演の実施等，学生の就職支援活
動を行っている。

埼玉大学 学生ボランティアによる就職活動相談
横浜国立大
学

キャリア・サポート（学生による学生のための就職活動支援、進路相談等）

三重大学 ポスター等の作成及び就職ガイダンス等の受付応援
島根大学 就活サークルを結成してミニセミナーを開催している。
佐賀大学 学生団体作成のホームページにより，就職活動に関する情報提供などを行っている。
長崎大学 就職内定を得た学生が後輩のために企業関係者を招きセミナー開催
群馬県立女
子大学

４年生内定者にボランティア登録をしてもらい、３年生就職活動者の希望（地域、職種、業種等）に対応したマッチン
グを事務局で行い、就職活動支援ボランティアとして活動してもらう。

大阪府立大
学

内定を得た４回生が中心となって後輩を指導する。

和歌山県立
医科大学

就職試験の内容等を記録し、後年次生が閲覧できるようにしている。

道都大学 学生主催による就職セミナ－を開催。
浅井学園大
学

有志数名が他大学学生と協力して活動している。今後、インターンシップサポートサークル、就活サークルの設置
を予定している。

和洋女子大
学

主として後輩対象に、先輩を活用し、「内定者報告会」「インターンシップ報告会」「学科別先輩を囲む懇談会」等を
実施。

相模女子大
学

社会見学のサークルが企業訪問の報告を行っている

専修大学 学生就職アドバイザー
大東文化大
学

外国語学部日本語学科では「就職プロジェクト」を年５回実施し、４年生の活動報告会や業界研究を行っている。

東海大学 就職活動を終えた４年生による「就職活動支援セミナー」。内容は、①学生が考える就職課の使い方②就職体験を
通しての後輩へのアドバイス等。

日本女子大
学

面接体験、就職活動体験報告（懇談会、紙面にて提出）等

立教大学 内定者による３年生就職支援組織「立教キャリア塾」による各種プログラムを開催している。
詳しくは本学ホームページを参照（http://www.rikkyo.ne.jp/grp/career/j-career/index.html）

愛知大学 キャリア支援ガイダンスにおいての就職活動体験報告・パネラー役や先輩相談コーナーでのアドバイザー
中京大学 内定者による下級生との懇談会
同志社女子
大学

先輩相談会の実施。
就職活動を行い内定を得た先輩学生（４年次生）を囲んでの後輩学生（主に３年次生）向け就職相談会。懇談形式
で実施し、先輩学生から就職活動における体験談や、後輩学生からの質問や悩みに答えてもらう。

佛教大学 インターンシップを受講し進路が決定した４回生をＳＣＡ（スチューデント・キャリア・アドバイザー）として任命し、学
生支援に当たる。ＳＣＡによるサテライトスタジオ「就職情報カフェ」の運営。

大阪商業大
学

アドバイザリーシタッフとして、就職が決定した４年生（３～４名）を就職課に常駐させ（１１月～２月末）、就職相談役
として活動している。（アルバイトとして雇用）

関西学院大
学

就職活動を終えた４年生によるボランティア団体として就職部傘下で、毎年、活動を展開している。活動体験談、業
界研究会、研究会を企画実施している。

武庫川女子
大学

・スチューデントキャリアサポーター
　キャリアセンターが主催する各種行事のサポート、自主企画・運営を行い、キャリアセンタースタッフとの交流をも
つことで、その後の学生生活や進路選択に役立てる。
・学生アドバイザー（卒業学年）
　内定を受けた学生による就職活動対象学生への相談支援。

阪南大学 就職の内定を得た４年次生を「就職アドバイザー」として起用し、自らの就職活動体験を後輩の３年次生へアドバイ
四天王寺国
際仏教大学

低学年の学生を対象とし、内定者より相談業務等を行なっている。



参考資料（２）

校名 学生による就職支援活動の具体的な活動内容
広島工業大
学

学生キャリア・アドバイザー（１０月～１２月の間、平日１２時３０分～１６時３０分）

久留米大学 内定の決定した４年生がアドバイザーとして就職相談に対応している。
西南学院大
学

就職活動支援を目的としたサークルがあり、講演会、相談会、勉強会などを自主的に実施している。また就職課で
は就職が決定した４年生をスチューデントアドバイザーとして就職課資料室で定期的に相談会を実施している。そ
のた、模擬面接会や体験報告会などに協力してもらっている。

