
【4 年次生】就職活動中の学生のみなさんへ （2020 年 4 月 30 日更新） 

 

※4 月 21 日付の同文書から変更等をした箇所は、黄色マーカーで記しています。 

 

※また、Campus square の掲示版、求人ナビ配信メールにて、お願いしております「就職活

動・進路状況アンケート」（5 月 8 日回答期限）の結果を踏まえ、「Q＆A」も掲載しておりま

す。「就職活動・進路状況アンケート」（5月8日回答期限）をまだ回答していない場合は、Campus 

square の掲示版等で確認のうえ、https://forms.gle/jdyFEiZw1HrePRQJ8 から必ず回答して

ください。なお、すでに回答の場合は、あらためて回答する必要はありません。 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

新型コロナウィルス感染拡大の影響をうけ、キャリア支援課のガイダンスをはじめ、企業の説

明会や選考なども中止あるいは延期状態となっているケースが多くなっております。また、WEB

説明会・WEB 面接対応になり、不安に感じている人も多いと思います。 

そこで、キャリア支援課として、少しでも皆さんの不安を解消すべく情報提供や相談に応じて

いきたいと考えております。 

 

① 電話による相談（午前 10 時～11 時、13 時～16 時） 

電話番号：0743-63-4568 

＊就職活動全般、将来の進路についての相談に応じます。 

 例：履歴書や ES、面接対策（自己 PR、学生時代に力を入れたこと、志望動機など）、 

   自己理解や仕事理解に関して、他 

＊基本、電話での相談は最大 20 分までとさせていただきます。 

＊面接対策を踏まえた履歴書や ES（エントリーシート）の添削等も可能です。遠慮なく相

談してください。 

 

② メールでの相談 

メールアドレス： b-shinro@sta.tenri-u.ac.jp  

＊電話相談同様、就職活動等全般の相談に応じます。 

＊面接対策を踏まえた履歴書や ES（エントリーシート）の添削等も可能です。遠慮なく相

談してください。 

ただし、返信に時間を要することがあり、週末などタイムリーに返信できないケースがあ

ります。その点、何卒ご了承願います。 

 

③ WEB 面接対策講座を 5 月も実施予定 

WEB 説明会・WEB 面接が行われるようになり、対処法や注意点に関して知りたいという学

生の声が多くあることから、4 年次生向けの WEB 面接対策講座を今後も実施する予定です。 

先日 Campus square の掲示版、求人ナビ配信メールにて案内し、4 月 27 日と 4 月 30 日

に WEB 面接対策講座を実施しました。同内容を 5 月も実施する予定です。 

【講座内容（予定）】 

◆4 年次生向け「WEB 面接対策講座」 

・面接で見られているポイント 

・WEB 面接の注意点 

・面接の実践 （参加者の中から希望者 2～3 人を募り模擬面接を実施します） 

・模擬面接のフィードバック 

・参加者全員からの質疑応答 

※現時点で 5 月 12 日（火）と 5 月 14 日（木）の 2 日、実施する予定です（時間帯は未定、

講師と調整中）。 

※Web ミーティングツール「ZOOM」を使用します。詳しくは別途、連絡します。 

https://forms.gle/jdyFEiZw1HrePRQJ8


 

④ [履歴書・自己紹介書 PDF 版]（春学期限定）の利用を！ 

就職活動に必要な「履歴書・自己紹介書」をキャリア支援課で購入していただけない状態も

続いております。つきましては、春学期中の期間限定で[履歴書・自己紹介書 PDF 版]を用意

しました。Campus square の掲示版にアップしております。当分の間、[履歴書・自己紹介

書 PDF 版]をプリントアウトして利用してください。印刷原稿の原版となっておりますので、

上質紙に印刷して「履歴書・自己紹介書」として作成し、就職志望先に提出していただいて

結構です。ただし、プリントアウトの状態によっては、購入した場合と紙質が異なってきま

すので、その点何卒ご了承願います。 

なお、学内施設への入構が可能となりましたら、キャリア支援課で購入が可能となります。

その際は、あらためて連絡をいたします。 

 

＊就職において「履歴書・自己紹介書」は公的文書扱いとなります。すでに前年度の進路・

就職ガイダンスで配付しております『PLACEMENT GUIDE 2020』の 92～93 頁や前年度

ガイダンス内容などを参考に、丁寧に作成するよう心がけてください。 

＊上記の①②でも記しているとおり、電話もしくはメールで添削等の相談も実施しており

ます。遠慮なく相談してください。 

 

⑤ 「就活 Restart 講座」動画版も準備中 

4 月 8 日実施予定で中止・延期となった「就活 Restart 講座」を動画版で実施する方向で現

在調整・準備を進めております。 

 

 

なお、今後も情報発信していく予定ですので、必ず Campus square の掲示版、求人ナビ、

BIND.Note など確認をしてください。 

 

