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平成28年度 明星大学学位記授与式特集



[博士の学位]

　理工学研究科……………………… 1名

[修士の学位]

　理工学研究科………………………22名

　人文学研究科………………………16名

　情報学研究科……………………… 2名

　経済学研究科……………………… 2名

[学士の学位]

　理工学部………………………… 354名

　人文学部………………………… 416名

　経済学部………………………… 263名

　情報学部………………………… 127名

　造形芸術学部………………………58名

　教育学部………………………… 385名

　経営学部………………………… 179名

　

合計1,825 名

卒業生数

平成28 年度

明星大学学位記授与式
平成28 年度明星大学学位記授与式を3 月24 日（金）午前
10 時30 分より本校体育館にて開催いたしました。式で
は、各学部卒業生、大学院修了生の代表者に、大橋学長から
卒業証書、学位記が授与されました。
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　本日、明星大学は学士課程および博

士課程修了者に対する学位記授与式を

迎えました。

　卒業式の今日、誰もが晴れやかな表

情を表しているのを見るのは誠に喜ば

しい限りです。

　皆さんは数年間にわたる学修の過程

を経て晴れて学位を取得しました。

　ただ今、学位記を手渡した時、緊張

した表情の中にも思わず笑みがこぼれ

ていました。達成感にあふれた、決意

に満ちた表情が伺われ、誠に頼もしく

感じられました。

　皆さんが手にした学位記は、言って

みれば１枚の紙かもしれません。でも、

その意味、重みは、数年間の学業、努

力が凝縮されたものです。じっくりと

その意味をかみしめ、自信を持って今

後の活躍に活かしてください。

　ここで、改めて皆さんが学んだ本学

のビジョン、教育目標である「自己実

現を目指し、社会貢献ができる人の育

成」を思い返してください。

　自己実現の自己とは、他者に依存し

ない自立した存在としての自分です。

自己を確立し、自分の可能性・能力を

最大限発揮して自分の目標を達成する

ことが自己実現です。

　自己の目標を設定し、その達成に向

けて努力するということは、今後もあ

るはずです。

　これからは、志高く、新たな自己実

現を目指し、今まで身に付けた力を

様々な場面で発揮し、活躍することに

よって社会に貢献してください。

　さて、これから社会に出て活躍され

る皆さんにとって最も大切なのは、事

にあたっての積極性、真摯な姿勢です。

そして、自分が所属した組織のなかで

信頼される人になることです。得意な

分野、スキルを高め、存在感を示せる

ようになることによって、信頼を得る

ことです。配属された組織、部署に必

要とされることのなかで、自分ができ

ることは何かということを見定め、そ

のための能力、スキルを磨き、高める

ことです。

　ところで、現在は、見通しがつかな

い社会であると言われます。しかし、

過去においても先の見通しができた時

代、社会はありません。皆さんは、い

わばレールのない、シナリオのない、

模索が続く社会へ船出するのです。

　未来は異なる可能性のすべてを持っ

た、枝分かれした樹であると言います。

これらのことは、皆さんにとっては、

選択肢の多いなかで自らが判断し、最

適な道を選んでいくことが求められる

ことを意味します。

　皆さんがこれから直面するであろう

すべてのケースを書き尽くしたシナリ

オはありません。しかし皆さんは、自

立して判断し、行動できる力を大学で

学んだはずです。

　困難に直面し、失敗し、自分の思う

ようにはいかないことがあると思いま

す。しかし、失敗、悩み、試練が一つ

もないという人生はありえませんし、

それは逆にあまり面白くない人生かも

しれません。

　苦しい時は上り坂と言います。目標

に向かって頑張っている時ですからそ

れは上り坂です。

　苦節があるからこそ、乗り越えたこ

とによる達成感があり、そのことに

よって、自信を高め、次のステップへ

の発展があるのです。

　以上、本学で学んだことを糧に、自

信を持って活躍されることを祈念し

て、今日をもって大学を巣立つ皆さん

へのはなむけの言葉といたします。

学 長 告 辞

明星大学　学長

大 橋   有 弘

　同窓会会長の福田です。

同窓会会員を代表しまして、卒業生並

びに保護者の皆さまに心よりお祝いを

申し上げます。

　卒業生の皆さま、学生生活はいかが

でしたでしょうか。

　様々な思い出があると思いますが、

社会人としてスタートするにあたり、

参考にしていただければと思いお話し

いたします。

　社会人になりますと、学生時代と生

活のリズムが大きく変わり、健康維持

がむずかしくなります。体を動かすよ

うにしてください。上手に息抜きをす

る時間を持ってほしいと思います。健

康を大事にしてください。

　また、今後困難な事柄に遭遇するこ

とがあると思いますが、困難な事柄に

遭遇した時は、最初の想いを忘れない

でください。困難を乗り越えようとす

る気持ちが大切です。諦めないで　真

面目に、努力してください。

　もう一つ、明星大学の卒業生は、お

よそ 73,000 名となります。

　今後、社会のなかで明星大学の卒業

生にお会いする機会があると思いま

す。大学の話題で盛り上がってくださ

い。大学で学んだこと、過ごしたこと

を忘れずにお過ごしください。

　同窓会では、大学のご支援をいただ

き、星友祭期間中に「All Stars’ Day」

を開催しております。どうぞご参加く

ださい。

　大学や、恩師、同窓生の情報を掲載

した同窓会誌「明星会だより」も年 2

回発行しています。

　また同窓会は、創設 50 周年を迎え、

2018 年には記念事業を企画しており

ます。

　卒業してからも、時には母校を訪ね

て、皆さまの情報をお聞かせください。

　最後に、同窓会からお願いがござい

ます。

　「明星会だより」や、お知らせをお

届けするために、お住まいが変わられ

た際は、同窓会事務局までお知らせく

ださい。

　同窓会会員の一員として、ご活躍さ

れることを祈念し、激励の言葉、お祝

いの言葉とさせていただきます。

　本日は、誠におめでとうございます。

明星大学同窓会会長

福 田 　 龍 男

来 賓 祝 辞
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　寒さのなかにも、やわらかな春の日

差しを感じる季節となりました。

　本日は私達卒業生のため、盛大で心

温まる式典を催していただき、誠にあ

りがとうございます。またお忙しいな

か、教職員の皆さま、御来賓の方々の

ご臨席を賜り、卒業生一同心より御礼

申し上げます。

　私は四年前の春、明星大学人文学部

心理学科へ入学しました。大学での新

たな生活が始まることへの期待に胸膨

らませ、入学式に参加したことが、昨

日のことのように思い返せます。

　私は新潟に居住していましたので、

親元を離れた上京生活も同時に始まり

ました。両親も快く送り出してくれ、

離れていても、私のことをいつも陰な

がら応援してくれましたので、努力を

惜しまず全力で日々を過ごすことがで

きました。

　慣れない毎日に辛くなることもあり

ましたが、そんな時にそばで励まして

くれたのは、大学で出会った仲間達で

した。共に学び、たくさんの楽しい思

い出を作り、充実した大学生活を作り

上げてくれました。

　特にゼミ活動においては、今まで得

た知識を体験していくことができたの

で、重ねていくうちに、他者との交流

に自信をつけていくことができまし

た。なかでも、ゼミ合宿は仲間と過ご

す時間も長く、距離が縮まるきっかけ

になった大切な時間になりました。

　学部を越えたたくさんの出会いも、

私に多くの刺激を与えてくれました。

異なる学びをしている仲間との出会い

によって、更に広い視野を持てるよう

になり、大変だった就職活動も、将来

への夢や目標を共有し、お互いに励ま

し合ったおかげで、地元の銀行に就職

することができました。

　四年間の大学生活では、様々な知識

や経験を習得することができ、それを

活かすことができた瞬間も何度も体験

することができました。学びたいとい

う好奇心があれば、私達は自分の限界

を超え、どこまでも成長してゆけるこ

とを教えてもらいました。

　私達卒業生一同は、四月よりそれぞ

れの道を歩んで行きます。様々な困難

にぶつかっても、在学中に培った力を

活かし、多くの人と協力して新たな道

を切り開いて進んでいきたいと思いま

す。私達一人一人が社会で活躍するこ

とが、これまで私達の様々な可能性を

信じ、支えてくださった皆さまやたく

さんの体験を与えてくださった方々へ

の最大の恩返しであることを深く胸に

刻みます。

　最後になりますが、私達が無事に大

学生活を送ってこられたのは、諸先生

方、職員の皆さま、家族からの支援が

あってのことと、心より感謝いたしま

す。卒業後も変わらず、ご指導くださ

いますよう、すべての皆さまに心より

お願い申し上げます。

　明星大学の一層の発展と、本日参列

のすべての方々のご活躍、ご健勝を祈

念いたしまして、答辞とさせていただ

きます。

平成 28 年度　卒業生総代 

人文学部　心理学科

目 黒 　 真 知

学位記
授与式

フォトレポート

卒 業 生 答 辞
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平成28年度　主将

比留間　公紀さん
総合理工学科物理学系4年生

平成28年度　主将

総合理工学科生命科学・化学系3年生

太田　充紀さん
平成28年度　主将

経済学部経済学科4年生

長谷川　純希さん

　日頃より学生達のクラブ活動、学生活動に多大なる
ご理解ご支援をいただきありがとうございます。
　育星会から援助される学生活動援助費により、学生
個人の経済的負担が軽減され、クラブ活動など熱心に
取り組む学生が増えております。
　平成28年度は、リーグ昇格や全国大会出場、また
社会的な地域貢献活動などで活躍した学生もおりまし
た。引き続き、育星会からの援助をいただき、各クラ
ブが一つ上の目標に到達できるよう学生達を支援した
いと思います。
　また、勤労奨学金は経済支援とともに、本人の学生
生活充実、働くことへの意識向上に大変役立っており
ます。育星会から800万円の補助金をいただき、当該
年度は150名の学生が採用され、11月より学内の所
属部署業務、オープンキャンパスなどの全学的な学内
行事に積極的に取り組んでおります。

学生活動援助および学生選定図書購入支援報告

　育星会からは毎年、学生のための図書を多く寄贈い
ただいております。平成28年度も多大なるご支援を
賜り、心より御礼申し上げます。
　図書の選定には学生によるリクエスト制度を設けて
おり、昨年度はおよそ1,540点の図書やＤＶＤ類が選
定されました。その内容は、資格勉強の本、人気作家
の小説や教養書、趣味実用書、話題の映画など、多種
多様です。
　育星会コーナーは、2階入口付近にあり、話題書や
新刊書を探す楽しみがあるエリアとなっています。今
後もより多くの学生からのリクエストをお待ちしてお
ります。保護者の皆さまも、図書館をご利用いただく
ことができますので、ぜひご来館ください。また、ご
来館の際には、「育星会コーナー」をご覧いただけま
したら幸いです。今後ともご支援のほど、よろしくお
願い申し上げます。

育星会は、学生の教育支援および大学の教育事業の振興に寄与することを目的とし、学生活動援助事業と学生選定図書購入支援
を行っております。学生活動援助事業では、部活動およびサークル活動、大学祭、勤労奨学制度、就職指導などへの支援を行って
おります。本頁では、学生活動援助事業より、部活動およびサークル活動支援・勤労奨学制度支援・就職指導支援について、また、
学生選定図書購入支援について、大学の担当部署長からの報告と、部活動支援を受けた学生の声を掲載いたします。

