
■就職イベント・説明会のご案内（1/12 更新） 

 

 
（株）リクルート 

（1/17開催）「理系学生向け選考対策まとめ講座～エントリーシート・面接～」 
 

【日時】1月 17 日（火）18：30-20：00 

【会場】函館キャンパス 講義棟 大講義室（対面形式） 

【タイトル】理系学生向け選考対策まとめ講座～エントリーシート・面接～ 

【講師】株式会社リクルート（リクナビ） 

【主催】北海道大学函館キャンパス事務部学生担当 

 

 

■トピックス■ 

 

○いよいよ就活本番まであとわずか！ 

残りの期間を有効に使い、選考に向けての最終確認をしよう！ 

・エントリーシートや面接でよく聞かれる内容を確認し、さらに磨きこんで準備しよう！ 

・企業研究を活用した志望動機の磨き方もお伝えします！ 

・理系学生ならではのアピールの仕方も知っておこう！ 

 

○今までのガイダンスに参加していた方はおさらいとして、まだ参加できていなかった方 

 はここでまとめて情報収集として、どちらの場合でも気軽に参加してください！ 

 

※事前予約不要ですので，当日，直接会場にお越しください。 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 
（株）マイナビ 

（1/16開催）「北水生のための専攻・研究内容の伝え方－選考直前対策－」 
 

【日時】1月 16 日（月）18：30-20：00 

【会場】函館キャンパス 講義棟 大講義室（対面形式） 

【タイトル】北水生のための専攻・研究内容の伝え方－選考直前対策－ 

【講師】マイナビ・キャリアサポーター 

【主催】北海道大学函館キャンパス事務部学生担当 

 

■トピックス■ 

〇北水卒業生（修士）の実体験も交えながらお伝えします。 

 ・【基礎】 研究内容で人事がみているポイント 

 ・【応用】 伝える際の注意点・盛り込むべき内容 

 ・【パターン別】 相手にあわせた研究内容の伝え方 

 

※事前予約不要ですので，当日，直接会場にお越しください。 

 
――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 



（株）リクルート 

（12/8開催）「適性検査 SPI対策 WEBテスト模試」 
 

【日時】12月 8日（木）18：30-20：00 

【会場】函館キャンパス 講義棟 大講義室（対面形式） 

【タイトル】「適性検査 SPI 対策 WEBテスト模試（言語･非言語 Webテスト受検会」 

【講師】株式会社リクルート（リクナビ） 

【主催】北海道大学函館キャンパス事務部学生担当 

 

 ■トピックス■ 

 〇能力検査体験「言語非言語 Webテスト特別版」を受検 

  （その場で受検結果がわかります！） 

 〇前期に受検した方も受検可能 

 〇事前の対策は不要！現在地の確認をしましょう！ 

 

★必要なもの★ 

 ・ＰＣ（スマホでは受検できません。） 

 ・リクナビ 2024のＩＤ・パスワード 

  （リクナビ 2024 の特別コンテンツを利用します。未登録の方は事前に登録 

   してください。） 

・筆記用具，メモ用紙，計算機 

 

※事前予約不要ですので，当日，直接会場にお越しください。 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 
（株）ジェイ・ブロード 

（11/15開催）「エントリーシートを活かす面接対策講座」 
 

【日時】11月 15 日（火）18：30-20：00 

【会場】函館キャンパス 講義棟 大講義室（対面形式） 

【タイトル】エントリーシートを活かす面接対策講座 

【講師】（株）ジェイ・ブロード 代表取締役社長 前田健郎 氏 

【主催】北海道大学函館キャンパス事務部学生担当 

 

■トピックス■ 

・面接では「何を聞かれるのか？」「何て答えれば正解なのか？」と聞かれる内容を 

想定して,  その答えを準備することが面接対策と考えていませんか？ 

・実は面接前に提出するエントリーシートを攻略することが，その先にある「面接を 

攻略」する 最大のポイントなのです。 

・当日は，なぜエントリーシート攻略が面接対策に繋がるのか。を分かりやすく解説 

します。 

 

