Ｂ
平成３０年度 北海道大学企業研究セミナー「開催要項」
今回から申込方法等が大きく変わり，学内イベント管理システム｢キャリタス CMS｣（株式会社ディスコ
が運営，以下｢システム｣）を利用します。詳細は，｢9.申込方法｣をご参照ください。

なお，今後のご連絡は，基本的にシステムに登録された電子メールアドレスあてに行います。
また，来年度以降のご案内は，文書によらず，参加案内メールの送信のみとする予定ですので，継
続的に連絡のとれる組織用アドレス（採用担当等）のご登録をお願いいたします。
１．主

催

北海道大学キャリアセンター，北海道大学校友会エルム
２．趣

旨

本セミナーは，北海道大学が「北海道大学校友会エルム」（旧連合同窓会）とともに開催する北大
生のための就職支援事業です。
全国の企業・団体の採用担当の方々に，本学において，各企業・団体の業務内容及び業界の説明を
していただき，学生が主体的に企業・業界研究を行うことにより「就職活動へ向けての礎を築く」こ
とを目的としています。
３．開催日程
平成３１年３月１日（金）～３月１１日（月） １１日間（午前・午後の２区分）の予定
※１ 申込状況により開催期間を変更することがあります。
※２ 特別企画「公開模擬面接会」は，開始前日の２月２８日(木)午後に開催（7.(4)参照）
４．実施時間帯
＜午前の部＞

１回目
２回目
３回目
４回目
留学生相談
コーナー

10:00
10:50
11:45
12:35

～
～
～
～

10:40
11:30
12:25
13:15

13:40 ～ 14:10

＜午後の部＞

14:20
15:10
16:05
16:55
13:20

～
～
～
～
～

15:00
15:50
16:45
17:35
13:50

備

考

・１回あたり質疑応答を含め｢40分間｣
・移動･休憩時間は｢10分｣または｢15分｣
・４回とも同じ内容とし，回によって対象者
や説明内容を変えることはご遠慮願います。
※受付は1回目開始の45分前頃からを予定

（7.(1)参照）【参加決定後要申込】

(午後の部開始前に実施) 外国人留学生の積極採用予定企業等が対象

５．開催会場
北海道大学クラーク会館（北海道札幌市北区北８条西８丁目） ２８～３２会場程度
※１ 会場（説明ブース）の位置や大きさは様々ですが，割り当ては，主催者に一任願います。
※２ 各ブースの座席数は，講堂を除き，１０～５０程度の予定です。
※３ 昨年度以前より引き続きご参加の場合でも，会場の条件が大きく変わることがあります。
※４ 全会場にスクリーン・プロジェクター（HDMI及びRGBケーブル対応）及び電源コンセントを備えて
おりますが，ノートパソコン等の貸出はありません。また，プロジェクターは，全てのＰＣ等との接
続を保障しているものではありませんので，必要に応じ変換ケーブル等をご持参ください。
※５ 割り当てられたブース以外での説明・勧誘・宣伝活動はお断りします。
６．対象学生
主に学士課程第３年次及び大学院修士課程第１年次の学生（平成 31 年度卒業･修了見込の全学生）
※ 業種・職種等の関係で，対象学生を特定の学部・大学院や学問分野に絞る場合は，参加学生数が少な
くなることをあらかじめご承知おき願います。
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Ｂ
７．特別企画等
各ブースでの企業・団体説明とは別に実施します。いずれも別料金は発生いたしません。
なお，これらの企画のみのご参加はお断りします。
(1) 留学生相談コーナー

＜期間中毎日，クラーク会館内で実施＞【参加決定後要申込】

日本での就職を希望する本学の外国人留学生を対象として，相互理解を深めるため，企業説明ブース
とは別の時間帯・会場において，個別相談形式（日本語が基本）で実施します。
外国人留学生の積極採用を予定されている企業・団体の申込みをお待ちしています。
なお，外国人留学生の来場自体が多くはないため，参加者が僅少または皆無の場合があること及び大
学院博士課程の留学生が来場する場合もあることをご承知おき願います。

(2) 情報交換会 ＜詳細未定＞

＜期間中毎日(18:00～19:00)クラーク会館内で開催予定＞【参加決定後要申込】

＜実施する場合の内容(予定)＞ 参加企業・団体の採用担当者の皆様と参加学生との間で採用情報や業
務内容等について，和やかな雰囲気で情報交換ができる場として，本セミナー開催期間中の毎日開催し
ます。立食形式で，飲物や軽食を用意していますので，是非ご参加願います。会費は不要です。
なお，説明ブースには参加されないＯＢ・ＯＧや内定者のご参加も可能です。