【連絡事項】 

※全国に緊急事態宣言が発令されたことにともない、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、

学内施設への入構禁止、自宅待機の基本を、より一層徹底しております。不要不急の外出は避

けてください。緊急事態宣言発令までは、証明書等発行や履歴書購入、就職活動の選考上緊急

を要する場合などは、登校を認めておりました。けれども、4 月 20 日（月）からは、キャリ

アテラスおよびキャリア支援ルームも閉室となっております。難波オフィスも同様、閉室とな

りました。その後、5 月 7 日（木）・8 日（金）も閉室となりました。5 月 11 日（月）以降の開

室も厳しい状況です。 

※つきましては、現在、キャリア支援ルーム等での個人面談を対面でおこなえない状態です。命

を守る観点からも登校を避け、電話もしくはメールでの相談を優先してください！ 

5 月連休後も、緊急事態宣言が延長される可能性があります。連休後も対面型の面談は困難な

状態が続くと思われます。今後の状況をみて、開室の再開できる目途がたてば、あらためて連

絡いたします。 

※また、現在、Web ミーティングツール「ZOOM」を使用して個人面談やキャリアカウンセリ  

ングが実施できるよう準備を進めているところです。 

 

 

2020 年 4 月 30 日 

天理大学キャリア支援部キャリア支援課 

               電話番号：0743-63-4568 

b-shinro@sta.tenri-u.ac.jp  

 

 



【Q＆A】  2020 年 4 月 30 日現在 

―「就職活動・進路状況アンケート」（5 月 8 日回答期限）の結果を踏まえて― 

 

Q１： 履歴書が手元になくなったら、どうしたらよいでしょうか？ 

   また、PDF のデジタルデータがほしいです。 

 

A（キャリア支援課）： 就職活動に必要な「履歴書・自己紹介書」をキャリア支援課で購入し

ていただけない状態も続いております。つきましては、春学期中の期間

限定で[履歴書・自己紹介書 PDF 版]を用意しました。キャンパススクウ

ェア掲示板にアップしております。当分の間、[履歴書・自己紹介書 PDF

版]をプリントアウトして利用してください。印刷原稿の原版となってお

りますので、上質紙に印刷して「履歴書・自己紹介書」として作成し、

就職志望先に提出していただいて結構です。ただし、プリントアウトの

状態によっては、購入した場合と紙質が異なってきますので、その点何

卒ご了承願います。 

なお、学内施設への入構が可能となりましたら、キャリア支援課で購

入が可能となります。その際は、あらためて連絡をいたします。 

 

Q2： WEB 面接の対策をしてほしい。 

 

A（キャリア支援課）： WEB 説明会・WEB 面接が行われるようになり、対処法や注意点に

関して知りたいという学生の声が多くあることから、4 年次生向けの

WEB 面接対策講座を今後も実施する予定です。先日 Campus square の

掲示版、求人ナビ配信メールにて案内し、4 月 27 日と 4 月 30 日に WEB

面接対策講座を実施しました。同内容を 5 月も実施する予定です。現

時点で 5 月 12 日（火）と 5 月 14 日（木）の 2 日、実施する予定です。

時間帯は未定、講師と調整中です。詳細が決まれば、Campus square

の掲示版で別途、連絡します。 

           また、マイナビやリクナビ、キャリタス、あさがくナビ等、ナビサ

イトでも対策等のページが開設されています。 

 

Q３： 企業に出すエントリーシートや履歴書を添削してほしい。公務員採用試験や教員採用

試験に出す出願書類（面接用シートなども）についても添削してほしい。 

 

A（キャリア支援課）： 新型コロナウィルス感染拡大防止のため、現在対面での面談やキャ

リアカウンセリングができない状態が続いておりますが、キャリア支

援課で電話もしくはメールでの相談を受け付けております。 

           まずは、未完成でも構いませんので、エントリーシートや履歴書、

出願書類（面接用シートなども）を書いてみて、電話もしくはメール

で相談してください。そうすることで、何かきっかけを見つけること

ができるかもしれません。キャリア支援ルームでのキャリアカウンセ

リング同様、キャリア支援課スタッフも日々みなさんへのキャリア支

援が充実するよう相談業務にも取り組んでおりますので、遠慮なくご

相談ください。 

1 人で考えて作成することは大切ですが、他者にも見てもらいアドバ

イス等を受けることで、自分の書いたものを客観的にフィードバック

できます。そうすることは、面接対策にもなりますし、きっと今後の



自分自身のキャリア形成の糧となると思います。 

 

Q４： 就職活動をどう展開してよいか、わかりません。新型コロナウィルス関係で説明会も

なくなったり、中止・延期となったり。延期と連絡があったのみで、その後連絡がありま

せん。今後のことも不安になり、何も手がつきません。何から始めたらよいのか、わかり

ません。志望したい企業も思い浮かびません。自分が何をしたいのかもわかりません。サ

ポートがほしいところです。    

また、就職活動したとしても、果たして今後しっかり企業に選考してもらえるのか、最

終的に進路決定ができるのか、不安でたまりません。 

    今後どのように活動すればよいですか？ 

 

