
スガ モで 寄り添う。
スガ モで 支 える。

就 職 支 援 ガ イド

〒170-8470 東京都豊島区西巣鴨3-20-1　TEL 03-5394-3022（直通）

お問い合わせ

大正大学 学生支援部 就職課

蓮桃色

古代紫

大正大学90周年ロゴマーク

９０周年を簡潔に認識でき
るデザインを採用し、あわせ
て鴨台観音さざえ堂をモ
チーフとして使用することに
よって、大正大学の大乗仏
教精神に基づいた学風を
表現しています。

ユニバーシティカラー

大正大学が長年使用してきた「古代
紫」に加え、2015年より新たに蓮桃色
（ロータスピンク）を取り入れツートンカ
ラーで展開しています。蓮の花の色を
表すピンクは、これまでの伝統（古代
紫）の上に咲く、大正大学の新たな決
意を表しています。



学部6
学科11

90
創立

周年
4,827
在学生数

（学部／2016年5月1日現在）

累計卒業生数

42,617人

人

（学部／2016年5月1日現在）

大正大学の誕生は大正15年（1926年）。
全国で21番目にできた私立大学です。

21
私立大学

番目の

日
本
で

33名
教員 22名
職員 11名

就職担当教職員数

各コースに就職担当の教職員を配置し、
就職サポートを行っています。

社会福祉士
国家試験合格率

56.5%
（2015年度）

精神保健福祉士
国家試験合格率

100%
（2015年度）

臨床心理士
国家試験合格率

61.1%
（2015年度）

課外活動強化団体

8団体

地域創生学科　＊2016年4月新設

人間科学科／臨床心理学科

教育人間学科（教職コース／教育・学校経営マネジメントコース）／
社会福祉学科（社会福祉学コース）／人間環境学科（環境政策コース／
こども文化・ビジネスコース）

日本文学科／人文学科（哲学・宗教文化コース／
カルチュラルスタディーズコース）／
歴史学科（日本史コース／東洋史コース／文化財・考古学コース）　

表現文化学科（クリエイティブライティングコース／出版・編集コース／
放送・映像表現コース／エンターテインメントビジネスコース／
英語表現・コミュニケーションコース）　

仏教学科（仏教学コース／宗学コース／国際教養コース）

地域創生学部 62人

心理社会学部 272人

地域創生学部

心理社会学部

人間学部

文学部

表現学部

仏教学部

1,653人
人間学部

1,386人
文学部

956人
表現学部

仏教学部 498人

男性：47.7% 女性：52.3%
■学部別構成比

空手道部／柔道部／剣道部／卓球部
野球部／カヌー部／弓道部／カバディ部 01

2位全国

2016年
大学志願者増加率ベスト100

＊調査：大学通信

（昨年志願者が3,000人以上）

（学部／2016年5月1日現在）

就職率

93.7%



大正大学の学生を採用する理由。

02 03

85

81.4%

83.4%
84.4%

88.0%
93.7%

100%

100
（％）

2012年３月卒 2013年３月卒 2014年３月卒 2015年３月卒 2016年３月卒 2020年３月卒

就職率＝

（2016年5月1日現在）

就職者
就職希望者

5年連続
就職率アップ！

誠実な学生が多いというのが企業から見た大正大学の印象です。会社説明
会等で私達が話をしているときも、しっかり反応を返そうという意思が見えま
す。社会人として仕事をする上で、誠実な人であるかどうかは非常に重要なポ
イントです。そういった強みを、社会でぜひ活かしてほしいですね。

有名企業や大企業に就職することだけが「いい就職」であるとは限りません。
また、大卒者に対する求人倍率は大企業と中小企業とで大きな差がありま
す。視野を広く持ち、さまざまな可能性を探ることが重要です。

株式会社エービーシー商会 人材開発チーム 部長 山本みどり

就職活動の現実は？ 企業が求める力とは？ マッチングが重要です

知っていますか？ いまどきの就職事情

大企業と中小企業では、求人倍率に大きな差が！

企業が採用試験で重視するコミュニケーション能力。「おしゃべりが得意」
「友達と楽しく過ごせる」といったものではなく、世代の離れた人や面識のな
い人との対話力であると言えます。

採用時に重視されるのはコミュニケーション能力！

早期離職をしないためには、学生が自分の希望や適性をしっかり把握し、そ
れとマッチングする企業を探すこと。就職した後に後悔しないよう、自分自身
としっかり向き合うことが重要です。

新卒就職者の32.3%が３年間で中途退社します。

1000人以上
企業 1000人未満

企業

株式会社リクルートホールディングス　リクルートワークス研究所
「第33回 ワークス大卒求人倍率調査」 日本経済団体連合会「2015 年度 新卒採用に関するアンケート調査結果概要」

