
オンライン合同企業説明会 

「産学共同ジョブ・フェア」のご案内（開催要領） 
 

採用と大学教育の未来に関する産学協議会 
 

国公私立大学団体と一般社団法人日本経済団体連合会の代表者により構成される「採用と大学教
育の未来に関する産学協議会」では、現在就職活動を行っている学生の不安を払拭するため、５月
29 日に「現在、就職活動をしている学生の皆さんへ」を公表しました。そこでは、新型コロナウィ
ルス感染症の影響で、採用選考の機会を十分に得られない等、就職採用選考活動が例年とは異なる
状況が続いていることから、本協議会主催で、オンラインによる「産学共同ジョブ・フェア」（合同
企業説明会等）を開催することをお知らせしておりました。 

このたび、学生の皆さんに向け、就職活動の追加的な機会を提供することを目的に「産学共同ジ
ョブ・フェア」を、下記により開催する運びとなりましたので、ご案内いたします。 

多くの学生の皆さんの参加をお待ちしています。 
 
１．開催日時：令和２年８月１日（土）、８月２日（日）１３時～１７時 
       ※ 当日の参加企業やスケジュールについては、ジョブ・フェア告知サイトや事前 
        登録したメールアドレスに随時案内される予定です。 
２．対 象 者：大学・短期大学・高等専門学校・修士課程および博士前期課程の最終学年在籍者  

（海外からの留学生および海外留学からの帰国生を含む）、および既卒生 
３．参 加 費：無料 
４．開催形式：オンラインセミナー 

［①ウェビナー（オンライン企業説明会）、②予約型小座談会、③予約不要小座談会］ 
       ※ 参加企業が、上記のいずれかの方式を選択し開催する予定です。詳細は各企業 

情報のページをご覧ください。 
５．参加方法： 
  ステップ１ ジョブ・フェア告知サイト（https://idc.disc.co.jp/kyogikai/jobfair/）にアクセス 

し、専用フォームに必要事項を入力の上、事前登録してください。 
（※７月１日～登録開始予定） 

  ステップ２ 事前登録したメールアドレスに参加企業の情報等が随時配信されます。 
  ステップ３ 参加企業の情報ページやジョブ・フェア当日のスケジュールを確認し、ウェビ 

ナーや座談会に参加してください。（事前予約が必要なセミナーもありますので 
ご注意ください） 

  ※ 参加方法の詳細については、資料「『産学共同ジョブ・フェア』への参加の流れ」をご覧く
ださい。 

  ※ ご登録いただいた個人情報は、ジョブ・フェアおよび参加企業に関する情報の提供・メー
ル配信のみで使用し、あらかじめ本人の同意なく他の目的（就職サイトへの自動登録等）で
利用することはありません。 

 
＜主  催＞ 採用と大学教育の未来に関する産学協議会 
＜後  援＞（一社）国立大学協会、日本私立大学団体連合会、（一社）公立大学協会、 

（一社）日本経済団体連合会 
＜運営支援＞（株）ディスコ（運営委託先） 

 
【登録・参加申し込み等についてのお問い合わせ先】 

（運営委託先）株式会社ディスコ 産学共同ジョブ・フェア事務局 渡辺、小林 
Tel:03-6368-4639 e-mail: jobfair-d@disc.co.jp 



【参加までの流れ】

告知画面より、参加登録

企業へのエントリー

エントリーシート
登録（終了まで）

企業情報を即時に
スマホで閲覧

★

予約形式イベントへの登録 登録頂いたエントリーシートは、
開催後登録企業宛に

お送りします。
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採用と大学教育の未来に関する産学協議会主催

「産学共同ジョブ・フェア」への参加の流れ

運営委託業者：（株）ディスコ

オンラインセミナー：
①ウェビナー（オンライン説明会） ②予約制小座談会 ③予約不要小座談会

7/1（水）
スタート

7/14（火）
スタート

8/1（土）＆
8/2（日）開催！

2020年8月1日・2日の2日間、大学・短期大学・高等専門学校および修士課程・博士前期課程の最終学年在籍者および既卒生を
対象とした「産学共同ジョブ・フェア」を開催します。

※ご登録いただいた個人情報は、本ジョブ・フェアおよび出展企業に関する情報の提供・ メール配信の目的のみで使用し、
あらかじめ本人の同意なく他の目的（就職サイトへの自動登録等）で利用することはありません。