西日本工業
大学

電気ライセンス研究同好会：資格取得を目的とした活動（講義等）を行っている。

活水女子大
学

内定者による就職懇談会など、学生の協力を得て就職支援をおこなっている。

拓殖大学 就職活動全般の支援
武蔵大学 ４年生が個人資格またはグループで、３年生に対してガイダンスや講座を開設している。
明星大学 内定者による３年生のための就職相談会
武蔵野大学 ○キャリアモニター制度（７０名の学生が参加）：平成１６年度より全学生を対象とし、学生自らが学生の就職活動

を支援するために、キャリアモニター制度を導入。１年生から４年生までの学生が登録しており、学年・学科を超え
たネットワークにより、活動を展開。平成１７年度にはキャリアコミュニケーションキャンプ、業界研究コンペ、メール
マガジン、ＳＰＩ対策勉強会、企業見学プロジェクトなど。プログラムによっては、一般学生を対象としたプログラムも

駒沢女子大
学

就職アドバイザー
就職活動を終えた大学４年生（任意）による後輩への就職支援（相談・アドバイス）。
学内で開催される「内定者報告会」「内定者交流会」に積極的に参加。
（内定者報告会・内定者交流会：就職活動を終えた大学４年生による報告会・交流会。大学４年生による就職相談
やアドバイスによって就職活動を迎える大学３年生の就職支援を目的とする。）

静岡英和学
院大学

・４年生内定者が週３日程度、就職センターで後輩の就職活動に対しアドバイスしているとともに、就職活動支援ブ
ログを立ち上げ、３年生の疑問や質問に対応している。

神戸女子大
学

内定者や受験実績者と受験予定者の面談や情報交換（但し個人情報保護の関係上、必ずキャリアサポートセン
ター職員が仲介を行う）

鳥取環境大
学

４年有志による相談会、報告会を実施

九州産業大
学

就職が内定した４年次生が、就職活動中の３年次生の相談相手となり、指導・助言を行っている。（ジュニアアドバ
イザー制度（現在２９名／無償））

九州国際大
学

学生就職アドバイザー

沖縄大学 就職支援学生サークルが活動
北海道大学 団体名：就活プロジェクト

就職活動を終えた内定者が自らの経験・知識を後輩に伝え・助ける場を提供している。
また、これから就職活動を行う学生が、先輩や仲間から情報を得る場を提供している。

東北大学 学生が中心となり、ガイダンス等を開催している。
新潟大学 　キャリアセンターで後援している学生の就職サークルがあり，就職情報の交換やエントリーシートの添削，面接の

勉強会を中心に活動している。
筑波大学 内定者報告会
東京大学 ・丁友会（工学部自治会）
東京外国語
大学

内定学生による個別相談（就職活動のノウハウ、企業の採用活動など）。

東京学芸大
学

内定を取った４年生による３年生への指導（全７回）

岐阜大学 企業説明会の企画実施
神戸大学 学生による実体験に基づく就職活動支援活動を行っている。（主に，対話形式のセミナー等）

団体名：就職活動支援組織ｊｏｂ－ｎａｖｉ
鳥取大学 ・ＳＰＩ，一般常識などの筆記試験対策

・履歴書，ＥＳ添削
・学生や教員を交えての面接対策
・就職活動に役立つ情報交換会

広島大学 司法試験・公務員試験の合格を目指して，主に法学部の学生が講習会などを企画している。
山口大学 就職活動交流会の開催

就職活動体験報告集「就活Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」の作成
企業研究会のスタッフ

徳島大学 就職活動体験談，自己分析セミナー，パネルディスカッション，ＷＥＢ登録セミナー，就職相談
宮崎大学 学生の自主組織「ＳＨＵ－ＫＥＮ（就研）」が「学生による学生のための就職応援プログラム」として次の活動を企画

