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就活で初めて茨城の企業を調べる学生が多く、Uターン就
活となると、企業を知る手段が限られるほか、大手ナビサ
イトでは茨城に特化した就活イベントの実施が殆どない。

また、業界や職種に対するイメージ先行や、大手企業の情
報が多く、茨城業界や企業の“今”が正しく認識されていな
いこともある。

そこで、茨城県の産業や業界の特徴、企業説明やインター
ンシップ・採用情報の紹介、学生と企業の交流機会をつく
り、学生の茨城への就職を後押ししていく。

業界の“今”を伝え、茨城での就職を後押しする

いばらきUターン就活オンライン
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実施概要



実施概要

目的
県外の学生を対象に、茨城の企業との交流機会をつくり、
Uターン就職につなげていく。

出展費用 無料

実施方法
企業説明やインターンシップの説明を行う。1回30分×3回実施し、学
生は自由に興味のある企業のROOMに入室して企業説明を聞く。

対象学生
茨城県で就活をする2023年卒業予定の県内外の学生
（主に県外のUターン希望の3年生）

オンライン会議ツール「ZOOM」ツール

日時 10月～1月の第2・4土曜日 13:00～15:30

対象企業 茨城県に本社・事業所を置き、茨城県内を勤務地とする採用を行う企業

※詳細は、各回の実施概要をご参照ください。（雇用人材協会HPよりダウンロード可）

各社オフィス・会議室等からご参加いただきます。場所
※実施環境がない場合は、雇用人材協会オフィスにお越しいただきます。

※二部制の場合※
午前の部 9:30～12:00
午後の部 13:00～15:30



開催スケジュール
各回テーマ



開催スケジュール / 各回テーマ

日程 テーマ 内容 企業

第1回 10/9（土）
金融業界研究＆イン
ターンシップセミナー

茨城県の金融機関が集結！茨城の金融業界を網羅できる絶
好の機会です！仕事理解だけでなく、金融業界の正しい現
状とこれからを知り、金融業界の理解を深めていこう！

常陽銀行、筑波銀行、茨城県信用組合
水戸信用金庫、結城信用金庫、水戸証券

第2回 10/23（土）
秋冬インターンシップ
＆仕事研究セミナー

秋冬のインターンシップ・ワンデー仕事体験を実施する茨
城の企業と出会える機会！夏のインターンシップで茨城の
企業を知る事が出来なかった学生必見！就活が本格化する
前に、多くの茨城の企業を知ろう！

秋冬インターンシップを実施予定の企業

第3回 11/13（土）
食品業界研究＆イン
ターンシップセミナー

意外と食品関連企業が多い茨城県！首都圏の食を支える茨
城のを知るチャンス！生産・品質管理から商品開発まで、
仕事研究を深めて、就活を加速していこう！

食品製造企業（菓子、パン、総菜、食肉、
カット野菜、水産等）

第4回 11/27（土）
文系学生のための
仕事研セミナー

文系企業・理系企業問わず、文系学生の採用を積極的に
行っている茨城の企業との交流機会！本格的な就活の前に、
選択肢と自分の可能性を広げていこう！

文系学生を募集している企業
（文系・理系企業、業界問わず）

第5回 12/11（土）
理系学生のための
仕事研究セミナー

茨城で理系企業を探す学生必見！ものづくり、IT、物質・
薬品、電気・精密機器、医療だけでなく、AIやIoT、他業
種×DXなど、茨城でも先端を行く企業を発掘しよう！

