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令和４年度 ｢全国キャリア教育・就職ガイダンス｣開催のご案内 
 

この度、下記のとおり「全国キャリア教育・就職ガイダンス」を開催いたしますので、ご案内申し上げます。

昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染拡大防止、参加者の利便性確保及び積極的な情報提供の観点から、

オンライン開催といたします。 

ご多用のこととは存じますが、貴学(校)の役員及び部局の長、教職員、キャリア教育・就職支援業務担当者、

留学生支援業務担当者、障害学生支援業務担当者など、幅広い方々へ周知をお願い申し上げます。 
 

記 
 

 １ 開催趣旨  大学等卒業予定者の就職・採用に関し、政府各省の行政説明、大学等・学生・企業の三者

によるパネルディスカッション、事例紹介等を行うことにより、産学官連携による人材育

成等キャリア教育・就職支援の充実を図る 
 

２ 開催日程  令和４年６月 22日（水）・23日（木） 
  

３ 参加対象  大学等の役員及び部局の長、教職員、キャリア教育・就職支援業務担当者、留学生支援業

務担当者、障害学生支援業務担当者、企業等の人事採用担当者、都道府県就職支援等担当

者、産学官連携による人材育成に関心のある方 
 

４ 実施概要・参加方法 

プログラム 配信方法 参加方法 

(1) 開会挨拶 

YouTube 

オンデマンド 

配信 

（6月 22日（水）

から一定期間配

信） 

申込不要 (2) 就職問題懇談会による講演 

(3) 行政説明 

(4) パネルディスカッション 
申込必要 

 

※ 申 込 方

法 の 詳 細

は ホ ー ム

ペ ー ジ を

ご 覧 く だ

さい 

令和 4年 6月 1日

（水）10:00より

受付 

定員なし 

(5) 外国人留学生のキャリア教育・ 

 就職支援についてのセッション 

(6) 障害のある学生のキャリア 

  教育・就職支援についての講演 

(7) キャリア教育・就職支援の取組 

  事例紹介 
ウェブ会議 

システム 

ライブ配信 

令和 4年 6月 1日

（水）10:00より

先着順にて受付 

定員 1000名 

(8) 参加者によるテーマ別交流会 
定員 100名 

(予定) 

   【(7)キャリア教育・就職支援の取組事例紹介の発表者募集について】 

    令和 4年 5月 10日（火）まで、各校の取組について発表していただける方を募集しております。 

    ご希望の方は、下記メールアドレスまでご連絡ください。詳細についてご案内いたします。 

    事例紹介資料の JASSOホームページへの掲載のみの参加も可能です。 
  

５ 参加費用  無料 
  

６ 同封資料  令和４年度「全国キャリア教育・就職ガイダンス」プログラム 
 

７ ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ  https://www.jasso.go.jp/gakusei/career/event/guidance/2022.html 
 

８ 問合せ先  独立行政法人日本学生支援機構 学生生活部学生支援企画課キャリア教育室  

     電話：03-5520-6170(直通)  E-mail：guidance@jasso.go.jp 

mailto:guidance@jasso.go.jp


令和４年度 全国キャリア教育・就職ガイダンス プログラム 
 
開催趣旨 大学等卒業予定者の就職・採用に関し、政府の行政説明、大学等・学生・企業の三者によるパ

ネルディスカッション、大学等・企業・地方自治体の事例紹介等を行うことにより、産学官連
携による人材育成等キャリア教育・就職支援の充実を図ります。 

 
１ 開催日等 

令和４年６月 22 日（水）・23 日（木） ＜オンライン開催＞ 
 
２ 実施内容 
  Ⅰ 開会挨拶 ＜YouTube オンデマンド配信＞ 
     日本学生支援機構 理事⾧ 
     文部科学省 
 
  Ⅱ 講演 ＜YouTube オンデマンド配信＞ 
     就職問題懇談会 
 
  Ⅲ 行政説明 ＜YouTube オンデマンド配信＞ 
        ◆就職・採用活動日程等について 
          (1) 内閣官房 
      (2) 文部科学省 高等教育局 学生・留学生課 

(3) 厚生労働省 若年者・キャリア形成支援担当参事官室 
(4) 経済産業省 経済産業政策局 産業人材課 

◆インターンシップ関係 
 (5) 文部科学省 高等教育局 専門教育課 
◆就農関係 

(6) 農林水産省 経営局 就農・女性課 就農促進グループ 
 
  Ⅳ パネルディスカッション ＜YouTube オンデマンド配信＞ 
     モデレーター:早稲田大学 常任理事 佐々木ひとみ 氏 
          (1) ショートレクチャー 
       テーマ:「2022 年度就職・採用活動概況とコロナ禍で見えてきた課題」 

講演者:株式会社リクルート 渉外室 HR 渉外部 部⾧ 
（前 就職みらい研究所 所⾧） 増本全 氏 

     (2) パネルディスカッション 
     テーマ:「今後の大学等におけるキャリア支援は、何をすべきか」 

       パネリスト:大学等のキャリア支援担当職員、企業の人事・採用担当者、学生 
 

Ⅴ 外国人留学生のキャリア教育・就職支援についてのセッション 
◆情報提供 ＜ホームページに資料掲載＞ 

(1) 文部科学省 高等教育局 学生・留学生課 留学生交流室 
(2) 出入国在留管理庁 在留管理支援部 在留管理課 
(3) 東京外国人雇用サービスセンター 

    ◆パネルディスカッション ＜YouTube オンデマンド配信＞ 
テーマ:「コロナ禍における外国人留学生就職支援について」 
パネリスト:大学等のキャリア支援担当職員及び元外国人留学生 
モデレーター:一般社団法人留学生支援ネットワーク 事務局⾧ 久保田学 氏 