　保護者の皆さま、いつも就職支援業務にご理解とご支援
を賜り、誠にありがとうございます。
　平成28年度も、前年度に引き続き大学に到着する求人
件数は顕著に増加し、平成 20年リーマン・ショック前の
状況までに回復いたしました。一方で有名大企業や東証一
部上場企業、中堅優良企業への就職に関しては、相変わら
ず厳しい競争が続きました。このため、学生1人1人の可
能性を最大限引き出して就職活動成功に導くため、お預か
りした就職指導補助費を有効に活用させていただきまし
た。本補助費により、「就職基礎講座」、「筆記試験対策講座」、

「有力企業チャレンジゼミ」を開設、また、キャリアカウ
ンセラーを増員し、相談体制の強化を行うとともに、基礎

力・実践力の向上、より高い目標に向かえる体制を整える
ことができました。おかげさまで、大手メーカー、メガバ
ンク、地元金融機関など有力企業からの内定獲得者が大幅
増加、「手塩にかける」個別対応により高い就職率も維持し、
これまで以上の実績を残すことができました。これらのご
支援に心より感謝申し上げますとともに、今後ともどうぞ
よろしくお願い申し上げます。

voice 空手部

voice 学生サポートセンター

voice キャリアセンター

voice 図書館

　昭和39年に創部した空手部に
は53年の歴史があります。一昨
年行われた “創部50年” のパー
ティーには多くのOBが参加さ
れ、空手部の親密な縦のつなが
りを改めて感じることができま
した。
　平成28年度の部員数は24人。
活動費として一番かかるのは、
公式戦に出場するために必要な

『全日本空手道連盟』への登録費
や昇段審査時の費用です。部員
数分の登録費用となるとけっこ
うな金額になります。部費も徴
収してはいますが、それだけで
はどうしても限界があり、全員
が登録することはできず、大会
出場できる人数も限られてきま
す。育星会からの援助金はそう
いった費用に充てられています。
　また、援助金があることで合
宿や他校との練習試合なども行
うことも可能となり、行動範囲

も 広 が り ま し た。昨
年度の『関東大学空手
道 選 手 権 大 会 男 子』

では1部リーグから
2部降格と悔しい結
果になってしまいま
したが、今年度は1
部リーグへの昇格
を目指すよう邁進
したいと思ってい
ます。

voice 卓球部

　平成28年度の部員数は男女あ
わせて約20名で、現在は『秋季
関東学生リーグ』で男女共に5
部リーグという成績になりま
す。育星会からの援助金は合宿
費や他校との練習試合時におけ
る交通費、大会参加時の選手登
録費などにも充てられています
が、なんといっても活動費の多
くを占めるのはボール代です。
　昨年度からルールが変わり、
試合球がこれまでのセルロイド
製からプラスティック製へと変
わりました。それにより、ボー
ルの価格が倍になり、活動費に
おけるボール代の比率も倍にな
りました。卓球では練習時も含
めて、ボールが割れてしまうこ
とが多く、1年間で使用するボー
ル数は約1万2,000球。それだけ
でもかなりの費用になってしま
います。
　卓 球 部 員 の 多 く
は 一 人 暮 ら し で ア
ルバイトなどで生
活費を稼いでいま
す。そ ん な 部 員 の
金銭面での負担を
軽減することがで
き、部活動に専
念できる環境を
整えられるのも育星会の援助金
のおかげで本当に助けられてい
ます。

voice 蹴球部

　平成28年度の蹴球部員数は、マ
ネージャーを含め43名になりま
す。1年間に前期、後期の2回部費
を徴収していますが、それはユニ
フォームやジャージ、ボール代な
どに充てられるため、運営費とし
てはほとんど残らない状況です。
活動を行う上で主に費用がかかる
のが、大会に出場するための選手
登録費や遠征費、合宿費。また、明
星大学には人工芝のグラウンドが
ないため、試合を想定して人工芝
競技場で練習する場合には使用料
もかかります。
　蹴球部では、そんな費用に育星
会からの援助金を充てています。
援助費は、良い結果を残している
強化部だけでなく、努力している
様々な部にも支援の手が差し伸べ
られています。昨年度は『東京都
大学サッカーリーグ』3部から降
格してしまい、今年度は4部リーグ
からのスタートとなってしまい
ました。蹴球部としまして
は、良い結果を出すこと
ができずに心苦しいと
ころですが、援助には
感謝の気持ちでいっ
ぱいです。
　その応援の気持ちに
応えるためにも、まずは
“今年度3部復帰” を目標
に、目に見える結果を残
したいと思っています。
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　保護者の皆さまには、平素よりキャリアセンターの就職支援にご理解ご支
援を賜り､ 厚く御礼申し上げます。平成28年度の就職状況ならびにキャリア
センターの支援について、以下ご報告申し上げます。
■平成28年度の就職環境を振り返って
　平成28年度は、引き続き、経済活動が活発化した影響により、本学への
求人数は年間6,947件（前年6,814件）に達し、平成20年リーマン・ショッ
ク前の状況までに回復いたしました。一方、大学生の有効求人倍率は、前年
度1.73倍→1.74倍(リクルートワークス研究所の調査)と同水準にとどまりま
した。本学の求人が連続して増加していることは、厳しい就職環境であった
時期より本学学生の採用活動に積極的であった懇意企業様との関係強化およ
び不断の企業開拓努力による成果であると自負しております。
　この年の環境変化といえば、まず一つ目として、2年連続での就職活動ス
ケジュールの変更が挙げられます。これは、就職活動の「広報活動」解禁日
は3月と前年同様のままであったものの、「選考（面接）活動」が8月から6月
開始へと繰り上げられ、前年5カ月間あった会社説明期間が3カ月間へと大幅
に短縮されたことです。夏場の暑い時期に行われる就職活動は、回避できた
ものの、一方で、期間短縮の影響により内定先企業および仕事内容の理解不
足を生み、また、準備不十分のままで就職活動に突入した学生の就職活動の
長期化を招いたことが問題と捉えております。
　二つ目は、取り決められたスケジュールが遵守されていないことが挙げら
れます。求人動向が上向いたことにより、一部の業界では人手不足が顕著に
なり、優秀な人材を早期に獲得すべく、就活解禁前の採用準備活動が非常に
活発に行われたことが、特筆すべきことと感じております。
　いずれにせよ、キャリアセンターにおいては、企業の採用動向を事前に
キャッチアップし、各種取り組みをベストなタイミングで準備をしており
ます。
　例年お伝えしていることではありますが、内定獲得において、特に差が出
るのは、筆記試験対策です。いくら実践的な模擬面接を重ねても、人物本位
採用と言えども、基礎能力を問う試験を突破しないことには面接の機会は与
えられません。突破し初めて面接の機会が与えられます。やはり徹底的な筆
記試験対策を行うなど、常に十分な準備が必要であると感じた１年でした。
■本学の就職内定状況
　今春の本学卒業生の就職内定率は、保護者の皆さまのご支援を賜り、本学
教職員一丸となって学生を徹底サポートした結果、92％という高い数値を達
成することができました。上場企業へ計264名（前年232名、前年比32名増）
が就職いたしました。三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行、野村證券へ連続し
て卒業生を輩出、この他保険会社各社など、大手企業への就職数が増加、複
数内定を獲得した学生も多くおりました。また、Uターン就職先として地方
銀行も増加、地方を含む地元信用金庫へは、多摩信用金庫を始めとして32
名(前年20名)が就職したことも特筆に値すると思います。
■就職機会の拡大
　平成28年度は、学内で行う会社説明会に延べ980社を超える企業・団体が
来校いたしました。合同説明会に計637社。１社単独で行う「個別」説明会
をほぼ毎日実施、計343社を招へいし、就職機会の増大を図りました。例年、
40%近い学生が学内で開催される説明会で出会った企業・団体に就職してお
ります。明星大生を採りたいという強い意志をもつ企業がこれだけ多く来校
しているということをぜひご理解ください。大学で提供する様々な講座に参
加し、学内での企業との接触機会を最大限に活用し、併せて、キャリアセン
ターを利用することが、「就職」への近道であると断言できます。
■就職活動中の学生（現４年生）への支援
　３年次に、全員参加必須のキャリアガイダンスを年３回実施。就職活動の
スケジュール感と最新情報を提供し、学生自身の就職活動準備状況を認識し
てもらいつつ、行動に移すための機会といたしました。開催時期は、授業の
落ち着いた６月、各種講座開始前の９月、就職活動直前の１月に実施いたし

ました。この間、就業感を養うため、夏期インターンシップを実施。実数で
835名(前年780 名)、延べ1,215名（前年1,009名）の学生が参加いたしました。
　就職活動解禁前には、業界や企業研究の機会を拡げるため、各業界におけ
る有力企業130社以上の協力を得て「業界・しごと研究セミナー」を年4回実
施。解禁後の3月には、「学内合同企業説明会」を２日間午前午後に開催し、
大手企業を始めとする計235社が参加。過去最大規模の実施となりました。
これに加えて、「学内個別会社説明会」を月曜日から金曜日のほぼ毎日実施。
これは来年３月の卒業直前まで継続して開催予定です。是非、これらキャリ
アセンターが提供する各種就職支援プログラムを活用してほしいと思います。
　また、選考面接活動直前の5月には、履歴書添削の依頼が増加することを
予想し、カウンセラーを増員いたしました。併せて職員もフル動員し、個別
面談、エントリーシートおよび履歴書の添削などの対応を行いました。
　この他、前年度より導入しました修学支援システム「勉天」を活用し、各
種セミナー・講座の案内および申込み機能を強化、併せて、メールでの情報
発信強化を行い、常時、手元で見ることができ、すぐに登録できる環境を提
供。スマホ世代と言われる学生の欲求に的確な対応をいたしました。
■今後の就職トレンド
　「広報活動」の短縮化に伴い、何よりも解禁以前の企業動向に着目するこ
とが肝要です。
　現４年生に関しては、3月解禁以前の秋以降から「１ Dayインターンシッ
プ」が盛んに行われていました。この「１ Dayインターンシップ」では、実
質的な会社説明会が行われており、経団連加盟の企業においても実施してい
たことが実状です。併せて、経団連に加盟していない企業や外資系企業は、
以前よりこの取り決めを遵守せずに採用活動を行っております。企業の採用
活動は、3月の解禁後から、説明会、エントリーシート提出およびWEBテスト、
社員との面談、複数回の面接と矢継ぎ早に展開し、６月の面接開始時期を待
たずに面接を開始する企業も、企業規模の大小を問わず、６割以上との調査
結果もあり、選考解禁前でも内々定を出す企業が増加すると思われます。中
堅有力企業の内々定出しは、ゴールデンウィーク前後となります。現に内々
定の報告が４月に入り、一気に増え始めております。
　現３年生については、「企業説明会の解禁は３月１日、採用面接は６月１
日に据え置く」と就活スケジュールに変更がないことが発表されました。( ４
月7日経団連発表） 一方で、インターンシップ（就業体験）の日数制限（現
５日以上）が廃止され、１日のインターンシップが可能となります。
　いずれにせよ、３年生前期には就職活動に向けて心構えを、夏期にインター
ンシップ、後期よりキャリアセンターのプロジェクトや基礎講座へ参加もし
くは各学部での就活系授業や講座に出席し、秋から冬にかけて、学内外のセ
ミナーにてターゲットの業界・企業を選択、３月解禁と同時に各会社説明会
に連続的に出席、そして一気に選考活動に乗り、遅くとも４年生の７月末に
は内々定１社以上を獲て、大学生活の最後の夏休みを有意義に過ごし、秋以
降に卒研・卒論の完成に向かうというのが、ゴールデンストーリーであるこ
とに変わりはありません。並行して試験対策を繰り返し行うことは言うまで
もありません。
　キャリアセンターにおいては、就職活動スケジュールの変更に影響されな
いよう必要に応じて行事開催のタイミングや新規講座の開設など、就職活動
中の学生へタイムリーに役立つ、より有効な対策や親切なサポートを心がけ
ております。
■トピックス：インターンシップ
　例年以上にインターンシップへの関心度がさらに高まっております。
　インターンシップに積極的に参加して、自分に向いている業界や仕事につ
いて日頃より主体的に考えている学生と、漫然と就職活動に突入した学生と
では結果に大きく差が出ます。現に、インターンシップ経験のある学生は、
未経験学生より、内定率が15% 〜20%高いという学内のデータがあります。
本学では、多くの企業様・団体様のご協力により、他大学以上にバラエティ
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大学からのお知らせ

