キャリア通信

キャリアセンター主催の就職ガイダンス・セミナー等開催予定（３月まで）
区分

民間等就職全般
公務員
全

般

ガイダンス・セミナー等タイトル

日

程

就活の基本おさらい＆企業研究セミナーの歩き方講座

2/12（水）

クラーク会館

大学合同グループディスカッション実践講座 ２

2/17（月）

北海商科大学

企業研究セミナー特別企画「公開模擬面接会」

2/29（土）

クラーク会館

全館

企業研究セミナー〈校友会と共催〉
（毎日、外国人留学生相談コーナー開設）

3/1（日）〜11（水）

クラーク会館

全館

企業研究セミナー内特別企画「外国人留学生就職セミナー」

3/5（木）

クラーク会館

会議室

講堂

（キャリアセンター主催行事はありませんが、
内定者や人事院、各省庁・自治体主催の行事が学内外で実施されます。）
就活ミニ講座（集団模擬面接、
グループディスカッション実践、
エントリーシート鑑定団、業界・企業研究、
自己分析等）

通年

クラーク会館

※上表のガイダンス・セミナー等の多くは、
ＤＶＤに録画しキャリアセンターに備えていますので、視聴希望者は、
キャリアセンターに来てください。

個別相談を活用しましょう

57

会
場
※変更の場合もあります

令和元年度

「北海道大学企業研究セミナー」の開催について
◆ 開催日 ： 令和２
（２０２０）年

３月１日（日）〜１１日（水）

◆ 会 場 ： クラーク会館
◆ 参加企業・団体数 ： 650（予定）

３. キャリアセンターからの連絡とお願い
（1）
セミナーは「午前の部」
と
「午後の部」に分け、それぞれ、説明（質疑応答
含む。）が「４０分×４回」行われますので、一日、最大８企業・団体の説明
を聞くことができます。
それぞれの開始時刻は、以下のとおりですので、遅れないよう余裕を持っ
て行動してください。

就活ミニ講座のご案内

「午前の部」
１０：００〜／１０：５０〜／１１：４５〜／１２：３５〜
「午後の部」
１４：２０〜／１５：１０〜／１６：０５〜／１６：５５〜

キャリアセンターでは、就職活動全般の相談、将来の職業選択や企業選びな

（２）
このセミナーは採用選考の場ではありません。

北大生のための「実践中心・予約制・少人数制・服装自由・参加無料」の就活

どについての相談に応じています。大勢で座って聞く就活ガイダンスでは解

講座です。話を聞くだけではなく、
ワークを多く取り入れている実践的な内容

消できないような
「あなた自身の課題」
について、一人ひとりに応じてきめ細

です。

４. 特別企画
セミナー開始前日及び期間中に下記の企画を実施しますので、
あわせて参加

かくサポートします。専門的トレーニングを積んだキャリアアドバイザー（「国
家資格キャリアコンサルタント」）、指導経験が豊富な特任教授などの相談員
が、相談テーマに応じて親身に対応します。相談の種類は次のとおりです。

１. 予約制キャリア相談

●講座の種類（例）

してください。詳細は、
キャリアセンターウェブサイトやガイドブックを参照し

す。
キャリアセンターウェブサイトに掲載されている
「キャリア相談予定表」
を
確認の上、事前に
「就職支援システム」
から予約してください。
また、就職関連
の色々な悩みについての相談も、
こちらを利用してください。

への評価及び見学学生を含めた質疑応答を行います。

１. 北海道大学企業研究セミナーとは？

●開催日時・申し込み方法等
講座により異なりますので、詳細はキャリアセンターウェブサイトの
「就活ミニ
講座」
のページで確認してください。

就職支援システムについて
「就職支援システム」
は、
キャリアセンターが、在学生並びに卒業(修了)生に対

利用してください。

し求人情報を提供するとともに、
キャリア支援・就職活動に役立つ情報を電子

※フリー枠相談では、時間が短いため、全体を通した模擬面接はできません。

メールなどで配信するシステムです。
このシステムでは、北大生を対象とした

面接で答えに困っていること、
自信がないところ等、予め個別の相談内容

求人情報の閲覧、
キャリアセンター主催イベントや予約制キャリア相談の申し

を絞り込んできてください。

込み、
キャリアセンターからのメール配信登録などができますので、
キャリア
センターウェブサイトからログインして利用してください。

した予約制キャリア相談が可能ですので、予約画面に相談場所やSkype名
などの必要事項を記載してください。

体の採用担当者などから業界や企業に関する説明を受け、
学生の皆さんが主

開室時間

8:30〜18:00（土・日・祝日等を除く）

〒060-0808

札幌市北区北8条西8丁目 クラーク会館1階

〈２部〉花王、産業技術総合研究所、双日
▶日

URL

http://cc.academic.hokudai.ac.jp/Ssys.html

なお、初回ログイン後は、
「基本情報入力」画面で必ず初期パスワードを変
更し、
「学生情報」
や
「キャリアセンターからのイベント情報メール配信」
の登録
などを行ってください。

