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１．企画概要
（１）趣旨
平素は富山大学の産学連携活動及び学生の業界研究・企業研究活動につきまして、
格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
当研究会は、学生が早くから将来のキャリア形成を意識し、業界情報及び企業情報
を知り、インターンシップや就職後の業種ミスマッチ等を起こさないようにすることを目
的として開催されるものです。また、全国の優良企業を知り、今後の共同研究・学術指
導及び学生への就職指導等に役立てていただくため、本学の教職員も参加する予定
です。
当研究会は、全学年次生対象となっており、運営については(株)学情及び富山大学
産学交流振興会と協業で実施しております。
（２）内容および形式
参加企業ごとの業界・企業研究会
OB・OGによるイチオシの技術・サービス等の説明
秋・冬インターンシップの案内
（３）参加対象者
富山大学学部生・大学院生（全学年）及び全教職員
（４）参加企業数
２００社程度（予定）
※申し込みが計画数を超えた場合は、誠に勝手ながら本学にて参加企業を選考さ
せていただきます。あらかじめご了承をお願いいたします。

２．企画一覧
会期：２０２２年１０月 ２６日（水）
タイムスケジュールは、「７．当日の流れ」をご確認下さい。
会場：富山大学 五福キャンパス 第１体育館，第２体育館

３．広報プラン
■学内就職ガイダンスでの告知
■ポスター・パンフレットでの学内告知（掲示板、立て看板など）
■学内学生向けポータルサイトでのメール配信

４．参加料①
設営費・運営スタッフ費その他費用が発生するため有料とさせていただきます。
富山大学産学交流振興会の会員と非会員でご参加料が異なります。富山大学産学
交流振興会についてのご説明は「１１．富山大学産学交流振興会について」に記載し
ておりますのでご確認ください。また、これを機に富山大学産学交流振興会への入会
をご検討いただけますと幸いです。
・会員企業参加料： 50,000 円(税込)
・非会員企業参加料：150,000 円(税込)

４．参加料②

富山大学産学交流振興会会員企業
１

申込企業数にかかわらず

２

参加料：

円
※特典について
申込締切（2022年8月22日（月）12時）までに入会された企業様まで対象
（富山大学産学交流振興会会費100,000円/年）
※ 参加確定後に、正式な申込書を送付いたします。
※ 請求書は事前に、（株）学情よりお送りします。（振込先・期限に関してはまたご連
絡致します。）
振込み手数料は参加企業様でご負担願います。
※ お支払いは振込み方式のみです。
※ 万一、参加確定後にキャンセルされる場合は、2022年9月2日（金）12時までに
学情迄必ずご連絡をお願いします。それ以後にキャンセルされる場合、キャンセ
ル料として参加料を全額申し受けます。
※不可抗力によるやむを得ぬ事情により、イベントの開催中止、サービスの停止を
する場合、下記の参加料の一部を返金します。
・会員企業参加料：40,000 円(税込)
・非会員企業参加料：140,000 円(税込)

５．主催（企画・運営）
＜主催＞
■富山大学産学交流振興会
http://sangaku-u-toyama.jp/
■富山大学 研究推進機構 学術研究・産学連携本部
https://sanren.ctg.u-toyama.ac.jp/
■株式会社学情
https://company.gakujo.ne.jp/
＜共催＞
■富山大学 教育・学生支援機構 就職·キャリア支援センター
http://www.u-toyama.ac.jp/career/index.html

６．申込要領
（1） エントリーについて
まずは、下記よりご希望の日程をご登録ください。
エントリーは参加確定を確約するものではございません。参加確定は本学の調整後、
別途の確定連絡をもって正式決定となります。

＜参加エントリー用フォーム＞
https://reg31.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=oand-lfphtb7d6d87df9ee8310c5a9eb8d329fdcb2f
＜参加エントリー期間＞ 2022年7月7日 (木) ～8月22日(月) 12時（延長）
※ 先着順ではございません。本学の調整はエントリー期間終了後に行います。
※ エントリー受付連絡の自動返信メールをもって、エントリー完了となります。
※ エントリー受付完了後、24 時間以内に自動返信メールが届かない場合は、お手数
ですが学情迄ご連絡くださいますようお願いいたします。
※ トラブル・社内規定等によりWEB サイトからエントリーができない場合は、お手数で
すが学情迄ご連絡ください。
※ 万一、エントリー後にキャンセルされる場合は、上記エントリー期限までに下記URL
の「受付期間内 キャンセルフォーム」より入力お願いいたします。
※ ご入力いただいた企業様情報はイベント専用HP（参加学生・教職員のみ閲覧可
能）や告知に利用させていただきます。

