
平成３０年４月２５日現在

詳細は函館キャンパス事務部　学生担当へ問い合わせること

No. 実施会場 事前
申込等

運営協力
・講師等

セミナー等の名称 企画内容（予定）

1 H30.5.11 金
18:00

～
19:30

大講義室 不要
北大キャリアセンター、
ジェイ・ブロード
ディスコ （テスト用紙提供）

　「今日から始める就活準備」講座

現在の就職環境や、就活スケジュールなどを時系列で解説する。　又、この夏からスタートするインターンシップへの参加方法や心構え、　就活へ
の活かし方など、今日から始められる就活準備をお伝えする。
当日，「自己分析・自己発見のための職務適性テスト」「一般常識問題模擬テスト」の問題用紙を配布し持ち帰らせる。
（テスト受検の希望者は解答後，5/17[木]までに学生担当へ提出） [テスト用紙提供：ディスコ]

2 H30.5.15 火
18:00

～
19:30

大講義室 不要 リクルートキャリア
ISであなたの就活が変わる！？
インターンシップ活用講座

全国の就活生の約6割が参加しているインターンシップ。参加経験をより就活に「有効なもの」にするための準備と活用法の講座。
ISの現状、北大先輩の応募状況、自分に合った企業の選び方、選考準備など最新情報とデータを解説する。
後半は人気企業の人事をお招きし、インターンシップのリアルを語っていただく。

3 H30.5.31 木
18:00

～
19:30

第１講義室 不要 ディスコ
＜自己PRにも使える＞
自分の適性に合った企業を効率的に探す３つのヒント

適性診断の結果から「自分に合う企業」はどこか？効率的な企業探しの方法をお伝えする。
※事前にマークシート形式の「職務適性テスト」の受検が必要だが、当日は未受験の方でも参加可能。

4 H30.6.1 金
18:00

～
19:30

大講義室 不要 マイナビ
6月1日のISスタート日に始める
インターンシップ　準備・対策講座

開催企業が増えることが予想されるインターンシップに対して、参加するまでに重要となる事項をまとめて確認・対策する講座。
6月1日のスタート日だからこそ、インターンシップに興味がある学生も　まだこれからだと思っている学生も参加し、今一度の確認を。
★主な内容：インターンシップの探し方、エントリー、選考対策、ビジネスマナー

5 H30.6.7 木
18:00

～
19:30

第１講義室 不要 ディスコ
スタートダッシュセミナー
  ～就活の基本！６月から始める業界研究メソッド～

インターンシップ参加前に押さえておきたい業界研究・企業研究の最重要ポイントを徹底解説。

6 H30.6.18 月
18:00

～
19:30

情報処理演習室 必要 マイナビ 筆記試験対策講座
選考で受験する機会の多い、筆記試験。
筆記試験にはどのような種類・形式があるのか？対策のポイント・本番で解くコツは？　などについてお伝えをいたし、
実施にWEB形式の模擬受験をします。　後期とセットで受験することで、自分の現状・苦手分野を知り、後期に向けた対策・比較をしましょう。

7 H30.10.10 水
18:00

～
19:30

第１講義室 不要 北大キャリアセンター、
リクルートキャリア 就職活動スタートアップガイダンス

後期に入り就活準備もいよいよ本格スタート！企業の求人数は増えているものの、大手・人気企業の採用ハードルは決して低くはない。
選考前倒しが進む中、短期決戦に向けてのスケジュールとタスクの立て方、理系学生に必要な準備についてポイントを解説する。
（公務員・教員志望者も参加が望ましい）

8 H30.10.18 木
18:00

～
19:30

第３講義室 不要 マイナビ 自己分析＆自己ＰＲ文作成ワークショップ
90分で自己ＰＲ文をひとつ完成させる。
　　講座前半：自己分析ワークを通して自分の特徴，強みを発見。
　　講座後半：前半のワーク内容を元に自己ＰＲ文を作成（公務員・教員志望者も参加が望ましい）

9 H30.10.24 水
18:00

～
19:30

第１講義室 不要 ディスコ 採用担当者に刺さる！自己PR（完結編）
自分の自己PRはレベル１～５のうちどれか？
実際に使われている“評価シート（5段階）”を用いて、採用側の評価ポイント理解し説得力のある自己PRを作れるようにする。
※これから自己分析、自己PRに着手する学生も必見！

