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専修大学サテライトキャンパス
アトラスタワー向ヶ丘遊園2階
※東急ストア左側の入り口からお入りください

会場マップ

金 金月 月水

ＵＩ
参加自治体（五十音順）

プレゼンテーター

内容（50分間）

スケジュール 13:00〜16:50

青森県、秋田県、石川県、茨城県、大阪府、鹿児島県、熊
本県、群馬県、札幌市、静岡県、栃木県、長野県、新潟
県、広島県、福岡県、福島県、宮城県、宮崎県、山形県

◎ 自治体U・Iターン就職担当者　◎ 地元企業担当者 ほか

2017年

専修大学サテライトキャンパス
小田急線向ヶ丘遊園駅北口  徒歩1分・東急ストア上

会　場

協力 ： 株式会社ダイヤモンド・ヒューマンリソース  TEL：03-5319-2454
MAIL：dnetinfo@diamondhr.co.jp主催 ： 専修大学 就職部

ターンフェア

最新情報・参加申し込みはこちら http://navi19.shukatsu.jp/19/senshuUI

全国自治体・民間企業の
就職がわかる!

12/1 4 6 8 11
入退場
自由

1・2年生
参加OK

他大学生
大歓迎

開催
日時

12/1（金） 12/4（月） 12/6（水） 12/8（金） 12/11（月）
茨城県 福島県 熊本県 静岡県 札幌市
群馬県 宮城県 宮崎県 新潟県 山形県
栃木県 大阪府 福岡県 長野県 秋田県

鹿児島県 石川県 青森県
広島県

13:00〜16:50
❶13:00〜13:50 ❷14:00〜14:50 ❸15:00〜15:50 ❹16:00〜16:50 

自治体からの
プレゼンテーション

◦ 地元企業紹介
◦ 自治体職員採用状況の説明
◦ 各種支援事業の紹介 など

企業との交流
◦ 参加企業担当者とのフリートーク、　
　 質疑応答 など
　  ＊各自治体によって内容・構成が異なります。

4コマ実施

❶地元での就職を
　考えている方

❷地方公務員を
　目指している方

❸業界・仕事研究を
　進めたい方
　にオススメ!



12月1日（金）
参加自治体 茨城県 群馬県 栃木県
参加企業・
団 体

● 茨城県人事委員会　● 茨城県警察本部
● 茨城県労働政策課 ● ジョブカフェぐんま -

メッセージ

茨城県は工業や農業，科学技術といった多様な産
業に恵まれています。豊かな自然に恵まれながら首
都圏にも近く，理想のワークライフバランスが実現可
能な好環境が整っています。魅力ある”いばらき”で働
きませんか。

群馬での就職を考えている学生の皆さん、これから
就活を迎えるにあたって、いろんな不安があると思い
ます。きっと、有意義な情報を得ることができますので、
気軽にお話を聞きにきてください。

栃木県は全国有数の「ものつくり県」です。県内で
は金融業や公務員だけではなく、色々な業界、企業
があり、皆さんが活躍できる企業が必ずあります！
本日は県庁職員もおりますので、気軽におこしください！

12月4日（月）
参加自治体 福島県 宮城県 大阪府
参加企業・
団 体 - ● 利久

● 東邦運輸倉庫 -

メッセージ

～専修大学の皆さんへ～
福島県の会場では、インターンシップ受入先の紹介
や支援メニューの案内、個別相談等を行っています。
福島県に関心をもつ方なら、出身問わず大歓迎で
す。気軽にお立ち寄りください！

宮城県へのUIターン就職を希望される学生さんに産
業・業界説明と企業紹介から採用(エントリーシート・
応募書類・グループ討議・面接練習)まで個別対応
で支援いたします。

大阪出身の方もそうでない方も、「大阪の魅力」を再
確認してみませんか？大阪にどんな仕事があるのか、
どんな暮らしができるのか、一緒に考えていきましょう！
府職員採用試験についても説明いたします。