している。
①ＯＢ・ＯＧを招いての座談会②業界説明会③早期インターンシップ④キャリアデザイン講座⑤大学内における就

鹿児島大学 ・就職活動を終えた４年生とこれから就職活動に挑む３年生による就職セミナーの実施
・学部教員による就職対策講演会、鹿児島県教育委員会人事管理監による講演会、卒業生による教員採用試験
対策講演会、在学生、本年教員採用試験合格者の講演会

岩手県立大
学

学生団体独自で卒業生の座談会や内定者からの後輩へのアドバイスの会を企画し行っている。

首都大学東
京

学生たちによる学生のための就職支援サークルがある

福井県立大
学

ゼミ等を中心とした学生が主体的に開催するセミナー等

大阪市立大
学

学生が少数のグループで内定者報告会等を企画・実施している。

県立長崎
シーボルト
大学

やるばい就活宣言（長崎発キャリアデザインセミナー）



参考資料（２）

校名 学生による就職支援活動の具体的な活動内容
聖マリアン
ナ医科大学

　５、６年生を中心に医師国家試験対策委員会が組織されている。ビデオ講座、模擬試験等を実施し、医師国家試
験対策を講じている。

文京学院大
学

機関紙の発行（キャリアリーダーだより）、キャリアガイダンスの司会進行、社会見学、大学祭の発表。

共立女子大
学

学生スタッフを募集し、ガイダンス計画から実施までの協力

愛知新城大
谷大学

卒業生による就職活動を語る会を就職ガイダンスの一つとして実施している。

京都外国語
大学

内定者による個別相談会

京都産業大
学

進路先が決定した４年次生が、１０～１月にかけて「学生就職アドバイザー」として進路センターに常駐。最も身近
な先輩として、後輩にアドバイスをする。

甲南女子大
学

学生の有志が行っている。

追手門学院
大学

４年生の内定者と就職活動を実施する３年生との懇談会

流通科学大
学

就職が決定した４回生がキャリアチューターとなり、就職活動を実施している３回生に対し、経験に基づく助言、アド
バイスを実施。

倉敷芸術科
学大学

学内企業懇談会の運営等

鹿児島国際
大学

・様々な業種に就職内定した大学４年生と短期大学部２年生が、これから就職活動を始める学生（主に大学３年生
や短期大学部１年生）を対象に自分の就職活動の体験をもとに就職・進路ついてアドバイスする「学生アドバイ
ザーによる就職相談」を実施している。

名桜大学 就職ガイダンス等の運営サポート及び後輩（３年次学生）への就職活動体験アドバイス等
長崎外国語
大学

　県が支援している県内大学生を対象とした「ジョブ倶楽部」に加入している学生がおり、各種就職支援活動を行っ
ている。

信州大学 学生が長野県企業を取材して，その記事を書いて冊子を配布している。（全学的規模での活動）
秋田大学 学生支援総合センター学生協力員が企業合同説明会等に協力している。
大阪外国語
大学

学内就職セミナーのスタッフ，自主的に学生が行う面接講座等のセミナー，就職相談等

高崎経済大
学

　学生の団体である『ゼミナール協議会」において、就職活動を支援するための各種講演会や就活マナーなどの講
習会を実施している。

静岡県立大
学

キャリア支援サークルが支援企画を実施。（インターンシップ、就活事前合宿、就活ツアー、自己分析講座等）

甲南大学 後輩の就職活動支援全般
岡山大学 ◎　就職ガイダンスの実施

　　ガイダンス・グループワーク、面接講座、内定学生による就職相談、企業人事担当者による業界ラボ
愛媛大学 学内ボランティアグループ（キャリアサポーター）による就職支援企画の開催
九州大学 就職活動体験談集の編集、座談会の開催
神戸市外国
語大学