A（キャリア支援課）： 例えば、中止・延期となっている説明会や選考が今後いつ再開される

のかがわからないというのは、確かに不安です。情報が不足すると、人

は不安になります。 

           そこで、例えば、今できることとして、自分自身の情報を整理していく

こと、すなわち自分の棚卸しがあります。履歴書をとりあえず記入してみ

てはどうでしょうか？この卒業前の人生の節目で、働くことに対しての自

分自身の思いや考え、価値観を整理してみて、履歴書を記してみてはいか

がでしょうか？ 

           仕事や人生をどのような価値観でとらえるか、その意味を何に見出すか、

どのような働きがいややりがいを感じて、どのように働きたいのか、これ

らは、その人自身しかわかりません。 

           自分は何ができて、どんなことに興味・関心をもって、どんな価値を重

視して、仕事に就きたいのか、生きたいのか。まずは、キャリア支援課と

一緒に棚卸し作業をおこなっていきましょう。 

 

Q５： 対面での面接練習や添削等をおこなってほしい。 

 

A（キャリア支援課）： 残念ながら、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、現在、対面で

の面接練習や添削等を控えている状態です。 

今後、Web ミーティングツール「ZOOM」を利用しての WEB 面接対

策講座、動画版「就活 Restart 講座」をみなさんに提供する予定にして

おります。また、「ZOOM」を使用して個人面談やキャリアカウンセリ

ングが実施できるよう準備を進めているところです。 

            現時点では、電話もしくはメールで相談を受け付けていますので、遠慮

せずに相談するようにしてください。 

 

Q６： 教員採用や公務員採用の情報がほしい。 

 

A（キャリア支援課）： 現在、Campus square の掲示版に最新情報を掲載するよう努めていま

す。今後、随時、掲示を更新していく予定です。 

           詳しいことを知りたい場合は、電話もしくはメールで連絡をください。 

 

Q７： ナビサイトの説明会が現在なくなっていてので、良い企業などの求人を紹介してほしい。 

 

A（キャリア支援課）： 前年度の進路・就職ガイダンスで、おすすめしましたが、求人ナビも

利用してください。Campus square から「求人 NAVI」にアクセスできま

す。 

志望先の選択には「自己理解」と「仕事理解」が欠かせないと考えて    

います。例えば、どういう軸を大切にして、どのような仕事に就き、ど

んなふうに働くのか。なぜその業界やその企業、職種を志望するのか。「自



己理解」と「仕事理解」の両面で、仕事を通した自分のキャリアを考え

ていく作業が必要です。 

たとえ、いくらおすすめの企業であっても、実際働くのは、みなさん自

身です。そういった点も踏まえて一緒に考えていきましょう。キャリア支

援課へ電話もしくはメールで遠慮なく相談してください。       

 

Q８： 卒業見込証明書や健康診断書の発行は、いつになるのでしょうか？  
 

A（キャリア支援課）： 大学のホームページに現在、次の URL のページを公開しています。就

職活動における各種証明書類発行に関する対応について（採用担当者宛お

知らせ）を次の URL のページに公開しています。 

https://www.tenri-u.ac.jp/career/kyujin.html 
 

                 上記の URL の内容を踏まえて、就職活動において、証明書を求められ

た場合は、新型コロナウィルス関係の影響で卒業見込証明書・健康診断書

の発行は、例年より大幅に遅れる旨、そして、大学で発行可能となれば提

出する旨を、採用担当者に伝えてください。  
 

Q９： 内定承諾の書類の作成等について教えてほしい。 

 

A（キャリア支援課）： 前年度の進路・就職ガイダンスで配付しております『PLACEMENT 

GUIDE 2020』に掲載の 136～137 頁「内定後おこなうこと」などのペー

ジを参考にしてください。 

内定承諾や内定辞退等については、114～119 頁をご覧ください。内定

承諾をしながら、正式な内定日である 10 月 1 日以降の内定辞退は、採用

する側に、代わりとなる人員確保など多大な負担と迷惑をかけます。内定

先に就職する意思がないことがはっきりした場合は、速やかに誠意をもっ

て辞退の意思を伝え、トラブルを回避することが重要です。 
 

Q10： 大学院進学の情報もほしい。 

 

A（キャリア支援課）： 大学院では、研究をおこない、最終的には、修士課程では研究成果を

修士論文、さらには博士課程では博士論文にまとめていくことになります。 

           ついては、大学院に入学してから、どのような研究に取り組むのかとい

った、研究計画の策定が極めて重要になってきます。卒業論文や卒業研究

等の取り組みも踏まえながら、研究目的、研究課題、研究方法、研究の結

果得ることのできると考えられる知見などを取りまとめておく必要があ

ります。 

           卒業論文や卒業研究等の指導教員のアドバイスも受けながら、大学院に

進学する意味合いを考え、進学のための情報収集をおこなうことをおすす

めします。もちろんキャリア支援課でも、相談を受け付けています。 

 

 
 

天理大学キャリア支援部キャリア支援課 

               電話番号：0743-63-4568 

b-shinro@sta.tenri-u.ac.jp  
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