理系学生を募集している企業
（文系・理系企業、業界問わず）

第6回 1/8（土）
茨城の

企業研究セミナー
Part1

業界・地域問わず、茨城の企業を幅広く知るための企業研
究セミナー！採用担当者との接点づくりや、未だ知らない
企業との出会う恰好の機会！

茨城県に本社を置く企業
（業種・地域問わず）
※本社が県外の企業は対象外

第7回 1/22（土）
茨城の

企業研究セミナー
Part2

業界・地域問わず、茨城の企業を幅広く知るための企業研
究セミナー！採用担当者との接点づくりや、未だ知らない
企業との出会う恰好の機会！

茨城県に本社を置く企業
（業種・地域問わず）
※県内に事業所があれば、本社が県外でも
参加可。

※13:00～15:30を予定。出展申込企業多数の場合は、午前の部（9:30～12:00）を追加して実施



タイムスケジュール
※第4～7回は出展企業多数の場合は、午前・午後の二部制となります。



タイムスケジュール例 ＜第1回～第3回：1部構成＞

内容
［午後］

13:00～15:30

概要説明/セミナー［10分］ 13:00～13:10

クロストーク［30分］ 13:10～13:40

仕事研究セミナー［100分］ 13:40～15:20

事務連絡等［10分］ 15:20～15:30

終了 15:30

「クロストーク」と「仕事研究セミナー」は、順番を入れ替えて実施する場合もあります。



タイムスケジュール例 ＜第4回～第7回：1部構成＞

内容
［午後］

13:00～15:30

概要説明/就活セミナー［20分］ 13:00～13:20

全社1分企業PR［10分］ 13:20～13:30

仕事研究セミナー（企業説明）［100分］ 13:30～15:10

事務連絡等［20分］ 15:10～15:30

終了 15:30



タイムスケジュール例 ＜第4回～第7回：2部構成＞

内容
［午前］

9:30～12:00
［午後］

13:00～15:30

概要説明/就活セミナー［20分］ 9:30～9:50 13:00～13:20

全社1分企業PR［10分］ 9:50～10:00 13:20～13:30

仕事研究セミナー（企業説明）［100分］ 10:00～11:40 13:30～15:10

事務連絡等［20分］ 11:40～12:00 15:10～15:30

終了 12:00 15:30

出展申込企業が多数の場合は二部構成で実施する場合があります。



内容



内容：仕事研究セミナーでお話しいただく事

1.業界について

2.企業説明
学生が御社に興味を持って、個別説明会や選考のエントリーにつながるよう、事業
内容や特徴など、自社PRをお願いいたします。

学生のその業界への理解が深まり、就職活動を行う業界になるよう、御社が活躍す
る業界についての説明をお願いいたします。
・どういった商品、サービスを取り扱っている業界なのか
・その業界を代表する茨城県の企業や、御社の位置づけ（シェアや商品・サービスの差別化等）
・近年と、これからの変化。その対応。（商品や売り方、働き方の変化等）

※具体的な採用選考情報の提供はお控え願います。前年度実績は可。

・御社の取り扱っている商品、サービス
・企業理念や特徴
・取引先や売り上げ規模等

・働き方や職場の雰囲気、社内の取組み
・インターンシップや採用に関する情報

3.秋冬～春のインターンシップについて
秋冬～春のインターンシップを実施する場合は、具体的なプログラム内容や実施時
期、エントリー方法などをお伝えください。
※インターンシップは、対面・オンラインどちらの実施でも可。



内容：クロストーク ＜第1回～第3回のみ＞

業界の特徴やその業界での就活のコツ、採用担当
者は学生のどういった行動や発言、経験を見て、
評価しているのか、様々なテーマや質問をもとに、
採用担当者同士が意見を交わし合います。学生か
らの質問にも答えていただきます。

第1回～第3回のセミナーに出展いただく企業の採用担当者の中

から、クロストーク参加希望・可能な方にご登壇いただきます。
セミナー出展申込みのフォームで参加希望の質問項目があるので、
そちらから回答ください。



実施方法



実施方法

ZOOMを使用して実施します。
セミナーでは、オンライン会議ツール「ZOOM」の
「ZOOMミーティング」を使用します。社内で
ZOOMの使用が禁止されていたり環境がない場合は、
雇用人材協会のオフィスにお越しいただきます。

各企業様のオフィス等でご参加ください。
オンラインでの開催なので、各企業様のオフィスや
会議室等からご参加お願いします。なるべく、他者
の会話や電話の呼び出し音等外部の音が入らない環
境を整えていただくようお願いします。



実施方法

スライド資料・配布資料
スライド資料の投影は、ZOOMの画面共有機能をご
使用いただきます。配布資料は、事前にPDFでご提
供いただければ、参加学生に共有いたします。セミ
ナー後に学生に送付することも可能です。

学生の個人情報収集・提供について
セミナーに参加した学生の個人情報（氏名・学校
名・連絡先）は、学生の了解を得た上で、終了後に
エクセルにて参加企業に提供いたします。



実施方法

セミナーのレコーディング・配信
セミナーのレコーディング・配信は実施いたしません。



セミナー後のフォロー



セミナー後のフォロー

個人情報の提供について
参加学生の個人情報（氏名、大学名、連絡先等）は、
学生の承諾を得た者のみ、学生が参加した回の各企業
に提供します。

学生への個別の連絡について
セミナー後は、提供のあった学生宛てに、企業の資料
送付、インターンシップや職場見学・個別の企業説明
会の案内などは、各社から行っていただきます。