～卒業生の皆さまへ～ 証明書の申し込みについて

 平成27年度　明輝栄誉賞表彰式の報告

１．来校の場合
　下記担当窓口にある「証明書発行願」に必要事項をご記入の上、料
金分の証紙を貼り窓口へご提出ください。提出時にご本人さまを証
明するための「身分証明書（運転免許証、保険証など）」を確認させて
いただきますので必ずご持参ください。証明書の発行には、お時間を
いただく場合がございます。予め大学公式サイトにて、発行に要する
時間をご確認ください。なお、当日発行できない場合もございます。
　窓口取扱時間
　月～金　　9：00～17：00
　　　土　　9：00～15：00
　ただし、次の場合は事務取扱を休ませていただきます。

①日曜日、国民祝祭日
②大学行事日（入学式、卒業式、入学試験など）
③夏期休業（7月下旬～9月中旬）中の一部の時間
④冬期休業日（年末年始）
⑤全学休講日
⑥その他事務取扱中止日
※ご来校の際には事前に大学公式サイトにて、窓口取扱時間をご確認ください。
※夏期休業日および冬期休業日は、年度により日程が異なります。

２．郵送の場合
①	本学公式サイトに掲載している「証明書発行願」をダウンロード
の上、必要事項をご記入いただくか、便箋などに下記【記入事項】
をご記入ください。

②	証明書料金を下記のいずれかでご用意ください。
　	郵便切手、又は郵便定額小為替、郵便普通為替（受取人欄は、無
記入）

③	返信用封筒（長３サイズ、12cm×23.5cm）に、郵便番号、宛名を
ご記入の上、（返信用）切手をお貼りください。（郵送料の目安は証
明書2通までは82円、4通までは92円、郵送料が不明の場合は切
手を貼らず多めに同封いただければ、差額切手をお返しいたしま
す。）

　	以上3点をお送りください。事務局到着後、折返しお送りいたし
ます。

※電話によるご請求は、事故防止のため一切お受けいたしておりません。
※証明書の申し込みについての詳細は、大学公式サイトにてご案内しております。

あわせてご確認ください。　

【記入事項】
①学籍番号　②氏名・ふりがな（英文の場合は、ローマ字綴りもご記
入ください）　③生年月日　④学部、学科名　⑤入学年度、卒業年度　
⑥必要な証明書の名称と必要枚数（◆単位修得証明書の場合は、使用目的を
明記してください。（例）測量士申請のためなど　◆指定用紙の場合には、その旨明記

の上、指定用紙を同封してください。）　⑦申込者の電話番号
※大学よりご本人へ問い合わせる場合がございます。日中確実に連
絡が取れる電話番号を明記してください。

【証明書料金】
成績証明書、卒業証明書、修了証明書：100円
単位修得証明書、学力に関する証明書
（1校種、1教科ごと）：300円
英文卒業証明書、英文修了証明書、英文成績証明書: 500円
※料金は変更になる場合もございますので、大学公式サイトにてご
確認ください。

窓口：本校本館2階　教務企画課
〒191-8506　東京都日野市程久保2-1-1
明星大学　教務企画課　証明書担当
TEL 042-591-5742（直通）

申込先および担当窓口

 平成28年度　明輝栄誉賞表彰式の報告
　平成29年3月18日(土)、本校において表彰式が開催されまし
た。1年間の大会などにおける成績および活動の成果、また努力
を称え、前号（3月号）に掲載しました受賞者53団体・個人へ表彰
状、副賞が贈られました。また、そのなかから最高表彰である学
長賞には全日本アンサンブルコンテスト金賞グランプリ（日本
一）、吹奏楽コンクール全国大会あと一歩のところまでの実績を
残した学友会吹奏楽団、特別賞には団体で首都大学野球連盟秋季
リーグ戦2部優勝、入れ替え戦で勝利し、一部昇格を9季ぶりに果
たした硬式野球部、個人ではＷＦＤＦ２０１６世界ジュニアアル
ティメット選手権大会学生日本代表に選出されたアルティメッ
トフリスビーサークルＳＰＡＲＫＳ（スパークス）の片野宏哉さ
ん（デザイン学科）、松木翔一さん（総合理工学科建築学系）が受賞

されました。本学では、団体活動と共に個人の社会的な活動を価
値あるものとして捉えており、今後も団体、個人を問わず、学生の
課外活動を応援していく所存です。育星会の皆さまには、本褒賞
に引き続きご理解ご支援の程、お願い申し上げます。



　保護者の皆さまには、平素よりキャリアセンターの就職支援にご理解ご支
援を賜り､ 厚く御礼申し上げます。平成28年度の就職状況ならびにキャリア
センターの支援について、以下ご報告申し上げます。
■平成28年度の就職環境を振り返って
　平成28年度は、引き続き、経済活動が活発化した影響により、本学への
求人数は年間6,947件（前年6,814件）に達し、平成20年リーマン・ショッ
ク前の状況までに回復いたしました。一方、大学生の有効求人倍率は、前年
度1.73倍→1.74倍(リクルートワークス研究所の調査)と同水準にとどまりま
した。本学の求人が連続して増加していることは、厳しい就職環境であった
時期より本学学生の採用活動に積極的であった懇意企業様との関係強化およ
び不断の企業開拓努力による成果であると自負しております。
　この年の環境変化といえば、まず一つ目として、2年連続での就職活動ス
ケジュールの変更が挙げられます。これは、就職活動の「広報活動」解禁日
は3月と前年同様のままであったものの、「選考（面接）活動」が8月から6月
開始へと繰り上げられ、前年5カ月間あった会社説明期間が3カ月間へと大幅
に短縮されたことです。夏場の暑い時期に行われる就職活動は、回避できた
ものの、一方で、期間短縮の影響により内定先企業および仕事内容の理解不
足を生み、また、準備不十分のままで就職活動に突入した学生の就職活動の
長期化を招いたことが問題と捉えております。
　二つ目は、取り決められたスケジュールが遵守されていないことが挙げら
れます。求人動向が上向いたことにより、一部の業界では人手不足が顕著に
なり、優秀な人材を早期に獲得すべく、就活解禁前の採用準備活動が非常に
活発に行われたことが、特筆すべきことと感じております。
　いずれにせよ、キャリアセンターにおいては、企業の採用動向を事前に
キャッチアップし、各種取り組みをベストなタイミングで準備をしており
ます。
　例年お伝えしていることではありますが、内定獲得において、特に差が出
るのは、筆記試験対策です。いくら実践的な模擬面接を重ねても、人物本位
採用と言えども、基礎能力を問う試験を突破しないことには面接の機会は与
えられません。突破し初めて面接の機会が与えられます。やはり徹底的な筆
記試験対策を行うなど、常に十分な準備が必要であると感じた１年でした。
■本学の就職内定状況
　今春の本学卒業生の就職内定率は、保護者の皆さまのご支援を賜り、本学
教職員一丸となって学生を徹底サポートした結果、92％という高い数値を達
成することができました。上場企業へ計264名（前年232名、前年比32名増）
が就職いたしました。三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行、野村證券へ連続し
て卒業生を輩出、この他保険会社各社など、大手企業への就職数が増加、複
数内定を獲得した学生も多くおりました。また、Uターン就職先として地方
銀行も増加、地方を含む地元信用金庫へは、多摩信用金庫を始めとして32
名(前年20名)が就職したことも特筆に値すると思います。
■就職機会の拡大
　平成28年度は、学内で行う会社説明会に延べ980社を超える企業・団体が
来校いたしました。合同説明会に計637社。１社単独で行う「個別」説明会
をほぼ毎日実施、計343社を招へいし、就職機会の増大を図りました。例年、
40%近い学生が学内で開催される説明会で出会った企業・団体に就職してお
ります。明星大生を採りたいという強い意志をもつ企業がこれだけ多く来校
しているということをぜひご理解ください。大学で提供する様々な講座に参
加し、学内での企業との接触機会を最大限に活用し、併せて、キャリアセン
ターを利用することが、「就職」への近道であると断言できます。
■就職活動中の学生（現４年生）への支援
　３年次に、全員参加必須のキャリアガイダンスを年３回実施。就職活動の
スケジュール感と最新情報を提供し、学生自身の就職活動準備状況を認識し
てもらいつつ、行動に移すための機会といたしました。開催時期は、授業の
落ち着いた６月、各種講座開始前の９月、就職活動直前の１月に実施いたし

ました。この間、就業感を養うため、夏期インターンシップを実施。実数で
835名(前年780 名)、延べ1,215名（前年1,009名）の学生が参加いたしました。
　就職活動解禁前には、業界や企業研究の機会を拡げるため、各業界におけ
る有力企業130社以上の協力を得て「業界・しごと研究セミナー」を年4回実
施。解禁後の3月には、「学内合同企業説明会」を２日間午前午後に開催し、
大手企業を始めとする計235社が参加。過去最大規模の実施となりました。
これに加えて、「学内個別会社説明会」を月曜日から金曜日のほぼ毎日実施。
これは来年３月の卒業直前まで継続して開催予定です。是非、これらキャリ
アセンターが提供する各種就職支援プログラムを活用してほしいと思います。
　また、選考面接活動直前の5月には、履歴書添削の依頼が増加することを
予想し、カウンセラーを増員いたしました。併せて職員もフル動員し、個別
面談、エントリーシートおよび履歴書の添削などの対応を行いました。
　この他、前年度より導入しました修学支援システム「勉天」を活用し、各
種セミナー・講座の案内および申込み機能を強化、併せて、メールでの情報
発信強化を行い、常時、手元で見ることができ、すぐに登録できる環境を提
供。スマホ世代と言われる学生の欲求に的確な対応をいたしました。
■今後の就職トレンド
　「広報活動」の短縮化に伴い、何よりも解禁以前の企業動向に着目するこ
とが肝要です。
　現４年生に関しては、3月解禁以前の秋以降から「１ Dayインターンシッ
プ」が盛んに行われていました。この「１ Dayインターンシップ」では、実
質的な会社説明会が行われており、経団連加盟の企業においても実施してい
たことが実状です。併せて、経団連に加盟していない企業や外資系企業は、
以前よりこの取り決めを遵守せずに採用活動を行っております。企業の採用
活動は、3月の解禁後から、説明会、エントリーシート提出およびWEBテスト、
社員との面談、複数回の面接と矢継ぎ早に展開し、６月の面接開始時期を待
たずに面接を開始する企業も、企業規模の大小を問わず、６割以上との調査
結果もあり、選考解禁前でも内々定を出す企業が増加すると思われます。中
堅有力企業の内々定出しは、ゴールデンウィーク前後となります。現に内々
定の報告が４月に入り、一気に増え始めております。
　現３年生については、「企業説明会の解禁は３月１日、採用面接は６月１
日に据え置く」と就活スケジュールに変更がないことが発表されました。( ４
月7日経団連発表） 一方で、インターンシップ（就業体験）の日数制限（現
５日以上）が廃止され、１日のインターンシップが可能となります。
　いずれにせよ、３年生前期には就職活動に向けて心構えを、夏期にインター
ンシップ、後期よりキャリアセンターのプロジェクトや基礎講座へ参加もし
くは各学部での就活系授業や講座に出席し、秋から冬にかけて、学内外のセ
ミナーにてターゲットの業界・企業を選択、３月解禁と同時に各会社説明会
に連続的に出席、そして一気に選考活動に乗り、遅くとも４年生の７月末に
は内々定１社以上を獲て、大学生活の最後の夏休みを有意義に過ごし、秋以
降に卒研・卒論の完成に向かうというのが、ゴールデンストーリーであるこ
とに変わりはありません。並行して試験対策を繰り返し行うことは言うまで
もありません。
　キャリアセンターにおいては、就職活動スケジュールの変更に影響されな
いよう必要に応じて行事開催のタイミングや新規講座の開設など、就職活動
中の学生へタイムリーに役立つ、より有効な対策や親切なサポートを心がけ
ております。
■トピックス：インターンシップ
　例年以上にインターンシップへの関心度がさらに高まっております。
　インターンシップに積極的に参加して、自分に向いている業界や仕事につ
いて日頃より主体的に考えている学生と、漫然と就職活動に突入した学生と
では結果に大きく差が出ます。現に、インターンシップ経験のある学生は、
未経験学生より、内定率が15% 〜20%高いという学内のデータがあります。
本学では、多くの企業様・団体様のご協力により、他大学以上にバラエティ