※事前予約不要ですので，当日，直接会場にお越しください。 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 

 



 
（株）リクルート 

（10/6開催）「エントリーシート準備講座（企業研究・志望動機編）」 
 

【日時】10月 6日（木）18：30-20：00 

【会場】函館キャンパス 講義棟 大講義室（対面形式） 

【タイトル】「エントリーシート準備講座（企業研究・志望動機編）」 

【講師】株式会社リクルート（リクナビ） 

【主催】北海道大学函館キャンパス事務部学生担当 

 

 

 ■トピックス■ 

 

 〇エントリーシート作成（主に志望動機）のための準備， 

  「伝わる」志望動機を作成するための方法とは？ 

 ・志望動機を書くところでつまずいている方，何から始めていいかわからない方･･･ 

  志望動機を作成するために必要な準備と，その進め方のポイントをレクチャーします。 

 

 〇自己ＰＲのブラッシュアップについてもおさらいします！ 

 ・まだ準備したことがない方も，ぜひ自己ＰＲを書いてみてからご参加ください！ 

 

 

★事前予約不要ですので，当日，直接会場にお越しください。 

 皆さんの参加をお待ちしています。 
 
――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 
（株）マイナビ 

（10/5開催）「北水生のための後期就活スタートアップ講座」 
 

【日時】10月 5日（水）18：30-20：00 

【会場】函館キャンパス 講義棟 大講義室（対面形式） 

【タイトル】北水生のための後期就活スタートアップ講座 

【講師】マイナビ・キャリアサポーター 

【主催】北海道大学函館キャンパス事務部学生担当 

 

■トピックス■ 

〇「今知っておかないとマズイこと」，「後期からやるべきこと」を総点検しよう！ 

 ※大学院進学予定の方にとっても重要な内容です！ぜひご参加を！ 

 ・夏のインターンシップに行けなかったからこれから挽回したい・・・ 

 ・研究活動と両立するためのコツを知りたい！ 

 ・進学予定だけど何かしておいた方がいいの？ 

 

※事前予約不要ですので，当日，直接会場にお越しください。 

 

 
――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 
 



「インターンシップ選考 Web面接対策講座（6/17開催）」アーカイブ配信 

 
6/17開催「水産学部・水産科学院生のためのインターンシップ選考 Web面接対策講座」 

について，アーカイブ配信をします。以下の URLから適宜視聴してください。 

 

▼配信 URL 

https://youtu.be/8NdJFOhsQ6Q 

 

【タイトル】面接のプロが教える！ 

      「水産学部・水産科学院生のためのインターンシップ選考 Web面接対策講座」 

      （2022 年 6月 17日開催分） 

【講師】あさがくナビ（株式会社学情） 

【主催】北海道大学函館キャンパス事務部学生担当 

 

 ■トピックス■ 

 〇水産学部・水産科学院の先輩たちの実例から学ぶ，面接の傾向と対策 

 〇食品，飲料，化粧品，医薬品，商社，IT等，大手企業のホンネ 

 〇WEB 面接で好感度を上げるポイント，及び注意点 

 〇質疑応答 

 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（9/6開催）「北大生向け特別トークセッション」 

 
【日時】9月 6日（火）17：00-18：30 

【開催形式】オンライン（ZOOM）開催  

      ※9/5（月）までに事前申込み，視聴用 URLをメール受信 

【コーディネーター】ジョブキャリ北海道 

  ※イベントページ※ 

  https://www.j-career.jp/2024/event_jch_detail/4/ 

 

 ■トピックス■ 

  北大生を積極採用している３法人※によるパネルディスカッション 

   ※札幌市役所，北海道ガス，北海道漁業協同組合連合会 

  ○ここでしか聞けない人気法人のホンネ 

  〇公務員を考えている就活生におすすめ 

  〇各法人による仕事紹介 

  〇特別トークセッション 

  〇インターンシップ等の案内 

 

