■就職イベントのご案内について（1/21 更新）
2021.1.21 掲載
(株)リクルートキャリアからの情報
リクナビ 2022 では 2 月に生配信型の合同企業 WEB セミナーが開催されます︕
また 2/15～の就活直前準備期の新機能についてもお知らせしますので、必ずチェックして
本番に向けたみなさんの業界・企業情報収集にぜひご活用ください。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【2/15～20】 業界&仕事研究 合同 WEB セミナーLIVE（11:30～19:30）
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
・さまざまな業界から、6 日間合計で 600 社が参加予定、直前期最大級の生配信 WEB セミナー︕
・参加申し込みをすると、申込日のタイムテーブル情報を事前お届け︕（1/28（木）より順次）
・参加申し込み画面でキャンペーンコード「2022」を入力し、イベント当日に 1 社以上視聴した方に
1,000 円分の「Amazon ギフト券」をプレゼント︕6 日間視聴で最大 6,000 分︕
＜申込・視聴方法＞以下の URL からアクセスください（アプリの場合、「イベント」タブから視聴可能）
https://job.rikunabi.com/2022/contents/article/c~event~weblive/r/?modern=1&isc=r2
1rcnl02401
――――――――――――――――――――――――――――――――――

【2/15～28】 プレエントリーなど*ができる就活直前準備期を新設されます
――――――――――――――――――――――――――――――――――
3 月 1 日の就活開始を前に、2 月 15 日から
企業発見やプレエントリー、説明会の予約・キャンセルが可能になります︕
＜2/15～就活直前準備期でできるようになること＞
・22 卒の採用情報を知ることができる
・プレエントリー、説明会の予約と、それらのキャンセルができる
・プレエントリー候補リスト登録人数が見れる
└22 卒の学生が何名プレエントリー候補に追加しているのかわかります
※応募の内容とあなたの登録情報がリクナビから企業へ送信されるのは 3 月 1 日以降です
※2 月 28 日までにキャンセルした場合、キャンセル情報は企業には伝わりません

→2 月 15 日以降に余裕をもってプレエントリー・説明会予約ができるようになるので、
事前に「気になるリスト」を見直して企業の絞り込み・追加をしておくことをオススメします︕

2021.1.14 掲載
(株)ジョブカフェからの情報
この度、北海道主催による就職支援の一環として、オンラインによる合同企業説
明会を、この 1 月に開催することとなりました。
12 月にもご案内させていただきましたが、開催日が間近となりましたので、
改めましてご案内申し上げます。
オンライン合同企業説明会『北海道で就職！ おしごとフェア 2021』
開催日：1 月 21 日(木)、22 日(金)、23 日(土)
出 展：道内企業 24 社
会 場：テレビ会議ツール「Ｚｏｏｍ」※ご自宅から接続可能です。
お申込：特設サイト http://www.jobcafe-h.jp/event/
からのお申込みとなります。

今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
北海道就業支援センター
ジョブカフェ・ジョブサロン北海道
〒060-0004
札幌市中央区北４条西５丁目 大樹生命札幌共同ビル７F
TEL：（011）209-4510
URL http://www.jobcafe-h.jp/
月～金／10:30～19:00 土／10:00～17:00
休館日／日・祝・年末年始

(株)学情からの情報
＜CONTENTS＞
◆2021 年卒対象 合同企業セミナー「就職博」開催情報
◆外国人留学生専門サイト「あさがくナビ JapanJobs」ご案内
◆外国人留学生対象「あさがくナビ就活チャンネル LIVE」ご案内
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◆2021 年卒対象「就職博」追加開催決定
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼あさがくナビ 就職博 ※いずれもブース面談は開始時間の 30 分後となりま
す。
福岡：1/23（土）10：30～17：00 エルガーラホール
大阪：1/30（土）11：30～18：00 グランフロント大阪
横浜：2/5（金）・6（土）TKP 横浜駅西口タカシマヤ ローズホール 11：30～
18：00
東京：2/13（土）11：30～18：00 東京国際フォーラム
名古屋：2/13（土）11：30～18：00 ウインクあいち
こちらは各大学様にポスター、チラシを送付しています。
▼「2021 年卒就職博」に関する詳細はこちらから
https://www.gakujo.ne.jp/2021/events/
▼告知チラシデータ版はこちらから
・関東版
http://r31.smp.ne.jp/file/GJsD8g1KKI0DdcsRJEdBRajB/f012263135
・西日本版
http://r31.smp.ne.jp/file/AFE3941KKI0DdcsRJbdBRaje/f012263136
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆外国人留学生専門サイト「あさがくナビ JapanJobs」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
弊社では外国人留学生向けに「JapanJobs」にて外国人留学生向けの
求人情報を提供しています。
◆2022 年卒業予定者対象 JapanJobs2022
https://www.gakujo.ne.jp/2022/japanjobs/
このサイトに掲載している企業は、100％外国人留学生を採用する企業のみで
す。
日本語のほか英語、中国語にて原稿を閲覧いただくことができます。
現在 JapanJobs2022 に掲載している企業を一部紹介します。

