
技術系対象企画

2024年卒対象企画

一般社団法人八志会
株式会社ジーウエイズ

新型コロナウイルス感染症に配慮して上半期

の企画は全てオンラインで実施致します。

セミナー・業界説明会



1. 新卒採用のトレンド

2. 当支援企画のテーマと狙い

■ 2024年入社採用に向けてのインターンシップ告知と早期印象付け
■ SDGs、DX取り組み姿勢の情報開示で印象アップ

5月～7月

インターンシップ支援企画
‘’変化を恐れない‘’を知る

“業界” を知る
インターンシップを知る

～働き方の変革～
～SDGsの取り組み～

10月～1月 2月～3月

カテゴリー別セミナー
アウトプット型説明会

〈機電系・リケジョ・情報系〉
業界・企業を知る

活躍できるフィールドを知る

自社説明会
OB説明会
学内説明会

広報解禁（3月）以降の合説・学内説明会での母集団形成は技術系では
困難のためインターンシップでの早期囲い込みが肝要!!

スタート 選考インターンシップ

8月～9月

既存の考えや保守的な考えから突破する必要性を提示
して積極的なアクションを促し、就活に対しての示唆
に富むことで参画企業の好感度をアップさせる

アイスブレイクレクチャー

パネルセミナー

広がる可能性と就活への不安と期待に対して企業側か
らアドバイスを送りインターンシップ参加への誘導に
繋げる

※業界説明会を除く
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3. インターンシップ支援セミナー

■ 第1部 アイスブレイクレクチャー〈事務局〉 10分

スペンサージョンソン著の「チーズはどこへ消えた？」のエッセンスストーリーを
事務局が紹介します。自己改革、チャレンジ精神を学生に共感させることで、本セ
ミナーのアイスブレーキングタイムとなり、第2部パネルセミナーおよび参画企業へ
の期待感、関心を高めます。

パ
ネ
ル
セ
ミ
ナ
ー

運 営

参加者全員と接触

● ZOOMでの運営
● インタビュー形式

● 変化・チャレンジの重要性の解説
● 自然な流れで企業をPR
● 各業界・各社の社風や社員像をPR

● インターンシップのPR

テーマ

● パネラーの自己紹介

● 業界・企業の紹介
● 各社のSDGs・DXの取り組み
● 求める人物像
● インターンで経験すべきこととは？
● 就活のアドバイス

参
加
者
と
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

● 1回につき15名～20名程度と接触
● 30分の企業プレゼンテーション
● 全員参加のコミュニケーション
● 全員顔出し
● 質疑応答

運営は各社の裁量

● 凝縮した業界研究

● 仕事情報の提供

● インターンシップの紹介

● 学生の視野を広げ、働くことへ膨らむ
期待感

■ 第2部 パネルセミナー 30分～40分

■ 第3部 プレゼンテーションタイム 1社30分

〖セミナー内容〗

「変化」していく世の中へ能動的に動こう
と思うきっかけになり、為になった。

（大阪大学・化学工学）

最初にこのストーリーを説明することで
その後の企業の方の話を聞いてる間も、
変化が大事であるという意識があったの
で、ためになる導入だった。

（東京工業大学・機械）

変化を恐れないことという教訓が今の
コロナ時代とマッチしていて考えさせられ
る内容だった。

（京都大学・電気電子）

保守的な姿勢よりも革新的な姿勢を
身に着けることが大切であると感じた。
変化、行動力をキーワードに就活しよう
と思った。 （東北大学・機械）

47%

45%

4%

3%
1%

とても為になった

為になった

どちらでもない

あまり為にならなかった

必要なかった

Q.アイスブレイクの評価

為になったと回答92%

➡昨年度参加学生90%以上が為になったと回答！

〖アイスブレイクタイムに関する参加学生の声〗
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4. 業界説明会

