
本年度のゼミ発表会が11月8日（月）～12日（金）の日程で

開催されました。ゼミ発表会に参加した発表パートは昨年

度の100パートから2パート減の98パートの参加がありま

した。発表パート数は減ってしまったものの、ゼミ発表会5

日間の聴講者数は延べ10,578人となり、昨年の10,073人から

505人増加しました。これも、より質の高いゼミ発表会を目

指して準備してきたゼミ生の皆さんの努力の賜であると

思っています。

本年度のゼミ発表会では、特に新しい取組みや制度を実

施することはしませんでしたが、その代わりに昨年までの

制度や運営方法を見直し、より効率よく運営ができるよう

心がけました。

「ゼミ発表会運営補助員」制度や発表会の受付方法の変更

等、細かな部分の変更ではありましたが、ゼミ生がゼミ発表

の準備により集中して頂けるようになったかと思います。

これからもゼミナール連合本部はゼミ生の皆さんのため

になるような企画・運営を行っていくつもりです。それには

ゼミ生の皆さんの声が必要不可欠となります。ゼミナール

連合本部では企画ごとにアンケートを実施していますの

で、これからも積極的に協力して頂けたら幸いです。

また、平成22年11月21日（日）日本大学水道橋キャンパス

にて第50回日本学生経済ゼミナール関東部会、通称イン

ナー大会が開催されました。本年度はプレゼンテーション

部門に庄司ゼミが出場されました。また、平成22年12月19日

（日）中央大学多摩キャンパスにて第57回日本学生経済ゼミ

ナール大会、通称インター大会が開催されました。昨年度は

本学のゼミから参加はなかったのですが、本年度はプレゼ

ンテーション部門に薗部ゼミが出場されました。今後も多

くのゼミがインナー大会・インター大会に参加していただ

けるように、ゼミナール連合本部では各ゼミに会議等での

情報伝達など、ゼミ生の皆さんへの協力は惜しみません。

奮ってご参加ください。

今年度のゼミ発表会が無事に終えることが出来たのもゼ

ミナール連合本部の活動にご理解、ご協力いただきました

教務委員会の先生方、教務1課の方々、各ゼミ担当の先生方、

ゼミ生の皆様方のご協力があったからだからこそだと思っ

ております。この場をお借りして御礼申し上げます。

ゼミナール連合本部では新2年生以上の専門ゼミに所属

している学生を対象に新役員の募集を行っております。本

年度のゼミナール連合本部の活動を見て、少しでも興味を

持たれた方は、是非7号館2階のゼミナール連合本部室まで

お越しください。

最後となりますが、来年度は後輩たちが本年度の経験を生

かしてより良いゼミ発表会にしてくれると信じています。私

も新3年生の手助けとなるよう尽力していきますので、今後

ともゼミナール連合本部をよろしくお願い致します。

ゼミナール連合本部　委員長

渡辺　一充ゼミ発表会を終えて
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今年度のゼミ発表会は、昨年度の100パートより2パート
減少した98パートでの発表会となりました。しかしながら
その一方で、期間中の聴講者総数は10,578人となり、対昨年
度比102％というすばらしい結果となりました。

このように、大勢の聴講者に来場していただき、発表会が
無事運営できたのも、各発表パートの協力があったからこ
そと思っております。ゼミナール連合本部一同お礼申し上
げます。
ゼミ発表会では例年、「聴講者アンケート」を実施してお

ります。これは、発表に対する聴講者満足度や理解度、また、
発表パートへの質問などを行い、発表パートへ回付すると
ともに、ゼミナール連合本部として、次年度以降の発表会運
営の参考とさせていただくものです。
今年度のアンケート結果によると、聴講者の7割強の方が

発表内容を理解していることがわかりました。また、聴講理
由については、約4割の方が授業の振替で聴講しており、約5
割の人が、発表パートに何かしらの興味等を持っているこ
とがわかりました。
また、近年の傾向として、1年生が専門ゼミを選択する最