（2） 確定のご連絡について
確定連絡は、上記エントリー用フォームに入力されたご担当者様のメールアドレス宛
に下記の連絡日以降、随時お送りいたします。

ご参加確定連絡日

： 2022年9月2日(金) 以降随時～

※ ご参加確定連絡メールの送信を以って、当研究会への参加は確定いたします。
※ 上記期限までに、エントリー中止，ご担当者様・ご連絡先等に変更などございまし
たら、お手数ですが必ず学情迄ご連絡くださいますようお願い申しあげます。

７．当日の流れについて
各会場ごとの開催時間は下記のとおりです。
（時間の指定は午前午後以外はできませんので、ご了承ください。）
〇第１体育館（大学マップのC１）
午前の部 ９：００～１１：２０
午後の部 １３：１０～１５：３０
〇第２体育館（大学マップのC２）
午前の部 １０：４０～１３：００
午後の部 １４：５０～１７：１０

C1
C2

８．【参考】エントリー時に必要な企業様情報の項目一覧
＜基本情報＞
・イベント参加約款への同意
・念書への同意
・参加可能日程（各日程午前午後で選択 午前:1コマ目から3コマ目、午後4コマ目から10コマ目）
・貴社名・団体名（正式名称）
・業種（大分類・中分類）
・事業内容（全半角30文字以内）
・本社所在地（郵便番号・住所）
・ご連絡先（ご担当者様所属部署名、役職名、氏名、メールアドレス、お電話番号）
・従業員数
・売上高
・資本金または出資金
・上場区分
・富山大学出身者数（文系、理系、総数）
・2023年3月卒の採用見込み数
・既卒採用の有無
・留学生採用の有無
・過去の本学研究会への参加状況
・採用対象学科
・富山大学産学交流振興会について

＜企業情報ページに必要な情報＞
・記載用貴社名
・WEB サイトURL
・一言PR・キャッチフレーズ（全半角50文字以内）
・事業内容（全半角300文字以内）
・資本金または出資金
・23卒採用情報（対象学科・職種・勤務地等）
・その他の採用について（既卒、留学生、障がいのある学生）
・インターンシップ実施について
・会社のPRコメント・魅力（全半角300文字以内）
・会社のイチオシの技術・商品・サービス等について
・富山大学卒業生数（全採用数と過去3年の採用数）
・採用窓口（住所、部署名、ご担当者様名、メールアドレス、電話番号、URL）
・総合窓口（住所、部署名、ご担当者様名、メールアドレス、電話番号、URL）

９．【参考】（仮称）富山大学 学内合同企業フェア

令和４年６月２９日

令和４年度「
（仮称）富山大学 学内合同企業フェア（2024 年 3 月卒対象）」 のお知らせ

例年、本学就職・キャリア支援センターで主催しております企業研究を目的としたイベン
トについて，本年度は下記のとおり開催を予定しております。各企業様，団体様のご参加を
心よりお待ち申し上げます。
日時・内容等について予告なく変更がある場合がございますのでご了承ください。
申込方法及び実施要項等につきましては、８～９月頃ホームページにて公開予定。
記
（主な対象者：2024 年 3 月卒 学部３年生及び修士１年生）
以下 2 種類の形式で開催予定。
■■①WEB 開催形式■■
Zoom ミーティングを利用したオンライン形式にて実施
同時間最大 8 社がそれぞれ Zoom ミーティング形式で実施を予定。
日時：令和 4 年 12 月 3 日（土）
，10 日（土）
5 部制…1 部あたり 1 時間×5 回
企業数：1 日 40 社 オンライン計 80 社予定

■■②対面開催形式■■
本学五福キャンパス内にてブース形式により実施
最大 50 社の企業ブースの設置を予定。
日時 ：令和 4 年 12 月 17 日（土）
，18 日（日）
2 部制…午前の部/午後の部
企業数：午前・午後各 50 社、1 日 100 社 対面計 200 社予定
（本件担当）
富山大学学務部学生支援課就職支援室
TEL