▶平成28 年度就職活動レポート　

I k u s e i k a i  N o . 2 1 0   |   1312  |   I k u s e i k a i  N o . 2 1 0

大学からのお知らせ

～卒業生の皆さまへ～ 証明書の申し込みについて

 平成27年度　明輝栄誉賞表彰式の報告

１．来校の場合
　下記担当窓口にある「証明書発行願」に必要事項をご記入の上、料
金分の証紙を貼り窓口へご提出ください。提出時にご本人さまを証
明するための「身分証明書（運転免許証、保険証など）」を確認させて
いただきますので必ずご持参ください。証明書の発行には、お時間を
いただく場合がございます。予め大学公式サイトにて、発行に要する
時間をご確認ください。なお、当日発行できない場合もございます。
　窓口取扱時間
　月～金　　9：00～17：00
　　　土　　9：00～15：00
　ただし、次の場合は事務取扱を休ませていただきます。

①日曜日、国民祝祭日
②大学行事日（入学式、卒業式、入学試験など）
③夏期休業（7月下旬～9月中旬）中の一部の時間
④冬期休業日（年末年始）
⑤全学休講日
⑥その他事務取扱中止日
※ご来校の際には事前に大学公式サイトにて、窓口取扱時間をご確認ください。
※夏期休業日および冬期休業日は、年度により日程が異なります。

２．郵送の場合
①	本学公式サイトに掲載している「証明書発行願」をダウンロード
の上、必要事項をご記入いただくか、便箋などに下記【記入事項】
をご記入ください。

②	証明書料金を下記のいずれかでご用意ください。
　	郵便切手、又は郵便定額小為替、郵便普通為替（受取人欄は、無
記入）

③	返信用封筒（長３サイズ、12cm×23.5cm）に、郵便番号、宛名を
ご記入の上、（返信用）切手をお貼りください。（郵送料の目安は証
明書2通までは82円、4通までは92円、郵送料が不明の場合は切
手を貼らず多めに同封いただければ、差額切手をお返しいたしま
す。）

　	以上3点をお送りください。事務局到着後、折返しお送りいたし
ます。

※電話によるご請求は、事故防止のため一切お受けいたしておりません。
※証明書の申し込みについての詳細は、大学公式サイトにてご案内しております。

あわせてご確認ください。　

【記入事項】
①学籍番号　②氏名・ふりがな（英文の場合は、ローマ字綴りもご記
入ください）　③生年月日　④学部、学科名　⑤入学年度、卒業年度　
⑥必要な証明書の名称と必要枚数（◆単位修得証明書の場合は、使用目的を
明記してください。（例）測量士申請のためなど　◆指定用紙の場合には、その旨明記

の上、指定用紙を同封してください。）　⑦申込者の電話番号
※大学よりご本人へ問い合わせる場合がございます。日中確実に連
絡が取れる電話番号を明記してください。

【証明書料金】
成績証明書、卒業証明書、修了証明書：100円
単位修得証明書、学力に関する証明書
（1校種、1教科ごと）：300円
英文卒業証明書、英文修了証明書、英文成績証明書: 500円
※料金は変更になる場合もございますので、大学公式サイトにてご
確認ください。

窓口：本校本館2階　教務企画課
〒191-8506　東京都日野市程久保2-1-1
明星大学　教務企画課　証明書担当
TEL 042-591-5742（直通）
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▶平成28 年度卒業生　学科・学系別　主な就職内定先（ 平成29 年3 月31 日現在 ）

理工学部　総合理工学科
●物理学系
株式会社日立システムズエンジニアリング
サービス　日本ケミコン株式会社　ミサワ
ホーム株式会社　日本電気通信システム株式
会社　株式会社日産テクノ　テックスエンジ
ソリューションズ株式会社　ＭＫＩテクノロ
ジーズ株式会社　エヌ・ティ・ティ・システム技
研株式会社　クリナップ株式会社　西武信用
金庫　茨城県教員委員会（中学校）　*東海旅客
鉄道株式会社

●生命科学・化学系	
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行　日本郵便株式会
社　多摩信用金庫　西武信用金庫　株式会社ス
ギ薬局　株式会社富士薬品　株式会社日立ハイ
システム２１　株式会社小田急ビルサービス　
横河商事株式会社　株式会社渡辺オイスター研
究所　厚生労働省

●機械工学系
日野自動車株式会社　東亜道路工業株式会社　
株式会社ケーヒン　株式会社ヨロズ　富士通コ
ンポーネント株式会社　昭和飛行機工業株式会
社　三菱電機特機システム株式会社　伊藤製パ
ン株式会社　株式会社スリーボンド　千葉県庁　
*東京都庁　*蛇の目ミシン工業株式会社

●電気電子工学系
株式会社きんでん　株式会社関電工　市光工業
株式会社　日本電設工業株式会社　株式会社淺
沼組　高周波熱錬株式会社　ヤマトシステム開
発株式会社　東光電気工事株式会社　西山電気
株式会社　株式会社エヌ・ティー・ティー・エム
イー　東急ファシリティサービス株式会社

●建築学系
東日本旅客鉄道株式会社　鉄建建設株式会社　
大和ハウス工業株式会社　東鉄工業株式会社　
株式会社福田組　株式会社浅沼組　大豊建設株
式会社　株式会社ナカノフドー建設　三菱電機
ビルテクノサービス株式会社　京王建設株式会
社　株式会社三栄建築設計　株式会社東北銀行　
国立大学法人千葉大学　

●環境・生態学系
株式会社タケエイ　いであ株式会社　株式会社
佐藤渡辺　JFE環境株式会社　藤田エンジニア
リング株式会社　三友プラントサービス株式会
社　扶桑建設工業株式会社　鹿島建物総合管理
株式会社　株式会社東京設計事務所　テスコ株
式会社　イカリ消毒株式会社　環境計測株式会
社　丸三証券株式会社

人文学部	
●国際コミュニケーション学科
多摩信用金庫　株式会社山梨中央銀行　株式会
社きらやか銀行　アクセンチュア株式会社　鴻
池運輸株式会社　株式会社ニチイ学館　株式会
社パレスエンタープライズ　日本ビューホテ
ル株式会社　橋本総業株式会社　ジューテッ
クホールエディングス株式会社　横河レンタ・
リース株式会社　株式会社ローソン　株式会社
ユナイテッドアローズ　警視庁

●人間社会学科
株式会社エイチ・アイ・エス　株式会社ローソン　
三協立山株式会社　大東建託株式会社　テンプ
スタッフ株式会社　青山商事株式会社　全農エ
ネルギー株式会社　西武信用金庫　山梨県民信
用組合　全国酪農業協同組合連合会　独立行政
法人国立病院機構　綜合警備保障株式会社　鹿
島道路株式会社　千葉県教育委員会（小学校）

●心理学科
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行　多摩信用金庫　
株式会社大光銀行　東海東京フィナンシャル・
ホールディングス株式会社　株式会社八十二
銀行　住友生命保険相互会社　イオンリテール
株式会社　株式会社セブンイレブン・ジャパン　
株式会社エイチ・アイ・エス　大東建託株式会社　
株式会社マイナビ　社会福祉法人恩賜財団東京
都同胞援護会　株式会社ニチイケアパレス　八
王子市役所　埼玉県警察本部　住友不動産販売
株式会社　SOMPOシステムズ株式会社

●日本文化学科	
日本郵便株式会社　株式会社東京都民銀行　多

摩信用金庫　東京シティ信用金庫　西武信用金
庫　昭和信用金庫　株式会社日能研　株式会社
ノジマ　株式会社サンドラッグ　株式会社ブラ
イダル産業新聞社　警視庁　上越市役所　東
京都教育委員会（高等学校）　静岡県教育委員会
（中学校）	

●福祉実践学科
社会福祉法人恩賜財団東京都同胞援護会　社会
福祉法人東京都知的障害者育成会　社会福祉法
人滝乃川学園　社会福祉法人武蔵野会　社会福
祉法人至誠学舎　社会福祉法人横浜市社会事業
協会　株式会社ベネッセスタイルケア　株式会
社ニチイケアパレス　日本瓦斯株式会社　八王
子市農業協同組合　相模原市役所　警視庁

経済学部	
●経済学科
東日本旅客鉄道株式会社　株式会社三井住友銀
行　野村證券株式会社　アクセンチュア株式会
社　株式会社北越銀行　多摩信用金庫　青梅信
用金庫　城南信用金庫　柏崎信用金庫　東海東
京フィナンシャル・ホールディングス株式会社　
ANAエアポートサービス株式会社　大和ハウス
工業株式会社　文化シヤッター株式会社　株式
会社オーハシテクニカ　株式会社ジェイアール
東海ツアーズ　八王子市農業協同組合　町田市
農業協同組合　厚生労働省山梨労働局　警視庁　
神奈川県警察本部

情報学部
●情報学科
トランスコスモス株式会社　日本電子計算株式
会社　キーウェアソリューションズ株式会社　
SOMPOシステムズ株式会社　ＭＫＩテクノロ
ジーズ株式会社　みずほオペレーションズサー
ビス株式会社　遠鉄システムサービス株式会社　
日本情報産業株式会社　NTTデータソフィア株
式会社　株式会社ヨドバシカメラ　株式会社プ
リンスホテル　株式会社アイ・エス・ビー　株式
会社システムソフト

教育学部
●教育学科
東京都教育委員会（小学校・中学校・高等学校・特
別支援学校）	　神奈川県教育委員会（小学校・特
別支援学校）　埼玉県教育委員会（小学校・中学
校）	　千葉県・千葉市教育委員会（小学校・中学
校・高等学校・特別支援学校）　山梨県教育委員
会（中学校）	　茨城県教育委員会（小学校）	　栃
木県教育委員会（小学校）	　長野県教育委員会
（小学校・特別支援学校）	　新潟県教育委員会
（小学校）	　静岡県教育委員会（特別支援学校）	　
品川区教育委員会（小学校）　横浜市教育委員会
（小学校）　相模原市教育委員会（小学校）　川崎
市教育委員会（小学校・中学校）　さいたま市教
育委員会（小学校）　私立幼稚園　公立保育園　
株式会社NTTドコモ　株式会社スリーボンド

