
 

令和４年１０月吉日  

 

 各業界及び企業の人事・採用ご担当者 様 

 

国立大学法人琉球大学 

キャリア教育センター長 

本 村  真 

（公 印 省 略） 

 

    国立大学法人琉球大学 令和４年度合同業界研究セミナー・合同企業説明会への 

参加について（ご案内） 

  

拝啓 時下ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は学生の採用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、本学では令和６(２０２４)年３月卒業(修了)予定の学生を主な対象に、別紙のとお

り「琉球大学合同業界研究セミナー・合同企業説明会」を開催することといたしました。 

当企画は、企業の皆さまのご協力を賜り、学生に各業界や企業について理解を深めさせることを主

な目的としております。説明方法は対面型・オンライン型(録画配信またはライブ配信)をお選びいた

だけるとともに、本年度においては、例年と異なり合同業界研究セミナーも実施し、学生及び企業等

のニーズに対応できるよう企画いたしましたので、何卒、当セミナー及び、説明会への参加をご検討

くださいますようご案内申し上げます。 

また、当企画は、学生に有意義な情報を提供し円滑な運営を行うべく、参加費を徴収する有償方式

とさせていただきますので、ご理解ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。勝手ながら、ご参加

いただける場合には下記の申込方法をご参照くださいますようお願い申し上げます。 

末筆ながら貴社の益々のご発展をお祈り申し上げます。 

敬 具 

 

記 

■申込方法 
運営担当(株)ユニバースクリエイトが運営しております「ツナガク」にてお申込みいただけます。 

https://tsunagaku.com/   

（ツナガクとは(株)ユニバースクリエイトが運営するイベント管理システムです。） 

※具体的な企画詳細は別紙１・２に記載しておりますのであわせてご覧ください。 

   別紙１：合同業界研究セミナー   別紙２：合同企業説明会 
■申込受付期間 
 令和４年１１月１日(火)９：００ ～１１月１５日(火) 

   別紙３：お申し込み方法 

■結果通知期間 

 令和４年１１月２４日（木）～２５日（金） 

 

以 上  

【本件に関する問い合わせ先】 

琉球大学 合同企業説明会運営事務局（受託企業:株式会社ユニバースクリエイト） 

担 当：大城・大瀬良・加茂・木村 

Eメール tsunagaku@universecreate.jp 電話：０８０－６４６５－２５８１  
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琉球大学 合同業界研究セミナー 開催概要 

 

１．目  的：参加企業による業界説明および会社概要等の説明を行い、学生の職業意識の高揚を促進す 

る。 

※当セミナーについては、あくまで業界研究会であり、就職活動に係る広報にあたる情報の 

提供は不可となりますので、ご留意ください。 

 

２．対  象：主に学部３年次学生、大学院修士課程１年次、博士課程２年次院生 

       （全学年対象、既卒生、外国人留学生含む。） 

 

３．実施方法：参加企業の属する業界や会社概要、キャリアの考え方（キャリアパス）、働く魅力、今後予 

定しているインターンシップや仕事体験等のご案内を任意の方法で行う。提供される会社   

概要・求人情報は多くの学生の参加を促す目的で、説明会開催前に、ツナガクで学生へ公開   

する。 

また、可能な限り説明については、後日案内する事項に添った内容になるようご配慮願い

ます。 

 

【オンライン型／録画配信】――――――――――――――――――――――――――― 

事前に提供された動画を、学生が「ツナガク」を経由し視聴する形式。 

配信期間 令和５年１月１８日(水)～２月２８日(火) 

       ・配信枠上限３０社予定 

       ・勤務予定地が沖縄県外の企業を主な対象とする。 

       ・１社あたりの動画提供数は１本とする（動画時間２５分程度を目安）。 

       ・事務局宛てに録画データ、またはすでに公開中のウェブサイトＵＲＬを提供いただき、 

事務局が学生に向けて公開する。 

       ・配信視聴数等の視聴者情報は、配信中各社ツナガクを経由しリアルタイムで提供する。 

        （提供情報：学生卒業予定年 ／ 所属（学部学科専攻） ／ 性別） 

 