当セミナー経由でのエントリー・内定状況の確認
エントリー・内定状況について、確認のご連絡等を行う
ことがありますので、ご協力よろしくお願いします。



オンライン配信のサポート



オンライン配信に関するサポート【無償】

学生の動機づけを高めるためのオンライン企業説明
全面サポートいたしますのでご相談ください。

用意する機器・環境 ZOOM等の使い方

オンラインプレゼン力向上 伝わるスライド資料



実績



過去の開催実績

第1回 水戸市オンライン合同企業説明会

申込者数

当日参加者数

273名

延べ1,034名

企業数 29社

1社あたりの平均参加者数 35.6名

参加大学
茨城大学、茨城キリスト教大学、常磐大学、常磐短期大学、筑波学院大学、流通経済大学、茨城工業高等専門学校、
早稲田大学、上智大学、立教大学、中央大学、神田外語大学、玉川大学、専修大学、東海大学、日本大学、駒澤大学、東京
農業大学、法政大学、白鴎大学、文教大学、神奈川大学、千葉商科大学、東京女子大学、福島大学、明治大学、立正大学、
麗澤大学、公立諏訪東京理科大学、広島文化学園大学、江戸川大学、高千穂大学、国士舘大学、桜美林大学、札幌大学、室
蘭工業大学、城西国際大学、城西大学、仙台大学、前橋工科大学、大阪国際大学、帝京大学、東京情報大学、東京電機大学、
東京都市大学、東京理科大学、東北芸術工科大学、東洋大学、奈良大学、日本女子体育大学、國學院大学、獨協大学、共栄
大学、千葉工業大学、横浜美術大学、宇都宮大学、関東学院大学、高崎経済大学、中京法律専門学校、国際貢献専門大学校、
水戸電子専門学校、水戸経理専門学校、日本電子専門学校、大原簿記情報公務員専門学校水戸校、日ノ本学園高等学校



過去の開催実績

第2回 水戸市オンライン合同企業説明会

申込者数

当日参加者数

326名

延べ710名

企業数 34社

1社あたりの平均参加者数 20.9名

参加大学
常磐大学、国士舘大学、茨城キリスト教大学、茨城大学、日本大学、拓殖大学、水戸経理専門学校、東洋大学、大原簿記情報公務員専
門学校水戸校、東海大学、文教大学、明治大学、学習院大学、駒澤大学、大妻女子大学、筑波大学、流通経済大学、茨城大学大学院、
宇都宮大学、埼玉工業大学、山形大学、常磐短期大学、大正大学、大東文化大学、筑波学院大学、立正大学、茨城県立土浦産業技術専
門学院、関東学院大学、公立諏訪東京理科大学、桜美林大学、昭和女子大学、神奈川工科大学、神奈川大学、青山学院大学、跡見学園
女子大学、千葉科学大学、千葉商科大学、専修大学、大原簿記法律専門学校柏校、中央学院大学、長野大学、東京家政大学、東京工芸
大学、白鴎大学、明治学院大学、獨協大学、
つくばビジネスカレッジ専門学校、ニ松学舎大学、愛知学院大学、杏林大学、茨城県立水戸商業高等学校、茨城県立農業大学校、茨城
工業高等専門学校、京都女子大学、共立女子大学生、玉川大学、慶應義塾大学、江戸川大学、皇學館大学、国立大学法人茨城大学、作
新学院大学、山梨県立大学、室蘭工業大学、上武大学、信州大学、新潟大学、神奈川県立保健福祉大学、諏訪東京理科大学、青山学院
女子短期大学、仙台大学、千葉工業大学、専門学校文化デザイナー学科、創価大学、早稲田大学、大原法律簿記専門学校柏校、筑波大
学大学院、帝京大学、電気通信大学、土浦産業技術専門学院、東京経済大学、東京女子大学、東京情報大学、東京電機大学、東京都市
大学、東京農業大学、東北大学、奈良大学、二松学舎大学、日本女子体育大学、日本女子大学、日本体育大学、日本大学大学院、日本
電子専門学校、白鷗大学、品川技術専門校、武蔵野大学、名桜大学、明海大学、立教大学、國學院大學



茨城で就活するすべての
学生のために、
オンライン就活の
プラットフォームを。

ご協力お願いいたします。