経営学部	
●経営学科
株式会社山梨中央銀行　東海東京証券株式会社　
多摩信用金庫　西武信用金庫　コネクシオ株式
会社　イオンリテール株式会社　西濃運輸株式
会社　株式会社ＡＯＫＩホールディングス　株
式会社インテリジェンス　町田市農業協同組合　
ブリジストンリテールジャパン株式会社　アク
センチュア株式会社　京王観光株式会社　リ
ゾートトラスト株式会社　東京トヨペット株式
会社　ネッツトヨタ多摩株式会社　橋本産業株
式会社　株式会社東京商工リサーチ　株式会社
ホテルマネージメントジャパン（オリエンタル
ホテル東京ベイ）

造形芸術学部
●造形芸術学科
日亜鋼業株式会社　株式会社コックス　町田市
農業協同組合　東京アート株式会社　株式会社
デザインアーク　株式会社ドトールコーヒー　
渡辺パイプ株式会社　株式会社ストライプイン
ターナショナル

*印　大学院卒

に富んだインターンシップの機会を用意しています。是非、保護者の皆さま
からも、お子さまに対してインターンシップへの積極的な参加をお勧めくだ
さい。
　単なる安定志向や地元志向ではなく、高い志を持って、高い目標に果敢に
チャレンジして欲しいと思います。卒業後は、何としても「社会人として独
り立ちして親を安心させる」という気構えが是非とも必要です。新しいこと
にチャレンジし、多くの人と出会い、多くの本を読んで、どんどん世界を広
げていってほしいと思います。知らない世界に飛び込む勇気、挑戦する行動
力がなければ、これからの人生の荒波を乗り越えることはできません。保護
者の皆さまは、お子さまが何社応募してもなかなか内定が取れないと悩んで
いる場合でも、決して「あきらめない」「動きを止めない」ようにアドバイ
スをお願いいたします。
　このような場合は、できるだけ早くキャリアセンターに相談するようお勧
めください。キャリアセンターでは、カウンセリングのエキスパートが常時
待機して学生の訪問を待っています。学生のニーズに合った就職情報の提供
や必要なサポートが即座にできます。「就職したいという意志」、また「どう
するか迷ったり、悩んでいたりする場合」にも是非、ためらうことなくキャ
リアセンターに向かうようお子さまにお伝えください。キャリアセンターは、
暑い真夏でも、寒い冬でも、扉を開けてお待ちしております。キャリアセンター
は、学生の希望に沿った就職、夢の実現に向けて徹底的にサポートいたします。

■最後に（自己理解）
　センター長を拝命して２年が経とうとしております。自身が齢を重ねたこ
ともありますが、最近の学生の傾向として、自分自身を深く見つめていない
のでは？と思う場面に出会います。自身の強みや弱み、他者から見た自身と
自分が思っている自身とのギャップを感じることを常日頃から回避している
ような感じがしてなりません。大人が作った「スマホ世代」の環境変化と申
しましょうか、自身を表に出し過ぎ、周りから疎外される可能性を極力避け
るということを否定できませんが、社会に出れば、自身の想いと行動次第で、
一歩先、また、その先の未来が良い方向に変わることを我々は伝えなければ
ならないかと思います。社会へ出る一歩手前の準備段階、まだ子どものよう
なもう大人のような不思議な期間が学生時代であろうかと思います。この学
生時代の早い時期に、物心がついた頃（小学生時代）から今までの自分自身
を振り返り、社会に出たあとの自身の活躍をイメージできるようになること
で、やっと就職活動に移れるのではないかと最近特に思う次第です。
　本学キャリアセンターにおいては、就職活動の支援が主な活動ではありま
すが、学生自身に気づきを与え、自ら行動を決定することを教える教育機関
の一部でもありますので、学年問わず、ご活用いただければと思います。
　今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

キャリアセンター長　前原征司
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大学からのお知らせ

平成29（2017）年度　学事日程（スクールカレンダー）

平成29年度の奨学金について

　前号（3月号）でもご案内いたしましたが、今回は、平成29年度より内容が一部変更となります奨学金について掲載
いたします。詳細は、本学公式ウェブサイト、勉天などで告知しますので、ご確認ください。

【祝日などの授業実施およびその振替休日について】
授業日数調整のため、祝日などに授業を実施し、それに伴う振替休日が設けられています。

【学事日程】

通常授業を行う日 振替休日
 ４月29日（土）　昭和の日 ５月  1日（月）
 ５月20日（土）　明星学苑創立記念日 ５月  2日（火）
 ７月17日（月）　海の日 ５月  6日（土）

通常授業を行う日 振替休日
 ９月18日（月）　敬老の日 １１月  1日（水）
 ９月23日（土）　秋分の日 １１月  7日（火）
１１月23日（木）　勤労感謝の日 １月23日（火）

日程 行事など

4月

 3月25 日（土） ～ 4月8日（土） 履修ガイダンスなど期間
 4日（火） 入学式
 10日（月） 前期授業開始日
 29日（土） 昭和の日［通常授業］

5月

 1日（月） 4月29日（土）の振替休日
 2日（火） 5月20日（土）の振替休日
 6日（土） 7月17日（月）の振替休日
 20日（土） 明星学苑創立記念日 ［通常授業］

7月
 17日（月） 海の日 ［通常授業］
 29日（土） 前期授業終了日
 31日（月） ～ 8月5日（土） 予備日

8月
 6日（日） ～ 9月7日（木） 夏期休業期間
 17日（木） ～ 9月6日（水） 集中講義期間

9月

 7日（木） 秋季学位記授与式
 8日（金） 後期授業開始日
 18日（月） 敬老の日 ［通常授業］
 23日（土） 秋分の日 ［通常授業］
中旬 ＡＯ入学試験（予定）

10月 中旬 ＡＯ入学試験（予定）

日程 行事など

11月

 1日（水） 9月18日（月）の振替休日
 2日（木） ～ 6日（月） 星友祭期間
 7日（火） 9月23日（土）の振替休日
 23日（木） 勤労感謝の日［通常授業］
中旬 推薦入学試験（予定）

12月

 18日（月） 年内授業終了日
 19日（火） ～ 22日（金） 集中講義期間
 23日（土） ～ 1月8日（月） 冬期休業期間
中旬 ＡＯ入学試験（予定）

1月

 9日（火） 授業再開日
 12日（金） 大学入試センター試験準備日 ［休講］
 13日（土） ～ 14日（日） 大学入試センター試験（予定） ［休講］
 22日（月） 本年度授業終了日
 23日（火） 11月23日（木）の振替休日
 24日（水） ～ 30日（火） 予備日
下旬 一般入学試験（前期）（予定）

2月 中旬 一般入学試験（中期）（予定）

3月
上旬 一般入学試験（後期）（予定）
 24日（土） 学位記授与式

①	明星学苑	明星大学給付生奨学金（給付型）
　明星学苑の教育理念に基づき、学業・人物ともに優秀な学
生であって、かつ経済的支援を必要とする者の学費の負担軽
減を目的とした制度です。

給 付 額 ： 20万円/年
出願条件 ：  (1)在学学部学生及び大学院生。
 (2)本学が定める成績基準を満たす者。
採用人数 ： 110名
適用期間 ： 単年度（次年度に再申請可能）
選考方法 ： 書類審査（※出願時期は、後期のみとなります。）

②	明星大学　同窓会奨学金
　勉学に励みながらも経済的に困窮している学生に対する援
助を目的とした、本学同窓会会員の協力により運営されてい
る制度です。
　出願時期が後期となります。その他制度詳細は決定次第、
本学公式ウェブサイト、勉天などで告知します。



▶平成28 年度卒業生　学科・学系別　主な就職内定先（ 平成29 年3 月31 日現在 ）

理工学部　総合理工学科
●物理学系
株式会社日立システムズエンジニアリング
サービス　日本ケミコン株式会社　ミサワ
ホーム株式会社　日本電気通信システム株式
会社　株式会社日産テクノ　テックスエンジ
ソリューションズ株式会社　ＭＫＩテクノロ
ジーズ株式会社　エヌ・ティ・ティ・システム技
研株式会社　クリナップ株式会社　西武信用
金庫　茨城県教員委員会（中学校）　*東海旅客
鉄道株式会社

●生命科学・化学系	
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行　日本郵便株式会
社　多摩信用金庫　西武信用金庫　株式会社ス
ギ薬局　株式会社富士薬品　株式会社日立ハイ
システム２１　株式会社小田急ビルサービス　
横河商事株式会社　株式会社渡辺オイスター研
究所　厚生労働省

●機械工学系
日野自動車株式会社　東亜道路工業株式会社　
株式会社ケーヒン　株式会社ヨロズ　富士通コ
ンポーネント株式会社　昭和飛行機工業株式会
社　三菱電機特機システム株式会社　伊藤製パ
ン株式会社　株式会社スリーボンド　千葉県庁　
*東京都庁　*蛇の目ミシン工業株式会社

●電気電子工学系
株式会社きんでん　株式会社関電工　市光工業
株式会社　日本電設工業株式会社　株式会社淺
沼組　高周波熱錬株式会社　ヤマトシステム開
発株式会社　東光電気工事株式会社　西山電気
株式会社　株式会社エヌ・ティー・ティー・エム
イー　東急ファシリティサービス株式会社

●建築学系
東日本旅客鉄道株式会社　鉄建建設株式会社　
大和ハウス工業株式会社　東鉄工業株式会社　
株式会社福田組　株式会社浅沼組　大豊建設株
式会社　株式会社ナカノフドー建設　三菱電機
ビルテクノサービス株式会社　京王建設株式会
社　株式会社三栄建築設計　株式会社東北銀行　
国立大学法人千葉大学　

●環境・生態学系
株式会社タケエイ　いであ株式会社　株式会社
佐藤渡辺　JFE環境株式会社　藤田エンジニア
リング株式会社　三友プラントサービス株式会
社　扶桑建設工業株式会社　鹿島建物総合管理
株式会社　株式会社東京設計事務所　テスコ株
式会社　イカリ消毒株式会社　環境計測株式会
社　丸三証券株式会社

人文学部	
●国際コミュニケーション学科
多摩信用金庫　株式会社山梨中央銀行　株式会
社きらやか銀行　アクセンチュア株式会社　鴻
池運輸株式会社　株式会社ニチイ学館　株式会
社パレスエンタープライズ　日本ビューホテ
ル株式会社　橋本総業株式会社　ジューテッ
クホールエディングス株式会社　横河レンタ・
リース株式会社　株式会社ローソン　株式会社
ユナイテッドアローズ　警視庁

●人間社会学科
株式会社エイチ・アイ・エス　株式会社ローソン　
三協立山株式会社　大東建託株式会社　テンプ
スタッフ株式会社　青山商事株式会社　全農エ
ネルギー株式会社　西武信用金庫　山梨県民信
用組合　全国酪農業協同組合連合会　独立行政
法人国立病院機構　綜合警備保障株式会社　鹿
島道路株式会社　千葉県教育委員会（小学校）

●心理学科
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行　多摩信用金庫　
株式会社大光銀行　東海東京フィナンシャル・
ホールディングス株式会社　株式会社八十二
銀行　住友生命保険相互会社　イオンリテール
株式会社　株式会社セブンイレブン・ジャパン　
株式会社エイチ・アイ・エス　大東建託株式会社　
株式会社マイナビ　社会福祉法人恩賜財団東京
都同胞援護会　株式会社ニチイケアパレス　八
王子市役所　埼玉県警察本部　住友不動産販売
株式会社　SOMPOシステムズ株式会社

●日本文化学科	
日本郵便株式会社　株式会社東京都民銀行　多

摩信用金庫　東京シティ信用金庫　西武信用金
庫　昭和信用金庫　株式会社日能研　株式会社
ノジマ　株式会社サンドラッグ　株式会社ブラ
イダル産業新聞社　警視庁　上越市役所　東
京都教育委員会（高等学校）　静岡県教育委員会
（中学校）	

