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(立教大学キャリアセンター事務部長) 

 

新型コロナウイルス感染症対応に伴う就職活動についての要望 

 

全国私立大学就職指導研究会は、全国の私立大学の就職指導に携わる会員が、職業指導上

必要な諸問題についての研究、協議および情報交換を行うことにより、学生の適性および能

力に適合した就職を促進することを目的として、1986 年に発足し現在 245 の大学、短期大

学を会員としております。 

本年度は、新型コロナウイルス感染症対応により、多くの大学がインターネットを利用し

ての正課授業、就職支援を始めとした学生支援に取組んでいます。また、多くの企業も採用

活動でインターネットによる新たな取組み、また、採用活動の延期等が生じています。その

ことはこれまでに経験したことのないことであり、学生からは就職活動への不安の声が数

多く寄せられています。 

 このような状況に対応するために、下記の事項への積極的な御協力を賜りたく、御願い申

し上げます。 

 

記 

 

１．学生の健康安全面を十分に配慮すること 

企業、団体においては感染防止を徹底し，可能な限りインターネット等を利用した採

用活動を行うこと。 

 

２．採用に関する情報を早期に開示すること 

採用方法、スケジュール等の情報を早期に開示し学生の不利益とならないようにす

ること。 

 

３．将来を見据えた計画的採用をすること 

外出自粛等の対応により世界的に経済状況が不安定となっているため，採用計画が

大幅に縮小されるのではないかと懸念される。現在、リーマンショック以降の非正規

雇用の拡大により，「就職氷河期世代」の雇用が社会問題となっている。そのため，



今後の採用活動において同様の事態が生じないよう各企業において将来を見据えた

計画的採用活動をおこなうことを要望する。 

 

 ４．公務員試験等の情報を早期に開示すること 

公務員試験、教育実習、介護実習、資格試験の実施及び時期変更等については、学生

に不利益とならないよう配慮し、学生、大学に速やかに周知していただくことを要望

する。 

 

 ５．インターンシップ等の実施においては、学生の健康安全面を十分に配慮するとともに

情報を早期に開示すること 

企業・団体の全ての「インターンシップ」等については、学生の健康安全面を考慮し

実施するとともに、実施方法、日程等を早期に開示すること。 

 

 ６.9月入学等の検討について、決定した情報を早期に開示すること 

   教育機関の休講に伴い、9 月入学・学期開始が検討課題となっている。実施を決定し

た際は、就職・採用活動のスケジュール、開始される年次等を早期に開示すること。 

 