A社業界説明会
各30分

質疑応答
約10分

ブレイクアウトルームA ブレイクアウトルームB

対象大学と専攻を絞りピンポイントに告知集客を実施。貴社知名度に影響を受けず集客
した参加学生に業界・企業の説明、インターンシップの紹介を行う企画です。同時に『
モニタリング企画』ならではの学生からの詳細フィードバックのデータ活用により貴社
の見え方の検証を行います。

40分

●業界説明・インターンシップ紹介
●先輩社員とのコミュニケーション
●重点対象校・専攻に対して早期リーチ

5. 募集要項

参画企業数 各日程 最大4社限定

参加者動員予定 各大学 工学系・機電系・情報系・電気系 約25名～35名程度

参画申し込み方法
専用申込書に記入・押印後、メール添付にて送付
（次のページよりダウンロード可能）

参画料金 1枠380,000円 （税別） 特別加算〈リケジョ70,000円、情報系50,000円〉

参画受付締切期日

参加者データ
参加者属性・連絡先及び参加者アンケート結果をセミナー終了後3日以内にデータ
（Excel形式） にてご提供

先着順での受付、枠が埋まり次第募集終了。原則締め切りは各セミナー開催30
日前。30日前の時点で参画企業が2社に満たない場合は内容を変更する場合あり。

★個人情報・出身地・志望業種等の情報提供
★プレゼンに対しての率直な印象から改善すべき課題まで把握が可能
★参画企業の印象をスマートに刷り込むソリューション

八志会企画(セミナー・説明会)の最大の特徴
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B社業界説明会
各30分

質疑応答
約10分

40分

〖説明会内容〗



6. 24卒上半期企画日程

一般社団法人八志会セミナー事務局【株式会社ジー・ウエイズ 】 担当 高村・吉田
〒108-0075 東京都港区港南4-1-6 BUREAU品川
TEL 03-5769-0531 FAX 03-5769-0435 mail：info@gways.co.jp

問い合わせ先

2022年度 実施日 開始－終了時間 カテゴリー 参加大学名 会場・運営

5月23日(月) 18:00-20:30 工学系セミナー 京都大学

ON LINE

ZOOM

5月24日(火) 18:00-20:30 工学系セミナー 大阪大学

5月27日(金) 18:00-20:30 工学系セミナー 九州大学

5月30日(月) 18:00-20:30 工学系セミナー
大阪府立・大阪市立

京都工芸・関関同立各大学

5月31日(火) 18:00-20:30 工学系セミナー
名古屋大学・岐阜大学

名古屋工業大学

6月1日(水) 18:00-20:30 工学系セミナー 岡山大学・広島大学

6月3日(金) 18:00-20:30 工学系セミナー
静岡・信州

金沢・富山 各大学

6月6日(月) 18:00-20:30 工学系セミナー 東北大学

6月7日(火) 18:00-20:30 電気系説明会 全国国公立大学

6月9日(木) 18:00-20:30 機電系説明会
東京理科・東京農工
横国・埼玉 各大学

6月11日(土) 10:00-12:10 機電系説明会1 全国上位大学

6月15日(水) 18:00-20:10 機電系説明会 京都大学・大阪大学

7月2日(土)

10:00-12:30 リケジョセミナー 全国上位大学

14:00-16:30 情報系セミナー 全国国公立大学

7月13日(水) 18:00-20:10 理工学系説明会 東京大学・東京工業大学

7月14日(木) 18:00-20:10 機電系説明会2 全国上位大学

7月16日(土) 10:00-12:10 情報系説明会 全国上位大学

7月19日(火) 18:00-20:10 機電系説明会
東京理科・東京農工

MARCH 各大学

7月20日(水) 18:00-20:10 機電系説明会
大阪府立・大阪市立
京都工芸・関関同立
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お申込書ダウンロード ※必要事項をご記入・押印の上 下記メールアドレスへご送付ください。

募集終了

mailto:info@gways.co.jp
http://gways.co.jp/24seminar/22sum.app.pdf