終材料としてこのゼミ発表会が大きく影響していることが
アンケート等の結果でわかりました。

平成 22 年度ゼミ発表会 ゼミナール連合本部

曜日別聴講者数（対前年度比）

聴講者属性内訳 発表内容理解度調査

学生聴講者における学年内訳

※ 学年属性合計（n=9393) と所属属性分類の各学部数（n=10026) で
一致していない理由として、学年欄未記入（n=633) があるため。

聴講理由調査
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　今年の学部入試制度の大きな変更点は、第一に、AO入試に

おいて新たに『評定型』を設けました。これは、高校時代に学業

に努力した生徒を受け入れるためのものです。AO入試にはこ

の他に、クラブ活動への取組みを評価する『スポーツ活動型』、

資格取得への取組みを評価する『商業高校・専門高校型』、そし

て、例えば生徒会活動や学校行事などを含め、高校生活全般の

取組みを評価する『一般型』があります。第二に、一般入試（本

学独自入試）において、昨年から導入した『英語・国語入試』を前

期・後期の2回実施することとしました。他に『ベスト2教科入

試』を前期・後期の2回実施することとし、年明けから3月まで合

計4回（日）実施します。第三に、一般入試センター方式におい

て、新たに『合格点公表型』を設けました。これは、センターの

受験生が自己採点した結果、本学が提示する基準点（英語、国

語、その他の3教科の合計）を越えていれば合格とするもので

す。それと従来から実施しているⅠ・Ⅱ・Ⅲ期の合計4回実施し

ます。

　また、AO入試（除　一般型）、推薦入試においては、出願要件

に高校での欠席日数の上限を設けるなどの変更も行いました。

　11月末現在、学部入試は「AO入試」を4回、推薦入試（公募制、

指定校制、全国商業校長協会、提携・協力校）及び3年次からの

編入学生入試を各1回実施しました。AO入試は、高校生の進路

決定状況に応じて、随時出願できるよう今後も2月まで毎月実

施します。その結果、学部は約270名の合格者が決定いたしま

した。

　大学院修士課程入試は、本学学部からの進学希望者を対象

とする特別入試を2回（全3回）、一般公募のⅠ期入試（10月）を実

施しました。本学学生を対象とした特別入試では5名の進学者

が決定いたしました。2月に最終の学内入試を実施しますので

興味のある方はアドミッションセンターにお問い合わせ下さ

い。11月末現在大学院は学内外合わせて28名の合格者が決定

しています。

　入試シーズンはこれからが本番となります。「AO入試」は

2月まで毎月、「公募制推薦入試」は12月、2月の2回、一般入試は

1月から3月まで合計4回、センター方式は2月、3月に4回実施し

ます。大学院は2月に学内進学希望者対象特別入試（第3回）と

Ⅱ期（修士、博士課程）を実施します。昨今の景気低迷と就職な

どの先行きの不安感が強まる中で全体の志願者が増える要素

は少なく、全体の志願者数も予断を許さない状態が続くもの

と思われます。

　アドミッションセンターでは「大学ガイドブック」等の大学

PR資料や「願書」の無料配布の他、入試相談にも毎日個別対応

をしています。後輩や知人の受験生に本学をご紹介していた

だければ幸いです。

　なお、『大学入試センター試験』では本学も試験会場となりま

すので、前日の1月14日（金）16：00から16日（日）（終日）までは、

大学入試センター試験関係者以外は本学へ立ち入りはできま

せんので、一般入試の入試日も含めてご協力をお願いします。

『平成23年度一般入試日程』
日　程 出願期間 入試日 結果通知発送日

英語・国語（前期） 1月8日～1月20日 1月25日 2月1日

ベスト2教科（前期） 1月8日～1月26日 1月31日 2月5日

英語・国語（後期）  1月24日～2月8日 2月14日 2月18日

ベスト2教科（後期）  2月15日～3月1日 3月4日 3月8日

大学入試センター試験 1月15・16日

センター方式Ⅰ期 1月8日～1月14日

個別試験は
実施しません

2月8日

センター方式Ⅱ期  1月24日～2月9日 2月18日

センター方式
合格点公表型 2月8日～2月15日 2月23日

センター方式Ⅲ期  2月15日～3月1日 3月8日

※詳しくは平成23年度学生募集要項をご覧下さい

平成 年度入試関連状況報告

熱心に説明を聞く父母 学生が語る大学生活 在学生によるキャンパスツアー
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　平成22年度オープンキャンパスを6月から12月までの間に7回実施し、ほぼ昨年同

