
人文学部
保護者様向け

「就職活動」についての
説明会

学生支援委員会
２０20年１０月3日



保護者様向け説明会

本日の内容

○キャリア支援センターの紹介

○人文学部の取組の紹介

○人文学部における就職状況の説明

全体説明後、個別質問を承ります
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※ 業務内容

１． キャリア教育
２． インターンシップ

３． 就職支援事業

キャリア支援センター（全学）
紹介
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学生自らが人生の在り方を考え、また、それを将来の職業、そして生活へと
結びつけていくことを可能にするために、学生のキャリア形成並びに修学を
支援する授業科目を開講

○教養教育 ： １７科目開講（前期７科目、後期１０科目）

（例）

ｷｬﾘｱ教育入門 ・・・将来のｺﾞｰﾙを見つめ、人生をﾃﾞｻﾞｲﾝする

ｷｬﾘｱｲﾍﾞﾝﾄ実践・・・ｷｬﾘｱｲﾍﾞﾝﾄの企画と運営

※ 就職支援ﾁｰﾑ主催の就職ｶﾞｲﾀﾞﾝｽにｽﾀｯﾌとして参加、
就職ｶﾞｲﾀﾞﾝｽに参加した学生からのｱﾝｹｰﾄを取りまとめ

○専門教育 ： 各学部において開講（人文：就職支援講座）

１．キャリア教育
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インターンシップとは、学生が在学中に自らの専攻、将来のキャリアに関連した
就業体験を行うこと （大学で学んだことと社会での実地の経験を結びつける
ことができる機会であり、自己の職業適性や 将来設計を考える良い機会となる）

○受入先企業等の開拓

○事前研修会（写真）
心構え、情報収集の方法、手続き
ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾅｰ

○企業等とのﾏｯﾁﾝｸﾞ
覚書締結など
Ｒ元年度学生参加者数：６８６人

(主に３年生）
Ｒ元年度受入企業等数：５７５機関

○事後研修会
参加者によるｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ
就職内定者によるﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ

２．インターンシップ
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※ 業務内容

３－１．就職相談

３－２．就職情報の提供

３－３．就職ガイダンス・ミニ講座の実施

３．就職支援事業

6



キャリア・カウンセラーによる個別の進路・就職相談（予約制）

（Ｒ元年度相談件数：１，９９０件）

[相談内容]

○進路に迷っている

○自分はどんな仕事に向いているのか
わからない

○エントリーシートの添削をして欲しい

○個別面接指導をして欲しい

○内定承諾書の提出をするが・・・ など

就職相談コーナー

３－１．就職相談
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就職、インターンシップなどに関するさまざまな情報を提供

[情報内容]

○企業等の求人情報

○合同企業説明会の案内

○公務員募集要項 就職情報コーナー（ﾊﾟｿｺﾝも設置）

○インターンシップ情報

○就活参考書 など
（ｴﾝﾄﾘｰｼｰﾄ、面接対策 など）

３－２．就職情報の提供
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求人情報検索
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就職ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ （ Ｒ元年度３７回実施、参加学生数：延べ７，４４３人）

[主な内容]

○就活ｽｹｼﾞｭｰﾙ、就活全般について
（就活手帳（三重大学ｵﾘｼﾞﾅﾙ版）配布）

○公務員試験対策講座

○保護者様向け説明会（写真）
・現在の就職環境とその変化
・ｷｬﾘｱ支援ｾﾝﾀｰ案内
・就職内定者ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ

○企業研究、ｴﾝﾄﾘｰｼｰﾄ、
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ、面接対策

○先輩に聞く

３－３．就職ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ・ﾐﾆ講座の実施
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○学内企業説明会

・３日間（Ｒ２．３．３～３．５）開催

・企業数：６００社、学生参加数（Ｒ元年度）：延べ５１８人
※新型コロナウイルスのため完全予約制で資料配付のみ

３－３．就職ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ・ﾐﾆ講座の実施
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ミニ講座（ Ｒ元年度１５回実施、参加学生数：延べ７９人）

[主な内容]

○個人面接対策

○集団面接対策

○ｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ対策

※少人数制による実践的な支援

３－３．就職ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ・ﾐﾆ講座の実施
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人文学部におけるキャリア支援

人文学部学生支援委員会主催

＊日時：2020年12月2日（水）13：00～16：00 

＊場所：三重大学三翠ホール
＊タイムテーブル

13:00～13:15

就職状況等の説明，４年生の就活体験談

13:30～16:00

４年生との就職懇談会

（民間業種別・公務員・教員）

１．就職ガイダンス

14



２．就職支援講座（３年生後期）
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就業力をつけよう！ 就職支援講座
（2020）

