
  4年次生用
　(2021年3月卒業予定者）

就職行事カレンダー
【春学期版】

 2020/7/30現在

月 日 曜日 月 日 曜日

求人紹介・就職個別相談会
オンデマンド配信 　配信期間：5/1～ ライブ配信 　開催時間：12：00～17：00

オンデマンド配信 　配信期間：5/26～ ライブ配信 　配信時間：10：30～12：00

オンデマンド配信 　配信期間 : ポタロウを確認ください ライブ配信 　配信時間：13：00～18：00

オンデマンド配信 　配信期間 : ポタロウを確認ください

ライブ配信 　開催時間：12:30～14:30 / 15:00～17:00 合同企業説明会LIVE 　配信時間：10：00～16：45

ライブ配信 　開催時間：12:30～14:30 / 15:00～17:00 合同企業説明会LIVE 　配信時間：10：00～16：45

合同企業説明会LIVE

【備考】首都圏の企業をお招きした合同企業説明会（WEB）

3 木

7 17 金

21 火

29 水

就活Re・STARTセミナー＆個別求人フェア

～中旬 注：PDFデータの配信を予定

9 2 水

10

　内容 　内容

企業説明会の

録画映像

配信について

＊視聴方法などの

詳細はポタロウか

ら確認してくださ

い。

通信関係商社 単独企業説明会【録画】

【備考】4/30（木）に実施した駿キャリLIVEのオンデマンド配信 【備考】最短2週間で内定を獲得できる積極採用企業求人を紹介

レンタル・リース企業 単独企業説明会【録画】 就活の”今”を知る！特別求人紹介会

【備考】5/25（月）に実施された駿キャリLIVEのオンデマンド配信 【備考】就活の現況・志望企業の見つけ方や優良企業の紹介も実施

建設(メーカー)・ガス 企業説明会【録画】 IT 業界セミナー＆就活相談会

【備考】5/27（水）に実施された合同企業説明会LIVEのオンデマンド配信 【備考】IT業界の仕事や採用選考突破法を伝授。個別相談も実施

7/7(火)開催 合同企業説明会LIVE【録画】

【備考】7/7（火）に実施された合同企業説明会LIVEのオンデマンド配信

8 4 火

埼玉県内 優良企業 採用情報大公開！【50社以上】

【備考】埼玉県内16大学合同プロジェクト!企業の採用情報を特別公開

【備考】志望企業の見つけ方など内定獲得に必要なノウハウが分かる

6 木
就活Re・STARTセミナー＆個別求人フェア 合同企業説明会LIVE

【備考】志望企業の見つけ方など内定獲得に必要なノウハウが分かる 【備考】首都圏の企業をお招きした合同企業説明会（WEB）

Comming Soon!

Comming Soon!

*中旬以降にも行事を実施予定

<用語解説>

オンデマンド配信

ライブ配信

駿キャリLIVE

合同企業説明会LIVE

:録画映像または資料を配信しますので、

配信期間中は繰り返し確認することができます。

:生放送の映像を配信しますので、

視聴できるのは配信時間のみとなります。

:採用活動中の企業による駿大生限定の

単独企業説明会（WEB）をライブ配信します。

:採用活動中の企業による駿大生限定の

合同企業企業説明会（WEB）をライブ配信します。
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ライブ配信 　配信時間：14：00～15：30 駿キャリLIVE 　配信時間：13：00～14：45

