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１．徳山大学の就職実績

就職 ＤＡＴＡ

就職内定率 97.6% ※留学生除く

公務員就職者数
１7名

約半数が公務員と
大手企業に内定

徳大生の就職先は、30％が大手企業（従業員数500名以上）、9％
が公務員と、全体の約40％近くが大手企業、公務員に就職していま
す。更には、地元の公務員や優良企業など、山口県内の就職者が多い
のも特長です。ビジネスのあらゆる分野で、あらゆる場所で、徳大
OB＆OG が活躍しています。
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2020年度 主な就職先

●企業
㈱アソウ・ヒューマニーセンター / いすゞ自動車中国四国㈱/
ENEOSグローブエナジー㈱ / ㈱エディオン / ㈱NPK/吉南㈱ /
㈱鹿児島プロスポーツプロジェクト（鹿児島ユナイテッドFC）/
㈱西京銀行 / ㈱西京システムサービス / ㈱サニクリーン九州 /
JA共済連熊本 / ㈱セノン / 綜合警備保障㈱ / 太陽建機レンタル㈱ /
㈱中電工 / ㈱ツルハ / 東洋証券㈱ / 徳山医師会病院 / / ㈱なか卯 /
トヨタカローラ山口㈱ 西日本フード㈱ / ㈱ビッグモーター /
㈱松源 / ㈱レノファ山口 ほか

●公務員
消防官（大牟田市） / 自衛官 / 警察官（山口県・広島県・愛媛県・福岡県・
宮崎県・沖縄県・兵庫県）

●進学
東京都立大学大学院、大阪市立大学大学院

●教職
教員：私立高校教員（臨時採用） 1名

公立小学校・中学校・高校教員等（臨時採用）17名
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２．進路・就職支援プログラム（キャリア教育）

充実した就職支援カリキュラム（授業・進路支援課によるフォロー）

1年次から始まるキャリア関連科目①

アーリー・エクスポージャー型インターンシップ

◆制 度 紹 介：企業や公官庁等で実習・研修的な就業体験をする制度

◆対象企業等：周南地域にある企業等

◆対 象 学 年：１年次必修科目

◆実 施 期 間：夏季休暇中の３～５日程度

◆実 施 目 的：

在学中の早い段階から自分の適性を確認する機会になるだけでなく、

キャリア形成意識を高め職業観と人生観を涵養します。また、アルバイ

トとは異なり、企業の組織・ビジョン・マネジメント等の企業研究の場

にもなります。

１
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２．進路・就職支援プログラム（キャリア教育）

1年次から始まるキャリア関連科目②

教養ゼミ
～4年間の学びのための基礎力を身につける～

1年次の必修科目である『教養ゼミ』は、大学

で何を学び、4年間をどのように過ごすかを明確

にするとともに、その実現に必要な技術の習得や

能力の向上を図るゼミ形式の科目です。各指導教

員のもとでの少人数体制で、講義におけるノート

の取り方や情報収集の仕方、レポートの書き方や

プレゼンテーションの手法などについて学び、グ

ループ活動やディベートなどに取り組む中で、2

年次以降の課題解決型学習（PBL）に必要なリ

テラシーを身につけていきます。

その他、e-learningによる就職試験（SPI）対

策の共通テストと演習や、キャリア形成関連のレ

ポート作成なども行っていき、『地域と産業』を

はじめ、１年生を対象とするキャリア関連科目も

多数開講をしています。
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キャリアプランニングⅠ・Ⅱ

2年次の前期・後期に開講されるキャリア関連科目です。『キャリアプランニングⅠ』では、
キャリア教育の基礎から自己分析、キャリアプランニング作成などを、『キャリアプランニン
グⅡ』では、業界・職種・企業研究、筆記試験（SPI）対策などを行います。

キャリアプランニングⅢ

3年次の前期・後期を通じて開講される、就職に特化した実践的授業です。就職希望者全員を
対象とし、業界・職種研究や就職活動マナー講座、面接対策などに取り組みます。企業の人事
担当者による講演や、外部の専門講師を招いての講義も予定されています。