●福祉実践学科
社会福祉法人恩賜財団東京都同胞援護会　社会
福祉法人東京都知的障害者育成会　社会福祉法
人滝乃川学園　社会福祉法人武蔵野会　社会福
祉法人至誠学舎　社会福祉法人横浜市社会事業
協会　株式会社ベネッセスタイルケア　株式会
社ニチイケアパレス　日本瓦斯株式会社　八王
子市農業協同組合　相模原市役所　警視庁

経済学部	
●経済学科
東日本旅客鉄道株式会社　株式会社三井住友銀
行　野村證券株式会社　アクセンチュア株式会
社　株式会社北越銀行　多摩信用金庫　青梅信
用金庫　城南信用金庫　柏崎信用金庫　東海東
京フィナンシャル・ホールディングス株式会社　
ANAエアポートサービス株式会社　大和ハウス
工業株式会社　文化シヤッター株式会社　株式
会社オーハシテクニカ　株式会社ジェイアール
東海ツアーズ　八王子市農業協同組合　町田市
農業協同組合　厚生労働省山梨労働局　警視庁　
神奈川県警察本部

情報学部
●情報学科
トランスコスモス株式会社　日本電子計算株式
会社　キーウェアソリューションズ株式会社　
SOMPOシステムズ株式会社　ＭＫＩテクノロ
ジーズ株式会社　みずほオペレーションズサー
ビス株式会社　遠鉄システムサービス株式会社　
日本情報産業株式会社　NTTデータソフィア株
式会社　株式会社ヨドバシカメラ　株式会社プ
リンスホテル　株式会社アイ・エス・ビー　株式
会社システムソフト

教育学部
●教育学科
東京都教育委員会（小学校・中学校・高等学校・特
別支援学校）	　神奈川県教育委員会（小学校・特
別支援学校）　埼玉県教育委員会（小学校・中学
校）	　千葉県・千葉市教育委員会（小学校・中学
校・高等学校・特別支援学校）　山梨県教育委員
会（中学校）	　茨城県教育委員会（小学校）	　栃
木県教育委員会（小学校）	　長野県教育委員会
（小学校・特別支援学校）	　新潟県教育委員会
（小学校）	　静岡県教育委員会（特別支援学校）	　
品川区教育委員会（小学校）　横浜市教育委員会
（小学校）　相模原市教育委員会（小学校）　川崎
市教育委員会（小学校・中学校）　さいたま市教
育委員会（小学校）　私立幼稚園　公立保育園　
株式会社NTTドコモ　株式会社スリーボンド

経営学部	
●経営学科
株式会社山梨中央銀行　東海東京証券株式会社　
多摩信用金庫　西武信用金庫　コネクシオ株式
会社　イオンリテール株式会社　西濃運輸株式
会社　株式会社ＡＯＫＩホールディングス　株
式会社インテリジェンス　町田市農業協同組合　
ブリジストンリテールジャパン株式会社　アク
センチュア株式会社　京王観光株式会社　リ
ゾートトラスト株式会社　東京トヨペット株式
会社　ネッツトヨタ多摩株式会社　橋本産業株
式会社　株式会社東京商工リサーチ　株式会社
ホテルマネージメントジャパン（オリエンタル
ホテル東京ベイ）

造形芸術学部
●造形芸術学科
日亜鋼業株式会社　株式会社コックス　町田市
農業協同組合　東京アート株式会社　株式会社
デザインアーク　株式会社ドトールコーヒー　
渡辺パイプ株式会社　株式会社ストライプイン
ターナショナル

*印　大学院卒

に富んだインターンシップの機会を用意しています。是非、保護者の皆さま
からも、お子さまに対してインターンシップへの積極的な参加をお勧めくだ
さい。
　単なる安定志向や地元志向ではなく、高い志を持って、高い目標に果敢に
チャレンジして欲しいと思います。卒業後は、何としても「社会人として独
り立ちして親を安心させる」という気構えが是非とも必要です。新しいこと
にチャレンジし、多くの人と出会い、多くの本を読んで、どんどん世界を広
げていってほしいと思います。知らない世界に飛び込む勇気、挑戦する行動
力がなければ、これからの人生の荒波を乗り越えることはできません。保護
者の皆さまは、お子さまが何社応募してもなかなか内定が取れないと悩んで
いる場合でも、決して「あきらめない」「動きを止めない」ようにアドバイ
スをお願いいたします。
　このような場合は、できるだけ早くキャリアセンターに相談するようお勧
めください。キャリアセンターでは、カウンセリングのエキスパートが常時
待機して学生の訪問を待っています。学生のニーズに合った就職情報の提供
や必要なサポートが即座にできます。「就職したいという意志」、また「どう
するか迷ったり、悩んでいたりする場合」にも是非、ためらうことなくキャ
リアセンターに向かうようお子さまにお伝えください。キャリアセンターは、
暑い真夏でも、寒い冬でも、扉を開けてお待ちしております。キャリアセンター
は、学生の希望に沿った就職、夢の実現に向けて徹底的にサポートいたします。

■最後に（自己理解）
　センター長を拝命して２年が経とうとしております。自身が齢を重ねたこ
ともありますが、最近の学生の傾向として、自分自身を深く見つめていない
のでは？と思う場面に出会います。自身の強みや弱み、他者から見た自身と
自分が思っている自身とのギャップを感じることを常日頃から回避している
ような感じがしてなりません。大人が作った「スマホ世代」の環境変化と申
しましょうか、自身を表に出し過ぎ、周りから疎外される可能性を極力避け
るということを否定できませんが、社会に出れば、自身の想いと行動次第で、
一歩先、また、その先の未来が良い方向に変わることを我々は伝えなければ
ならないかと思います。社会へ出る一歩手前の準備段階、まだ子どものよう
なもう大人のような不思議な期間が学生時代であろうかと思います。この学
生時代の早い時期に、物心がついた頃（小学生時代）から今までの自分自身
を振り返り、社会に出たあとの自身の活躍をイメージできるようになること
で、やっと就職活動に移れるのではないかと最近特に思う次第です。
　本学キャリアセンターにおいては、就職活動の支援が主な活動ではありま
すが、学生自身に気づきを与え、自ら行動を決定することを教える教育機関
の一部でもありますので、学年問わず、ご活用いただければと思います。
　今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

キャリアセンター長　前原征司

I k u s e i k a i  N o . 2 1 0   |   1514  |   I k u s e i k a i  N o . 2 1 0

大学からのお知らせ

平成29（2017）年度　学事日程（スクールカレンダー）

平成29年度の奨学金について

　前号（3月号）でもご案内いたしましたが、今回は、平成29年度より内容が一部変更となります奨学金について掲載
いたします。詳細は、本学公式ウェブサイト、勉天などで告知しますので、ご確認ください。

【祝日などの授業実施およびその振替休日について】
授業日数調整のため、祝日などに授業を実施し、それに伴う振替休日が設けられています。

【学事日程】

通常授業を行う日 振替休日
 ４月29日（土）　昭和の日 ５月  1日（月）
 ５月20日（土）　明星学苑創立記念日 ５月  2日（火）
 ７月17日（月）　海の日 ５月  6日（土）

通常授業を行う日 振替休日
 ９月18日（月）　敬老の日 １１月  1日（水）
 ９月23日（土）　秋分の日 １１月  7日（火）
１１月23日（木）　勤労感謝の日 １月23日（火）

日程 行事など

4月

 3月25 日（土） ～ 4月8日（土） 履修ガイダンスなど期間
 4日（火） 入学式
 10日（月） 前期授業開始日
 29日（土） 昭和の日［通常授業］

5月

 1日（月） 4月29日（土）の振替休日
 2日（火） 5月20日（土）の振替休日
 6日（土） 7月17日（月）の振替休日
 20日（土） 明星学苑創立記念日 ［通常授業］

7月
 17日（月） 海の日 ［通常授業］
 29日（土） 前期授業終了日
 31日（月） ～ 8月5日（土） 予備日

8月
 6日（日） ～ 9月7日（木） 夏期休業期間
 17日（木） ～ 9月6日（水） 集中講義期間

9月

 7日（木） 秋季学位記授与式
 8日（金） 後期授業開始日
 18日（月） 敬老の日 ［通常授業］
 23日（土） 秋分の日 ［通常授業］
中旬 ＡＯ入学試験（予定）

10月 中旬 ＡＯ入学試験（予定）

日程 行事など

11月

 1日（水） 9月18日（月）の振替休日
 2日（木） ～ 6日（月） 星友祭期間
 7日（火） 9月23日（土）の振替休日
 23日（木） 勤労感謝の日［通常授業］
中旬 推薦入学試験（予定）

12月

 18日（月） 年内授業終了日
 19日（火） ～ 22日（金） 集中講義期間
 23日（土） ～ 1月8日（月） 冬期休業期間
中旬 ＡＯ入学試験（予定）

1月

 9日（火） 授業再開日
 12日（金） 大学入試センター試験準備日 ［休講］
 13日（土） ～ 14日（日） 大学入試センター試験（予定） ［休講］
 22日（月） 本年度授業終了日
 23日（火） 11月23日（木）の振替休日
 24日（水） ～ 30日（火） 予備日
下旬 一般入学試験（前期）（予定）

2月 中旬 一般入学試験（中期）（予定）

3月
上旬 一般入学試験（後期）（予定）
 24日（土） 学位記授与式

①	明星学苑	明星大学給付生奨学金（給付型）
　明星学苑の教育理念に基づき、学業・人物ともに優秀な学
生であって、かつ経済的支援を必要とする者の学費の負担軽
減を目的とした制度です。

給 付 額 ： 20万円/年
出願条件 ：  (1)在学学部学生及び大学院生。
 (2)本学が定める成績基準を満たす者。
採用人数 ： 110名
適用期間 ： 単年度（次年度に再申請可能）
選考方法 ： 書類審査（※出願時期は、後期のみとなります。）

②	明星大学　同窓会奨学金
　勉学に励みながらも経済的に困窮している学生に対する援
助を目的とした、本学同窓会会員の協力により運営されてい
る制度です。
　出願時期が後期となります。その他制度詳細は決定次第、
本学公式ウェブサイト、勉天などで告知します。



<学部3年生・大学院1年生対象>
No 実施時期 講座名 講座内容

A.必須メニュー　★全員参加

A01
① 4月

 11日 （火）3限・5限

前期キャリアガイダンス
★就職活動の基本、社会環境等を知る。
・就職活動の始め方・動き方を説明、就職サイト登録 など。
・インターンシップについての説明。大学紹介型インターンシップエントリーシート配布。

 12日 （水）3限・5限
 13日 （木）3限・5限
 14日 （金）3限・5限
 17日 （月）3限・5限
 20日 （木）3限・5限
 21日 （金）3限・5限
 24日 （月）3限・5限
 25日 （火）3限・5限
 26日 （水）3限・5限

A01
② 6月

 6日 （火）3限・5限

6月キャリアガイダンス
★就職活動の準備の重要性を再認識する。
・キャリアサポートブック配布。
・就職サイトプレオープン→活用方法の説明。

 7日 （水）3限・5限
 8日 （木）3限・5限
 9日 （金）3限・5限
 12日 （月）3限・5限

A01
③ 9月

 19日 （火）3限・5限

後期キャリアガイダンス
★就活開始に向けてどう備えるか、どう動くかを説明。
・各種講座・就職行事の案内、申込み。
・進路希望の登録　など。

 20日 （水）3限・5限
 21日 （木）3限・5限
 22日 （金）3限・5限
 25日 （月）3限・5限

A01
④

12月
又は
1月

予定 就活解禁直前!
最新情報ガイダンス

★就活解禁直前に必要なことをレクチャー。
・企業団体や採用の最新動向について、今やるべきことについて、公募型インターンシップについて。
・今後の就活準備講座・イベントの案内・申込について　など。