 
――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（7/19開催）「公務員試験対策講座ガイダンス」 

 
 水産学部では，2023年度の公務員試験に向けて，試験対策の基礎講座を 

開講する予定です。（参加者募集については後日別途ご案内します。なお， 

申込者数が最低実施人数に達しない場合，開講をとりやめることがあります。） 

 つきましては，下記日程にて，事前ガイダンスをオンライン（Zoom）形式 

で開催しますので，ぜひ参加してください。 

 

 

【日時】7月 19 日（火）18：30-20：00 



【開催形式】ZOOMによるオンライン開催 

 

 ▼Zoom配信情報 

 ミーティング ID: 862 2026 2544 

 パスコード：414746 

 

【タイトル】「公務員講座ガイダンス」 

【講師】東京アカデミー札幌校 

【主催】北海道大学函館キャンパス事務部学生担当 

 

 ■トピックス■ 

 公務員といっても，国家公務員，都道府県・市町村職員，警察官，消防官， 

 国立大学等職員など，その職種は多岐にわたります。職種や仕事内容， 

 試験動向，学習方法をわかりやすく説明します。 

 

★事前予約不要ですので，当日，直接 ZOOMにて入室してください。 

 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（株）学情 

（6/24開催）面接のプロが教える！「北水生のためのインターンシップ用 

Webグループディスカッション講座」 

 

【日時】6月 24 日（金）18：30-20：00 

【開催形式】ZOOMによるオンライン開催 

 

▼配信 URL 

https://us06web.zoom.us/j/87819016710?pwd=cENJQ0FvYUVhZUs4U

2RFMk13QUpvdz09 

・ミーティング ID: 878 1901 6710 

・パスコード：850085 

 

【タイトル】面接のプロが教える！「北水生のためのインターンシップ用

Webグループディスカッション講座」 

【講師】株式会社学情（あさがくナビ） 

【主催】北海道大学函館キャンパス事務部学生担当 

 

 ■トピックス■ 

 夏期インターンシップ選考で導入企業が増加している（特に食品・化粧品・化学系大手の

技術系職種で）グループディスカッションを本番さながらに体験できます！（見学も可） 

 〇GD では、面接官は何を見ているのか？（疑似体験を通じて学ぶことができます） 

 〇GD 実施者には、面接のプロが個別フィードバック 

 〇オンライン GDのコツ、注意点等も指導 

 〇質疑応答 

 

※事前予約不要ですので，当日，直接 ZOOMにて入室してください。 

 
――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 

 

 

 



（株）学情 

（6/17開催）面接のプロが教える！「水産学部・水産科学院生のための 

インターンシップ選考 Web面接対策講座」 

 

【日時】6月 17 日（金）18：30-20：00 

【開催形式】ZOOMによるオンライン開催 

▼配信 URL 

https://us06web.zoom.us/j/82036855594?pwd=U2kyeWMrK29UZm5oMmZOZ

21CU2h1UT09 

・ミーティング ID: 820 3685 5594 

・パスコード：260874 

 

【タイトル】面接のプロが教える！「水産学部・水産科学院生のための 

インターンシップ選考 Web面接対策講座」 

【講師】株式会社学情（あさがくナビ） 

【主催】北海道大学函館キャンパス事務部学生担当 

 

 ■トピックス■ 

 〇水産学部・水産科学院の先輩たちの実例から学ぶ，面接の傾向と対策 

 〇食品，飲料，化粧品，医薬品，商社，IT等，大手企業のホンネ 

 〇WEB 面接で好感度を上げるポイント，及び注意点 

 〇質疑応答 

 

※事前予約不要ですので，当日，直接 ZOOMにて入室してください。 

 
――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（株）リクルート 

（6/10開催）「適性検査 SPI対策 WEBテスト模試」 
 

【日時】6月 10 日（金）18：30-20：00 

【会場】函館キャンパス 講義棟 大講義室（対面形式） 

【タイトル】「適性検査 SPI 対策 WEBテスト模試（言語･非言語 Webテスト受検会」 

【講師】株式会社リクルート（リクナビ） 

【主催】北海道大学函館キャンパス事務部学生担当 

 