第１回 科目のねらいと就職活動の状況＆キャリア形成について

第２回 現代社会と企業動向（１）

第３回 現代社会と労働１～卒業生からみた現代社会～

第４回 現代社会と労働２～卒業生からみた現代社会～

第５回 地元優良企業のトップセミナー～企業経営者からみた現代社会～

第６回 現代社会と労働３～卒業生からみた現代社会～

第７回 現代社会と労働４～卒業生からみた現代社会～

第８回 企業研究１～三重県中堅中小企業との懇談会～

第９回 企業研究２～三重県中堅中小企業との懇談会～

第１０回 現代社会と労働５～卒業生からみた現代社会～

第１１回 現代社会と労働６～卒業生からみた現代社会～

第１２回 現代社会と企業動向（２）

第１３回 現代社会総論～労働・福祉・地域社会～

第１４回 ２０２１年卒の就職戦線と企業動向

第１５回 ２０２０年度就職戦線の現状＆講義のまとめ16



令和元年度開催

∗ 大阪府警察業務説明会（４月２２日）

３．人文学部主催 会社説明会３．会社説明会（人文学部主催）
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２０１９年度人文学部の就職状況

性別等 就職希望者の就職率 進学者を除く就職率

文化
学科

計
男

１００．００
１００．００

９３．５８
１００．００

女 １００．００ ９０．６７

法律
経済
学科

計
男

９９．４４
９８．９５

９６．２４
９４．９５

女 １００．００ ９７．７０

合計 計
男

９９．６２
９９．１２

９４．９８
９２．４７

女 １００．００ ９６．２４
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過去５か年における人文学部の就職状況

就職率（本学資料より）

（就職内定者／就職希望者）
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２０１９年度人文学部の就職状況
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三重県内

＊百五銀行 ＊三重銀行 ＊第三銀行

＊北伊勢上野信用金庫

＊三重県信用農業協同組合連合会

（JAバンク三重信連）

＊三重県厚生農業協同組合連合会

（JA三重厚生連）

＊三重電子計算センター

＊三重県中小企業団体中央会

＊三交不動産

人文学部の就職先(1)

三重県外

＊名古屋銀行 ＊中京銀行

＊イオンリテール ＊八神製作所

＊住友生命 ＊日本生命

＊三井住友海上火災保険

＊中部電力 ＊東邦ガス

＊愛知県厚生農業協同組合連合

（JA愛知厚生連）

過去数年の主な就職先（一般企業）

地元での就職を望む学生が多く、東海圏での就職が７割程度。

金融業・保険業をはじめとする各種産業に就職。21



国家公務員
＊国税庁

＊厚生労働省労働局

＊名古屋検疫処

＊名古屋入国管理局

＊裁判所事務官

＊名古屋税関

＊中部地方整備局

＊津地方検察庁

人文学部の就職先(2)
過去数年の主な就職先（公務員関係）

地方公務員
＊県庁（三重・愛知・石川・

富山・滋賀・奈良・和歌

山・徳島・青森、他）

＊市役所（津、四日市、桑

名、伊賀、鈴鹿、鳥羽、松

阪、名古屋、豊田、豊橋、

大垣、刈屋、大府、蒲郡、

神部、新潟、小松、他）

＊県警、警察行政

その他団体
＊三重大職員

＊日本司法支援センター

＊日本郵便

＊日本赤十字三重県支部

＊JA三重中央、JAあいち
中央 他

＊国立病院機構

人文・社会科学全体の知識を身に付けていることが前提となる公務員を志望する学生が多

い。 最終的に公務員関係には全体の４割近くが就職。あえて民間企業に就職せず、卒業

後、再チャレンジして採用試験に合格する者もいる。
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昨年度の質問より

・公務員と民間企業の併願は可能？

考えるポイント

①受験する試験の種別

（難易度、日程が重要）

②志望動機 ③性格

すべて不合格となっても就職を諦める必要はない

保護者様向け説明会
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昨年度の質問より

・お金はどれくらいかかるのか？

考えるポイント

①就職希望地

②移動手段

③必要な経費が意外と多い

言い出しにくいと感じているかも。ご配慮をお願いしたい。

保護者様向け説明会
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昨年度の質問より

・保護者として適切な対応とは？

①励まし、心の支え、傾聴

②情報のアップデート

「イマドキの就活」事情への理解

③いつも通り

保護者様向け説明会
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ご清聴、ありがとうございました。

人文学部

保護者様向け
「就職活動」についての説明会
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