A03

12月
19日 （火）

業界・しごと研究セミナー
★早期に業界や仕事を理解する。
・様々な業界より企業団体が来訪し、所属する業界や仕事内容を直接説明。
・全日程とも異なる企業が参加。

20日 （水）

1月
24日 （水）
25日 （木）
26日 （金）

A04
①

11月～
1月 随時 学内個別業界・しごと研究会 ★早期に業界や仕事を理解する。

・企業団体と密に情報交換を行い、少人数で業界や仕事を理解する。

A04
②

3月～
6月 随時 学内個別企業説明会 ★様々な企業団体との接点を持ち、内定獲得を目指す。

・少人数で1社とじっくり接点を持ち、内定獲得を目指す。

A05 3月
 1日 （木）

学内合同企業説明会
★多くの企業団体との接点を持ち、内定獲得を目指す。
・本学学生の採用を希望する企業団体が来訪。自社のことを直接学生に説明。
・開始前に事前講座で合同企業説明会の活用方法や企業概要の説明を予定。
・2日間とも異なる企業が参加。 2日 （金）

B.基本メニュー　★★就活の基礎

B01 10月～1月 就職基礎講座 ★就職活動の骨格部分をマスターするための講座。
・履歴書の書き方、グループワーク、模擬面接、業界・企業研究の仕方、会社説明会の動き方 など。

B02 4月～ 学習ステーション ★基礎能力を育成するための講座。
・日本語理解、数理的理解、時事問題理解　など。

B03 7月 女子学生向け講座 ★女子学生を対象にした講座。
・キャリアの考え方や就職について考え学ぶ。

B04 11月又は12月 U・Iターン就職ガイダンス ★Uターン・Iターン学生を対象にしたガイダンス。
・Uターン就職に向けた準備・活動を知る。支援機関・ナビサイトの紹介。

B05 12月又は1月 スーツ着こなし講座 ★就職活動用のスーツの着こなし方やスーツに関するマナーを知る。
・第一印象は見た目で判断されがち、容姿や動作を確認。

B06 12月又は1月 メイク講座 ★就職活動用のメイクについて知る。
・第一印象は見た目で判断されがち、メイクについて確認。

B07
12月

予定 履歴書用写真撮影会 ★リーズナブルな価格で履歴書用写真を作成。
・学内にて履歴書用の写真を撮影する。1月

B08 2月～3月 AM就活講座 ★採用活動の基本・実践部分をマスターするための講座。
・エントリーシート、企業研究、求人活用、マナー　など。

C.強化メニュー　★★★就活で必要!

C01 9月

 12日 （火）6限 チャレンジ対策講座（金融）
★有名大企業、上場企業へチャレンジするための準備講座。
・有名大企業、上場企業へのチャレンジスケジュールを理解する。
・業界（金融、商社・総合、メーカー、旅行・観光）ごとの特徴などをレクチャー。

 13日 （水）6限 チャレンジ対策講座（商社・総合）
 14日 （木）6限 チャレンジ対策講座（メーカー）
 15日 （金）6限 チャレンジ対策講座（旅行・観光）

C02 
① 9月  29日 （金）6限 開発元が語る!SPIセミナー ★SPIの仕組みを知る。

・企業はSPIをどのように見ているのか?そもそもSPIとは?

C02 
② 7月

 4日 （火）6限

【WEB】SPI模擬試験（前期）
★企業のほとんどで使われているWeb版SPIの模試。
・多くの企業が活用中のWeb版のSPI。
・模試を経験して自己学習のきっかけをつくる。

 5日 （水）6限
 6日 （木）6限
 7日 （金）6限

▶平成 29 年度	就職支援プログラム	スケジュール

＜学部4年生・大学院2年生対象＞
No 実施時期 講座名 講座内容

A．学内合同企業説明会/学外合同企業説明会
　・明星大学に本学学生を採用したいという企業が集結します！就活生全員集合！

A01 4月
 18日（火）

学内合同企業説明会 本学学生の採用を希望する企業と接点を持ち、内定獲得を目指す！
全日程とも異なる企業が多数参加。 19日（水）

A02 5月  20日（土） 外部合同企業説明会
（アクセス就活LIVE同日開催企画)

時間帯：11：00～13：50、会場：渋谷ヒカリエ
約80社の優良企業が参加（明星大学協賛）

A03
6月

 20日（火） 外部合同企業説明会
東京都経営者協会就職フェア

時間帯：11：00～16：00、会場京王プラザホテル4階「花の間」（新宿）
会員優良企業34社参加

A04  22日（木） 学内合同企業説明会（総合） 本学学生の採用を希望する企業と接点を持ち、内定獲得を目指す！

A05  23日（金） 学内合同企業説明会
（多摩・卒業生社長） 多摩地区に拠点を置く企業と本学卒業生が社長を務める企業が来校！

A06 7月
 8日（土） 外部合同企業説明会

（アクセス就活LIVE同日開催企画)
時間帯：11：00～13：50、会場：渋谷ヒカリエ
約80社の優良企業が参加（明星大学協賛） 9日（日）

A07 8月
 8日（火）

学外合同企業説明会
（多摩地区18大学「三多摩会」主催)

時間帯：11：00～13：30、14：00～16：30
多摩地区大学生向けの合同企業説明会。
全日程とも異なる企業が多数参加。

 9日（水）
 10日（木）

上記イベントは全て、毎回多数（数十社）の企業が参加します。
・説明会 ： 企業1社対学生多数で行い、1度に多数の学生に対して、企業の良さや詳細を伝える場です。

B．学内個別企業説明会　　
    ・本学学生を採用したいという企業が個別に明星大学に来ます！
    ・企業1社と学生少数で行うため、企業理解をより深めて自分を売り込むチャンスです！

B01
4月
（5月,6月は検討中）
後期の開催予定はありません

学内個別企業説明会
★本学学生の採用を希望する企業と個別に接点を持ち、内定獲得を目指す！
通常、企業本社などで行う説明会を明星大学内にて行います。
毎週（火）～（金） 1日1～3社が来校予定。

・日替わりで、異なる企業が大学内に来訪し、個別に企業の概要・現況・課題と将来性、職種や仕事の中身、採用情報、質疑応答などの説明を聞くことで、より深く企業を知ることができます。
・少人数制なのでじっくりと話を聞くことができ、他大学の学生を意識せずに話を聞くことができます。
・説明会予約が取りづらい企業もありますが、学内個別説明会の参加企業は確実に予約がとれます。

C．特別単科講座
　　・内定獲得に向けた特別講座です！（一部内定者向け講座を含みます）

C01
4月15日（土)
5月
6月

就活力アップ講座（就活基礎講座）
自分の性格、相手からの見え方を理解し、就職活動対策を行う講座。
就職活動を改めてスタートする方、自分の活動を見直したい方、基本を大切にしたい方 など気軽に参加
OK！

C02 4月～6月 AM就活講座 採用活動の基本・実践部分をマスターするための講座。
・エントリーシート、企業研究、求人活用、マナー　など。

C03 調整中 内定獲得（応援集会）イベント 内定獲得に向けた総合的な講座・イベント。

C04 調整中 内定者向けセミナー 内定者向けの講座。社会に出るため心構え、マナー　など。

※スケジュールの確定・変更・連絡事項は、全てGmail（学籍番号メール）へ連絡します。定期的にご確認ください。

C02 
③ 10月

 3日 （火）6限

【WEB】SPI模擬試験（後期）
★採用試験で広く使われているSPIの模試。
・選考で必要となる筆記試験を体験し、自分の実力や成果を図る。
・模試を経験して自己学習へつなげる。

 4日 （水）6限
 5日 （木）6限
 6日 （金）6限

C02 
④ 10月～（毎週 火）6限 筆記（SPI）試験対策講座 ★筆記（SPI）試験をクリアするための対策講座。

・テーマごとに演習と解説を行い身につける。

C03 
① 4月～10月（毎週 木）5限・6限 夏期インターンシップ【大学紹介型】

★企業に行き、社会人とは・働くとはを疑似体験。
・企業を探す（キャリアセンターが支援）、エントリーシート・履歴書の作成、マナー講座　など。
・企業にてインターンシップ実習経験、振り返り実施、発表会の実施。

C03 
②  4月～ インターンシップ【公募型】

★企業に行き、経験を積み、進路や就職活動へ活かす。
・就活サイトを利用し、選考の体験、働く体験をする。経験を積み、進路や就職活動へ活かす。
・希望業界・企業の早期絞り込みを行う。希望業界・企業の人事担当者との人脈をつくる。

C04 調整中 多摩地域企業の魅力発見講座 ★大学の地盤である多摩地区の企業や特性を知るための準備講座。
・多摩地域企業の魅力を紹介し、理解を深める。

D.選抜メニュー　★★★★積極活用で上を目指す!　　※重複参加は不可

D00 9月
 27日 （水）6限

プロジェクト説明会 ★各プロジェクトについて詳細を説明します。一般公募選抜についてはエントリー用紙を配布します。 28日 （木）6限
 29日 （金）6限

D01 10月～（隔週 土又は日） チャレンジプロジェクト ★インターンシップ/学科・学系選抜。有名大企業・上場企業内定獲得に向けてトレーニング。
D02 10月～（毎週 金）6限・7限 就勝プロジェクト ★一般公募選抜。有名大企業・上場企業内定獲得に向けてトレーニング。
D03 12月～（毎週 木）6限 内定アカデミー（SSP） ★一般公募選抜。就活に必要な実践的スキルを習得し早期内定を目指す。

E.資格取得メニュー　★★★専門分野を身につけてアピール!
E01  4月～ 公務員試験対策講座 ★公務員を目指す学生のための講座。 　※1年生～3年生対象

E02  8月～
MOS取得講座 ★実務に必須な資格取得を目指す。 ※全学年対象

・Microsoft Office Specialist（Word、Excel、PowerPointl）資格取得を目指す。　 2月～

E03
 5月～

秘書検定取得講座 ★秘書検定2級、準1級　取得を目指す。　※全学年対象 9月～
 11月～

E04  2月～ 介護職員資格取得講座 ★介護職員資格を取得する。　※全学年対象
E05  5月～ TOEIC対策プログラム ★TOEIC試験の対策を行いながら、英語力の向上を目指す。　※1年生～3年生対象

※就職活動・採用スケジュール未定のため、暫定の日程となります。詳細内容や変更事項などは全てGmail(学籍メール)へご連絡します。
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<学部3年生・大学院1年生対象>
No 実施時期 講座名 講座内容

A.必須メニュー　★全員参加

A01
① 4月

 11日 （火）3限・5限

前期キャリアガイダンス
★就職活動の基本、社会環境等を知る。
・就職活動の始め方・動き方を説明、就職サイト登録 など。
・インターンシップについての説明。大学紹介型インターンシップエントリーシート配布。

 12日 （水）3限・5限
 13日 （木）3限・5限
 14日 （金）3限・5限
 17日 （月）3限・5限
 20日 （木）3限・5限
 21日 （金）3限・5限
 24日 （月）3限・5限
 25日 （火）3限・5限
 26日 （水）3限・5限