『キヤリアプランニングⅠ・Ⅱ・Ⅲ』の主な内容(抜粋)

キャリアプランニングⅠ・Ⅱ（2年生）
●インターンプログラム
●自己分析
●一般企業の就職について
●公務員試験について
●キャリアプランニング
●パーソナルファイナンス
●業界研究・就職研究・企業分析
●就職筆記試験対策
●一般常識・Ｗｅｂ試験

キャリアプランニングⅢ（3年生）
●業界研究・職種研究
●就活計画報告会
●ビジネス文書・ビジネスメール
●履歴書の書き方演習
●エントリーシートの書き方
●就職活動マナー講座
●グループディスカッション演習
●グループ面接演習
●社会人としての法律知識
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ＥＱ教育プログラム３

1年次

•地域文化講座・地域と産業

•ＥＱトレーニングⅠ

• (自己認識・他者理解・コミュニケーション)

•教養ゼミ(ＰＢＬリテラシー・ディベート・プレゼン)

•知的財産入門・コンテンツビジネス入門

2年次

•EQトレーニングⅡ(チームビルディング・リーダーシップ)

•ＥＱトレーニングⅢ(ソーシャリティー)

•地域ゼミ・コミュニティービジネス

•ＳＮＳ活用と地域課題解決・地域調査法

•インターンシップ研究、インターンシップ

•アントレプレナー基礎・ベンチャービジネス論

•キャリアプランニングⅠ・Ⅱ

3年次
•自治体学論

•地域づくり論

•キャリアプランニングⅢ

■地域理解と愛着
■主体的な学びの基礎となる「ＥＱ」の育成
■地域課題対応能力
■地域キャリアプランニング能力

行動科学をベースに開発
した診断やトレーニングを
通じて、「自立した一人の
人間として社会を力強く生
きていく力」＝"人間力"を
育てる、徳山大学独自の教
育プログラム。キャリア形
成の基礎となる総合的"人間
力"を養成します。

社会人に必要な"人間力"を養う

※『EQ＝Emotional Intelligence Quotient』

は「心の知能指数」と訳される、「情動知能」
の尺度です。情動知能は社会で成功するた
めの要因として、従来の単なる「知能」を補完
するものと考えられています。

ｃ
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３．進路支援課のサポート体制

進路相談・キャリアカウンセリング４

皆さんの中には、大学へ入学して戸惑っている1年生や
大学生活を充分に満喫している人などいろいろな人がおら
れると思いますが、ここでもう一度 "何のために大学へ
入ったのか、何のために単位をとっているのか"よく考え
てみましょう。

人は人生観や職業観がそれぞれに異なっていますが、皆
さんのこれからの人生がどのように展開していくかは、こ
の職業の選択が分岐点になるでしょう。いわば現在は将来
の方向づけを決定する場に立たされているところです。

そこで皆さんは1・2年から早めに自分の将来に関するしっかりとした設計図を描き、自分の学習スケ
ジュールを組み立てるとともに、目的意識をもって一日一日を大切に行動してください。
進路について、最終決定するのは自分自身ですが、進路支援課へ積極的に足を運び、よく相談してく

ださい。きっとあなたの良きアドバイザーとしてお役に立てるはずです。また悩みや相談ごとがあれ
ば、積極的に教職員や先輩に話しかけてください。
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求人票５ 就職試験６

徳山大学進路支援課には、全国の企業・官公
庁・団体等から求人票が届きます。進路支援課
の専用書庫にファイリングしており、学内シス
テムAAAでも閲覧することができます。

また、公務員・教員の仕事に関する書籍、採
用試験に関する情報がたくさんあります。募集
案内・応募書類に関する問い合わせは、進路支
援課へお尋ねください。
教員採用試験に関しては、担当指導教員が徹底
したフォローを実施している。
（教材や試験対策資料等があります）

採用試験の準備で困ったり、悩んでいるな
ら、進路支援課をお尋ね下さい。履歴書・エ
ントリーシートの添削や面接演習等は、専任
スタッフがマンツーマンで的確かつ温かい指
導をします。また、ハローワークから派遣さ
れた大卒就職ジョブサポーターや、日経就活
対策講座（有料）など、就職全般にわたる相
談を受けることもできます。