：076-445-6255

E-mail：employ@u-toyama.ac.jp

以上

１０．【参考】Toyama Academic GALA 2022
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富山大学の研究成果を発表します。ぜひご来場ください。
富山 大学が強みとする研究分野及び教員・大学院生が日頃行っている研究について発表し，
異分野の研究者間及び産業界との交流を図り，
今後の新たな研究連携につなげることを目的として，
「Toyama A cad em i c GA LA 2022」を開催します。
ウィズコロナ・ポストコロナを見据え，3 年ぶりに対面開催にて実施します。
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富山大学五福キャンパス
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■ 研究紹介

学生会館ホール

■ ポスター発表

第 1 体育館，第２体育館
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※ 詳 細 の 時 間は今後変更の可能性があります。

1F
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本学が強みとする研究分野による研究紹介



9：30 〜 14：30

自動車

西門

研究紹介

未病研究センター

アイドリング脳科学研究センター

先進アルミニウム国際研究センター

先端抗体医薬開発センター

1F

Ꮫ⏕㤋

B3

⏕༠䝁䞁䝡䝙

1F
1F

Ꮫ⏕㤋䝩䞊䝹
1F

1F
1F



1F
2F
2F

ポスター発表

1F
1・2F
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9：00 〜 17：10

【博士後期課程学生によるポスター発表】（午前と午後の入替制）

B5

本学では，優秀な博士後期課程学生への経済的支援を強化することを目的とした
当日は，約 40 名の学生が，日頃行っている研究内容についてポスター発表を行います。
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国の事業（フェローシップ事業・SPRING 事業）に採択され，支援を行っています。

B1

【本学研究者によるポスター展示】（終日）
本学では，強みや特色を生かした研究に対して，学長裁量経費にて支援を行っています。
当日は，これらの研究内容について，ポスター展示を行います。

主催 /
問合せ先

富山大学 研究推進機構
Tel

076-445-6396

E-mail : kenshin@adm.u-toyama.ac.jp

１１．富山大学産学交流振興会について
富山大学産学交流振興会は富山大学 研究推進機構 学術研究・産学連携本部が行
う産学官の交流を活発で充実したものにするため、産業界から提言と支援を行う目的
で平成4年に設立されました。
富山大学 研究推進機構 学術研究・産学連携本部では、富山大学の幅広い研究・技
術の進歩と成果並びにスタッフの基礎的技術力を地域社会でご活用していただくため
に、産学連携活動を推進しています。
この活動にご理解とご協力をいただき、加えて地域経済の活性化と貴社あらたな事
業展開にお役立ていただくためにぜひ富山大学産学交流振興会にご入会ください。
■産学交流振興会について：https://www2.gakujo.ne.jp/u_toyama/annai.pdf
■お申込書：https://www2.gakujo.ne.jp/u_toyama/moushikomi.pdf
※お申込については上記URLよりダウンロードしていただき、必要事項をご記入いただ
き、ご提出をお願いいたします。

１２．問い合わせ窓口
＜業界・企業研究会の申込手続き・当日の運営に関すること＞
株式会社学情 担当：平松
〔TEL〕052-265-8121（平日 9:30 ～ 18:00）
〔e-mailアドレス〕toyama_sanren2024gyoukai@gakujo.ne.jp
＜富山大学産学交流振興会及び産学連携活動に関すること＞
富山大学 研究推進機構 学術研究・産学連携本部
（研究振興部 研究振興課 産業連携チーム 担当：日水、矢田）
〔TEL〕076-445-6936,6941（平日 8:30 ～ 17:15）
〔e-mailアドレス〕t-koryu@adm.u-toyama.ac.jp
＜（仮称）富山大学 学内合同企業フェアに関すること＞
富山大学 学務部 学生支援課 就職支援室 担当：富川
〔TEL〕076-445-6255（平日 8:30 ～ 17:15）
〔e-mailアドレス〕employ@u-toyama.ac.jp
＜Academic GALAに関すること＞
富山大学 研究振興部 研究振興課 研究振興チーム 担当：落合、佐藤
〔TEL〕076-445-6396（平日 8:30 ～ 17:15）
〔e-mailアドレス〕fellowsp@adm.u-toyama.ac.jp