A01
② 6月

 6日 （火）3限・5限

6月キャリアガイダンス
★就職活動の準備の重要性を再認識する。
・キャリアサポートブック配布。
・就職サイトプレオープン→活用方法の説明。

 7日 （水）3限・5限
 8日 （木）3限・5限
 9日 （金）3限・5限
 12日 （月）3限・5限

A01
③ 9月

 19日 （火）3限・5限

後期キャリアガイダンス
★就活開始に向けてどう備えるか、どう動くかを説明。
・各種講座・就職行事の案内、申込み。
・進路希望の登録　など。

 20日 （水）3限・5限
 21日 （木）3限・5限
 22日 （金）3限・5限
 25日 （月）3限・5限

A01
④

12月
又は
1月

予定 就活解禁直前!
最新情報ガイダンス

★就活解禁直前に必要なことをレクチャー。
・企業団体や採用の最新動向について、今やるべきことについて、公募型インターンシップについて。
・今後の就活準備講座・イベントの案内・申込について　など。

A03

12月
19日 （火）

業界・しごと研究セミナー
★早期に業界や仕事を理解する。
・様々な業界より企業団体が来訪し、所属する業界や仕事内容を直接説明。
・全日程とも異なる企業が参加。

20日 （水）

1月
24日 （水）
25日 （木）
26日 （金）

A04
①

11月～
1月 随時 学内個別業界・しごと研究会 ★早期に業界や仕事を理解する。

・企業団体と密に情報交換を行い、少人数で業界や仕事を理解する。

A04
②

3月～
6月 随時 学内個別企業説明会 ★様々な企業団体との接点を持ち、内定獲得を目指す。

・少人数で1社とじっくり接点を持ち、内定獲得を目指す。

A05 3月
 1日 （木）

学内合同企業説明会
★多くの企業団体との接点を持ち、内定獲得を目指す。
・本学学生の採用を希望する企業団体が来訪。自社のことを直接学生に説明。
・開始前に事前講座で合同企業説明会の活用方法や企業概要の説明を予定。
・2日間とも異なる企業が参加。 2日 （金）

B.基本メニュー　★★就活の基礎

B01 10月～1月 就職基礎講座 ★就職活動の骨格部分をマスターするための講座。
・履歴書の書き方、グループワーク、模擬面接、業界・企業研究の仕方、会社説明会の動き方 など。

B02 4月～ 学習ステーション ★基礎能力を育成するための講座。
・日本語理解、数理的理解、時事問題理解　など。

B03 7月 女子学生向け講座 ★女子学生を対象にした講座。
・キャリアの考え方や就職について考え学ぶ。

B04 11月又は12月 U・Iターン就職ガイダンス ★Uターン・Iターン学生を対象にしたガイダンス。
・Uターン就職に向けた準備・活動を知る。支援機関・ナビサイトの紹介。

B05 12月又は1月 スーツ着こなし講座 ★就職活動用のスーツの着こなし方やスーツに関するマナーを知る。
・第一印象は見た目で判断されがち、容姿や動作を確認。

B06 12月又は1月 メイク講座 ★就職活動用のメイクについて知る。
・第一印象は見た目で判断されがち、メイクについて確認。

B07
12月

予定 履歴書用写真撮影会 ★リーズナブルな価格で履歴書用写真を作成。
・学内にて履歴書用の写真を撮影する。1月

B08 2月～3月 AM就活講座 ★採用活動の基本・実践部分をマスターするための講座。
・エントリーシート、企業研究、求人活用、マナー　など。

C.強化メニュー　★★★就活で必要!

C01 9月

 12日 （火）6限 チャレンジ対策講座（金融）
★有名大企業、上場企業へチャレンジするための準備講座。
・有名大企業、上場企業へのチャレンジスケジュールを理解する。
・業界（金融、商社・総合、メーカー、旅行・観光）ごとの特徴などをレクチャー。

 13日 （水）6限 チャレンジ対策講座（商社・総合）
 14日 （木）6限 チャレンジ対策講座（メーカー）
 15日 （金）6限 チャレンジ対策講座（旅行・観光）

C02 
① 9月  29日 （金）6限 開発元が語る!SPIセミナー ★SPIの仕組みを知る。

・企業はSPIをどのように見ているのか?そもそもSPIとは?

C02 
② 7月

 4日 （火）6限

【WEB】SPI模擬試験（前期）
★企業のほとんどで使われているWeb版SPIの模試。
・多くの企業が活用中のWeb版のSPI。
・模試を経験して自己学習のきっかけをつくる。

 5日 （水）6限
 6日 （木）6限
 7日 （金）6限

▶平成 29 年度	就職支援プログラム	スケジュール

＜学部4年生・大学院2年生対象＞
No 実施時期 講座名 講座内容

A．学内合同企業説明会/学外合同企業説明会
　・明星大学に本学学生を採用したいという企業が集結します！就活生全員集合！

A01 4月
 18日（火）

学内合同企業説明会 本学学生の採用を希望する企業と接点を持ち、内定獲得を目指す！
全日程とも異なる企業が多数参加。 19日（水）

A02 5月  20日（土） 外部合同企業説明会
（アクセス就活LIVE同日開催企画)

時間帯：11：00～13：50、会場：渋谷ヒカリエ
約80社の優良企業が参加（明星大学協賛）

A03
6月

 20日（火） 外部合同企業説明会
東京都経営者協会就職フェア

時間帯：11：00～16：00、会場京王プラザホテル4階「花の間」（新宿）
会員優良企業34社参加

A04  22日（木） 学内合同企業説明会（総合） 本学学生の採用を希望する企業と接点を持ち、内定獲得を目指す！

A05  23日（金） 学内合同企業説明会
（多摩・卒業生社長） 多摩地区に拠点を置く企業と本学卒業生が社長を務める企業が来校！

A06 7月
 8日（土） 外部合同企業説明会

（アクセス就活LIVE同日開催企画)
時間帯：11：00～13：50、会場：渋谷ヒカリエ
約80社の優良企業が参加（明星大学協賛） 9日（日）

A07 8月
 8日（火）

学外合同企業説明会
（多摩地区18大学「三多摩会」主催)

時間帯：11：00～13：30、14：00～16：30
多摩地区大学生向けの合同企業説明会。
全日程とも異なる企業が多数参加。

 9日（水）
 10日（木）

上記イベントは全て、毎回多数（数十社）の企業が参加します。
・説明会 ： 企業1社対学生多数で行い、1度に多数の学生に対して、企業の良さや詳細を伝える場です。

B．学内個別企業説明会　　
    ・本学学生を採用したいという企業が個別に明星大学に来ます！
    ・企業1社と学生少数で行うため、企業理解をより深めて自分を売り込むチャンスです！

B01
4月
（5月,6月は検討中）
後期の開催予定はありません

学内個別企業説明会
★本学学生の採用を希望する企業と個別に接点を持ち、内定獲得を目指す！
通常、企業本社などで行う説明会を明星大学内にて行います。
毎週（火）～（金） 1日1～3社が来校予定。

・日替わりで、異なる企業が大学内に来訪し、個別に企業の概要・現況・課題と将来性、職種や仕事の中身、採用情報、質疑応答などの説明を聞くことで、より深く企業を知ることができます。
・少人数制なのでじっくりと話を聞くことができ、他大学の学生を意識せずに話を聞くことができます。
・説明会予約が取りづらい企業もありますが、学内個別説明会の参加企業は確実に予約がとれます。

C．特別単科講座
　　・内定獲得に向けた特別講座です！（一部内定者向け講座を含みます）

C01
4月15日（土)
5月
6月

就活力アップ講座（就活基礎講座）
自分の性格、相手からの見え方を理解し、就職活動対策を行う講座。
就職活動を改めてスタートする方、自分の活動を見直したい方、基本を大切にしたい方 など気軽に参加
OK！

C02 4月～6月 AM就活講座 採用活動の基本・実践部分をマスターするための講座。
・エントリーシート、企業研究、求人活用、マナー　など。

C03 調整中 内定獲得（応援集会）イベント 内定獲得に向けた総合的な講座・イベント。

C04 調整中 内定者向けセミナー 内定者向けの講座。社会に出るため心構え、マナー　など。

※スケジュールの確定・変更・連絡事項は、全てGmail（学籍番号メール）へ連絡します。定期的にご確認ください。

C02 
③ 10月

 3日 （火）6限

【WEB】SPI模擬試験（後期）
★採用試験で広く使われているSPIの模試。
・選考で必要となる筆記試験を体験し、自分の実力や成果を図る。
・模試を経験して自己学習へつなげる。

 4日 （水）6限
 5日 （木）6限
 6日 （金）6限

C02 
④ 10月～（毎週 火）6限 筆記（SPI）試験対策講座 ★筆記（SPI）試験をクリアするための対策講座。

・テーマごとに演習と解説を行い身につける。

C03 
① 4月～10月（毎週 木）5限・6限 夏期インターンシップ【大学紹介型】

★企業に行き、社会人とは・働くとはを疑似体験。
・企業を探す（キャリアセンターが支援）、エントリーシート・履歴書の作成、マナー講座　など。
・企業にてインターンシップ実習経験、振り返り実施、発表会の実施。

C03 
②  4月～ インターンシップ【公募型】

★企業に行き、経験を積み、進路や就職活動へ活かす。
・就活サイトを利用し、選考の体験、働く体験をする。経験を積み、進路や就職活動へ活かす。
・希望業界・企業の早期絞り込みを行う。希望業界・企業の人事担当者との人脈をつくる。

C04 調整中 多摩地域企業の魅力発見講座 ★大学の地盤である多摩地区の企業や特性を知るための準備講座。
・多摩地域企業の魅力を紹介し、理解を深める。

D.選抜メニュー　★★★★積極活用で上を目指す!　　※重複参加は不可

D00 9月
 27日 （水）6限

プロジェクト説明会 ★各プロジェクトについて詳細を説明します。一般公募選抜についてはエントリー用紙を配布します。 28日 （木）6限
 29日 （金）6限

D01 10月～（隔週 土又は日） チャレンジプロジェクト ★インターンシップ/学科・学系選抜。有名大企業・上場企業内定獲得に向けてトレーニング。
D02 10月～（毎週 金）6限・7限 就勝プロジェクト ★一般公募選抜。有名大企業・上場企業内定獲得に向けてトレーニング。
D03 12月～（毎週 木）6限 内定アカデミー（SSP） ★一般公募選抜。就活に必要な実践的スキルを習得し早期内定を目指す。

E.資格取得メニュー　★★★専門分野を身につけてアピール!
E01  4月～ 公務員試験対策講座 ★公務員を目指す学生のための講座。 　※1年生～3年生対象

E02  8月～
MOS取得講座 ★実務に必須な資格取得を目指す。 ※全学年対象

・Microsoft Office Specialist（Word、Excel、PowerPointl）資格取得を目指す。　 2月～

E03
 5月～

秘書検定取得講座 ★秘書検定2級、準1級　取得を目指す。　※全学年対象 9月～
 11月～

E04  2月～ 介護職員資格取得講座 ★介護職員資格を取得する。　※全学年対象
E05  5月～ TOEIC対策プログラム ★TOEIC試験の対策を行いながら、英語力の向上を目指す。　※1年生～3年生対象

※就職活動・採用スケジュール未定のため、暫定の日程となります。詳細内容や変更事項などは全てGmail(学籍メール)へご連絡します。
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大学からのお知らせ



明星大学は「学校教育法」第 109 条
②に規定される認証評価機関による
評価（認証評価）として、財団法人
大学基準協会の評価を受け、協会の
定める大学基準に適合していると認
定されました。

M
EIS

EI UNIVERSITY

ご卒業おめでとうございます！

大学へのお問い合わせ

［履修・試験・進級について］

教務企画課
TEL.042-591-5212

  学生生活支援・住所等の 
  変更届について
学生サポートセンター
TEL.042-591-5039

［奨学金について］
学生サポートセンター
TEL.042-591-9450

［就職･進路相談について］
キャリアセンター 
TEL.042-591-5144

［学費納入について］
明星学苑　財務部経理課 
TEL.042-591-5117
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