ライブ配信 　配信時間：16：00～17：30 オンデマンド配信 　配信期間：5/18～6/30

駿キャリLIVE 　配信時間：13：00～14：45 駿キャリLIVE 　配信時間：13：00～14：45

オンデマンド配信 　配信期間：4/23～4/24 駿キャリLIVE 　配信時間：13：00～14：45

ライブ配信 　配信時間：14：00～15：30 オンデマンド配信 　配信期間：5/26～

ライブ配信 　配信時間：16：00～17：30 合同企業説明会LIVE 　配信時間：13：00～17：00

【備考】卒業生が活躍中の3社による合同企業説明会（WEB）

駿キャリLIVE 　配信時間：13：00～15：00 オンデマンド配信 　配信期間 : 6/11(木) ～ 

オンデマンド配信 　配信期間：5/1～ ライブ配信 　配信時間：14：00～15：30

【備考】自己PRや志望動機の書き方をポイント解説します

WEB面接体験会 就職活動完全攻略セミナー
ライブ配信 　開催時間：13：00～16：30 ライブ配信 　開催時間：13：00～15：00

駿キャリLIVE 　配信時間：13：00～14：45 合同企業説明会LIVE 　配信時間：11：00～16：20

【備考】首都圏の企業12社をお招きした合同企業説明会（WEB）

ライブ配信 　配信時間：13：00～14：00 オンデマンド配信 　配信期間 : 説明会終了後、随時公開

面接WEBセミナー
ライブ配信 　配信時間：13：00～14：00 ライブ配信 　開催時間：13：00～17：00

WEB面接体験会 BtoB業界攻略セミナー
ライブ配信 　開催時間：13：00～16：30 ライブ配信 　開催時間：13：00～14：30

＜用語解説＞

：録画映像または資料を配信しますので、配信期間中は繰り返し確認することができます。

：生放送の映像を配信しますので、視聴できるのは配信時間のみとなります。

：採用活動中の企業による駿大生限定の単独企業説明会（WEB）をライブ配信します。

：採用活動中の企業による駿大生限定の合同企業企業説明会（WEB）をライブ配信します。

25

レンタル・リース企業 単独企業説明会

【備考】就活スケジュールの確認や業界・企業の見方を学びます 【備考】卒業生が現在活躍中のレンタルリース企業によるWEB説明会

面接対策講座-実践編- レンタル・リース企業 単独企業説明会【録画】

【備考】面接で見られるポイントを実践形式で学びます 【備考】5/15（金）に実施した駿キャリLIVEのオンデマンド配信

【参考】催行済み就職行事（2020.4.1～7.13）
　内容 　内容

4
20 月

内定獲得に向けた就活セミナー

5
15 金

30 木

通信関係商社 単独企業説明会 建設(メーカー)・ガス 企業説明会【録画】

【備考】卒業生が現在活躍中の通信関係商社によるWEB説明会

月

レンタル・リース企業 単独企業説明会

【備考】4/22（水）に実施した駿キャリLIVEのオンデマンド配信 【備考】卒業生が現在活躍中のレンタルリース企業によるWEB説明会

24 金

内定獲得に向けた就活セミナー レンタル・リース企業 単独企業説明会【録画】

【備考】就活スケジュールの確認や業界・企業の見方を学びます 【備考】5/25（月）に実施された駿キャリLIVEのオンデマンド配信

22 水

IT企業 単独企業説明会
20 水

ドラッグストア 単独企業説明会

【備考】卒業生が現在活躍中のIT企業によるWEB説明会 【備考】卒業生が現在活躍中のドラッグストア企業によるWEB説明会

IT企業 単独企業説明会【録画】

【備考】5/27（水）に実施された合同企業説明会LIVEのオンデマンド配信

通信関係商社 単独企業説明会【録画】
29 金

履歴書・エントリーシートの書き方講座

【備考】4/30（木）に実施した駿キャリLIVEのオンデマンド配信

面接対策講座-実践編-

27 水

建設(メーカー)・ガス・物流企業 企業説明会

【備考】面接で見られるポイントを実践形式で学びます

火

４業種12社 合同企業説明会

【備考】卒業生が現在活躍中のメーカー企業によるWEB説明会

16 火

4 木 7 3 金
【備考】採用試験に必須の「面接」練習を実践形式で行います

事務職就活攻略セミナー

19 金

駿キャリLIVE

合同企業説明会LIVE

13 月
【備考】採用試験に必須の「面接」練習を実践形式で行います 【備考】BtoB業界の基礎知識や内定獲得のポイントを解説します

オンデマンド配信

ライブ配信

7/7(火)開催 合同企業説明会LIVE【録画】

【備考】事務職の仕事内容や内定獲得に何が必要かを学びます 【備考】7/7（火）に実施された合同企業説明会LIVEのオンデマンド配信

17 水
IT 業界攻略セミナー

10 金
【備考】IT業界に関する基本的な知識や主な職種等を学びます 【備考】企業採用担当が面接官役を担当。実践形式のセミナー

6
【備考】企業・職種選びから選考突破術までの内容を解説します

9 火
IT関係メーカー 単独企業説明会

7