(3) 外国人留学生就職セミナー ＜期間中１回(18:00～19:00)クラーク会館内で実施予定＞
企業・団体に勤める本学出身の外国人社員（留学生ＯＢ・ＯＧ）を講師として派遣いただき，日本で
の就職を希望する本学の外国人留学生を対象に，日本の雇用慣行や職場環境等について，ご自身の経験
に基づき講演・懇談いただくものです。
留学生相談コーナーとは異なり，本学の外国人留学生就職実績等を勘案の上，別途，キャリアセンタ
ーから特定の企業・団体のご担当者様へ派遣を依頼させていただきます。

(4) 公開模擬面接会

＜セミナー開始前日（2 月 28 日(木) 2 部制）クラーク会館内で開催＞

参加希望企業･団体を募集します。詳細は，別添『平成３０年度 北海道大学企業研究セミナー特別企
画｢公開模擬面接会｣開催要項』をご参照願います。

８．参 加 費
４ページ「北海道大学企業研究セミナー参加費について」をご参照願います。
９．申込方法 ＜大幅に変更＞
学内イベント管理システム｢キャリタス CMS｣(株式会社ディスコ運営)を利用します。
【エントリー受付用ＵＲＬ】 https://cms.career-tasu.jp/corp/entry/s/00100/92
エントリー後にメールで通知されたＵＲＬから企業登録画面にアクセスし，必須項目（登記上の正
式社名・本社所在地，業種，担当者連絡先等）をご登録ください。
なお，メールアドレスは今後，本学から継続的に連絡がとれる組織用メールアドレスをご登録く
ださい。個人用メールアドレスのご登録は，可能な限りご遠慮ください。
Internet Explorer 9 以上，Firefox，Google Chrome 等

※

対応ブラウザ

※

システムをご利用いただけない環境の場合は，電子メール又はＦＡＸ等で対応いたしますので，企業研究セミ

ナー事務局(｢13.(1)｣参照)までご連絡ください。

(1) 申 込 受 付 開 始 日 ： 平成３０年１０月

３日（水）（予定）

(2) 申 込 締 切 日 ： 平成３０年１０月１６日（火）（予定） ※先着順ではありません。
(3) 申込時の留意事項 ：
① ｢参加希望日｣欄は，第１希望から第５希望まで（または｢どの日程でも構わない｣）を選択して
ください。同一日でも｢午前の部｣と｢午後の部｣は区別して扱います。
② ｢参加費｣及び｢公開模擬面接会参加希望の有無｣は，参加申込時に画面上の[参加パターン]のう
ちから該当する選択肢のラジオボタンにチェックしてください。
③ その他にも参加可能な日程がある場合や，同時期に開催される本学他部局主催行事にもご参加
(予定)の場合は，｢ご連絡事項｣欄にその旨記載してください。
④ ｢留学生相談コーナー｣及び｢情報交換会｣参加の有無は，参加決定後(11 月以降)に｢参加イベント
一覧｣の｢原稿入稿｣または｢その他｣画面から，期限までにご回答をお願いいたします。
⑤ 申込完了後は，システムから受付完了メールが自動送信されますので，ご確認ください。
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Ｂ
⑥ 参加・不参加及び参加希望日程をご回答いただいた後は，申込期間内であってもシステム上で
は変更できませんので，企業研究セミナー事務局(｢13.(1)｣参照)までご連絡ください。
⑦ 日程・会場は，締切後に，過去の実績や会場の広さ等を考慮して希望日程の中から割り当てま
すので，細かなご要望にはお応えできかねます。
⑧ 申込状況により，参加日を希望日程以外へ変更していただくようお願いする場合があります。
また，参加希望日が限定されている場合はご参加いただけない場合があります。
10．参加申込が多数の場合等の取扱い（ご参加いただけない場合）
(1) 参加申込が開催に適切な数を上回った場合等は，次に該当する企業・団体を優先し，該当しない
場合はご参加いただけないことがありますので，あらかじめご承知おき願います。
① 過去３年間の本セミナーにおいて学生の参加実績がある企業･団体
② 過去３年間に本学学生(新卒者)の採用実績 (本学調査結果に基づく) がある企業･団体
③ 本学主催の就職支援行事（全学インターンシップを含む）にご協力いただいている企業･団体
④ 校友会エルムの主催行事に積極的にご参画いただいている企業･団体
⑤ 過去の本セミナーにおいて，本学が定める注意事項等に反する行為がない企業･団体
(2) 以下に該当する場合は，申込状況に関わらず，ご参加をお断りすることがありますのでご了承願います。
① 若者雇用促進法に基づき，公共職業安定所が新卒者等を対象とした求人を不受理とした企業･団体
② 労働関係法令またはその他の各種法令違反や企業倫理等に反する行為のあった企業･団体
③ その他，本学が学生への積極的な紹介が適切ではないと判断する業種及び企業･団体
11．参加決定及び参加費の支払い
(1) ご参加いただける場合
① 平成３０年１１月中旬頃(予定)までに電子メールでお知らせするとともに，｢請求書｣の郵送を予
定しております。
② 参加決定後の手続きの詳細は，システム上に掲載予定の｢参加要項｣等をご覧いただき，期限ま
でに参加費の支払い及び必要事項（｢原稿入稿｣｢発送資材｣｢その他｣）の入稿等を完了願います。
・参加費の支払期限（指定口座に振り込み）は，平成３１年１月末を予定しております。
・指定口座の番号及び名義が変わりましたのでご注意ください。
③ 参加確定･入稿後は，参加を取り消された場合でも，原則として参加費を全額お支払いただきます。
(2) ご参加いただけない場合
システム上のメニュー｢参加依頼のあったイベント全てを表示する｣の｢ステータス｣欄に｢見送り｣
と表示するとともに，別途，文書または電子メールでお知らせします。
12．そ の 他
(1) 参加学生の個人情報は，本人の同意があれば収集可能ですが，大学側から提供することはありま
せん。収集に必要な様式等はご持参ください。
(2) 学生の動向や他の就活イベントとの日程重複等により，参加学生数が著しく少ない場合やブース
ごとに偏りを生じることがあり得ますので，ご承知おきくださいますようお願いいたします。
(3) 本学他部局（学院・学部等）主催行事については，当該部局に直接お問い合わせください。
(4) 大学構内への車両入構は規制しております。また，屋外を含め全面禁煙です。
13．問い合わせ先
(1) 全 般
北海道大学キャリアセンター（企業研究セミナー事務局） <平日 8:30-17:00>
Tel：011-706-2987/3262/3657（FAX 4889） E-Mail：ccalum@academic.hokudai.ac.jp
(2) 参加費に関すること
北海道大学校友会エルム事務局（担当：浅野・大林） <平日 8:30-17:00>
Tel：011-706-2101（FAX 2010） E-Mail：kouyukai@general.hokudai.ac.jp
(3) 学内イベント管理システム「キャリタスＣＭＳ」の操作方法等に関すること
株式会社ディスコ「キャリタス CMS」運営事務局 <平日 9:30-17:00(12:00-13:00 除く)>
Tel：03-6361-9125 E-Mail：cms-support@disc.co.jp
以
3 / 4