 
Ⅵ 障害のある学生のキャリア教育・就職支援についての講演 

   ＜YouTube オンデマンド配信（字幕情報保障対応）＞ 
   テーマ:「大学等における障害のある学生のキャリア支援に関する現状と課題」 
   講演者:九州大学 キャンパスライフ・健康支援センター 准教授 面高有作 氏 

 
  Ⅶ 「キャリア教育・就職支援の取組」事例紹介 ＜ウェブ会議システム・ホームページに資料掲載＞ 
     大学等・企業・地方自治体の「キャリア教育・就職支援の取組」事例紹介の資料をホームペー

ジに掲載し、ウェブ会議システムを利用した双方向のオンライン発表を実施 
 
  Ⅷ 参加者によるテーマ別交流会 ＜ウェブ会議システム＞ 
 
 （注）上記の内容は予定であり、都合により変更となる場合がありますので、予めご了承ください。 
 
  主催:文部科学省、就職問題懇談会、独立行政法人日本学生支援機構 
  協力:厚生労働省、農林水産省、経済産業省 
  後援:一般社団法人日本経済団体連合会、日本商工会議所、公益社団法人経済同友会 



○ キャリア教育・就職支援、産学官連携による人材育成に関連する取組をご紹介ください。

例） 大学等： インターンシップ、就職支援（説明会開催、情報提供、相談対応等）、キャリア教育・キャリア形成支援等

企業等： インターンシップ受入、新卒採用活動、キャリア教育支援（講師派遣等）、採用後のキャリア支援等

【参考】令和３年度「キャリア教育・就職支援の取組」事例紹介スケジュール

令和４年度全国キャリア教育・就職ガイダンス ライブ配信スケジュール（イメージ）

山形大学
「産学連携による山形大学の

キャリア・就職支援」

実践女子大学
「まなぶとはたらくをつなぐこと

～大学におけるキャリア教育の今と
これから～」

山野美容芸術短期大学
「コロナ禍における、学生に寄り添う

キャリア支援改革への挑戦」

新潟大学留学センター
「グローバル人材（外国人留学生と
日本人学生）への就職支援につい

て」

静岡大学
学生支援センター

「大学が主体となって”学生と雇用側の

マインドを変えたい”事例　

＃障害学生　＃オンライン」

静岡大学　
国際連携推進機構

「ふじのくに留学生就職促進
プログラムにおける

インターンシップ開拓と展望」

大阪夕陽丘学園
短期大学

「新しいチャレンジ　２年間の半分を
企業実習で学ぶ
産学連携コース」

奈良先端科学技術
大学院大学

 「理系大学院大学における留学生/
ドクター学生への

キャリア支援事例」

島根大学
「島根大学における留学生の

就職支援」

活水女子大学
「学生・企業双方にメリットのある
正課内長期インターンシップ―地

域ビジネスコース

3年目の取組―」

沖縄女子短期大学
「ピンチをチャンスに！コロナ禍

における課題解決型
オンラインインターンシップ」

（一社）産学協働人材育成
コンソーシアム

「インターンシップの新たな可能性　―

15企業、17大学、61名の学生が協働し

たリモートインターンシップへの挑戦

―」

12:00
～13:00

ケーブルテレビ㈱
「UIJターン就職応援「自治体と

連携した就活支援」」

㈱ガイアックス
「就活ありきではなく、幅広い選択
肢の中から意思決定できる学生を
増やすためのアントレプレナー型

キャリア支援」

フォーシーズ㈱
「2DAY営業体験WEBインターン

シップの事例紹介」

富士通㈱
「コロナ禍における新卒採用の

取組と事例紹介」

㈱ i-plug
「企業から学生にオファーが届

く就活支援事業 
『OfferBox』概要と事例」

㈱エンカレッジ
「いつでもどこでも

「オンラインしごと体験」
～インターン/障害学生支援～」

西尾レントオール㈱
「コロナ禍における採用手法事例 並
びに キャリア支援取組事例（＃低学
年 ＃実物に触れる ＃企業連携）」

森興産㈱
「コロナ禍における外国人留学

生採用の現状と課題」

㈱豊国
「専門学科出身者以外も活躍
できる建設業でのキャリアス

テップ」

㈱カイタック
ホールディングス

「withコロナ時代の採用戦略 ～コロ
ナ禍をチャンスに変える～」

新潟大学創生学部
「創生学部フィールドスタディー

ズの設計と実践」

徳山大学
「初年次必修インターンシップにつ
いて―アーリーエクスポージャー型

インターンシップー」

【特別企画】　JASSO & JETRO 事例紹介発表
12:00‐12:30　　JASSO「日本留学海外拠点連携推進事業について～世界各国のグローバル人材をオールジャパンで
　　　　　　　　　　サポートする取組～」 
12:30‐13:00　　JETRO「外国人材の採用・育成・定着に係るサポート」

14:00 
　～ 15：00

10:00 
　～ 11：00

Zoomミーティングを利用して、大学・企業等のキャリア教育・就職支援の取組事例を紹介し、発表者と参加者による意見交換を
実施しました。

○ 事例紹介のライブ配信ではZoom

ウェビナーを利用する予定です。

（オンデマンド配信は現時点では

予定しておりません）

〇大学等と企業・団体が一緒に発表

することも歓迎します。

〇事例紹介発表にエントリーされる

方は、メールにてご連絡ください。

guidance@jasso.go.jp

※ 最新情報はJASSOホームページ

をご確認ください。

「キャリア教育・就職支援の取組」事例紹介について
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事例紹介　大学等 2 事例紹介　大学等 7
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事例紹介　大学等 3 事例紹介　大学等 8
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特別企画 1 特別企画 2
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事例紹介　企業等 4 事例紹介　企業等 8
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