       【オンライン型／録画配信+ライブ配信】―――――――――――――――――――― 

       オンライン会議ツール「Ｚｏｏｍ」を使った生配信も行う形式。 

ライブ配信日 令和５年１月１８日（水）１３:００～１４:５０／１５：３０～１７：２０ 

       令和５年１月２５日（水）１３:００～１４:５０／１５：３０～１７：２０ 

録画配信   令和５年２月１日（水）～２月２８日（火） 

              ・ライブ配信は各日午後１，午後２それぞれ企業入れ替え制 

・ライブ配信予定社数 各日各時間帯：１２～１３社予定 

       ・勤務予定地が沖縄県外の企業を主な対象とする。 

    ・録画配信はライブ配信の様子を録画し全社２月１日より公開。 

     ※録画配信は希望制の為、ライブ配信のみの参加も可能ですが参加費用は変わりません。 

    （例：会社セキュリティ面で録画禁止、ライブでのみのぶっちゃけトークありなど） 

     ※ライブ配信内で学生との会話や個人的な発言が認められた場合、動画公開できません 

      ので、録画配信を希望の場合は上記【オンライン型／録画配信】の要領で別途動画を

ご提出いただくことになります。 
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・ライブ配信での１社あたりの説明回数は１分プレゼンの後、各ブレイクアウトルーム内 

にて個別説明２５分×３回とする。(質疑応答等を全て含む) 

    ・学生はカメラ・マイクＯＮの状態で参加とする。（マイクＯＮは質問時のみ） 

    ・貴社ブレイクアウトルームには録画専用スタッフがおりますが司会進行は担当しません。 

       ・配信視聴数等の視聴者情報は配信中各社ツナガクを経由しリアルタイムで提供する。 

        （提供情報：学生卒業予定年 ／ 所属（学部学科専攻） ／ 性別） 

 

４．参加費用：参加方法により、下記の通りとする。 

       【オンライン型／録画配信】―――――――――――――――――――――――――― 

        １枠５,０００円（税込） 

・１社あたり、１枠(動画１本、２５分程度を目安)を上限とする。 

・すでに他ウェブサイトで公開中の場合は、掲載中ＵＲＬの提供のみも可。 

 

       【オンライン型／録画配信+ライブ配信】―――――――――――――――――――― 

        １枠２０,０００円（税込） 

        ・１社あたり、１枠（１分プレゼンの後、各ブレイクアウトルーム内にて個別説明２５分 

×３回）を上限とする。 

        ※参加費用は本会の運営や学生のキャリア支援事業の拡充のための費用に充てられます。 

     参加学生の自由意志による自主的な参加となるため、１名以上のブース訪問を保証す 

るものではありません。 

 

５．そ の 他：申込に際しては、以下に留意のこと。 

・お申込み頂いた後に、選考のうえ参加可否をご連絡いたします。 

         選定結果が参加可の場合には、改めてご参加の意思を確認いたします。 

         当該ご連絡に対し、期日までに参加のご返答を頂いた後に、参加確定となります。     

 （選定結果のご連絡：令和４年１１月２４日（木）～２５日（金）） 

※ツナガクより結果通知をメールいたします 

・参加確定後に事務局より参加費用請求書を発行いたします。(１２月中旬予定) 

・参加確定後のキャンセルについては、開催３０日前より参加費に対し１００％のキャン 

 セル料を申し受けます。 

キャンセル料発生日 オンライン型／録画配信：１２月１７日以降 

オンライン型／録画+ライブ配信： 

①１月１８日配信の場合１２月１７日以降 

➁１月２５日配信の場合１２月２４日以降 

・動画制作やライブ配信に必要な通信環境や機材は各社にてご用意願います。 

・事前に提供いただく資料には以下のものを想定しています。 

 ①企業紹介シート ②自己申告書 ③青少年雇用情報シート 

④反社会的勢力排除に関する誓約書 

        ・詳細は参加確定後に改めてご案内いたします。 
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琉球大学 合同企業説明会 開催概要 