上

Ｂ
平成 30 年度 北海道大学企業研究セミナー 参加費について
１．参加費
今年度の参加費（１企業・団体あたり）は，次の(1)～(3)のいずれかです。
平成 29 年度に改定した額と同一です。「摘要」欄をご確認ください。
区分 金額（消費税込）

摘

要

一定の基準に基づき校友会エルムが選定した企業・団体
（過去 3 年間の本学学生の採用実績が一定数以上／(3)に該当する場合を除く）

(1)
特定

該当する場合は，校友会エルム会長名の文書「平成 30 年度北海道大学

200,000 円

企業研究セミナー参加費について」を同封しておりますので，ご確認
ください。公募型でエントリーされた場合は別途ご案内いたします。
※年度毎に選定するため，平成 29 年度とは対象の企業・団体が一部変わっており
ます。文書が同封されていない場合は原則として対象外です。

(2)
一般

(3)
中小

100,000 円
70,000 円

(1)及び(3)に該当しない企業・団体，官公庁
「中小企業者の定義」（経済産業省中小企業庁ホームページ掲載）に合致す
る企業

※日程・会場，特別企画等参加の有無等に関わらず同一の金額です。
参考

経済産業省中小企業庁ホームページ「中小企業者の定義」から抜粋
（平成 30 年９月１日現在，URL：http://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html）
業種分類

中小企業基本法の定義

製造業その他

資本金の額又は出資の総額が３億円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が 300 人以下の会社及び個人

卸売業

資本金の額又は出資の総額が１億円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が 100 人以下の会社及び個人

小売業

資本金の額又は出資の総額が５千万円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が 50 人以下の会社及び個人

サービス業

資本金の額又は出資の総額が５千万円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が 100 人以下の会社及び個人

２．参加申込時の注意事項
学内イベント管理システム 申込画面上の[参加パターン]のうちから，該当金額を含む選択肢のラ
ジオボタンにチェックしてください。
なお，選択された金額と本学の設定金額に相違がある場合は，企業研究セミナー事務局または校友
会エルム事務局からご連絡のうえ，訂正させていただくことがあります。

３．備考
来年度以降の参加費は変動する場合があります。
＜参加費に関する問い合わせ先＞
北海道大学校友会エルム事務局（担当：浅野・大林）
〒060-0809 北海道札幌市北区北９条西６丁目 北海道大学百年記念会館内
TEL ： 011-706-2101 FAX ： 011-706-2010
MAIL： kouyukai@general.hokudai.ac.jp
URL ： http://www.alumni-hokudai.jp/

