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東北大学キャリア支援センターガイド CAREER SUPPORT CENTER GUIDE 

東北大学キャリア支援セ　　 ンターの紹介

国際文化研究科

（川北）合同研究棟

キャリア支援センター
教育学生総合支援センター（３F）

講義棟 A 棟

講義棟 B 棟

講義棟Ｃ棟

マルチメディア教育研究棟

国際交流
センター

厚生施設
（川内北キャンパス

厚生会館）

川内
体育館

川内サブアリーナ

学生実験棟

地下鉄東西線
川内駅

東北大学の全学部・研究科の学生を
対象として、進路選択や就職への
支援を行っています。

就職活動中の学生への支援として、

①セミナー・ワークショップの開催
②個別相談の対応
③求人情報の提供　に力を入れています。

活用ポイント

東北大学キャリア支援センター

高度イノベーション博士人財育成ユニット

　〒980-8576　仙台市青葉区川内 41（川内北キャンパス）

　月～金曜　8：30 ～ 18：30

　022-795-7770 ／ 022-795-4705（相談予約専用番号）

　022-795-7821

　support@grp.tohoku.ac.jp

　http://www.career.he.tohoku.ac.jp

Twitter　＠tohokucareer

　〒980-8579　仙台市青葉区荒巻字青葉 6-6-11
　　　　　　　　　  工学系総合研究棟１３階 1306-1-1
　022-795-3231 ／ 022-795-3232

　022-795-3232

　high-ca@grp.tohoku.ac.jp

就職に関連する資料・図書・

新聞が閲覧できます。業界・職

種・仕事に関する本、SPIなど

の筆記試験対策本、公務員

等の参考書や問題集など、就

職活動のあらゆる場面をサポ

ートする資料を取り揃えていま

す。資料・図書の貸し出しは1

週間以内です。

キャリア支援センターの利用

方法や、イベントや個別相談

の開催情報を、随時ホーム

ページから発信しています。

進学や就職を考える際に役

立つ情報をとりまとめ、キャリ

ア支援センターや各種イベン

ト会場で学生へ配布していま

す。卒業生修了生の進路状

況や、希望進路別のインフォ

メーションが満載、オススメの

一冊です。

富な就職関連資料が揃う
「図書資料コーナー」

まざまな情報をここから発信
「キャリア支援センターホームページ」

豊

さ

路選択に関する豊富な情報が一冊に
「キャリア・就職ガイド」進

キャリア支援センター長からのメッセージ

羽田  貴 史
東北大学キャリア支援センター長

大学教員35年を経て、名刺が3500枚を
超えました。多くの人 と々知り合い、尊敬で
きる人々が沢山います。私が尊敬してきた
人の中に、院生時代にお世話になった米
山さんご夫妻がいます。元は赤平の炭鉱
に勤め、院生寮の管理人になられた方で
す。寮生は、金がない・仕事がない・彼女が
いない、ナサケナイ青年の集まりなのです
が、その院生たちに、料理や育てた野菜を

差し入れしてくれるなど、励ましてくれました。
また、東北大学に勤めて９年になりますが、
毎日出勤する研究棟を丁寧に掃除し、挨
拶してくれる掃除の方にも尊敬の念を感じ
ます。誰に尊敬心を感じるか振り返ってみ
ると、そこには「人として誠実であること」が
あるように思います。職業人であるだけで
なく、人として誠実なキャリアを歩んでほし
いと期待しています。

尊敬する人々

<キャリア・インサイト>

キャリア支援センター設置のパソコンで体
験できる職業適性診断です。将来の職業
選択の一肢として体験してみませんか？

気になるものをクリック !