ジョブ・フェア参加登録

ジョブ・フェア告知サイトにアクセス

参加企業の詳細情報・
オンラインセミナースケジュールを確認

参加企業情報閲覧サイトのURLを
メールにて受取

各社企業情報をチェック

予約制座談会参加希望の場合は時間予約

座談会参加情報をメールで受取

《《 オンラインセミナー 》》

エントリーシート登録画面のURLを
メールにて受取

予約不要なセミナーにはいつでも参加可能

エントリーシート登録
希望企業を選択

フェア終了後希望企業宛に
エントリーシート情報を提供

ここでは必要最低限の個人情報を登録

企業名や業種はもとより、留学生積極
採用やAI人材積極採用等のキーワード

から企業検索が可能

【別画面にて展開】

◎参加企業情報をスピーディーに公開、出会いの場を促進します。
◎セミナースケジュールを参照し、都合の良い時間にアクセス可能。
◎各社の企業情報画面より、オンラインセミナーに直結します。
◎学生は、興味のある企業とエントリー情報を登録できます。興味のある企業を登録しておくと、
開催後にエントリー情報が各企業宛に提供されます。

【実施の流れ】
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参加企業情報閲覧サイト

企業情報画面

TOP画面

企業検索画面

【イベント情報サイトのイメージ】
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エントリー画面へ

閲覧画面へ

POINT！ 【企業検索方法について】
企業名や業種はもとより、留学生積極
採用やAI人材積極採用等、様々な角
度から検索が可能です。

ｆ

PCやタブレット
からの閲覧も可

能です。

■オンラインセミナーページへの直リンク

■企業ホームページや募集要項画面への
直リンク

■オンデマンド企業紹介動画等への直リンク

■セミナー形式やコマ表示エリア

イベント形式や
当日のタイムテーブルを確認し、
学生は好きな時間に入退室が可能。
※事前予約型除く

■オンラインセミナーほかへのリンク



【イベント告知ＨＰへの導線】
・大学からの告知メール
・ＱＲコード掲載
・経団連サイトリンク

サンクスメール

初回登録ページ

エントリーシート
登録ページ

企業へのエントリー
ページ 開催後に

企業へ展開

イベント告知画面

閲覧画面へ

エントリー画面へ

【イベント告知ＨＰ～エントリーフロー】
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※登録時サンクスメール、登録後の定期的に配信するメルマガの中で

注意事項やZoomアプリのインストール方法等を記載し、

ご案内していきます。

＜運営委託先・参加申し込みサイトについてのお問い合わせ先＞
（株）ディスコ 産学共同ジョブ・フェア事務局

Tel：（03）6368-4639
e-mail：jobfair-d@disc.co.jp



「採用と大学教育の未来に関する産学協議会」について 

 

２０２０年６月 

経団連 SDGs 本部 

 

１．設置の目的 

 経団連が 2018年 12月４日に公表した「今後の採用と大学教育に関する提案」

の中で、産業界が求める人材像や採用のあり方、大学教育への期待などについて

大学と経団連の代表の間で率直な意見交換を行うための継続的な対話の場の設

置を提案、これを受けて 2019年１月、国公私立大学と経団連のトップで構成す

る「採用と大学教育の未来に関する産学協議会」を設置。 

 

