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平成２８年度 北海道大学企業研究セミナー「開催要項」 

 

１．主催 

北海道大学学務部キャリアセンター，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」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作る」ことを目的とし

ています。 

 

３．開催日程 

平成２９年３月１日（水）～３月２２日（水） 延べ２０日間（午前・午後の２区分） 

※１ 期間中の土曜日，日曜日及び祝日は，原則として開催しますが，３月１１日（土）及び

１２日（日）は，本学第２次入学試験実施のため，開催しません。 

※２ 参加申込み数に応じて終了日または開催内容を変更することがあります。 

 

４．説明時間 

午前の部 ① １０時００分～１０時４０分   午後の部 ① １４時２０分～１５時００分 

② １０時５０分～１１時３０分        ② １５時１０分～１５時５０分 

③ １１時４５分～１２時２５分        ③ １６時０５分～１６時４５分 

④ １２時３５分～１３時１５分        ④ １６時５５分～１７時３５分 

※１ １回の説明時間は，質疑応答を含め「４０分間」です。 

※２ ②と③の間のみ，移動・休憩時間は「１５分間」です。 

 

５．開催会場 

北海道大学クラーク会館内 全２０会場（予定） 

【〒060-0808 北海道札幌市北区北８条西８丁目】 

※ 会場（ブース）の割り当てについては，主催者に一任願います。 

 

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29年４月１日に進級） 

※ 対象とする学生はできるだけ限定しないことを希望しますが，業種・職種等の関係上特

定の学部・研究科等の学生に限る場合は，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。 

 

７．参加可能企業・団体数 

７００程度の企業・団体（１日当たり４０…午前の部・午後の部各２０）を予定しています。 

なお，本セミナー開催期間中の３月９日（木）は，特別企画「公開模擬面接会（午前中）」を開 

催（９-３．特別企画「公開模擬面接会」参照）するため，同日の午前の部は，企業・団体の説明

時間帯を設けていません。 
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８．説明内容 

１回４０分間の中で，説明及び質疑応答をお願いします。 

４回とも同じ内容とし，回によって総合職対象・技術職対象のように説明内容を変えることは 

ご遠慮願います。 

使用機器は，プロジェクター及びスクリーンの利用が可能です。ノートパソコンは持ち込み願い

ます。 

 

９．特別企画 

本セミナー開催期間中，企業・団体の説明のほか，特別企画として「外国人留学生相談コー 

  ナー」，「外国人留学生就職セミナー」及び「公開模擬面接会」を開催します。 

うち「外国人留学生相談コーナー」及び「公開模擬面接会」については，企業・団体の参加申込

みをお待ちしています。 

 

９-１．特別企画「外国人留学生相談コーナー」 

本セミナー開催期間中の毎日，「外国人留学生相談コーナー」を開催します。 

外国人留学生の採用を予定されており，外国人留学生との個別相談にご協力いただける企

業・団体の参加申込みをお待ちしています。 

ご協力いただける場合は，本セミナー参加申込の際，「受付システム画面」に必要事項を

入力してご登録をお願いします。 

なお，大学院博士課程の学生が来場する場合もあることをご承知おき願います。 

（１）時  間 「午前の部」に参加の企業・団体」：①１３時４０分～１４時１０分 

        「午後の部」に参加の企業・団体）：②１３時２０分～１３時５０分 

（２）会  場： クラーク会館１階「講堂前特設会場」 

 

９-２．特別企画「外国人留学生就職セミナー」 

本セミナー開催期間中，「外国人留学生就職セミナー」を１回開催します。 

外国人留学生就職セミナーは，企業・団体の本学出身外国人留学生ＯＢ・ＯＧの方を講師

として派遣いただき，日本で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講演いただくものです。 

外国人留学生就職セミナーは，本学の外国人留学生の就職実績を勘案の上，別途，キャリ

アセンターから特定の企業・団体へ，派遣の依頼を行わせていただきます。 

（１）開催日程： 平成２９年３月 ７日（火）１８時００分～１９時００分 

（２）会  場： クラーク会館３階「特設会場」 

 

９-３．特別企画「公開模擬面接会」 

本セミナー開催期間中，「公開模擬面接会」を１回開催します。 

人事ご担当の方を公開模擬面接の講師（面接者）として派遣いただける企業・団体の申込

みをお待ちしています。 

詳細は，同封の『平成２８年度 北海道大学企業研究セミナー内特別企画「公開模擬面接会」

開催要項』を参照願います。 

（１）開催日程： 平成２９年３月 ９日（木）１０時３０分～１２時１０分 

（２）会  場： クラーク会館内 １０会場（予定） 
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10．情報交換会 

企業・団体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，「情報交換会」を開催します。 

会場には，飲物や軽食などを用意していますので，是非ご参加願います（本セミナー参加確定後， 

「情報交換会」参加の可否及び出席者数を，別途確認します。）。 

（１）時  間： １８時００分～１９時００分 

（２）会  場： クラーク会館１階「講堂前特設会場」 

 

11．参加費 

11-１．参加費 

１企業・団体 １００,０００円（消費税を含む。）です（11-２に該当する場合を除く。）。 

ご負担をお掛けすることとなり恐縮に存じますが，何卒ご理解くださいますようお願いし

ます。 

 

