
2022年 8月吉日 

 人事・採用ご担当者 様 

 

公立諏訪東京理科大学  

キャリアセンター長  

                                        橋 元 伸 晃   

 

「2022年度学内合同企業研究セミナー」開催について（ご案内） 

 

拝啓 残暑の候 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。 

平素は、本学学生のキャリア支援につきまして格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 

さてこの度、「学内合同企業研究セミナー」を下記のとおり開催いたします。本学のキャリア教育を進

めるうえで、学生が早期から社会や企業について学ぶことは極めて重要であることから、｢企業等の協力

を得て取り組むキャリア教育｣として全学生向けの学内セミナーとして、企画しております。 

この機会に、貴社の企業概要などについてご説明いただければ幸いでございます。つきましては、趣旨

をご理解いただき、是非ともご参加を賜りますようお願い申し上げます。 

 

敬具 

 

記 

 

【実施概要】 

（対面）    日時：2022年 10月 22日（土） ①10：00～12：30 ②14：00～16：30 

会場：公立諏訪東京理科大学 3号館 学生食堂及び第 1学生ホール 

（〒391-0292 長野県茅野市豊平 5000番地 1） 

※お車でお越しの方は、第 1駐車場をご利用ください。 

（オンライン） 日時：2022年 10月 26日（水） ③17：30～19：20 

2022年 10月 28 日（金） ④17：30～19：20 

会場：オンラインによる開催のため、貴社内で配信してください。 

 

■参加にあたっての注意事項 

※ご参加いただけるのは 1企業様につき、①～④のいずれか 1回となります。 

※対面で実施を予定しております日程（2022 年 10月 22日）につきましても、新型コ 

ロナウイルス感染症の状況次第では、オンラインでの実施となる場合がございます

ので、予めご了承ください。 

 

【対象学生】  全学生（主に 2024年 3月卒業予定者 ※現在活動中の 2023年 3月卒業予定者も含みます） 

 

【参加申込】  別紙“公立諏訪東京理科大学「2022年度学内合同企業研究セミナー」参加申込につい 

て”をご確認いただき、9月 12日(月)までに申込フォームよりお申込みください。 

 

【参加確定連絡】9月 26日(月) ※メールにてご連絡いたします。 

 

【主  催】  公立諏訪東京理科大学 教務・学生支援課 キャリア支援係(直通：0266-73-1241) 

 

以上 
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公立諏訪東京理科大学「2022 年度学内合同企業研究セミナー」参加申込について 

  

学内合同企業研究セミナー(以下、学内セミナー)については、次の参加条件により実施

いたします。実施の趣旨をご理解の上、お申し込みいただきますようお願いいたします。 

具体的な参加申込み方法等は、2ページ目以降をご確認ください。 

 

【参加条件】 

学内セミナーは学生の職業観を醸成し、職業適性や学生自身のキャリアについて考える機

会を提供するものであり、そのため対象は特定年次の学生に限定いたしません。キャリア教

育の一環として次のような条件で実施いたします。 

・大学主催で実施いたします。 

・学内セミナーは学生のキャリア教育の一環であり対象は全学年となります。 

・大学から学生の個人情報は提供いたしません。 

 

≪目次≫ 

１．参加申込みについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 ページ 

２．開催概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3ページ 

 

 

「本学への求人票及びインターンシップ情報の登録のお願い」 

本学では、求人情報ならびにインターンシップ情報について、「キャリタス UC（㈱

ディスコ）」を通じて一括で管理しています。「キャリタス UC」の利用により、情報

を迅速に公開することが可能となるとともに、検索機能の強化や随時求人情報を確

認できる等、学生の利便性も向上します。 

企業様ご登録画面から ID・パスワードをご取得のうえ、配信先に「公立諏訪東京

理科大学」をご選択いただき、情報登録をお願いいたします。ご登録いただきまし

た求人情報は、適宜更新をいただきますようお願いいたします。 

学校推薦の求人票に関しましては、メールまたは郵送で受付しておりますので、キ

ャリア支援係宛にご送付いただけますと幸いです。 

 

   