様の参加者がありました。今年は、再編される経営学部の経営法務コースと児童教

育専攻学生の小学校教員採用試験の合格状況、在学生による大学生活の説明や

キャンパスツアーなどを含め、本学の特徴である「教員との近さ」や「めんどう見のよ

さ」をアドバイザー制や目標管理シート等を例にPRしました。

　近年では高校の進路指導が早期化してきており、生徒に多くの大学を訪問させ

ることで各大学の特色や雰囲気などを体感し、充分に志望大学を理解したうえで

選択するよう指導している傾向があります。また、ご両親とともに参加される受験

生やご両親だけでの参加が増えているように見受けられました。これは、ご両親の

高学歴化と本学に対する関心の高さと思われます。

　7・8月には、休みを利用し受験生や保護者の方が多数参加し盛況でした。中には

複数回参加し、学部ごとに行われる模擬授業を熱心に聞く受験生や面接対策講座

でメモを取る受験生も見られました。また、個別相談では入試制度以外に大学の授

業内容、クラブ活動についての質問をする高校生が増加しています。入試委員会

としては、オープンキャンパスの開催日に多くのクラブが活動をし、受験生に自由に

見学していただける機会ができればと考えています。

　次年度には、さらにイベント内容を充実させ受験生はもちろんのこと、ご父母の

皆様にも本学の特色を理解していただけるよう計画したいと考えています。来年

度大学の先生や職員とともにオープンキャンパスを運営し、本学をアピールしたいと

考えている在学生は、是非アドミッションセンターにご連絡下さい。

■高校訪問
　今年度は首都圏を中心に約600校を訪問しました。特に、ゼミ

Ⅰの担当教員による新入生の状況報告を兼ねた訪問は高校の先

生にも好評でした。在学生の皆さんも是非母校を訪問し、学生

生活をPRしてはいかがでしょうか？

　訪問先では、入試制度や本学の特色などを説明するとともに

高校側の進路状況や受験や進路決定に関して協力できることな

どの情報交換を行っています。

■相談会
　高校内で行われる相談会やホテル等の会場で行われる相談会

へ約100校（11月末現在）参加しました。地域は主に東京が中心

ですが、栃木や茨城へも足を運びました。

　大学の全体についての説明や入試制度、学生生活などを説明

し、受験生からの相談にも応じてきました。相談会に参加する

高校生はほとんどが 3年生ですが、進路選択の早期化により、

10月以降は1、2年生を対象とするものに変わりつつあります。

　相談会で説明を聞き、本学のオープンキャンパスへ参加し、受

験する高校生が多くあり効果が出ていると考えられます。

■大学見学会
　本学では高大連携事業のひとつとして大学見学会を随時実施

しています。今年度も、9校約150名の高校生が本学に来校し見

学会を行いました。

　見学会では、大学説明、施設見学、学食体験など高校の指導

目的に合わせた内容で実施します。見学会を行うことの狙いは、

ありのままの大学を見せることにより、高校生に進路決定の手

助けをすることだと考えています。在学生も学内でみかけた際

には、元気よく挨拶をして歓迎してください。

■出張講義
　大学で実際に行っている授業を見学するのではなく、高校へ

出向いて実際に講義を行うことを「出張講義」と呼んでいます。各

学部の専門科目をご担当される先生に対応していただいていま

す。最近は、高校の設備もよくなりAV関係の機器が設置された

教室で行う場合もあります。出張講義を行う目的は、高校生に大

学での学びや授業そのものに触れる機会を提供し、進路や学問

系統の学びを理解していただくことです。こうした取組みは高

校と大学の信頼関係を強化することにも繋がるものと思います。

平成 年度オープンキャンパス結果報告