11-２．中小企業の参加費 

経済産業省中小企業庁ホームページに掲載の「中小企業者の定義」に合致する企業 

（以下「中小企業」という。）は，１企業 ７０,０００円（消費税を含む。）です。 

※ 中小企業は，申込みの際，キャリアセンターホームページ内「企業研究セミナーコ 

ミュニケーションページ（人事・採用ご担当者向け）」の「受付システム画面」の「参

加費」欄の「〇 70,000円」のボタンにチェックしてください（初期設定では「  100,000

円」と100,000円欄にチェックされている状態です。中小企業による自己申告の形として

います。）。 

 

 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 28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 

     ・ 平成 26 年４月より日本標準産業分類の第 13 回改訂が施行されています。 

 

11-３．参加費請求書等 

「参加費請求書」は，本セミナー参加確定後に送付しますので，平成２９年１月中にお支

払い願います。 

なお，参加確定後は，原則としてお支払いただきますので，あらかじめご承知おき願いま

す。 
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12．参加申込み数が多数の場合等 

参加申込み数が参加可能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

企業・団体については，参加を見送らせていただく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年間に本学学生の採用実績がある(本学調査結果に基づく)企業・団体 

（２）現在，本学出身者が在職している企業・団体 

（３）過去３年間に本学学生のインターンシップ受入れにご協力いただいた企業・団体 

 

13．申込み方法 

申込みは，キャリアセンターホームページ内「企業研究セミナーコミュニケーションページ（人

事・採用ご担当者向け）」の「受付システム画面」に，必要事項を入力の上，登録願います。 

（１）申込受付開始日時： 平成２８年１０月 ３日（月）１２時００分から 

（２）申 込 締 切 日 時： 平成２８年１０月２７日（木）１７時００分まで 

北海道大学企業研究セミナー用ホームページ（参加申込み登録ＵＲＬ）： 

ＵＲＬ：http://cc.academic.hokudai.ac.jp/seminar.html 

※１ 参加希望日は，申込み時に第１希望から第５希望まで入力してください。 

ただし，申込み状況により，希望に沿えない場合がありますので，あらかじめご承知おき 

願います。 

※２ ３月２１日（火）と２２日（水）の両日は，申込み状況により，開催しないことがありま

す。 

 

14．参加決定のお知らせ 

（１）平成２８年１１月２２日（火）をめどに，キャリアセンターホームページ内「企業研究セミナ

ーコミュニケーションページ（人事・採用ご担当者向け）」の「受付システム画面」に，『参加

の可否』及び『参加に係る各事項の入力方法』を掲載の上，お知らせします。 

（２）参加の決定した企業・団体には，「参加費請求書」及び「企業研究セミナー参加要項」等を郵

送します。 

 

15．その他 

   学生への周知等に努めていますが，学生の動向によっては，参加学生数が著しく少ない場合や参

加学生数がブースごとの極端な偏りを生じる場合がありますので，何卒ご理解くださいますようお

願いします。 

 

16．問い合わせ先 

北海道大学学務部キャリアセンター（企業研究セミナー事務局） 

〒060-0808 北海道札幌市北区北８条西８丁目 

電 話： 011-706-2987（平日の 9時 00分～18 時 00 分） 

ＦＡＸ： 011-706-4889 Ｅ-mail： ccalum@academic.hokudai.ac.jp 

北海道大学企業研究セミナー用ホームページ（参加申込み登録ＵＲＬ）： 

ＵＲＬ：http://cc.academic.hokudai.ac.jp/seminar.html 

 

以 上  



 

平成２８年度 北海道大学企業研究セミナー内特別企画 

「公開模擬面接会」開催要項 

 

 

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が面接者となって模擬面接を行い，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．開催日程： 平成２９年３月９日（木） １０時３０分～１２時１０分 

 

４．募 集 数： １０企業・団体（お申込み多数の場合，本学で選考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 １０会場（予定） 

 

６．当日の流れ：（予定） 

 

       ～ ９：５０ 企業・団体面接者 キャリアセンター集合 

  １０：００～１０：３０ 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） 

 

  １０：３０～１０：５０ 模擬面接実施（１人目）（20 分） 

  １０：５０～１１：０５ 受検学生へのフィードバック（１人目，15 分） 

  １１：０５～１１：１５ 見学学生からの質疑応答（10 分） 

   

１１：１５～１１：２５ 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） 

 

  １１：２５～１１：４５ 模擬面接実施（２人目）（20 分） 

  １１：４５～１２：００ 受検学生へのフィードバック（２人目，15 分） 

  １２：００～１２：１０ 見学学生からの質疑応答（10 分） 

 

  １２：１５  履歴書・評価シートの記入・回収 終了 

 

  ※ やむを得ず，見学学生が面談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名を募集します。 

受検学生には，模擬面接で使用する履歴書の提出を参加条件としています（志望動機欄は面

接者の企業・団体様を想定して記載）。 

 

８．申込方法： 

お申込みいただける場合，キャリアセンターホームページ内「企業研究セミナー（人事担当

者）」の「受付システム画面」に，必要事項を入力してご登録をお願いいたします。 

（１）申込受付開始： 平成２８年１０月 ３日（月） １２時００分から 

（２）申込締切期日： 平成２８年１０月２７日（木） １７時００分まで 

北海道大学企業研究セミナー用ホームページ（参加申込み登録ＵＲＬ）： 

ＵＲＬ：http://cc.academic.hokudai.ac.jp/seminar.html 

 

９．決定のお知らせ： 

平成２８年１１月２２日（火）をめどに，お知らせいたします。 

 

 

【問い合わせ先】 

北海道大学学務部キャリアセンター 

（担当：川上） 

TEL：011-706-2140  FAX：011-706-4889 

http://cc.academic.hokudai.ac.jp/h24.html
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