 

１．目  的：参加企業による会社概要等の説明を行い、学生の職業意識の高揚・就職活動を促進する。 

 

２．対  象：主に学部３年次学生、大学院修士課程１年次、博士課程２年次院生 

       （令和５年４月採用予定の琉球大学学生及び既卒生、外国人留学生含む。） 

 

３．運営方法：参加企業の属する業界や会社概要、採用職種及び人数等の説明を任意の方法で行う。参加企 

 業は、会社概要・採用情報等の事前提供を必須とする。提供される会社概要求人情報は多く 

の学生の参加を促す目的で、説明会開催前に、ツナガクで学生へ公開する。 

  なお、当該求人情報は大学内の求人登録情報としても取り扱う 

 また、可能な限り説明については、後日案内する事項に添った内容になるようご配慮願い 

ます。 

 

      【対 面 型】――――――――――――――――――――――――――――――― 

参加企業毎にブースを設置し、学生が任意のブースを訪問する形式。 

実施日程 令和５年３月９日(木)・１０日(金) 計２日間 琉球大学第一体育館 

午前の部１０:００～１２:２０／午後の部１４:００～１６:２０ 

       ・２日間合計１２０社(午前と午後各３０社の入れ替え制/１日計６０社)予定 

       ・勤務予定地が沖縄県内の企業を主な対象とする。 

       ・参加企業は統一の説明スケジュールで運営する。(説明１回４０分×３回) 

       ・パソコンやプロジェクターの使用に伴う電源利用可。(電源タップあり。機材は要持参。) 

       ・参加企業は、ブース訪問学生の情報をツナガクにて取得できる。 

       ・説明会開催前にＰＲ動画の任意公開が可能。(当説明会専用ウェブページにて公開） 

       ・感染症拡大状況により、オンライン開催に変更になる場合がある。 

 

４．参加費用：参加方法により、下記の通りとする。 

【対 面 型】――――――――――――――――――――――――――――――― 

        １枠５０,０００円（税込） 

        ・１枠は一日のうち午前または午後の部のどちらかを差す。（説明時間４０分×３回） 

 ・参加枠上限は４枠とする。２枠以上参加する場合には枠数毎に参加費が加算される。 

(例：２枠参加の場合は１００,０００円) 

        ※参加費用は本会の運営や学生のキャリア支援事業の拡充のための費用に充てられま 

す。参加学生の自由意志による自主的な参加となるため、１名以上のブース訪問を保 

証するものではありません。 

 

５．そ の 他：申込に際しては、以下に留意のこと。 

・お申込み頂いた後に、選考のうえ参加可否をご連絡いたします。 

         選定結果が参加可の場合には、改めてご参加の意思を確認いたします。 

         当該ご連絡に対し、期日までに参加のご返答を頂いた後に、参加確定となります。     

 （選定結果のご連絡：令和４年１１月２４日（木）～２５日（金）） 

※ツナガクより結果通知をメールいたします 

・参加確定後に事務局より参加費用請求書を発行いたします。(１２月中旬予定) 
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・参加確定後のキャンセルについては、開催３０日前より参加費に対し１００％のキャン 

 セル料を申し受けます。 

キャンセル料発生日 ３月８日参加企業：２月７日以降 

         ３月９日参加企業：２月８日以降 

・事前に提供いただく資料には以下のものを想定しています。 

 ※求人情報については、広報活動解禁の3月1日以降に掲載いたします。 

 ①求人情報シート ②自己申告書 ③青少年雇用情報シート 

④反社会的勢力排除に関する誓約書 

        ・詳細は参加確定後に改めてご案内いたします。 

  



 

  別紙３ １/２ページ  

   

お申し込み方法 

参加を希望の場合は下記手順でお申し込みください。 

 