小田急電鉄＜鉄道＞、堀場製作所＜精密機械・半導体＞、サンゲツ＜商社（イン
テリア）＞、
白ハト食品工業＜食品＞、マッドハウス＜アニメ制作＞、日建リース工業＜レン
タル・リース＞、
クリエイトエス・ディー＜ドラッグストア＞、日本製線＜通信＞、東邦レオ＜デ
ィベロッパー＞、
西原商会＜商社（食品）＞、ユニティ＜IT＞、大澤ワックス＜製造＞、ゼネット
＜IT＞ ほか
◆留学生対象コンテンツ
●「日本の就職いろは」／
https://www.gakujo.ne.jp/2022/contents/japanjobs/index.html?utm_source=t
op201118&utm_medium=sitetop&utm_campaign=topbannar 「日本での就職につい
て」「就職活動スケジュール」「日本の企業について」
「就活準備・選考の対策」「就職活動マナー」「在留資格について」など留学生
の知りたい情報を網羅しています。
●「外国籍アドバイザー就活質問箱」／
https://www.gakujo.ne.jp/2022/events/evt_dtl.aspx?p1=evt98&utm_source=to
p201002&utm_medium=sitetop&utm_campaign=topbannar
弊社学校企画部（大阪勤務）に外国籍アドバイザーが在籍しています。
自身の経験も踏まえ、メールにて外国人留学生のご質問を受付ています。
是非、各大学様に在籍されている外国人留学生にご登録いただき、ご活用いただ
けるよう、お願い申し上げます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆外国人留学生対象「あさがくナビ就活チャンネル LIVE」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上記の JapanJobs に関連して、あさがくナビ就活チャンネル LIVE にて
外国人留学生対象講座を実施します。
▼あさがくナビ就活チャンネル LIVE
【外国人留学生向け】外国籍のアドバイザー登場！就活の大変だったこと・工夫
したこと
・対象／2021 年、2022 年卒 日本で就職活動を希望する外国人留学生
・実施日時／1 月 27 日（水）18：20～19：00
・実施方法／Zoom（オンライン）
・内容／講師は外国籍アドバイザー。自身の就職活動中の悩みから、失敗、工夫
の体験談を
お伝えします。
・参加方法／あさがくナビイベントページより
https://www.gakujo.ne.jp/2022/events/evt_dtl.aspx?p1=evt61&area=osaka
▼告知チラシデータ版はこちらから
http://r31.smp.ne.jp/file/0h_XH61KKI0DdcsRJBdBRajE/f012263137
些細なご質問・相談については、お気軽に営業担当までお問合せください。
引き続きよろしくお願い申し上げます。
※今後【学情】就職指導ご担当者向け information が不要な方は
下記 URL からお手続きいただきますようお願いいたします。

http://r31.smp.ne.jp/o/Pg/6521341/d9n3C8H7ci0D/out?stop=n
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■発行元 株式会社学情
【東京本社】
〒104-0061
東京都中央区銀座 6-18-2 野村不動産銀座ビル 15F
TEL：03-3545-7333(学校企画部直通) FAX：03-3545-7311

北太平洋溯河性魚類委員会（NPAFC）からの情報
北太平洋溯河性魚類委員会（NPAFC）は締約国（日本、カナダ、韓国、ロシア及
びアメリカ合衆国）国民を対象にインターンシップの募集をしております。委員
会承認のもと、１名又は２名のインターンが選出され、カナダ、バンクーバー市
の NPAFC 事務局にてお仕事をして頂きます。インターンには委員会より給付金
が支払われます。
申請締切日：2021 年 4 月 2 日
詳細は、添付致しましたお知らせ及び当委員会のウェブサイト
https://npafc.org/internship/をご参照ください。ご質問、申請書類は
secretariat@npafc.org まで E メールにてご送付下さい。
北太平洋溯河性魚類委員会（NPAFC）は、北太平洋国際水域における溯河性魚
類（太平洋サケ及びスチールヘッド・トラウト）系群の保存の目的で設立された
政府間組織です。
NPAFC Secretariat
Suite 502, 889 West Pender Street,
Vancouver, B.C., Canada V6C 3B2
Tel: 604-775-5550, Fax: 604-775-5577
Email: secretariat@npafc.org Website: https://npafc.org

(株)ジェイ・ブロードからの情報
青函エリアで業界・仕事イベント開催
■あおもり★Festa
https://www.s-walker.net/2022/jobsta/seminar/pre_festa/af.php
■はこだて★Festa
https://www.s-walker.net/2022/jobsta/seminar/pre_festa/hf.php