10 H30.10.25 木
18:00

～
19:30

第１講義室 不要 ディスコ 内定者から学ぶ就職活動のポイント
平成３１年３月卒の採用内定者（上級生）から，就職活動を振り返って感じたことや実践してよかったことなど，就職活動のポイントをアドバイスす
る。

11 H30.11.1 木
18:00

～
19:30

大講義室 不要 リクルートキャリア
人気企業の社員が語る！
職種・業界・企業研究セミナー

北大水産学生に人気の企業によるパネルディスカッション。
職種（研究・開発、営業系、事務企画系）毎の具体的な働き方の違い、キャリアパス、求められる人材像について裏話も交え語っていただく。
自分の将来の働き方、「自分の軸」の見定め方について理解を深めるセミナー。

12 H30.11.6 火
18:00

～
19:30

第１講義室 不要 リクルートキャリア
SPI３性格検査を活用！
自分の強みを言語化するワーク

多くの企業が選考で導入している「SPI3」。企業が「SPI性格検査」の結果をどのように見ているかを解説、また「性格検査」 の受検結果を元にした
「自分の持ち味」抽出するワークを行う。※ 事前にリクナビ2020「SPI性格検査」のWEB受検が必要 ※約30分/PC・スマホ可
（詳細は後日，キャリア支援室の掲示およびＥＬＭＳメールでお知らせする）"

13 H30.11.9 金
18:00

～
19:30

第１講義室 不要 ジェイ・ブロード 自己分析・企業研究を活かすエントリーシート書き方
エントリーシート作成にあたっての基礎知識及びその評価基準，さらには提出時の注意点などについて説明。自己分析や企業研究との関連やエン
トリーシート作成方法について，理解を深める。

平成３０年度 北海道大学水産科学院・水産学部　就職関係セミナー等実施予定表

（１）民間等就職全般

実施日時



No. 実施会場 事前
申込等

運営協力
・講師等

セミナー等の名称 企画内容（予定）実施日時

14 H30.11.15 木
18:00

～
19:30

大講義室 不要 学情 面接対策 ➀  ～企業はココを見ている～ 書類選考や面接試験等において企業は学生の何を見ているのか，また採用で重視しているポイントについて，
大手水産加工食品・食品・飲料・医薬品など多くの大手企業で面接官を担当している講師が学生と面接官のズレを説明する。

10:30～
12:00 必要 面接対策 ➁  ～模擬面接～　１回目

13:00～
14:30 必要 面接対策 ➁  ～模擬面接～　２回目

14:45～
16:15 必要 面接対策 ➁  ～模擬面接～　３回目

16 　H30.11月から
1月中旬まで

　 別途
通知

オープンスペース
及び 講義室

必要 北大キャリアセンター 北大キャリアセンター主催　就活対策 in 函館キャンパス
札幌キャンパスのキャリアセンター職員による個別相談と，札幌キャンパスで行っている就活ミニ講座を函館キャンパスで開催する。
※ 事前申込制 （詳細は後日，キャリア支援室の掲示およびＥＬＭＳメールでお知らせする）

17 H31.1.8 火
18:00

～
19:30

第１講義室 不要 マイナビ 解禁直前！理系就職総まとめセミナー リクルーター，ジョブマッチング，履修履歴面接など，理系学生が知っておかなければならない就活に関する重要事項を説明する。
また，生の企業動向や情報，昨年のリアルな就活スケジュールを知り，今後やるべきことを整理する。

15:00
～

17:00
グループディスカッション対策　1回目

17:30
～

19:30
グループディスカッション対策　２回目

19 H31.1.16 水
18:00

～
19:30

第３講義室 不要 ジェイ・ブロード 就活マナー・ルール講座
学生の常識＝社会人の常識ではない。
就活本番直前の今！今後に活かせる就活マナーをプロセスごとにレクチャーします！
ES・単説・リク面・面接本番・内定辞退などシーンごとのポイントを整理しよう！