1年目 13.1%

2年目 10.3%

3年目 8.9%
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■ 選考時に重視する要素
■ 新規学卒就職者の在職期間別離職率
　 （平成24年3月卒業の大学生の場合）

大正大学卒業生の就職率

DATA1 大卒者に対する求人倍率 DATA2 選考時に重視する要素 DATA3 新卒者の離職率

0.90倍 2.49倍 倍4.16
300人未満企業

67.7%

就職率アップ 3つの理由

就職支援プログラムへの参加状況や
面談内容などを教職員が共有し、普
段の授業から自身の進路活動に至る
までの情報を把握した上で学生の指
導にあたります。

未来・希望する業界

学生

1 2 3

学科担当教員・職員を配置。
教職協働による進路支援。

３年次には学生全員に対し、専門知識
を備えた相談員による面談を実施。
キャリアプランニングを相談員と一緒
に考えます。また、面談内容を教員と
共有し、学生指導の情報とします。

3年次には
進路希望把握のための
全員面談を実施。

１年次から「学びの技法」「キャリア支
援プログラム」を開講し、将来を考え
るきっかけを作る授業を展開していま
す。また、資格取得、公務員試験合格
に向けた対策講座も充実しています。

１年次からの
キャリア支援プログラム。

各専門家が連携し、学生一人ひとりに寄り添った就職支援を実現します

専門知識を教える
キャリア・アップ講座

専門知識を備えた
相談員

学科・コース
担当教員・職員 学生就活アドバイザー

就職活動は厳しい。しかし、ご安心ください。

大正大学では各企業へ訪問し内定動向や採用状況などの情報
を収集する企業訪問専門スタッフや、ビジネスに関する幅広い知
識やスキルを身につけている中小企業診断士が常駐しています。

就職採用試験としてＳＰＩ試験が課されることがあります。ＳＰＩ試
験は「能力適性検査（言語分野、非言語分野）」と「性格適性検
査」からなる試験となります。しかし、多くの文系学生は「非言語分
野」を苦手としています。そこで就職課では数的処理を苦手とする
学生に対し、低学年より数学の教員がしっかりとサポートします。

大正大学には企業情報豊かな
専門スタッフがいます。

就職活動に必要な
「ＳＰＩ（非言語）」を指導

学生一人ひとりに教職員を始めとする専門スタッフがつくことで、
志望する企業への求人紹介や就職活動に対する不安や悩みな
ど個別のサポートが可能です。

「あなたのエージェント」が
大学の中にいる。

1

2

3

厚生労働省「新規学校卒業就職者の在職期間別離職状況」

2020年には
就職率100%を
目指します。

資格取得
個別相談

添削・面接指導
進路希望把握
就職指導 就活アドバイス
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基礎学力・基礎スキル 基礎力に関する科目

専門性を高めるために必要なのは、基礎力です。
学生のみなさんには、まずしっかりとした基礎力を自分のものにしてほしいと大正大学は願っています。外国語、コミュニケーション能力、ノート
の取り方や図書館の使い方、小論文の書き方。それらは「大学での学びの入り口」です。各学部の専門教育を受けるためにも、まずは十分に基
礎力を養うことが、専門性を身につけるための土台となるのです。そして培った力を糧に、やがては社会へと大きな一歩を踏み出してほしい。は
じめにどれだけ強固な土台を築けるかが、将来の伸びしろを決めるのですから。

教養 学びの窓口

幅広い視野を養い、社会生活を営む上で必要な教養を身につける。
大正大学では、文化・社会・自然・地域の４つの分野からなる「学びの窓口」という「探究」科目を設置しています。「探究」のためには、好奇心を
大きく広げ、より柔軟な視点でものごとをとらえ、考える力が必要になります。幅広い教養を身につけることが専門性を高める土台となり、人生を
豊かにしてくれます。

専門教育科目 各学科・コースの専門教育科目

それぞれの専門性を高める学び。
専門教育科目は、学生それぞれが所属する各学部・学科・コースの専門性を身につけるための学びを展開します。教室で椅子に座って黒板に
向かって教員の授業を聞くだけでなく、大学の外に出て学ぶフィールドワークや、学生同士がグループを作って1つのことを調査・考察するグルー
プワーク、個人またはグループで作品を作り上げる実習や、仮説を立ててそれを実証する実験、学外での研修、自分の考えを発表し議論するプレ
ゼンテーションやディスカッション形式の授業など、様々な形の授業が行われます。