以上 
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別紙

役職 地区 氏名 大学 所属部署・役職名

会長 関東 神山　正之 立教大学 キャリアセンター　事務部長

副会長 北海道 加藤　祐司 札幌学院大学 キャリア支援課　課長

東北 田口　　修 東北学院大学　 就職キャリア支援課　課長

関東 大谷　　茂 国士舘大学 キャリア形成支援センター　事務部長

関東 大槻　利行 玉川大学 キャリアセンター　センター長

関東 石井　健一 東洋大学 就職・キャリア支援部　部長

関東 舟戸　一治 明治大学 就職キャリア支援部　部長

中部 滝口　博元 愛知大学 学生支援事務部　部長

近畿 好井　正治 兵庫大学 教学部　次長

中国・四国 瀬良　道訓 岡山理科大学　 キャリア支援部　次長

九州・沖縄 森　美智雄 福岡大学 就職・進路支援センター　事務部長

幹事 北海道 前村　俊一郎 北星学園大学　 就職支援課　課長

野村　正裕 酪農学園大学 キャリアセンター事務課　事務課長

東北 川村孝広 東北工業大学 キャリアサポート課　課長

関東 能重　幸夫 神奈川大学 就職支援部　事務部長

河野　香織 清泉女子大学 学生部就職課　学生部次長　兼　就職課長

上田　大作 創価大学　 キャリアセンター　部長

祖父江 健一 青山学院大学 進路・就職センター部長

来田　　健 拓殖大学 就職キャリアセンター就職部　部長

福江　　聡 千葉工業大学 就職・進路支援部　部長

藤野　吉成 法政大学 キャリアセンター　部長

中部 木林　利行 愛知学院大学 キャリアセンター　次長

浅野　昌章 名古屋外国語大学 キャリアサポートセンター　部長

伊深　大示 名古屋学院大学 キャリアセンター　課長

犬飼　　斉 名城大学 キャリアセンター　事務部長

近畿 土肥　順一 京都産業大学　 進路・就職支援センター　事務部長

坂野　裕一 近畿大学 キャリアセンター　課長代理

渡邊　克宏 帝塚山大学 キャリアセンター　課長

石川　達也 龍谷大学　 キャリアセンター　事務部長

中国・四国 岡原　重則 広島修道大学 キャリアセンター　事務部長

髙尾　義信 松山大学 キャリアセンター事務部　部長

九州・沖縄 日浦　英樹 九州国際大学 キャリア支援室　室長

江頭　秀輝 九州産業大学 キャリア支援センター　事務部長

会計監査 今村　早苗 跡見学園女子大学 就職部就職課　課長

石原　耕 中央大学 キャリアセンター　部長

事務局長 林　良知 立教大学 キャリアセンター

全国私立大学就職指導研究会

2020年度　　役員名簿

2020（令和2年）年5月18日　現在



別紙

2020年4月1日現在　 243大学

北海道 旭川　　　　 大学 東　京 青山学院 大学 立正 大学 大阪経済 大学

札幌　　　　　 大学 亜細亜 大学 和光 大学 大阪経済法科 大学

札幌大谷 大学 跡見学園女子 大学 早稲田 大学 大阪芸術 大学

札幌学院 大学 桜美林 大学 神奈川 麻布 大学 大阪工業 大学

札幌国際 大学 学習院 大学 神奈川 大学 大阪国際 大学

札幌保健医療 大学 北里 大学 神奈川工科 大学 大阪産業 大学

星槎道都 大学 共立女子 大学 鎌倉女子 大学 大阪商業 大学

天使 大学 杏林 大学 関東学院 大学 大阪体育 大学

函館 大学 慶應義塾 大学 相模女子 大学 大阪電気通信 大学

藤女子 大学 恵泉女学園 大学 産業能率 大学 近畿 大学

北翔 大学 工学院 大学 湘南工科 大学 四天王寺 大学

北星学園 大学 國學院 大学 鶴見 大学 摂南 大学

北海学園 大学 国際基督教 大学 東洋英和女学院 大学 相愛 大学

北海商科 大学 国士舘 大学 フェリス女学院 大学 帝塚山学院 大学

北海道医療 大学 駒澤 大学 横浜商科 大学 常磐会学園 大学

北海道科学 大学 実践女子 大学 山　梨 山梨学院 大学 阪南 大学

北海道情報 大学 上智 大学 長　野 松本 大学 兵　庫 芦屋 大学

北海道文教 大学 昭和女子 大学 新　潟 新潟医療福祉 大学 大手前 大学

酪農学園 大学 白百合女子 大学 新潟国際情報 大学 神戸学院 大学

稚内北星学園 大学 成蹊 大学 石　川 金沢工業 大学 神戸芸術工科 大学

青　森 八戸工業 大学 清泉女子 大学 金沢星稜 大学 神戸女子 大学

岩　手 盛岡　 大学 専修 大学 岐　阜 朝日 大学 兵庫 大学

秋　田 ノースアジア 大学 創価 大学 岐阜協立 大学 奈　良 畿央 大学

宮　城 尚絅学院 大学 大正 大学 岐阜女子 大学 帝塚山 大学

仙台白百合女子 大学 大東文化 大学 岐阜聖徳学園 大学 奈良 大学

東北学院 大学 高千穂 大学 中京学院 大学 奈良学園 大学

東北工業 大学 拓殖 大学 愛　知 愛知 大学 岡　山 岡山商科 大学

東北福祉 大学 多摩 大学 愛知学院 大学 岡山理科 大学

東北文化学園 大学 玉川 大学 愛知学泉 大学 環太平洋 大学

宮城学院女子 大学 多摩美術 大学 愛知工業 大学 吉備国際 大学

山　形 東北芸術工科 大学 中央 大学 愛知淑徳 大学 倉敷芸術科学 大学

茨　城 茨城キリスト教 大学 津田塾 大学 愛知東邦 大学 就実 大学

常磐 大学 帝京 大学 愛知みずほ 大学 中国学園 大学

流通経済 大学 帝京科学 大学 金城学院 大学 広　島 比治山 大学

栃　木 足利 大学 東海 大学 修文 大学 広島経済 大学

作新学院 大学 東京経済 大学 椙山女学園 大学 広島工業 大学

白鴎 大学 東京工科 大学 大同 大学 広島国際 大学

群　馬 群馬医療福祉 大学 東京工芸 大学 中京 大学 広島国際学院 大学

埼　玉 十文字学園女子 大学 東京純心 大学 中部 大学 広島修道 大学

城西 大学 東京女子体育 大学 東海学園 大学 広島文化学園 大学

女子栄養 大学 東京造形 大学 同朋 大学 広島文教 大学

駿河台 大学 東京電機 大学 名古屋外国語 大学 福山 大学

聖学院 大学 東京都市 大学 名古屋学院 大学 福山平成 大学

西武文理 大学 東京農業 大学 名古屋学芸 大学 徳　島 四国 大学

東京国際 大学 東京未来 大学 名古屋経済 大学 徳島文理 大学

獨協 大学 東京理科 大学 名古屋芸術 大学 香　川 四国学院 大学

文教 大学 東洋 大学 名古屋商科 大学 高松 大学

千　葉 敬愛 大学 東洋学園 大学 南山 大学 愛　媛 松山 大学

国際武道 大学 二松学舎 大学 日本福祉 大学 福　岡 九州共立 大学

淑徳 大学 日本 大学 人間環境 大学 九州国際 大学

順天堂 大学 日本獣医生命科学 大学 名城 大学 九州産業 大学

聖徳 大学 日本女子 大学 三　重 皇學館 大学 久留米 大学

千葉科学 大学 日本体育 大学 滋　賀 長浜バイオ 大学 久留米工業 大学

千葉工業 大学 法政 大学 京　都 京都外国語 大学 筑紫女学園 大学

千葉商科 大学 武蔵野 大学 京都先端科学 大学 福岡 大学

中央学院 大学 武蔵野美術 大学 京都産業 大学 福岡工業 大学

東京情報 大学 明治 大学 佛教 大学 熊　本 熊本学園 大学

東邦 大学 明治学院 大学 龍谷 大学 崇城 大学

明海 大学 明星 大学 大　阪 追手門学院 大学 鹿児島 鹿児島国際 大学

麗澤 大学 目白 大学 大阪大谷 大学 沖　縄 沖縄国際 大学

和洋女子 大学 立教 大学 大阪学院 大学

2020年度　全国私立大学就職指導研究会加盟大学一覧       


