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「 大 学 生 等 就 職 マ ッ チ ン グ フ ェ ア ２ ０ １ ７ 」 を 
８月 23 日（水）に札幌パークホテルで開催します 

～道内の企業 160 社が参加予定。札幌新卒応援ハローワークによるセミナーも同時開催。～ 

 
 厚生労働省北海道労働局（局長 引地 睦夫）は、北海道内の求人企業と平成 30 年３月大学等卒業予

定者及び既卒者とのマッチングの機会を設け、一人でも多くが早期に道内で就職内定を得ることを目的

として、合同企業説明会・就職面接会「大学生等就職マッチングフェア２０１７」を次のとおり開催し

ます。 
 
 

１ 開催日時 
  平成 29 年８月 23 日（水） 
  ・受付開始 ９:３０～ 
  ・午前の部 説明会＋面接会１０:００～１２:３０（午前のみ参加 80社） 
  ・午後の部 説明会＋面接会１４:００～１６:３０（午後のみ参加 80社） 
 

２ 開催場所 

  札幌パークホテル 地下２階「パークプラザ」（札幌市中央区南 10 条西３丁目） 
 

 

◎ 未内定者の一層のマッチングを促進 
  「就職を希望するものの応募に至らない」、「応募するものの不採用となる」未内定者を支援するため、

来場した学生の希望に応じて、「企業説明」又は「就職面接」を受けることができます。 
 

◎ 人手不足となっている企業の人材確保を支援 

  一部の企業では新規学卒者を採用する意欲は強いものの、応募者が少なく、必要な人材を確保できてい

ない状況もみられます。 

  このフェアでは、人手不足となっている企業の人材確保を支援します。 
 

◎ 札幌新卒応援ハローワークによる「就活ワンポイントレッスン」の開催 

  このフェアでは、学生に対する就職支援を専門的に行っている札幌新卒応援ハローワークのスタッフが、

「自己ＰＲがうまくできない方」、「面接が不安な方」などを対象に、「就活ワンポイントレッスン」を開催

します。 

  また、就職活動に関する相談一般を受け付ける「ハローワーク相談コーナー」のほか、ポイントメイク

アドバイスを受けることのできる「身だしなみチェックコーナー」も設置します。 
 
※学生、参加企業の承諾の下で、会場内での撮影、取材が可能です。（事前に事務局へお申し出ください。） 

※昨年度の開催状況（平成 28 年 10 月６日 札幌パークホテル 参加企業 97 社 来場者 158 名 採用内定者 30 名） 
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平成30年3月大学（院）、短期大学、高等専門学校、
専修学校、能力開発校等卒業予定者及び3年以内既卒者

・午前の部 説明会＋面接会

札幌市中央区南10条西3丁目
「地下鉄南北線中島公園駅」3番出口徒歩1分

1. 企業人事担当者による企業説明会（履歴書は不要です）
2. 参加学生等と企業人事担当者との直接面接選考
    （履歴書をご用意ください）
3. 就活ワンポイントレッスン     5. ハローワーク相談コーナー     
4. 身だしなみチェックコーナー  6. ジョブカフェ相談コーナー

札幌パークホテル 
地下2階「パークプラザ」

企業説明会企業説明会 面接会面接会++

大学生等大学生等
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お問い合わせ／札幌新卒応援ハローワーク　〒060-8526 札幌市中央区北4条西5丁目 三井生命札幌共同ビル9階　TEL 011-233-0222
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・「志望動機」「自己 PR」を攻略しよう！編
・面接で好感度を上げよう！編

10:00～12:30

14:00～16:30

（午前のみ参加80社）

（午後のみ参加80社）

身だしなみチェックコーナー ハローワーク相談コーナー

ジョブカフェ相談コーナー

ポイントメイクアドバイス付き身だしなみ
チェックコーナーがあります。
きれいになって面接を受けましょう。

応募先の選び方、履歴書の書き方、就職
活動の進め方などに関するアドバイスを
受けることができます。

就職相談（職業興味検査）を受けることができます。

学生向け
事前説明会

・7/31（月）～8/1 8（金）開催決定 !
・1日 3社参加
※詳しくは裏面をご覧ください。

厚生労働省 北海道労働局・北海道 委託「平成29年度 北海道における産業施策と雇用施策の一体的実施事業」

主催： 厚生労働省北海道労働局 北海道 札幌新卒応援ハローワーク 共催：札幌市　運営：株式会社マイナビ
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・午後の部 説明会＋面接会