資格取得・キャリア支援 全学共通の選択科目／キャリア支援講座

＋αの学びで未来を切り拓く。

学習サポート
教育開発推進センター
ラーニングコモンズ

大学の学びをしっかりサポートします。　　　
大学での学びは、高校までの学習方法と大きく異なります。「自分は何を学びたいのか」「将来、何をしたいのか」と自分に必要な学びは何かと考え、
自分自身で履修計画や学習方法をつくり、実践していく必要があります。論文やプレゼンテーション、ディスカッションなど、様々な形で自分の意見や
研究成果を発信する場面もあります。大正大学では「教育開発推進センター」を設置し、困ったときの学習アドバイス、パソコンなどの機材の貸し出
しや扱い方の指導、プレゼンテーションの練習や指導、レポートや小論文の書き方など、学生の皆さんが困ったときに相談に乗ってくれる支援体制
をつくっています。また、自学自習の空間であるラーニングコモンズには、職員だけでなく、学生サポーターズという支援スタッフが常駐しているので、
気軽に相談することができます。

学生一人ひとりをパワーアップ

専門性を身につけ社会に旅立つためには、教養や専門性に加え、様々な知識・技能・経験が必要とされます。それは資格や免許であったり、ボ
ランティア活動であったり、就職活動へ向けたキャリア育成のための学びであったりと多岐にわたります。そんな＋αの学びのサポートにも、大
正大学は力を入れています。

大正大学の「人材育成」

実社会へ

学習サポート
［ 教育開発推進センター ］
［ ラーニングコモンズ ］

さまざまな分野で活躍

基礎学力・基礎スキル
［ 学びの窓口 ］
［ 学びの技法 ］

専門教育科目
［ 各学科・コースの専門教育科目 ］

資格取得
キャリア支援

［ 全学共通の選択科目 ］
［ キャリア支援講座 ］

教養
［ 学びの窓口 ］

124
単位以上

卒業要件単位数

選択必修



内定を獲得した4年生が就職活動中の3年生をサポートします。
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業界・企業研究会　学内企業研究会　模擬面接指導会業界・企業研究会

インターンシップ／自己分析／
業界研究など

試験／面接／内定 内定式

進路相談（個別）進路相談（個別）

進路全員面談／ガイダンス／就活支援講座／
SPI対策講座/学生就活アドバイザー／UIターンガイダンス就職ガイダンス／キャリア・アップ講座（公務員入門講座・資格取得対策講座）／SPI対策講座 就職相談（個別）／求人紹介・相談会

学内企業説明会・選考会

学生就活アドバイザー制度

インターンシップ検索会やガイダンスで学生の希望に合わせ
たインターンシップ先を紹介。

インターンシップ参加支援（3年次）
インターンシップ参加支援（2年次）

自分と向き合い、自分自身の生き方やキャリアプランにつ
いて考え、適性や目標を探ります。

自分を知る。社会を知る。

就職活動に向けて、1・2年次からできること

仕事に対する興味・関心を高め、自分の専攻での学びを
通して専門性を伸ばしていきます。

社会で求められる力を身につける。
インターンシップに参加。キャリアプランを作成し、コミュ
ニケーションやビジネスマナーについて学びます。

いざ、実行！
きめ細やかな個別指導のもと、夢の実現に向けて就職活
動に取り組みます。

就職活動！

マス・メディアなどを目指す学生の勉強会　教職研究会　業界別勉強会 等
学生による自主講座

到達目標

学びの窓口

学びの技法

各学科の専門教育科目

社会とのであい

学生と卒業生に
よるピアサポート

就職サポート

［3年次］4月～翌年2月 3月 ［4年次］4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

1年次 2年次 3年次 4年次

1 2 3 4
宮 敦生
文学部歴史学科日本史コース1年
新潟県 新潟第一高等学校出身

「資格を取れば就職活動のとき
に選択肢が広がる」と思い、大学
に入学してすぐにビジネス実務
法務検定３級の講座を受講。試
験を受け、無事合格！ しっかり対
策をして試験に臨めたので、試
験本番の問題も難しく感じませ
んでした。「毎年資格を取る」とい
う目標に向けて、今は違う資格
の勉強を進めています。

資格取得！

江澤香穂
人間学部臨床心理学科3年
千葉県 柏陵高等学校出身

インターンシップ中は営業部の方
と企業を訪問。営業の仕事が「お
客様との信頼関係を構築する仕
事」と知り、職業に対する視野が
広がりました。就職活動は不安な
点もありますが、先輩のアドバイ
スをしっかり聞いて頑張ります！