平成 年度募集活動（高校訪問、相談会、大学見学会、出張講義）報告

『 平成22年度オープンキャンパス参加者数』
開催日 参加数
6/19（土） 202
7/11（日） 238
8/8（日） 438
8/22（日） 362
9/11（土） 178
10/17（日） 174
合　計 1592

　　　　　　　　※開催時間11:00~15:00

『平成22年度オープンキャンパス 主な行事』
行事名 内　容

大学・入試説明 本学および入試制度の概要説明

AO・推薦入試対策
AO入試受験のための準備やエントリーシートの
作成方法、面接についての説明

模擬授業（学部別）

大学での授業を垣間見ることができる行事、高校生向
けに易しい内容で行います
テーマ例 ： （商） 会計の力～会計が社会で果たしている役割～

小売店頭からマーケティングを考えよう

　　　　 （経） 大学で学ぶ起業家精神って何だろう
オカネとココロ～上手にお金とつきあう方法～

　　　　 （人） 本当のバリアフリーを理解する
ソクラテスからのメッセージ

学生が語る
大学生活

授業、クラブ活動、資格取得などについて、より現実
的な学生生活がイメージできるよう在学生が紹介し
ます

個別相談
学部の選び方や面接試験でのポイントなど、様々な
質問に答えるコーナーです

キャンパスツアー 受験生に、学内施設の紹介を学生が行います

父母向け大学説明
本学の沿革や取り組みについて受験生とは異なった
視点から保護者向けに説明を行います

面接対策講座 AO、公募制推薦入試の面接試験に関する説明

出張講義テーマ  ・合理的な投資と非合理な行動
・資生堂TSUBAKIに学ぶマーケティング戦略
・こどもの虐待、どうして起きる
・経営学を勉強して就職に役立つって本当
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　年が明け、いよいよ平成24年春卒業予定者の就職活動

が本格化する時期となりました。過去2年、経済情勢悪化

の影響を受け、企業は採用を大幅に控えたため、厳しい状

況が続いています。特に、今年は新卒有効求人倍率が1999

年以来の低水準となり、就職氷河期の再来といわれました。

業績を回復した企業も多く見られましたが、採用数増加に

は結びつきませんでしたので、来年度もこの状況が続くもの

と判断せざるをえません。いうまでもなく、みなさんは、この

ような環境下で就職活動に挑むことになります。

　しかし、臆する必要はまったくありません。いくら厳しい

状況といっても採用数がゼロになった訳ではありません。

新卒有効求人倍率も1倍を下回っていません。必要な人材

を確保できずに悩んでいる企業もあります。これまでに

培ってきたみなさんの力を遺憾なく発揮し、自立した社会

人への道を切り拓いてください。まさに時節到来です。何

かあれば私たち就職委員会／キャリアセンターがいつでも

相談に応じます。

　今回の記事は、頑張るみなさんのために、本学過去5年

間の就職先企業名一覧と学内外の合同企業説明会の情

報を掲載しました。就職先企業名一覧は直近のOB・OG在

籍企業リストに相当します。ぜひとも有効に活用してくださ

い。

流　　通
ピップトウキョウ （株）
（株）サンドラッグ
スギホールディングス （株）
（株）ヤマダ電機
（株）コナカ
青山商事 （株）
（株）ＡＯＫＩホールディングス
（株）コメリ
（株）ニトリ
（株）ＡＢＣマート
（株）カスミ
イオン （株）
（株）サミット
（株）ライフコーポレーション
（株）セブン＆アイ・ホルディングス
（株）東急ストア
（株）マイカル
（株）カワチ薬品
東邦薬品 （株）
（株）ゴルフ・パートナー
（株）スズケン
（株）島忠
（株）ツツミ
（株）ＪＲ東日本リテールネット