(株)マイナビからの情報
北海道大学の皆様
こんにちは！ マイナビの玉村です。
1 月になり、いよいよ就職活動直前期となってきました。
マイナビの企業管理機能に、直前期として新しい機能が加わりますので、
ご案内いたします！
ぜひ、以下をご一読いただき、企業管理に活用ください！
【予約リスト機能が追加されます】1 月 12 日（火）10：00～
・3 月以降エントリーしたい企業をリスト化できる機能！
・企業を登録しておくと 3/1 に自動でエントリーが完了！
～メリット～
3 月 1 日以降エントリーに割く時間を大幅に削減できます。
（例年、夜中に 3 月 1 日になるのを待機…という方もいらっしゃいましたが、夜更かしを
する必要はなくなります）
2 月末までは「予約リスト」への追加・削除ができます。
※3/1 以降まで個人情報は企業へ送信されません。
予約リストでエントリー企業のリストアップを進めましょう！
いまなら、予約リスト 1 社以上登録で、
「直前対策 10 のコツ（PDF)」をキャンペーン応募者全員にプレゼント！
ぜひこちらもご確認ください。
▼ 「直前対策 10 のコツ」プレゼント応募はこちら
https://job.mynavi.jp/cs/22/ylist/
寒い日が続きますが、体調にはお気をつけてお過ごしくださいね。
マイナビは皆さまの活動を応援しております。

2020.12.24 掲載
(株)マイナビからの情報
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マイナビ 2021 マイナビ就職イベントのご案内
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
イベント開催にあたっては、新型コロナウイルス等の感染症予防対策を実施いたしま
す。
マイナビ 2021 主催イベントの開催方針について
https://job.mynavi.jp/conts/event/2021/pre/is/202001-1/eventinfos.html
『マイナビ就職セミナー』※下記 HP から検索ください。
▼詳細はこちらから
https://job.mynavi.jp/conts/2021/event/index.html
【マイナビ就職セミナー 東京会場のご案内】
＜概要＞

開催日：2021 年 1 月 6 日（水）
12:00～17:00
会 場：新宿 NS ビル
（〒160-0023 東京都新宿区西新宿２丁目４−１ 新宿 NS ビル）
▼HP はこちらから
https://job.mynavi.jp/conts/event/2021/w/5611/index.html
▼チラシ・参画予定企業一覧はこちらから
https://job.mynavi.jp/conts/event/2021/csmagazine/202012_04.pdf
当イベントは【完全予約制】です。
定員になり次第、締め切ります。新型コロナウイルス感染の現在の状況を踏まえ、
開催にあたっては感染拡大防止策を講じたうえで開催いたします。
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マイナビ 2022 マイナビ仕事研究＆インターンシップイベントのご案内
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イベント開催にあたっては、新型コロナウイルス等の感染症予防対策を実施いたしま
す。
▶マイナビ 2022 主催イベントの開催方針について
https://job.mynavi.jp/conts/event/2022/info/01/index.html
『インターンシップイベント』
1 月の開催予定 ※全学生対象
＜札幌＞1 月 11 日 札幌パークホテル
＜川越＞1 月 11 日 ウェスタ川越
＜横浜＞1 月 9 日 パシフィコ横浜
＜静岡＞1 月 11 日 ツインメッセ静岡
＜名古屋＞1 月 10 日 ポートメッセなごや
＜草津＞1 月 11 日 クサツエストピアホテル
＜京都＞1 月 9 日
京都市勧業館（みやこめっせ）
＜大阪＞1 月 9 日 なんばスカイオコンベンションホール
＜大阪＞1 月 17 日 インテックス大阪
＜神戸＞1 月 11 日 神戸国際展示場
＜山口＞1 月 16 日 維新百年記念公園 維新大晃アリーナ レクチャールーム
＜福岡＞1 月 11 日 福岡国際センター
■理系学生対象
＜札幌＞1 月 10 日 札幌パークホテル
＜横浜＞1 月 9 日 パシフィコ横浜
＜名古屋＞1 月 10 日 ポートメッセなごや
▼詳細はこちらから
https://job.mynavi.jp/conts/2022/event/index.html
※1 月以降も各エリア順次開催予定です。

【仕事研究＆インターンシップフェア 東京会場のご案内】
＜概要＞
開催日：2021 年 1 月 16 日（土） 12:00～17:00
【完全予約制・2 部制】1 部 12:00～14:25／2 部 14:35～17:00

会 場：東京ビッグサイト
（〒135-0063 東京都江東区有明 3-11-1）
※会場に来れない方は WEB でも参加可能です。
当日は会場から LIVE 配信も行いますので、インターネット環境があれば、
自宅からでもどこからでも企業の説明会が視聴できます。
▼HP はこちらから
https://job.mynavi.jp/conts/event/2022/5295/index.html
▼チラシ・参画予定企業一覧はこちらから
https://job.mynavi.jp/conts/event/2022/csmagazine/202012_03.pdf
以上