インターンシップに参加！安藤 瞳
人間学部社会福祉学科2年
埼玉県 筑波大学附属坂戸高等学校出身

公務員試験対策講座の一環で、
大原学園に通っています。他大
学の学生と学ぶことでたくさん
の刺激を受けることができます
ね。その中で感じたことは、語学
力や文章作成能力、数学の知識
などの重要性。学科の専門科目
に加えて、一般教養の授業にも
力を入れるようになりました。

公務員試験対策！

板倉幸音
人間学部臨床心理学科4年
東京都 豊島高等学校出身

就職活動で重要なのは行動力。
何事も前向きに考え、次へ次へと
行動することが大切です。就職活
動は早く内定したから、有名企業
に内定したからいいというわけで
はありません。自分に合う企業が
見つけられるよう、頑張りましょう！

就活生をサポート！
大和ハウス工業株式会社 内定インターンシップ参加企業：

コクヨ株式会社 白石智也
文学部歴史学科東洋史コース4年
茨城県 土浦湖北高等学校出身

内定先との出会いはキャリア支
援講座。また、就職課で書類添削
や面接指導を受けたおかげで、
自信を持って採用試験に挑めま
した。就職活動では嘘をつかず、
素の自分の強みをアピールする
ことが大切だと思います。

医薬品メーカーへ！
株式会社ツムラ 内定

本間愛奈
人間学部人間科学科4年
新潟県 柏崎高等学校出身

地元で働きたいと考えていた私
を支えてくれたのが、学内で開講
しているレベルアップ就職塾の
先生。「地元に貢献したい」とい
う私に、「それなら金融業界だ
よ！」とアドバイスをしてくれまし
た。落ち込んだときは、よく先生
に相談しに行きましたね。

金融業界へ！
柏崎信用金庫 内定

*現 心理社会学部臨床心理学科 *現 心理社会学部臨床心理学科 *現 心理社会学部人間科学科

就職活動
スケジュール

スケジュールは変更になる可能性があります

・自分の将来や就職について早いうちから考えてみる。
・学科やコースの専門的な学びに力を入れる。
・資格取得のための勉強に力を入れる。

文化・社会・自然・地域の各分野を学ぶことを通して、社会人として必要な基礎的知識や生きる力を身につけます。

教職課程・資格取得に関する一部の科目などを、卒業単位として認定しています。 教職／社会教育主事／学芸員／司書／司書教諭／日本語教員養成／社会福祉主事／児童指導員

「人格（キャリア）形成」「基礎的学習スキル」「情報リテラシー」「外国語」を学ぶことを通して、専門分野を学ぶために必要な知識と能力を身につけます。

学生それぞれが所属する各学部・学科・コースが設置する専門教育科目です。各分野の専門性を身につけます。

地域との連帯を図り、社会貢献に取り組む人材を育成する科目です。

・一般教養や文章作成能力、語学、数学など、就職活動に必要な知識や学力を修得する。
・アルバイトなどを通して、「仕事」とはどういうものなのかを体験する。
・大学生活をしっかり楽しむ。

就活スケジュール

エントリー／企業説明会／
書類提出など

教職課程・資格取得に関する科目

教室外での個人の研鑽を目的としています。自主的に体験学習したものを単位として認定します。また、「仏教研修」「仏教フィールドワーク」は建学の精
神である仏教を体験する科目です。各宗派の本山で実習をするほか、奈良や京都などの寺院を探訪し、優れた仏教美術を鑑賞します。

将来のキャリアを考えるにあたって、社会や産業界の現状を知り、社会は何を求めているのか、そして自分自身がどのような職業を選ぶのか、そのため
には何が必要なのかなどを、自ら主体的に考えていくための講座です。将来の進路や就職に直結する科目です。

自己研鑽に
関する科目

社会・地域貢献に関する科目

キャリア育成支援
に関する科目

インターンシップ報告会
インターンシップ期間中は目標、業務内容、気づきなどを
業務日誌として作成します。また、インターンシップ先の企
業担当者よりコメントをいただき今後の反省に生かしま
す。また、12月にはインターンシップ報告会を開催し、他社
へ参加した学生の報告を聞き、体験していない業種、職種
への理解を含め職業選択に向けての参考とします。

学生就活アドバイザー

* *
*



事務系公務員、心理系公務員、福祉系公務員、公立保育士、警察官、消
防官などをめざす学生のための講座。「公務員入門講座」は1年次から
受講可能で、公務員試験に欠かせない数学の対策を、早い段階から行
うことができます。また、福祉職公務員をめざす学生向けの対策講座も
実施しています。資格取得で有名な大原学園と連携し、学内での講座と
学外での学習を組み合わせ、より質の高い試験対策を展開します。