●ハローワーク相談席
月に２度程度、ハロー
ワークの方が来学し、
就職に関する相談がで
きます。
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2018年度から開始された徳山大学独自の進路
指導制度。業界ごと（公務員、教員、金融、商
業、サービス、福祉、その他）に分かれた教職員
による『業界別キャリア・アドバイザー』が、各
業界に必要な知識・資格・能力を徹底指導しま
す。

金融業界経験者である金融業界キャリア・アドバイ
ザーの指導は、履修指導、金融業界の仕事の内容、必
要専門知識、資格試験の学習指導、合格のコツなど広
範囲に及び、手厚い個別指導が充実しています。

業界別キャリア・アドバイザー制度７ 内定報告・各種証明書の発行８

内定報告

内定を得て卒業後の就職先が決まったら、また、
大学院等への進学先が決まったら、或いは他の進路
が決まったら、『徳山大学就職内定カード』の提出
をお願いします。
『徳山大学就職内定カード』は、進路支援課へお尋
ねください。

就職・進学等で必要な各種証明書（卒業見込み
証明書、成績証明書、健康診断書）の発行や、企
業説明会・就職試験等で講義を欠席する場合の欠
席届（就職活動等証明書）は、下記の各窓口にて
お問い合わせください。
※欠席届は事前の申請が必要です！

各種証明書 部署名 連絡先

卒業見込み証明書 教務課 0834-28-5390

成績証明書 〃 〃

健康診断書 学生支援課 0834-28-5392

就職活動等証明書 進路支援課 0834-28-5393

各種証明書の発行・事務手続き
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１ 大学1年生対象 （受講料無料／テキスト代実費）
数的処理を中心に教養試験の基礎的知識を学習します。開講期間は10月下旬から2年次７月中旬まで。
２ 大学２年生対象 （有料）
数的処理、社会科学、人文科学、社会科学を学習します。開講期間は10月下旬から４月初旬まで。
３ 大学3年生対象 （有料）
最終合格を成し遂げる総合的な力を身に付けて行きます。開講期間は4年次４月初旬まで。

公務員・教員採用試験受験対策講座９
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４．企業選考スケジュール

就職活動とは、社会における自分のポジションを探すことです。自分にとってのベストポジ
ションを見つけるには、自分がどういう人間で、何を求めているのかが分かっていなければな
りません。同時に、自分探しの旅でもあるわけです。以下は就職活動の全体スケジュールを掲
載しております。十分に参考にして自分の将来設計を考えてください。

就職活動の流れ１０



５．保護者の皆さまへ

保護者の皆さまへのお願い１１

今どきの就活を知り、最強の応援団へ

学生の就職活動を取り巻く環境は年々変化しています。
親世代とは異なる就職環境を理解していただき、わが子の頑張りを温かい目で、見守っていただ
ければと思います。
学生は、就職活動を通じて困難に立ち向かう中、自分の進むべき道を決めようとすることで大

きく成長します。就職活動の主役は学生本人です。
次世代を担う学生たちの輝かしい未来のために最強の応援団としてサポートをお願いします。

就職活動サポートの注意点！

お子さんの意志
を尊重する

Point

志望先へのコンタクトや
情報収集を保護者が行う場
合や助言を超えた押しつけ
によって、就職活動に大き
く影響するケースがありま
す。お子さんとよく考え
て、最後の決断は本人に任
せましょう。

経済的なサポート
を忘れずに

Point

就職活動では、リクルー
トスーツやビジネスバッ
グ、靴などお金がかかりま
す。また、企業説明会や選
考に進めば交通費もかかり
出費を伴います。必要に応
じて適切なサポートをして
あげて下さい。

甘やかしは禁物
Point

『だめなら、来年頑張れば
いい』、『就活をやめても
いい』など、就活の最初か
ら甘やかすことは禁物で
す。就活において、保護者
のサポートは欠かせないも
のですので、不安や悩みを
抱えているようでしたら進
路支援課へご案内下さい。