２. セミナーの活用方法
（１）事前に日程及び参加企業を確認しましょう
1月24日現在の日程表（日程別参加企業一覧）
は２〜３頁に掲載していま
す。今後、変更があり得ますので、随時最新情報を確認してください。

2020年1月発行

②13：45〜14：30
〈2部〉①15：30〜16：15
②16：30〜17：15
▶会

北海道大学キャリアセンター
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場：クラーク会館内

（２）外国人留学生相談コーナー
（予約不要） 留学生向け
日本での就職を希望する外国人留学生のため、当日のセミナー参加企業

キャリアセンターウェブサイトのほか、企業研究セ

のうち、外国人留学生の採用を予定している企業の採用担当者と、個別

ミナースマートフォンサイト
（右のＱＲコード）
からも

またはグループ相談形式で留学生採用情報等の提供を受けることがで

確認できます。

きます。
なお、会話は原則として日本語で行われます。

（２）事前に開催する「就活の基本おさらい＆企業研究

▶ 参加企業：企業研究セミナースマートフォンサイトやキャリアセンターウェ

セミナーの歩き方講座」
に参加しましょう
令和２
（２０２０）年２月１２日
（水）クラーク会館講堂（午前・午後の２回）

ブサイトで確認してください。
▶日

当日は、受付で学生証を提示してガイドブックを受け取ってください。
また、急な変更があり得ますので、必ずクラーク会館２階の「コミュニ
ケーションボード」
や企業研究セミナースマートフォンサイトを確認してく
ださい。
（４）積極的に質問し業界・企業研究をしましょう
参加企業の説明を聞いて気になったこと・分からなかったことは、その場
でどんどん質問してください。

時：期間中毎日
①13：20〜13：50（午後の部参加企業）

参加者には、一足早く
「企業研究セミナーガイドブック」
を配付します。

就職相談関係
011-706-3271･3273
公務員関係
011-706-3273
教員関係
011-706-3262
インターンシップ関係 011-706-2140
E-mail ccsup2@academic.hokudai.ac.jp
URL
http://cc.academic.hokudai.ac.jp/

時：令和2（2020）年2月29日（土）
（注：セミナー開始前日です!）
〈1部〉①12：45〜13：30

で、
今まで興味のなかった業界や知らなかった企業と出会う貴重な機会です。

（３）当日の連絡事項を確認しましょう

北海道大学キャリアセンター

〈１部〉
アサヒビール、東京海上日動火災保険、
日本放送協会

北大生のための就職支援事業として、全国から集まっていただいた企業・団
体的に業界・企業研究を行うことを目的としたセミナーです。

（１回１５分程度）
を設けています。実施日時が決まっていますので、
キャリア

３. 遠隔地からの相談

▶ 参加企業：
（五十音順）

いろいろな業界から、
北大生を採用したい多数の企業・団体が参加しますの

「予約制キャリア相談」のほかに、予約不要・先着順で受け付ける
「フリー枠」

函館キャンパスや東京オフィスといった遠隔地からでも、Skypeなどを利用

企業の人事担当者を講師（面接官）
に迎えて模擬面接を行い、受検学生

ち居振る舞い、集団模擬面接 など

２. フリー枠相談

センターウェブサイトに掲載されている
「キャリア相談予定表」で確認の上、

（１）公開模擬面接会（見学は予約不要） 注：セミナー開始前日の開催

定）、
グループディスカッション
（実践・評価者体験）、就活実践マナー＆面接立

「エントリーシート・履歴書作成」、
「模擬面接」、
「内定取扱い」
などは、
「予約制
キャリア相談」
を利用してください。相談時間は原則として一人４５分以内で

てください。

自己分析（経験振り返り・職業観）、業界・企業研究、
エントリーシート
（作成・鑑

②13：40〜14：10（午前の部参加企業）
▶会

場：クラーク会館１階

講堂前特設会場（予定）

（３）外国人留学生就職セミナー（予約不要） 留学生向け
日本の企業で働いている外国人社員（北大ＯＢ）
を講師に迎え、
日本の雇
用慣行や職場環境等について講演していただきます。
▶ 講師企業：ニトリ

※外国人社員：元留学生が参加予定

▶日

時：令和2（2020）年3月5日（木）14：00〜15：00

▶会

場：クラーク会館１階

会議室（会場3）

※記載内容に変更が生じる場合がありますので、随時、
スマートフォンサイト、
キャリアセンターHPや会場2階の
「コミュニケーションボード」
（開催期間中のみ）
を確認してください。