・受付開始 9:30～
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STEP
1

http://chiikilabo.mynavi.jp/2017/hokkaido-s/

「大学生等就職マッチングフェア2017」 への道「大学生等就職マッチングフェア2017」 への道

7月7日に
参加企業
UP！

7月21日に
参加企業の
詳細UP！

7/31～8/18
学生向け
事前説明会
開催 !

8月23日
大学生等就職
マッチングフェア
開催！

ハローワーク
セミナールーム
へGO!

札幌
パークホテル
へGO!

受付開始
9:30～

●参加企業の一覧は7/7（金）に、詳細情報は7/21（金）にホームページへＵＰ予定！

●参加企業160社の中から希望の職種、仕事内容、企業情報をチェック！

ホームページで参加企業・求人（仕事）内容を確認しよう！

STEP
2 「学生向け事前説明会」のスケジュールを確認して話を聞いてみよう！

●開催日　 7/31（月）～8/18（金）の13日間（土日祝日を除く）※8/10（木）は開催しません。

●場　所　 ハローワークセミナールーム（札幌新卒応援ハローワークと同じビルです）
　　　　　札幌市中央区北4条西5丁目 三井生命札幌共同ビル3階
●参加企業数 1日3社（参加企業、日程は7/7（金）にホームページへUP!）

●参加自由、服装自由。

タイムスケジュール（予定） 

（オープニング） 17：00～17：15（企業ＰＲタイム1社5分×3社）
（説明会）  1回目 17：15～17：35　2回目 17：40～18：00　3回目 18：05～18：25

対策は新卒応援ハローワークで
「大学生等就職マッチングフェア2017」参加企業のご案内からみなさまの希望に沿った
求人選定、内定に向けたアドバイスまで、ジョブサポーター（職業相談員）がお手伝い
します。みなさまお誘い合わせのうえ、お気軽にお越しください。

新卒者向け・既卒者向け求人を公開中！
新卒応援ハローワークをフル活用して、内定獲得をめざしましょう！

札幌新卒応援ハローワーク

●ご利用時間  平日（月～金）10:30～19:00 
※土曜・日曜・祝日・年末年始はお休みです

札幌市中央区北4条西5丁目
三井生命札幌共同ビル9階

tel.011-233-0222

※新卒応援ハローワークのご利用には求職登録が必要です。

ホテル
ノースゲート札幌

南口センチュリー
ロイヤルホテル
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札幌新卒応援ハローワーク
三井生命札幌共同ビル9階

地下鉄8番出口地下鉄8番出口
地下鉄10番出口地下鉄10番出口

JR札幌駅

「大学生等就職マッチングフェア2017」

応募書類作成
のアドバイス

面接
トレーニング

就活全般
の相談

STEP
3 「大学生等就職マッチングフェア2017」へ参加しよう！

●応募企業は決まっている
　→履歴書を持って企業ブースで面接を受けよう。

●説明を聞いてみたい企業が決まっている
　→履歴書不要！企業ブースで話を聞いてみよう。

●志望動機や自己ＰＲがうまくできない方、面接が不安な方
　→就活ワンポイントレッスンで話を聞いてみよう。

●就活に合った化粧、身だしなみ、できていますか？
　→身だしなみチェックコーナーでアドバイスを受けてみよう。

●何をやりたいかわからない、就職活動で不安なことがある
　→ハローワーク相談コーナーで相談してみよう。

●職業興味検査を通して自己理解を深めたい
　→ジョブカフェ相談コーナーで相談してみよう。

まずは受付へ！

就活ワンポイントレッスン 

11：00～11：30　「志望動機」「自己 PR」を攻略しよう！編

13：00～13：30　面接で好感度を上げよう！編

15：00～15：30　「志望動機」「自己 PR」を攻略しよう！編

1回目

2回目

3回目