20 H31.1.21 月
18:00

～
19:30

第１講義室 不要 ディスコ
業界研究セミナー直前！
　～意外と知らないブースのまわり方講座～

業界研究セミナーを有意義なものにするためにはいかに入念な事前準備をしたかがカギとなります。
実際にどんな準備が必要なのか、「意外と知られていない注意点」などと合わせて紹介します。

21
H31. 2.7
H31. 2.8

木
金

10:00
～

17:00
国際ホテル 必要

北大キャリアセンター、
他 業界研究セミナー

本格的な就職活動開始に先立ち，企業約70社（予定）の採用担当者とのコミュニケーションを通して，職業観の養成を図る。
※会場までのバス（大学～北晨寮～会場）を運行予定。

No. 実施会場 事前
申込等

運営協力
・講師等 セミナー等の名称 企画内容（予定）

1 H30.6.16 土
12:30

～
15:30

第１講義室 必要 大原学園 公務員試験 模擬試験 公務員試験の概要説明及び教養試験の模試の実施

2 H30.7月上旬 　
18:00

～
19:30

 （未定） 不要
北海道庁
　水産林務部

公務員セミナー　北海道技術系職（水産）説明会

公務員の仕事とはどういうものなのか？どういう人物を求めているのか？などを北海道水産林務部の幹部が講演。特に水産行政についての理解
を深める。
また，最近の公務員試験は面接重視の傾向から，どういった学生が必要とされているのかを説明，教養・専門試験の勉強だけではなく，自己分析
や面接対策の必要性を認識する。

3 H30.9.14～20
（7日間）

金
～
木

9:00
～

16:10
第３講義室 必要 東京アカデミー函館校 公務員試験 対策講座

公務員試験の教養試験区分において，重要科目の一つして位置づけられている一般知能分野（「判断推理」「数的推理」「文章理解」）及び幅広い
学習が必要とされる一般知識分野（社会系（法律政治・経済・社会））における対策を行う。
また，公務員試験のみならず教員採用試験や民間企業における就職試験（一般常識，ＳＰＩ）対策としても有効であると考えられるため，進路併願
学生や進路未定学生も積極的に参加することで，就職を迎える際の円滑な進路選択を可能とする。

4 H30.10月中旬 　
18:00

～
20:30

 （未定） 対策講座
参加者限定 東京アカデミー函館校

公務員共通 模擬試験（総合型）
国家公務員 一般職型模擬試験

公務員試験 模擬試験の実施
  （今年度の公務員試験対策会の参加学生が対象）

5 H30.10.13 土
12:30

～
15:30

第１講義室 必要 大原学園 公務員試験 模擬試験 教養試験の模試の実施
※ 事前申込制 （詳細は後日，キャリア支援室の掲示およびＥＬＭＳメールでお知らせする）

6 H31.2月or 3月  
18:00

～
20:30

 （未定） 対策講座
参加者限定 東京アカデミー函館校 国家公務員　一般職型模擬試験 公務員試験 模擬試験の実施

  （今年度の公務員試験対策会の参加学生が対象）

（２）公務員関係

実施日時

必要

企業選考で近年ほぼ必須となっているグループディスカッションの実践練習を実施。
大手水産加工食品・食品・飲料・医薬品で面接経験のある面接官によるフィードバックを行う。

※ 事前申込制 （詳細は後日，キャリア支援室の掲示およびＥＬＭＳメールでお知らせする。）
※ １回目と２回目は同じ内容

22 毎週火曜
13:30

～
16:10

キャリア支援室
個別相談ブース

ハローワーク ハローワークの就職個別相談

函館ハローワークのジョブサポーターが１対１で面談し，就職活動のアドバイスや求人情報の提供，エントリーシート・履歴書の作成相談，面接指
導等を行う。

※事前予約制。希望者は学生担当窓口で申し込む

18 H31.1.10 水 第１講義室 必要 学情

15 H30.12.11 火 第１講義室 学情

大手水産加工食品・食品・飲料・医薬品で面接経験のある面接官による、模擬面接（グループ面接）を行う。

※ 事前申込制 （詳細は後日，キャリア支援室の掲示およびＥＬＭＳメールでお知らせする）
※ １～３回目は同じ内容