大正大学就職課が展開している「キャリア・アップ講座」。将来の夢や目標に合わせ、様々な講座を受講することができます。

公務員になりたい

充実の対策講座

国家試験を受験したい

以下の資格試験の対策講座を実施しています

キャリア・アップ講座

その他、様々な業界の自主講座も検討中です。

08 09

資格取得・就活支援講座

不動産を取引する際に仲介役を果たす国家資格。土地や建物の売買や
貸し借りの際に、公正な取引ができるようにします。通称「宅建」。

● 宅地建物取引士

科学技術からマンガ・アニメに至るまで、様々なコンテンツを守り、知的財
産を適切に管理・活用する能力を証明する国家資格です。

● 知的財産管理技能士（3級）

旅行業界唯一の国家資格で、旅行に関する様々な知識・技術を身につけ
たプロとして認められる資格です。

● 国内旅行業務取扱管理者

児童福祉施設（保育所など）において、乳児～小学校就学（0歳～6歳）ま
での幼児を保育するために必要な資格です。

● 保育士（筆記試験対策）

資格が取りたい

以下の資格試験の対策講座を実施しています

語学試験対策をしたい

目標スコア別の対策講座を実施

就職活動の準備をしたい

就職活動を安心して迎えることができます

教員をめざしたい、マスコミ業界をめざしたい

営業、販売、総務、人事など、あらゆる職種で必要とされる法律知識を身に
つけていることを証明する資格。

● ビジネス実務法務検定3級

顧客の資産に応じた貯蓄・投資等のプランの立案・相談など、「お金」にま
つわる様々な専門知識・技能を証明する資格。

● ファイナンシャルプランナー3級技能検定

企業の経理担当者として必要な商業簿記に関する知識を証明する資格。
ビジネスの基本であるコスト感覚を身につけることができます。

● 日商簿記技能検定3級

小売業に関する専門知識を身につけ、販売促進の企画・実行をリードし、
店舗・売場を総合的にマネジメントできることを証明します。

● リテールマーケティング検定2級

色の性質・特性など、色彩に関する知識を身につけビジネスに活かすこと
ができることを証明する資格。

● カラーコーディネーター（2級・3級）

パソコンの操作能力に加え、ビジネスマナーや実際にパソコンを使用して
のビジネススキルも問われる検定試験です。

● 日商PC検定

医療事務スタッフとして、病院やクリニックなどの医療機関で、事務や経理
業務を行うことができます。

● 医療事務

● はじめてのTOEIC
● TOEIC650点
● TOEFL講座

● TOEIC550点
● TOEIC（リスニング強化）

● 公務員入門講座
● 公務員試験対策講座（1.5年）
● 公務員試験対策講座（大卒程度）
● 公務員試験対策講座（教養型）
● 公務員試験対策講座（公安）
● 公務員福祉専門職対策講座

「働くことの意義とは」「職業の選択とは」「ビジネスとは」。就職活動に向
けて、社会に出て働くこととはどういうことなのかを理解し、キャリアプラ
ンニングをするための講座です。授業には企業の社長や人事部をはじめ、
多様な専門を持つ様々なゲストが登場。ビジネス現場の生の声を聞くこと
ができます。

● キャリア育成特設講座

就職活動の際に欠かせない筆記試験対策を実施します。模擬試験等も行
い、実践力を養います。

● SPI対策講座（非言語）
● SPI対策講座（直前）

業界企業研究、職種研究、インターンシップ対策など、就職活動の準備とし
て欠かせない講座を実施しています。応募書類作成や、面接、グループディ
スカッションのための対策なども徹底して行っています。

● 就活支援講座【基礎】
● 就活支援講座【実践】
● 就活支援講座【営業職研究】
● 就活支援講座【レベルアップ就職塾】
● 就活支援講座【就職のための文章講座】教員志望の有志学生が集まり、学科を越えて週２回教材研究や模擬授業

を行っています。また、外部講師を招いて専門的な指導を受けています。

● 教職研究会

テレビ、出版、広告、Webなど、マスコミ・メディア業界への就職を希望す
る学生による自主講座です。様々なアドバイザーを招き、就職対策を行
います。

● 学生による自主講座「マス・メディアなどを目指す学生の勉強会」

TOEICとは、英語によるコミュニケーション能力を評価する世界共通のテ
ストです。10点から990点までのスコアで評価され、「どれだけ英語でコ
ミュニケーションできるか」という基準として、多くの企業が採用試験で
TOEICスコアを評価対象と
しています。TOEFLとは、英
語を母国語としない人を対
象とした英語能力判定試験
で、海外留学の際、留学に
必要な英語コミュニケー
ション能力を測るために使
用されることが多いです。