【問い合わせ先】 

公立諏訪東京理科大学 

教務・学生支援課 キャリア支援係 

〒391-0292 長野県茅野市豊平 5000 番地 1 

TEL 0266-73-1241(担当直通/8:45～17:15) 

FAX 0266-73-1231 

E-Mail ssyusyoku@admin.sus.ac.jp 

mailto:ssyusyoku@admin.sus.ac.jp
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１. 参加申込みについて 

(1) 申込期間 

2022年 8月 5日（金）から 9月 12日（月）まで  

※ 先着順ではありませんので、申込期限内にお申し込みください。 

※ 例年、非常に多くの企業様にお申し込みをいただいております。申込み多数の場

合には抽選を行い、参加企業様を決定させていただきますので、予めご了承くだ

さい。  

 

(2) 申込方法 

お申し込みに当たり「２．開催概要 (2)学内セミナー詳細 ア.開催日程」に記載す

る日程（①～④）をご確認のうえ、以下の URLからメールアドレスをご登録ください。

ご登録いただいたメールアドレスに参加申込み用の URL が届きますので、そちらから

お申し込みください。 

※ 参加できる日程につきましては、１企業様につき、①～④のいずれか 1 回となり

ますが、日程毎の参加企業数の偏りを避けるためバランスを取らせていただく場

合がありますので、可能な範囲で複数日ご検討いただけますと幸いです。 

 

＜申込 WEBフォーム＞https://cms.career-tasu.jp/corp/entry/s/02930/993 

※ お申し込みに当たり、参加できない日程を選択していただく設定となっておりま

すのでご注意ください。 

※ ㈱ディスコが運営する学内イベント管理システム「キャリタス CMS」を利用します。 

※ キャリア支援係またはキャリタス CMS のメールからお送りいたしますので、迷惑

メールとならないようご注意いただきますようお願いいたします。 

 

(3) 申込受理連絡 

内容確認後、申込み受付完了のメールを自動返信にて送付いたします。メールが届

かない場合は申込み受付が完了していない場合がありますので、個別にお問い合わせ

ください。 

 

(4) 参加確定連絡 

参加の可否、参加日時、企業情報の原稿入稿のご依頼などは 9月 26日（月）にメー

ルにてご連絡する予定です。 

※ 候補日を複数いただいていた企業様には、実施していただく日程含め連絡をさせ

ていただきます。 

  

https://cms.career-tasu.jp/corp/entry/s/02930/993
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(5) 参加日時の変更希望、キャンセルについて 

参加日時の変更を希望される場合、やむを得ずキャンセルする場合は至急ご連絡を

お願いいたします。参加確定通知後の日時の変更は対応できかねる場合がございます

ので、予めご了承ください。キャンセルが出た場合には、キャンセル待ちとさせてい

ただいていた企業様にお声がけさせていただきます。 

 

２. 開催概要 

(1) 主催 ・運営 

公立諏訪東京理科大学 教務・学生支援課 キャリア支援係 

 

(2) 学内セミナー詳細 

ア. 開催日程  

（対面）   2022年 10 月 22日（土） ①10：00～12：30 ②14：00～16：30 

（オンライン）2022 年 10 月 26日（水） ③17：30～19：20 

（オンライン）2022 年 10 月 28日（金） ④17：30～19：20 

※ご参加いただけるのは 1企業様につき、①～④のいずれか 1回となります。 

イ. 対象学生 

全学生対象 

（主に 2024年 3月卒業予定者 ※現在活動中の 2023年 3月卒業予定者も含みます） 

ウ. 参加企業数 

各日程（①〜④）30～50社程度を予定しています。 

 

(3) 対面実施要項 

ア. 実施スケジュール 

日程 
2022年 10月 22日（土） 

①午前 ②午後 

第 1部 10:00～10:30 14:00～14:30 

第 2部 10:40～11:10 14:40～15:10 

第 3部 11:20～11:50 15:20～15:50 

第 4部 12:00～12:30 16:00～16:30 

※学生の事前予約はございません。 

 

イ. 実施方法について 

ブース対面形式で実施します。企業様側座席背面にパーテーションが 1 面ござ

いますので、掲示物等は画鋲の利用に限りご利用いただけます。また、隣の企業

様との間にはパーテーションはございませんが 1.8ｍ程度の間隔は確保する予定
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です。なお、新型コロナウイルスの感染状況によっては，オンライン開催に変更