 ■トピックス■ 

〇適性検査「SPI3」とその対策について 

 〇能力検査体験「言語非言語 Webテスト特別版」を受検 

（その場で受検結果がわかります！） 

 

★必要なもの★ 

 ・ＰＣ（スマホでは受検できません。） 

 ・リクナビ 2024のＩＤ・パスワード 

  （リクナビ 2024 の特別コンテンツを利用します。未登録の方は事前に登録 

   してください。） 

 

※事前予約不要ですので，当日，直接会場にお越しください。 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 

 



（株）リクルート 

（6/1開催）「インターンシップ選考対策講座 

（エントリーシート対策応用編）」 
 

【日時】6月 1日（水）18：30-20：00 

【会場】函館キャンパス 講義棟 大講義室（対面形式） 

【タイトル】「インターンシップ選考対策講座（エントリーシート対策応用編）」 

【講師】株式会社リクルート（リクナビ） 

【主催】北海道大学函館キャンパス事務部学生担当 

 

 ■トピックス■ 

〇インターンシップ選考のための準備を進めよう！ 

 〇エントリーシートの作成，ブラッシュアップの仕方を学ぼう！ 

  （自己 PR 作成，ブラッシュアップワーク） 

 ・インターンシップ選考が増えているなか，どう準備すればいいのかわからない方も 

    多いと思います。まずは エントリーシート（ 自己 PR ，ガクチカ）の準備を一緒 

    に始めていきましょう。 

 ・インターンシップで選考を受ける方も，そうでない方も，今後の就活準備で役立つ 

    内容となっています。 

 

※事前予約不要ですので，当日，直接会場にお越しください。 

 

 
――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（株）ジェイ・ブロード 

（5/31開催）印象 UPで就活を有利に進めよう！ 

「インターンシップ・就活マナー講座」 
 

【日時】5月 31日（火）18：30-20：00 

【開催形式】ZOOMによるオンライン開催 

※事前に ZOOMアプリをダウンロードください。 

▼配信 URL 
https://us06web.zoom.us/j/81186643785?pwd=ZnVKdjcvUU5aYUFVK2c3YUt0ckR0QT09 

・ミーティングＩＤ : 811 8664 3785 

・パスコード       : 042953 

【タイトル】印象 UP で就活を有利に進めよう!インターンシップ･就活マナー講座 

【講師】（株）ジェイ・ブロード 

【主催】北海道大学函館キャンパス事務部学生担当 

 

 ■トピックス■ 

インターンシップ参加に際し，企業実務の場で必要となるマナー・ルールを解説します。 

 

※事前予約不要ですので，当日，直接 ZOOMにて入室してください。 

 

 
――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 

 

 

 

https://us06web.zoom.us/j/81186643785?pwd=ZnVKdjcvUU5aYUFVK2c3YUt0ckR0QT09


（株）マイナビ 

（5/30開催）「就活・インターンシップ スタートアップガイダンス」 
 

【日時】5月 30 日（月）18：30-20：00 

【会場】函館キャンパス 講義棟 大講義室（対面形式） 

【タイトル】（北水生限定）就活・インターンシップ スタートアップガイダンス 

【講師】マイナビ・キャリアサポーター 

【主催】北海道大学函館キャンパス事務部学生担当 

 

 ■トピックス■ 

 〇就職活動・夏のインターンシップに向けて，知っておくべきこと・やるべきこと 

  ※大学院進学予定の方にとっても重要な内容のため，参加を強くおすすめします。 

 ・そもそも就職活動って？スケジュールはどうなっているの？ 

 ・インターンシップに行くメリットは？行かないとまずい？ 

 ・結局，今は何をすればいいの？ 

 ・進学予定だけど何かしておいた方がいいの？ 

 

※事前予約不要ですので，当日，直接会場にお越しください。 

 

以上 