まだまだあります！

大正大学就職課
就活支援プログラム

自分の将来に関連する就業体験制度としてインターンシッ
プがあります。大正大学では検索会やガイダンスにて学生
本人の希望、状況に合わせたインターンシップ先を紹介し
ます。また、就活支援講座への出席や実習時間等、一定の
条件を満たした者に関しては、単位を認定します。

インターンシップ参加支援

集団面接やグループディスカッションに対応できるよう企業
人事担当者による模擬面接指導会を学内にて実施します。

模擬面接指導会

学生（4年生）就活アドバイザー制度

就職部オススメのインターンシップ情報や、3・4年生対象の
就活講座・セミナー案内等をツイートしています。

企業に内定を得た4年生が、就職活動中の3年生を支援します。
個別でのアドバイスの他に、各種講座・ガイダンスでも経験を伝
えます。

就職部Twitter

１年生～３年生を対象に「業界・企業研究会」を実施いたしま
す。企業の人事担当者が来校し、業界・企業の魅力や展望、求
める人材などをお話しいただきます。就職活動解禁前の早い
時期から学内で企業の方から直接、話しを伺えるチャンスは
なかなかありません。

業界・企業研究会

3年生になるとキャリアアドバイザー有資格者による「全員面
談」を実施します。面談することにより一人ひとりがどの業界
に進みたいのか、進学をどの様に考えているのか、またそれぞ
れの人間性など大学として3年生全員の進路を把握した上
で、個々に合ったサポート、指導方法を一緒に考えていきます。

全員面談

U・Iターンでの就職を希望する学生向けにガイダンスや情
報交換座談会等を開催しています。また、キャリア・アップ講
座以外に福祉業界やマスコミ業界といった志望先に特化
した講座や、就職活動に必要なスーツの着こなし・マナー・
ヘアメイクセミナーなども展開しています。

U・Iターン、その他就活支援講座

就活を始めた3年生を対象とした「学内合同企業研究会」を毎年開催しています。学生の関
心が高い業界・業種を中心に、約200社の企業の方から、各企業の特色や業種の説明、業
界の最新動向や求める人材像など、率直な声・情報を聞くことができます。この他にも4年生
対象の小規模な説明会や卒業生のリクルーターによる説明会を通年で実施しています。

学内合同企業研究会

キャリアアドバイザー有資格者および、企業での経験豊かな
相談員による個別指導を行っています。応募書類の添削や面
接指導はもちろん、学生一人ひとりに合わせ、一緒に就職活
動の戦略を立てています。

就職相談
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木元修一
設置コースが多く、進路が多彩な大正大学の特性に合ったキャリアサポート。それはFace to Faceにほかな

りません。就職課に足を運べば、コース別担当スタッフが学生の相談を受け付けています。スタッフと学生が

信頼関係を築き、内定取得まで丁寧なサポートを実施する。それは小規模大学である大正大学でなければ

できないサポートです。私たちの目標は、全学生と面談すること。そして就職率100%。学生達と同様に、私

達も挑戦し続けます。

就職活動は学生にとって、自分の将来の選択肢を判断しなければならないイベ
ント。自身の成長にながる貴重な体験です。だからこそ、基本的には子供の選択
を尊重してあげましょう。社会人としての助言やフォローは重要ですが、身近な
社会人として、人生の先輩として常にやさしく見守り、思いやりのある態度で接
してあげてください。

就職率100%をめざす。それが私たちの使命です。

副学長

保護者の皆様へ

保護者のための就職活動

保護者が就活生に言ってはいけないNGワード 保護者のための就活Q&A

1. 子供の選択を見守る姿勢

社会に出て働いたことのない学生には、企業の細部まではなかなか見えないも
の。インターンシップなどを経験しても、理解できる範囲には限界があります。親
としてではなく人生の先輩として、社会人の目線で企業の良し悪しを伝えてあ
げましょう。

2. 企業を社会人の視点で見る

就職活動で学生が困ることの代表例が、「費用」です。交通費や遠方に出向い
た際の宿泊費など、就職活動にはお金がかかるもの。採用試験が本格的に始ま
れば、アルバイトを頻繁に行うことも難しくなります。さりげなく費用面でサポー
トしてあげることも、スムーズな就職活動には必要です。

優しく見守り、思いやりのある態度で接してあげて
ください。

3. 費用面のサポート

Q.

A.

A.

Q.

Q.

A.