２．協議会の概要 

(1) 座 長 

 経団連側：中西宏明 経団連会長（日立製作所会長） 

 大 学 側：山口宏樹 就職問題懇談会座長（埼玉大学長）（2020年３月末まで） 

  ※ 現在、就職問題懇談会座長が空席のため、大学側座長も空席 

(2) メンバー 

 経団連側：経団連副会長、審議員会議長、同副議長、教育・大学改革推進委員長 

 大 学 側：国立大学協会、日本私立大学団体連合会、公立大学協会の各団体長を 

はじめ、国公私立大学の学長 10名程度 

(3) 構 成 

 【2020年３月 31日まで】 



【2020年４月以降】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) これまでの活動 

【2019年】 

１月 31日 第１回会合開催、今後の検討テーマおよび検討体制につき了承 

４月 22日 第２回会合開催、「中間とりまとめと共同提言」（注１）をとりまとめ、

公表 

６月 25日 「Society 5.0時代の大学教育と採用のあり方に関するシンポジウ

ム」を開催（於：経団連会館） 

12月 12日 第３回会合開催 

【2020年】 

３月 31日 第４回会合開催、「Society 5.0に向けた大学教育と採用に関する

考え方」（注２）をとりまとめ、公表。あわせて「新型コロナウィ

ルス感染症に伴う 2021年度採用選考活動への対応について」（注

３）を承認・公表 

４月 23日 萩生田文部科学大臣と中西会長、渡邉副会長がオンライン面談、

産学協議会報告書につき意見交換 

５月 21日 第１回幹事会開催、今後のフォローアップ活動計画につき了承 

５月 29日 「９月入学移行に関する考え方」（注４）と「現在、就職活動をし

ている学生の皆さんへ」（注５）を公表 

注１：http://www.keidanren.or.jp/policy/2019/037.html 

注２：http://www.keidanren.or.jp/policy/2020/028.html 

注３：http://www.keidanren.or.jp/policy/2020/029.html 

注４：http://www.keidanren.or.jp/policy/2020/048.html 

注５：http://www.keidanren.or.jp/policy/2020/049.html 

 

以 上 

採用と大学教育の未来に関する産学協議会 

＜座長＞中西宏明 経団連会長（日立製作所会長）、次期就職問題懇談会座長 

産学連携推進分科会 採用・インターンシップ分科会 

幹 事 会 



現在、就職活動をしている学生の皆さんへ 

 

２０２０年５月２９日 

採用と大学教育の未来に関する産学協議会 

 

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、企業による２０２１年度

入社対象の採用選考活動は、多数の学生を集める合同企業説明会をはじめ各種

の採用関連イベントが中止・延期されるなど、例年とは異なる状況が生じていま

す。 

また、緊急事態宣言が全国で解除されたものの、今後も、「三つの密」の回避

やテレワークの励行など「新しい生活様式」に沿った行動をとることが重要であ

り、採用選考活動も、オンラインによる面接など、方法、時期、回数がこれまで

にない形になります。 

 さらに、新型コロナウイルス感染症による社会経済活動の縮小で、一部の企業

では、業績の悪化や雇用の維持が難しくなってきているとの報道もあり、採用予

定人数の減少などを心配されている人もいるかも知れません。このように、例年

とは異なる状況の中で、これからの就職活動に不安を抱いている方がいると聞

いています。 

  

産業界と大学のトップで構成される「採用と大学教育の未来に関する産学協

議会」では３月３１日、学生の皆さんの不安を和らげる観点から、企業は現行の

採用選考日程を基本としつつ弾力的な採用選考活動を実施すること、大学は学

生に対して適切な情報提供と支援の強化を行うことを宣言しました。 

今般、あらためて、現在、就職活動を行っている皆さんの不安を払拭するため、

産学協議会として、以下に取り組むことを表明します。 

 

記 

 

 

 

１．弾力的な採用選考活動の実施と情報開示 

 

企業は、弾力的な採用選考活動を実施し、自社の採用選考活動に関する情報の

開示に努めます。また、年間を通じて、複数回の採用選考の機会を確保するよう

最大限努めるとともに、地方の学生が都会の学生に比べて不利とならないよう

配慮します。 

 



２．入学・卒業時期の複線化 

 大学は、自らのアドミッション・ポリシーやディプロマ・ポリシー1に基づき、

春入学・卒業に加えて、秋入学・卒業を導入するなど、学生のキャリア形成を支

援するため、多様な選択肢を提供します。 

企業も、大学の自主的な秋卒業の動きに対して、通年採用、ジョブ型採用など、

採用の更なる多様化・複線化で対応します。 

 

３．産学協議会による「産学共同ジョブ・フェア（仮称）」の開催 

 政府や自治体の感染拡大予防ガイドラインに従いつつ、２０２０年夏から秋

に、産学協議会として「産学共同ジョブ・フェア（仮称）」の開催を検討のうえ

具体化し、学生の皆さんに、企業説明会・採用選考会に参加する追加的な機会を

提供します。 

 

以 上 

 

 

 

                                                      

1 各大学に策定・公表が義務づけれている方針で、アドミッション・ポリシー（入学者受入れ方針）は、

どのように入学者を受け入れるか、ディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与方針）は、どのような能

力を身に付けた者に卒業を認定し学位を授与するかの方針 
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