不動産
ポラス （株）
レオパレス （株）
住友不動産販売 （株）
日神不動産 （株）
明和地所（株）

教　　育
塩山高校
生蘭学園
文化学園
甲府商業高校
沼津商業高校
宇都宮短大附属高校

進　　学
高千穂大学大学院
青山学院大学院
中央大学大学院
順天堂大学大学院
国士舘大学大学院
日本教育大学大学院

運輸・通信
東日本旅客鉄道 （株）
佐川急便 （株）
日本通運 （株）
郵便事業 （株）
新潟運輸 （株）
丸運（株）
郵便局（株）
（株）キュラソー流通システム
西日本電信電話（株）
（株）サカイ引越センター

金　　融
（株）三井住友銀行
（株）千葉興業銀行
（株）関東つくば銀行
（株）東和銀行
城南信用金庫
城北信用金庫
さわやか信用金庫
東京東信用金庫
西武信用金庫
多摩信用金庫
朝日信用金庫
湘南信用金庫
しずおか信用金庫
丸三証券 （株）
新潟証券 （株）
ＳＭＢＣフレンド証券 （株）
東海東京証券（株）
かざか証券（株）
（株）大和證券投資信託委託
ニッセイ同和損害保険（株）
（株）イオンクレジットサービス

公　　務
国家二種（法務省）
防衛省
警視庁
栃木県警
静岡県警
神奈川県警
茨城県警
千葉県柏市広域消防
裾野市役所
沼田市役所
東久留米市役所

製　　造
大和冷機工業 （株）
東洋ゴム工業 （株）
松下電工 （株）
（株）パル
（株）ドトールコーヒー
（株）紀文食品
（株）なとり
（株）オンワート樫山
（株）ロック・フィールド
サントリー （株）
Ｐ＆Ｇマックスファクター
（株）三和テッキ

サービス
（株）東計電算
ＮＥＣソフト （株）
日本ケンタッキーフライドチキン（株）
日本マクドナルド （株）
吉野家・ディー・アンド・シー
（株）プリンスホテル
（株）京王プレッソイン
（株）第一興商
（株）東急レクリエーション
（株）インテリジェンス
（株）ネクシィーズ
ソラン（株）
トランス・コスモス（株）
島村楽器（株）
（株）サクライ楽器
関東中央病院
共立習志野台病院
（株）日本医療事務センター
（株）エイチ・アイ・エス
近畿日本ツーリスト（株）
（株）ココスジャパン
（株）ジョナサン
（株）すかいらーく
（株）ゼンショー
ＪＡ静岡市
ＪＡ岩手中央
ＪＡ東京中央
ＪＡ川口
ＪＡ山梨
ＪＡさがみ
ＪＡ会津みどり
ＪＡ仙台
ＪＡ水戸
ＪＡあつぎ
ＪＡ東京スマイル
ＪＡ信州諏訪
ＪＡ塩野谷
生活協同組合あいづ

平成24年春卒業予定者のみなさん、時節到来！ 就職委員会
キャリアセンター

■主な就職先（2005～2009年度卒業生） 順不同・一部抜粋
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平成24年4月採用向け 高千穂大学学内合同企業説明会