保護者はどんな心構えで
子供に接すればいいのでしょう？

聞いたことがないというだけで否定せず、その会社
がどのようなことをしている会社なのか調べてみて
はいかがでしょうか？

子供が内定をもらった企業は
あまり名前を聞いたことがありません。
大丈夫でしょうか？

内心では保護者からのサポートを求めているかも
しれません。コミュニケーションの取りやすい環境
を整えましょう。

子供が就職活動の状況を話してくれません。
放っておいて大丈夫でしょうか？

「小さい頃からこういうことが得意だったよね」

「あなたは気づいてないかもしれないけれど、
こういうところがあなたの長所だよ」

「〇〇をしているときが一番楽しそうだったから、
こういう仕事も向いているかもよ？」

「どんな会社かということも大切だけれど、
どんな仕事をするかが重要なんだよ？」

NGワード

OKワード

「そんな会社知らないぞ。大丈夫なのか？」

「どこを受けているか知らないけど、真面目にやっているのか？」

「友達は内定をもらっているんでしょ？」

「そんな職種、お前に向いてないんじゃないか？」

「もう大人なんだから就職くらい自分で決めなさい」



仏教学部

仏教学科　仏教学コース／宗学コース／仏教文化コース（現 国際教養コース）

人間学部

人間科学科　人間科学コース（現 心理社会学部 人間科学科）

教育人間学科　教育人間学コース（現 教職コース／教育・学校経営マネジメントコース）

アーバン福祉学科　ソーシャルワークコース（現 社会福祉学科）

人間環境学科　環境コミュニティコース（現 環境政策コース）／のびのびこどもプロダクトコース（現 こども文化・ビジネスコース）

臨床心理学科　臨床心理学コース（現 心理社会学部 臨床心理学科）

表現学部

表現文化学科　クリエイティブライティングコース／放送・映像表現コース／英語表現・コミュニケーションコース

文学部
人文学科　日本語日本文学コース（現 日本文学科）／哲学・宗教文化コース／カルチュラルスタディーズコース

歴史学科　日本史コース／東洋史コース／文化財・考古学コース

就職実績 ［2016年3月卒業生の就職実績（一部）］ 就職先 業職一覧（2016年5月1日現在）

（株）アイシンナノテクノロジーズ　（株）ＮＳＤ　小野（株）　コーナン商事（株）　（株）コモディイイダ　（株）すかいらーく　（株）セブン-イレブン・ジャパン　
ソフトバンクグループ（株）　（株）千葉興業銀行　東京トヨペット（株）　トオカツフーズ（株）　（株）トランスコスモス　（株）日洋　日本電産テクノモータ（株）
（株）富士薬品　丸山金属工業（株）　明和工業（株）　（株）ライセンスアカデミー 　あいら伊豆農業協同組合　栃木県商工会連合会

（株）あらた　京都きもの友禅（株）　（株）ＪＴＢ首都圏　（株）寺岡精工　東洋印刷（株）　図書印刷（株）　（株）図書館流通センター　（株）栃木屋　
内藤証券（株）　（株）西川　日本郵便（株）　東日本旅客鉄道（株）　福助（株）　丸三証券（株）　ヤマト徽章（株）　（株）レオパレス２１　（株）ローソン　
ＩＭＳグループ　新井信用金庫　千葉信用金庫　長野信用金庫埼玉県川口市立 戸塚西中学校　埼玉県所沢市立 公立中学校　埼玉県伊奈町立 伊奈中学校
防衛省 陸上自衛隊　茨城県警察本部　千葉県警察本部

（株）大塚家具　大林ファシリティーズ（株）　（株）オリエントコーポレーション　花王カスタマーマーケティング（株）　（株）資生堂　新幹線メンテナンス東海（株）
（株）そごう・西武　ソフトバンクグループ（株）　大王パッケージ（株）　東京ガス（株）　東建コーポレーション（株）　ニット―パック（株）　日本ＳＥ（株）　
日本カルミック（株）　日本情報産業（株）　日本郵便（株）　（株）LIXIL鈴木シャッター　わらべや日洋（株）　東京厚生信用組合　千葉市　
石岡市消防本部　川口市消防局　警視庁

ウエルシア薬局（株）　キヤノンシステムアンドサポート（株）　ザ・ホテリエ・グループ赤坂（株）　サンコーインダストリー（株）　西洋フード・コンパスグループ（株）
テクバン（株）　東京地下鉄（株）　日本郵便（株）　幼児活動研究会（株）　（株）レンタルのニッケン　（学）明星学園 浦和学院高等学校　
群馬県教育委員会（小学校）　千葉県教育委員会（小学校）　江戸川区立 大杉東小学校　群馬県明和町立 明和東小学校　（財）本所賀川記念館　
兵庫県警察本部

（株）ＮＴＴドコモ　（株）銀座山形屋　（株）セブン-イレブン・ジャパン　（株）ベネッセスタイルケア　（社福）同愛会 東京事業本部　（社福）同愛会 横浜事業本部
（社福）恩賜財団東京都同胞援護会　（社福）白十字会　（社福）奉優会　（社福）目黒区社会福祉事業団　新宿区立障害者生活支援センター　
神奈川県　特別区　さいたま市　八千代市　警視庁