就職内定者との交流会での３年生への支援や就職推進室を介しての個別アドバイス、また「就職活動アンケート」
の提出や「就職活動体験記」の投稿

福井工業大
学

企業から内定を獲得し就職活動を終了した４年生の体験談を発表する場を設け、これから就職活動を開始する３
年生へのアドバイスとしている。

立命館大学 スチューデンツネットワーク：学生とＯＢ・ＯＧが連携してキャリア形成サポートを行なっている。
神戸松蔭女
子学院大学

内定学生による就職体験報告会、内定学生による相談会

滋賀大学 「就職内定者による後輩指導」
就職の内定した４回生が、企業毎にブースを設け、関心を持つ３回生に個別に体験談を話し、質問に本音で答え

宮城大学 資格の取得や就職活動に向けて、企業の研究をしたり、主体性を持ってビジネスに立ち向かう学生の創出をする
などしている学生サークルが数団体ある。

玉川大学 ゼミ毎の就職委員がいる。
東京農業大
学

相談の対応

愛知学泉大
学

４年生が在学生の相談にのったり、ＮＤ（内定ダッシュ）会という自主勉強会で支援する。

龍谷大学 キャリアサポーターとして、キャリア開発部主催のガイダンス運営や自主企画のセミナーを通して活動。
東和大学 就職サークルのメンバーによる勉強会
福岡女子大
学

学生が企業を取材し、就職情報誌等にその企業情報を掲載したりしている。

明治大学 学部のゼミナール協議会の学生や内定者の有志が就職講演会，就職体験報告会を実施する場合に支援している
立命館アジ
ア太平洋大
学

就職内定者による、就職活動を始める学生との懇談会の実施。
就職内定者による、キャリア・オフィス窓口での就職相談。

聖心女子大
学

入職後２～３年以内の卒業生を呼ぶ講演会（名称：「適職探求セミナー」）

天理大学 早期に内定獲得した４年次生が、スチューデントアドバイザーとして、３年次生に就職活動等のアドバイスを行って
いる。

女子栄養大
学短期大学
部

上級学生からのアドバイス及びガイダンス、卒業生を招いて実施するガイダンスを実施している。

文京学院短
期大学

学生による「キャリア委員会」を組織している。



参考資料（２）

校名 学生による就職支援活動の具体的な活動内容
関西外国語
大学短期大
学部

内定者が後輩の就職相談に乗る。

相模女子大
学短期大学
部

社会見学のサークルが企業訪問の報告を行っている

青山学院女
子短期大学

内定者に依頼して報告会を毎年開いている。
（就職説明会：配布した「就職のてびき」に基づき、就職関連行事・就職活動の流れ・自己分析・求人票の見方など
基本的な事項について担当職員がガイダンスをし、当該年度の内定状況の報告も併せて行う。また、内定者数名
に就職活動時の実体験をもとにそれぞれ講演してもらう。）

武庫川女子
大学短期大
学部

・学生アドバイザー（卒業学年）
　　内定を受けた学生による就職活動対象学生への相談支援。

大阪樟蔭女
子大学短期
大学部

２回生内定者懇談会における就職活動体験発表
後輩向け閲覧資料として受験報告書（自分が受験した企業の面接、試験内容やアドバイスなど記入したもの）の提
出

共立女子短
期大学

学生スタッフを募集し、ガイダンス計画から実施までの協力

愛知新城大
谷大学短期
大学部

卒業生による就職活動を語る会を就職ガイダンスの一つとして実施している。

京都外国語
短期大学

内定者による個別相談会

上智短期大
学

　就活ボランティアとして一年次生数名で組織し、二年次生の内定者を招いて体験談・質疑を通し情報交換をはか
る。

神戸松蔭女
子学院大学
短期大学部

内定学生による就職体験報告会、内定学生による相談会

東京農業大
学短期大学
部

相談の対応

宝仙学園短
期大学

受験報告書を作成して、次年度の学生の参考に供している。

京都短期大
学

面接の練習、自己ＰＲの作り方、ビジネスマナー、履歴書の書き方、応募書類の書き方等

龍谷大学短
期大学部

キャリアサポーターとして、キャリア開発部主催のガイダンス運営や自主企画のセミナーを通して活動。

四天王寺国
際仏教大学
短期大学部

低学年の学生を対象とし、内定者より相談業務等を行なっている。

鹿児島国際
大学短期大
学部

・様々な業種に就職内定した大学４年生と短期大学部２年生が、これから就職活動を始める学生（主に大学３年生
や短期大学部１年生）を対象に自分の就職活動の体験をもとに就職・進路ついてアドバイスする「学生アドバイ
ザーによる就職相談」を実施している。

鹿児島県立
短期大学

自治会が主催し，就職懇談会を実施している。