する可能性があります。予めご了承ください。 

 

ウ. パソコン等の使用について 

パソコン、スクリーン、プロジェクタ等の貸し出しは行っておりません。また

電源の供給はできませんので、必要な場合は各自ご用意をお願いいたします。 

※1ブース当たり、幅が 1.8ｍとスペースが限られておりますので、大型の充 

電機器の持ち込みはお控えください。 

 

エ. 配布資料について 

学内セミナー内で参加学生に資料等を配布する場合は当日持参いただくか、開

催日前日までにご送付ください。実施後の残部につきましてはお持ち帰りいただ

きますようお願いいたします（受付に 1部お渡しください）。 

 

オ. 新型コロナウイルス感染症対策について 

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、以下の点についてご協力くだ

さいますようお願いいたします。 

 来場の際には不織布マスクの着用、手指の消毒、検温にご協力ください。 

 当日 37.5度以上の発熱、咳、その他体調不良の症状がみられる方につきまし

ては、参加をご辞退くださいますようお願いいたします。 

 企業様の参加人数は 1社につき最大 2名様までとさせていただきます。 

 会場内でのお食事は（飲物は可）ご遠慮ください。 

 適宜、換気を行いますので、体温調節のしやすい格好でお越しください。 

 上記のほか、大学として感染症対策に関して急遽ご依頼をする場合があります

ので、その際は指示に従っていただきますようお願いいたします。 

 

カ. 本学へのアクセスについて 

■「電車」でお越しの場合 

・ＪＲ中央本線 茅野駅で下車 茅野駅よりバスで約 15分 

※バスの本数が少ないためタクシーでお越しいただくことをお勧めします。 

・新宿よりＪＲ中央本線で約 120分／名古屋よりＪＲ中央本線で約 140分 

■「車」でお越しの場合 

・中央自動車道 諏訪ＩＣから約 15分 

・新宿より中央自動車道で約 130分／名古屋より中央自動車道で約 140分 

※本学へのアクセスはホームページをご参照ください。 

https://www.sus.ac.jp/about/access/ 

https://www.sus.ac.jp/about/access/
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(4) オンライン実施要項 

ア. 実施スケジュール 

日程 
③2022 年 10月 26日（水） 

④2022 年 10月 28日（金） 

第 1部 17：30～18：00 

第 2部 18：10～18：40 

第 3部 18：50～19：20 

※学生の事前予約はございません。 

 

イ. 実施方法について 

 オンライン会議システム「Zoom」を使用して実施予定です。 

 企業様ごとのブレイクアウトルームを設定いたしますので、学生がブレイクア

ウトルームに入室いたしましたらご説明をお願いいたします。1回 30分の中

で会社説明および質疑応答をお願いいたします。原則、3回とも同様の内容を

ご説明ください。学生は次のブレイクアウトルームへの移動がありますので、

時間厳守での実施にご協力をお願いいたします。 

※当日の入室方法などの詳細は、改めてご連絡させていただきます。 

 

ウ. その他 

 ご参加に当たり必要となる、インターネットに接続されたカメラ・マイク機能

のある PCやタブレット等は企業様でご準備ください。 

 通信費等はご負担くださいますようお願いいたします。 

 

エ. オンラインでセミナーを行っていただく際の注意事項 

 学生の事前申込みは行いません。学生の参加がない時間帯が生じる場合もござ

いますが、出展時間中は必ずご対応いただけるようご準備をお願いいたしま

す。 

 大学から学生の個人情報は提供いたしませんが、学生本人からの提供について

は妨げません。連絡を希望する学生へは担当者様のご連絡先をご提示いただ

く、何らかの登録フォームをご提示いただくなど、ご対応ください。 

 個人情報保護の観点から、学生側のカメラの ON/OFFは学生の任意とします。

また、当セミナーの録画は禁止とします。学生の表示名称は、学籍番号で入室

をする予定です（大学の授業参加時のルールと同様にする予定です）。 
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 開催中のブレイクアウトルームに本学教職員が入室させていただくことがござ

いますので、ご了承ください。 

 

 

以上 
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