（株）淺沼組　アラマークユニフォームサービスジャパン（株）　（株）泉放送制作　（株）スタジオアリス　損害保険ジャパン日本興亜（株）　（株）ファミリア　
（株）ベネッセスタイルケア　（株）ベルーナ　三起商行（株）［ミキハウス］　（株）ゆうちょ銀行　日本生命保険（相）　長崎市消防局　栃木県警察本部

大塚ポリテック（株）　（株）大林組　（株）学情　（株）キッズベースキャンプ　（株）京王プラザホテル　（株）商工組合中央金庫　大興電子通信（株）　
ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング（株）　テルウェル東日本（株）　（株）栃木銀行　西川産業（株）　日本オフィス・システム（株）　日本ステリ（株）　
（株）バンダイロジパル　レイス（株）　（株）早稲田アカデミー　ＩＭＳグループ　（社福）同愛会 東京事業本部　（社福）二葉保育園　東京都知的障害者育成会
法務省（刑務官）　特別区　警視庁

キヤノンシステムアンドサポート（株）　栃木県教育委員会　警視庁　（株）はせがわ　日本システム技術（株）　あいおいニッセイ同和損害保険（株）　
全日本空輸（株）　日本SE（株）　日本郵便（株）　埼玉北部農業共済組合　塩野谷農業協同組合　（学）埼玉医科大学

クリエイティブライティングコース　（株）エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ東日本　（株）ＪＰホールディングス　（株）ＪＲ東日本ステーションサービス　
（株）スタジオアリス　日本SE（株）　静岡県信用農業協同組合連合会　(学)仙台育英学園 仙台育英学園高等学校
放送・映像表現コース　インパクト（株）　（株）映像システム　（株）クリーク・アンド・リバー社　ジュピターショップチャンネル（株）　（株）パイロットコーポレーション
英語表現・コミュニケーションコース　（株）エイチ・アイ・エス　岡三証券（株）　花王カスタマーマーケティング（株）　（株）成城石井　ソフトバンクグループ（株）
（株）東京ドームホテル　日本精機（株）　日本郵便（株）　（株）ミリアルリゾートホテルズ　（株）ワタナベエンターテインメント　朝日生命保険（相）　
（学）埼玉医科大学
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卸売業
小売業
金融業

学校教育
その他の教育・学習支援業
医療・福祉
宗教
その他のサービス業
公務

農業 
建設業
製造業
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業
マスコミ
運輸業・郵便業

保険業
不動産業・物品賃貸業
宿泊業
飲食サービス業

臨床心理
学科

12.3%

12.3%

12.3%

25.9%

8.6%

3.7%3.7% 3.7%

2.5%

1.2%

1.2%

1.2%
3.7%

1.2%2.5%
1.2%

2.5%

総計 2%

0.5%
4.5%
0.1%

4.3%2.5%

3%
1.1%

3.1% 1.2% 2.4%

2.6%
1.8%

12.9%
9%

5.4%

7.9%

16.9%

11.8%

7.2%

仏教学科

1.1%

1.1%
2.1%

4.3%

2.1%
1.1%

3.2%

6.4% 1.1%
2.1%
1.1%
1.1%
2.1%3.2%

5.3%

教育人間
学科

3.3%1.7%

1.7%

8.3%

21.7%

10%

5%
6.7%

6.7%

6.7%

11.7%

8.3%

8.3%

人間科学科

5.6%

12%

14.8%

18.5%

6.5%

3.7%

0.9%
2.8%

2.8%

2.8%
0.9%

3.7%
0.9%

20.4%

表現文化
学科

4.9%

11%

21.3%

15.9%
4.9%

0.6%
4.3%

3%

3%
0.6%
3%

2.4%
2.4%

3%

3.7% 4.3%

11.6%

アーバン
福祉学科

10.6%

63.6%

10.6%
9.1%

1.5%
1.5%

1.5%1.5%

人文学科

1.2%

8.4%

14.5%

3.6%

7.2%

13.3%

13.3%25.3%

2.4%

1.2%

4.8%

3.6%
1.2%

歴史学科

0.7%

4.3%

7.2%

2.9%

10.8%

20.9%

4.3%

7.2%

2.9%

2.2%

3.6%

2.2%
2.2%

19.4%

4.3%

0.7%
2.9%

1.4%

人間環境
学科 3.9%

11.8%

9.8%

21.6%

3.9%

2%

2%

11.8%

13.7%

5.9%
7.8%

3.9%

2%
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