約20社の参加企業を予定しておりますが、12月時点での
決定分のみ記載しました。
参加決定企業は“学内掲示”“求人ＮＡＶＩ”にてご確認下さい

■合同企業説明会情報は21年11月15日現在のものです。最新情報は各情報サイトにてご確認下さい。

（順不同・12月現在）参加予定企業

■【郵便事業・国内国際物流業】郵便事業（株）・日本郵政グループ

■【鉄道・生活サービス・IT Suica事業】東日本旅客鉄道（株）

■【スーパー】サミット（株）

■【臨床・水質・食品等検査業】（株）江東微生物研究所

■【鉄道架線・送電線部品製造】三和テッキ（株）

■【金融業】西武信用金庫

■【ポンプ・管工機材専門商社】橋本産業（株）

■【警備保障】東京綜合警備保障（株）

■【パン・菓子類製造販売】ガーデンベーカリー（株）

■【建築土木資材専門商社】（株）エービーシー商会

■【ホテル・旅館業】（株）富士屋ホテルチェーン

■【出版業】新日本法規出版（株）

■【広告代理業】（株）オレンジ社

■【不動産業】明和地所（株） 

■【マンション・ビル総合管理業】ナイスコミュニティ（株）

■【教育サービス業】ＴＡＣ（株）

■【機械部品専門商社】エバオン（株）

◆◆◆キャリアセンター受付時間◆◆◆

業務時間　9：00～16：30（平日）　9：00～11：30 （土曜日）
電話番号　03-3313-0144
キャリアセンターは春休みも平常業務を行っております。

予 約 不 要
入退場自由
履歴書不要

2月15日（火） 開 催 日 12：30 セントラルスクエア２階タカチホホール
集合時間・場所

セントラルスクエア４階開催場所 13：00～16：00実施時間

就活イベント“合同企業説明会”情報・1月10日～2月10日実施分（関東・甲信越地区のみ掲載・一部抜粋）
開催日 タイトル 所在地 場　　所 主　　催 ホームページアドレス

1月10日 開幕★LIVE　大宮 埼玉県 大宮ソニックシティ リクルート http://job.rikunabi.com/2012/contents/event/

1月10日 マイナビ就職ｾﾐﾅｰ　合同企業説明会 静岡県 ｱｸﾄｼﾃｨ浜松 毎日ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ http://job.mynavi.jp/conts2/seminar2012/shizuoka/

1月12日 キャリアフーラム　千葉会場 千葉県 アパホテル＆リゾート （株）ディスコ http://job.nikkei.co.jp/2012/event/

1月13日 マイナビ就職ｾﾐﾅｰ　合同企業説明会 東京都 町田市文化交流センター 毎日ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ http://job.mynavi.jp/conts2/seminar2012/kanagawa/

1月14日 マイナビ就職ｾﾐﾅｰ　合同企業説明会 神奈川県 厚木商工会議所 毎日ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ http://job.mynavi.jp/conts2/seminar2012/kanagawa/

1月15日 開幕★LIVE　宇都宮 栃木県 マロニエプラザ リクルート http://job.rikunabi.com/2012/contents/event/

1月15日 マイナビ就職ｾﾐﾅｰ　合同企業説明会 茨城県 茨城県県南生涯学習センター 毎日ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ http://job.mynavi.jp/conts2/seminar2012/e-kanto/

1月15日 マイナビ就職ｾﾐﾅｰ　合同企業説明会 静岡県 ツインメッセ静岡 毎日ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ http://job.mynavi.jp/conts2/seminar2012/shizuoka/

1月15日 にいがた就職応援団　合同企業説明会 東京都 都立産業貿易センター浜松町館 （株）広報しえん http://niigata-job.ne.jp

1月16日 開幕★LIVE　前橋 群馬県 グリーンドーム前橋 リクルート http://job.rikunabi.com/2012/contents/event/

1月16日 キャリアフーラム　東京会場 東京都 東京ビックサイト （株）ディスコ http://job.nikkei.co.jp/2012/event/

1月16日 U/Iターンキャリアフーラム　東京会場【東北】 東京都 アキバスクエア （株）ディスコ http://job.nikkei.co.jp/2012/event/

1月17日 マイナビ就職ｾﾐﾅｰ　合同企業説明会 神奈川県 藤沢産業センター  毎日ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ http://job.mynavi.jp/conts2/seminar2012/kanagawa/