※

参加費以外については，「開催要項」本文をご参照ください。
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平成３０年度 北海道大学企業研究セミナー特別企画

「公開模擬面接会」開催要項
＜ 開催日にご注意ください。 ＞

１．趣

旨：
本学学生に対して，企業・団体の人事ご担当者による，模擬面接の経験や見学を通して，採

用試験における面接とは，どのようなものなのかを学ぶとともに，面接手法や評価の視点を理
解させることを目的としています。
２．開催内容：
企業・団体の人事ご担当者様に，公開の場で面接者となって学生（２名）に模擬面接を行う
とともに受検学生へフィードバック及び評価をしていただき，さらに，見学学生を含めた質疑
応答に対応していただきます。
３．開催日時：平成３１年２月２８日（木）
【１部】１２時４５分～１４時３０分
【２部】１５時３０分～１７時１５分
注）一昨年度までは企業研究セミナー本編開催期間中に実施しておりましたが，
昨年度から開始前日に変更しておりますのでご注意ください。
４．募 集 数：１部・２部 各５企業・団体（合計 １０企業・団体）
（お申込み多数の場合，本学で選考・調整させていただきます。）

５．開催場所：北海道大学クラーク会館内 ５会場
６．当日の流れ：（予定）
【１部】
１２：０５～１２：１５

企業・団体面接者

キャリアセンターに集合

１２：１５～１２：４５

各会場へ移動，当日の流れの確認，受検学生履歴書（２人分）お渡
し，留意点の説明，１人目実施準備（履歴書確認等）
（必要に応じて１人目学生との打合せ）

１２：４５～１３：０５

模擬面接実施（１人目）（20 分）

１３：０５～１３：２０

受検学生へのフィードバック（１人目，15 分）

１３：２０～１３：３０

見学学生からの質疑応答（10 分）

１３：３０～１３：４５

休憩，２人目実施準備（履歴書確認等）
（必要に応じて２人目学生との打合せ）

１３：４５～１４：０５

模擬面接実施（２人目）（20 分）

１４：０５～１４：２０

受検学生へのフィードバック（２人目，15 分）

１４：２０～１４：３０

見学学生からの質疑応答（10 分）

１４：３０～１４：４０

履歴書・評価シートの記入・回収

終了

【２部】
１４：５０～１５：００

企業・団体面接者

キャリアセンター集合

１５：００～１５：３０

各会場へ移動，当日の流れの確認，受検学生履歴書（２人分）お渡
し，留意点の説明，１人目実施準備（履歴書確認等）
（必要に応じて１人目学生との打合せ）

１５：３０～１５：５０

模擬面接実施（１人目）（20 分）

１５：５０～１６：０５

受検学生へのフィードバック（１人目，15 分）

１６：０５～１６：１５

見学学生からの質疑応答（10 分）

１６：１５～１６：３０

休憩，２人目実施準備（履歴書確認等）
（必要に応じて２人目学生との打合せ）

１６：３０～１６：５０

模擬面接実施（２人目）（20 分）

１６：５０～１７：０５

受検学生へのフィードバック（２人目，15 分）

１７：０５～１７：１５

見学学生からの質疑応答（10 分）

１７：１５～１７：２５

履歴書・評価シートの記入・回収

※

終了

やむを得ず，見学学生が面接中に入退室する場合がありますので，ご了承願います。

７．受検学生：
事前予約により ２０名（１部・２部 各５名×２回）を募集します。
受検学生には，模擬面接で使用する大学指定の履歴書（志望動機欄は面接者様の企業・団体
を想定して記載）の提出を参加条件としています。
８．申込方法：
お申し込みいただける場合，企業研究セミナー本編と合わせて，学内イベント管理システム
「キャリタス CMS」申込画面上の[参加パターン]のうちから，
「公開模擬面接会参加希望あり」
を含む選択肢のラジオボタンにチェックしてご登録をお願いいたします。
なお，１部または２部のどちらか一方にしか参加できない場合は「ご連絡事項」欄に記載願
います。
（１）申込受付開始日 ： 平成３０年１０月

３日（水）（予定）

（２）申 込 締 切 日 ： 平成３０年１０月１６日（火）（予定） ※先着順ではありません。
注：公開模擬面接会のみのお申し込みはできません。
９．決定のお知らせ：
参加をお願いする場合は，事前に電話またはメールで調整させていただいたうえで，正式に
文書等で依頼させていただきます。

【問い合わせ先】北海道大学キャリアセンター（企業研究セミナー事務局）
＜公 開 模 擬 面 接 会＞

TEL：011-706-3271（小谷・濱岡）

＜企業研究セミナー全体＞

TEL：011-706-2987・3262（野坂・鈴木）

＜ 共通メールアドレス ＞

ccalum@academic.hokudai.ac.jp