【手順】 

１、運営委託先(株)ユニバースクリエイトが管理運営する【ツナガク】へ与信申請（無料）を行う。 

  【既に登録済み企業さま】 

マイページへログイン（https://company.tsunagaku.com/signin）し、３以降をご確認ください。 

※ドメインが不明な場合はお問い合わせください。 

 

【未登録企業さま】 

 ツナガクへアクセス（https://tsunagaku.com/）し、企業の方の無料登録はこちらより、 

与信申請を行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２、ツナガク与信申請後、運営事務局より２営業日以内に貴社専用URLおよび、 

  ID・仮パスワードを発行。貴社URLへログイン後、まずはMENU「企業詳細」を更新。 

 

３、MENU「イベント検索」より「琉球大学」を検索し該当イベント名称をクリック 

  詳細を確認し申し込みを希望の場合下記、４へお進みください。 

  今回１月実施合同業界研究セミナーおよび３月実施合同企業説明会は、別企画となりますので 

どちらも参加希望の企業様は各企画にて、お申し込みください。 

 

４、右上「出展申込」をクリックし、「管理者」を選択（ここにはMENU「アカウント」に登録 

されている表示名が反映されますので、本イベントご担当者を選択してください。 

※複数選択可能です 
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５、質問への回答を入力してください。 

  お申し込み時に回答いただきました内容は、お申し込み多数の場合の選定に利用致します。 

   （利用範囲：琉球大学担当者および(株)ユニバースクリエイトスタッフ） 

 

６、参加希望日時を第3希望まで選択ください。 

  第4希望以降がある企業様はコメント欄へ自由にご記入ください。 

 

７、後日お届けします請求書郵送先情報に間違いがないか確認後、「申込」をクリックし申し込み 

を完了してください。 
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琉球大学実施スケジュール（予定） 

日程 

内容 

備考 

対応者 

対面型 
オンライン型 

録画配信 

オンライン型 

録画+ライブ配信 

参加 

企業様 
事務局 

１１月１日(火) 

～１５日(火) 

参加申込受付期間 

（お申し込み順は選定に影響なし） 
 ●  

１１月１６日(水) 

～２３日(水) 
選定期間 

企業選考、対面型参加日の

調整を行います。  ● 

１１月２４日(木) 

～２５日（金） 

お申込企業様へ選定結果ならびに 

参加日をご連絡 

事務局より各社へメール

連絡いたします。  ● 

１２月２日(金) 参加承諾についての回答期限 
事務局より提示した日程

等に関して各社様にご回

答いただきます。 
●  

１２月９日(金)頃 
事務局より参加確定企業様へ請求書郵送ならびに開

催要項詳細版をＥメール送信 

開催要項には提出資料の

ご案内も含みます。 
 ● 

令和５年 

１月１０日(火)まで 

参加費納入期限 
納入先は㈱ユニバースク

リエイトとなります。 ●  

ＰＲ動画提出

期限(任意) 

録画データ 

提出期限 

録画データ 

提出期限 
ツナガクへアップロード ●  

１２月２３日(金)頃 
提出書類締切 

（求人シートや誓約書等を予定） 

ツナガクへアップロード。

求人シートはツナガク掲

載の原稿となります。 

●  

１２月１日(木)～ 

・ツナガクにて参加企業情報、ＰＲ動画(対面型)を順

次公開 

・録画データ公開のためアップロード作業 

採用情報、録画データの公

開は3/1 
 ● 

令和５年 

１月上旬 
 Ｚｏｏｍ接続テスト 任意参加。 ●  

１月１８日（水）、 

～２５日（水） 
 

録画データ配信

開始 
ライブ配信   ● ● 

２月１日（水） 

～２８日（火） 
ＰＲ動画配信 録画データ配信 録画データ配信 

ライブ時の録画もしくは

別途提出データ 
 ● 

３月９日(木) 

～１０日（金） 

対面型説明会

実施 
    ● ● 

３月１７日(金) アンケート回答期限 
開催に関するアンケート

へのご協力をお願いいた

します。 
●  

※上記スケジュール・内容は予定です。状況により変更になる場合があります。  