1月19日 キャリアフーラム　前橋会場 群馬県 グリーンドーム前橋 （株）ディスコ http://job.nikkei.co.jp/2012/event/

1月22日 就活攻略★LIVE　東京 東京都 東京ビックサイト リクルート http://job.rikunabi.com/2012/contents/event/

1月23日 就活攻略★LIVE　東京 東京都 東京ビックサイト リクルート http://job.rikunabi.com/2012/contents/event/

1月23日 地元就職希望者のための就活攻略★LIVEin東京 東京都 東京ビックサイト リクルート http://job.rikunabi.com/2012/contents/event/

1月25日 キャリアフーラム　川越会場 埼玉県 川越プリンスホテル （株）ディスコ http://job.nikkei.co.jp/2012/event/

1月31日 キャリアフーラム　つくば会場 茨城県 つくば国際会議場 （株）ディスコ http://job.nikkei.co.jp/2012/event/

2月3日 キャリアフーラム　水戸会場 茨城県 茨城県武道館 （株）ディスコ http://job.nikkei.co.jp/2012/event/

2月5日 ﾏｲﾅﾋﾞ就職EXPO 東京都 東京ビックサイト 毎日ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ http://job.mynavi.jp/conts/event/2012/expo/tokyo_02/index.html

2月5日 キャリアフーラム　横浜会場 神奈川県 パシフィコ横浜 （株）ディスコ http://job.nikkei.co.jp/2012/event/

2月5日 信濃毎日新聞社　合同企業ガイダンス 長野県 信州大学松本会場 信濃毎日新聞社 http://shinmai.at-s.com/2012/

2月5日 にいがた就職応援団　合同企業説明会 新潟県 朱鷺メッセ （株）広報しえん http://niigata-job.ne.jp

2月6日 マイナビ就職EXPO 東京都 東京ビックサイト 毎日ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ http://job.mynavi.jp/conts/event/2012/expo/tokyo_02/index.html

2月7日 キャリアフーラム　立川会場 東京都 パレスホテル立川 （株）ディスコ http://job.nikkei.co.jp/2012/event/

2月7日 マイナビ就職ｾﾐﾅｰ　合同企業説明会 新潟県 朱鷺メッセ 毎日ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ http://job.mynavi.jp/conts2/seminar2012/niigata/

2月8日 キャリアフーラム　千葉会場 千葉県 アパホテル＆リゾート （株）ディスコ http://job.nikkei.co.jp/2012/event/

2月8日 マイナビ就職ｾﾐﾅｰ　合同企業説明会 東京都 新宿ＮＳビル 毎日ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ http://job.mynavi.jp/conts2/seminar2012/w-tokyo/

2月8日 静岡新聞　合同企業ガイダンス 静岡県 キラメッセ沼津 静岡新聞社 http://shinsotsu.at-s.com/2012/

2月9日 マイナビ就職ｾﾐﾅｰ　合同企業説明会 東京都 立川グランドホテル 毎日ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ http://job.mynavi.jp/conts2/seminar2012/w-tokyo/

2月9日 キャリアフーラム　町田会場 東京都 ホテルザ・エルシィ町田 （株）ディスコ http://job.nikkei.co.jp/2012/event/

2月9日 静岡新聞　合同企業ガイダンス 静岡県 ツインメッセ静岡 静岡新聞社 http://shinsotsu.at-s.com/2012/

2月10日 静岡新聞　合同企業ガイダンス 静岡県 アクトシティ浜松 静岡新聞社 http://shinsotsu.at-s.com/2012/

2月10日 キャリアフーラム　平塚会場 神奈川県 平塚商工会議所会館 （株）ディスコ http://job.nikkei.co.jp/2012/event/

2月15日 第２回　学内合同企業説明会 本学 セントラルスクエア4階 就職委員会/キャリアセンター 参加企業詳細情報は“求人NAVIお知らせコーナー”にて掲載中です
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