オ ススメ

高度イノベーション
博士人財育成ユニット

工学研究科
中央棟

工学研究科
管理棟

工学研究科
総合研究棟１３階

ハッチェリー
スクエア

厚生施設
「BOOK」

バス停



自 己 分 析
業界研究・職種研究 
選考試験対策

各社情報サイトオープン
企業説明会開始
エントリー開始

選考開始
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求人システムへのアクセス方法

キャリア支援センター メールマガジン

https://www.srp.tohoku.ac.jp/
 （パソコン、スマートフォン用）
https://www.srp.tohoku.ac.jp/sa_mb/ktop.do
（携帯電話用）
（ ＊東北大学キャリア支援センターのホームページでもご案内しています。 ）

東北大学ポータルサイトが開きます。
「学務情報システム」をクリックしてください。

【かんたん求人条件】の画面になります。
「該当年度」を選択し、「職種」「勤務」「キーワード」
「希望条件」などから求人情報を検索・閲覧することが
できます。
このほか【詳細求人条件】から、具体的な条件を設定
し検索することもできます。

※インターンシップ情報は「インターンシップ情報検索」を
　クリックしてください。

学務情報システムが
開きます。
「就職支援」タグから
「求人企業情報検索」
を選択し、クリックしてく
ださい。

「該当年度」を
選択してくださ
い。

キャリア支援センターでは、メールアドレスを登録して頂いた方へ、イベントの開催情報などをメールでお知らせしてい
ます（月2 ～４回配信を予定）。
個別相談会の日程やセミナー等の開催情報のほか、学内アルバイトや家庭教師の情報も配信していますので、是非
ご利用ください。

〈登録方法〉
１）  携帯から右記ＱＲコードを読み取り、情報配信システムの画面にアクセスしてください。
２）  個人情報保護方針等を確認後、画面指示に従って空メールを送信してください。
３）  しばらくすると、本登録用のメールが届きますので、メールに記載のリンクから必要事項    
　を記入し、本登録を行ってください。
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2
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4
STEP

5
STEP

※このシステムについてのお問い合わせは「support@grp.tohoku.ac.jp」宛にメールにてご連絡ください。

下記ＵＲＬからログインしてください。

東北大IDと
パスワードを
入力してくださ
い。

１年を通して、進路・就職に関するセミナー、
ワークショップを開催しています。

キャリア支援プログラム①　セミナー・ワークショップ

就職活動
スタートアップセミナー
就職活動の進め方など就職環境やス
ケジュールを知って準備を始めよう！

労働法
働くための制度を
理解しよう！

ビジネスマナーセミナー
エントリーシート対策セミナー
面接対策セミナー

社会人準備セミナー
社会に出る前に新社会人と
して心得ておきたい基本的
知識を学びましょう！

個別・集団模擬面接＆
グループディスカッション対策
就活本格化前に練習しよう！

冬秋夏春冬秋2015 2016

学内個別企業説明・選考会
随時開催1日/1社～ 2社程度

業界研究セミナー
企業・行政で活躍するOB・OGを招き、
業界企業研究セミナーを開催します。

リスタートセミナー
就活全般・マナー・ES・面接対策など就職活
動の進め方を、これから始める学生や、もう一
度再確認したい学生向けに随時実施します。

企業及び行政が学内で行う合同説明
会。多くの企業・団体が参加します。

キャリア就職フェア

東北大学キャリア支援センターガイド CAREER SUPPORT CENTER GUIDE 

学生の様々なキャリア・就職の相談に対応するために、下記の相談会を実施しています（事前予約制）。

キャリア支援プログラム②　個別相談

 内定をもらったら・・・
キャリア支援センターへ、内定報告をお願いします。
これから就職活動を行う後輩への情報提供を目的として活用させて頂きます。

進路に関する相談
進学・進路選択などに関する相談会です。

博士課程後期学生およびポスドク支援
（高度イノベーション博士人財育成ユニット）

就職に関する相談
ES添削、面接対策、内定について、インターンシップ関係、企
業研究等、就職活動に関する相談会です。

専門スタッフによる個
別面談を継続的に実
施し、個を重視したキャ
リアパス支援を行いま
す。本学独自の「応募
書類」作成をきめ細か
く指導しています。
応募方法：ＨＰよりお申
し込みください。
（ht tp : //www. i l p .
tohoku.ac.jp）

自信をつける
• 自己の強みや可能性の発見
• 自己の進むべき方向の明確性
• 「応募書類４点セット」の作成指導

出会いの場を提供
• 博士キャリアフォーラム開催
• 企業訪問による開拓と求人案件収集
• 就職希望者情報データの提示

公務員志望者向け相談
公務員志望の学生や興味関心のある学生を対象とした相談
会です。

留学生、留学経験者向け相談
日本で就職を考えている外国人留学生、日本人の留学経験者・
予定者を対象とした相談会です。