12月6日（水）
参加自治体 熊本県 宮崎県 福岡県 鹿児島県 広島県
参加企業・
団 体 - ● 宮崎日日新聞社 ● 福岡県信用金庫協会 - -

メッセージ

熊本県UIJターン就職アドバ
イザーによる熊本県の魅力や

「働きやすい企業」情報、公
務員試験に係る情報など、地
元就職のお役立ち情報をたっ
ぷりお伝えします。皆様の就
活にぜひこの機会をご活用下
さい！

宮崎県は、「 通勤時間の短
さ」（通勤・通学時間の平均
は23分で、全国２位の短さ！）、

「物価の安さ」（これも全国２
位！）、「家賃の安さ」（全国３
位！）など、とても働きやすく暮ら
しやすいところです。

福岡県は、都市と地方という
多彩な顔をもつ県です。また、
物価が東京より安いなど、住
環境も抜群です。
当日は、福岡県へのＵＩＪター
ン就職、公務員採用、地元
企業との座談会など様々なメ
ニューを用意しています。

かごしまで自分らしく生きよう。
豊かな自然環境、個性あふれ
る歴史・文化、豊富な食材、
温かい人情に囲まれた郷土

（鹿児島県）で、あなたの「理
想のくらし」を実現できると考
えています。

知っているようで知らない広島
の成長企業の情報は，ひろし
ま就活応援サイト「Go！ ひろ
しま」でチェック！採用・インター
ンシップなどの情報はもちろん，
ひろしまの業界・企業の動向
が分かる「業界マップ」も！

12月8日（金）
参加自治体 静岡県 新潟県 長野県 石川県
参加企業・
団 体

● 共和レザー ● スズキ
● 鈴与商事 ● 米久 ● ＪＡバンク新潟県信連 - 調整中

メッセージ
静岡県にＵ・Ｉターン就職したいあなた！！
静岡県庁が強力サポートします。是非
静岡県コーナーにお立ち寄りください。

新潟県内企業の人事担当者と直接
会えるチャンス！就活サイトには載って
いない本音も聞けるかもしれません。こ
の他、Ｕターン情報センターから、Ｕ・Ｉ
ターン就活のポイントなどもお伝えしま
す。ぜひお越しください！

"移住したい県"長野県で暮らす、働く
選択を一緒に考えましょう！

いしかわの企業を知らないなんてもった
いない！ グローバルニッチトップ企業数
が全国４位の石川県へのＵＩターンの
質問・お悩み何でもお答えします。県
内企業で働く方の生の声を聴きに、お
気軽にお立ち寄り下さい！

12月11日（月）
参加自治体 札幌市 山形県 秋田県 青森県
参加企業・
団 体 - ● 山形県人事委員会

● 山形市役所
● 秋田県人事委員会事務局
● 秋田銀行 -

メッセージ

札幌へのＵＩターンの話はもちろん、札
幌の魅力や移住についての話も札幌
市職員からお伝えします。また、札幌
市職員が普段はどのような仕事をして
いるか、直接話を聞けるチャンスです。
ぜひお気軽にお越しください。

山形県内の公務員・民間企業の話が
一度に聞けるチャンスです。また、就
職相談員が仕事選びやＵ・Ｉターン就
職についてアドバイスをいたします。就
職に役立つ情報も提供いたします。ぜ
ひご利用ください。

対象人数が全国最大規模の「奨学
金返還助成」、就活イベントでポイント
ためて秋田で優待「秋田ＧＯ！ＥＮアプ
リ」、就活情報サイト「KocchAke!」な
ど、様々な支援がある秋田県で、ぜひ
元気に働きましょう！

本日は、県内就職希望者の相談窓口
である、「あおもりUターン就職支援
センター」相談員と県庁職員が参加。
県内就活・就職に関する有益な情報
提供を行うとともに、皆さんの不安や
疑問などにお答えいたします。

地元企業　公務員　各種支援制度  の情報満載Ｕ・Ｉターンフェア 全国自治体・民間企業の就職がわかる!

※参加企業名は法人格略、順不同

協力 ： 株式会社ダイヤモンド・ヒューマンリソース  TEL：03-5319-2454
MAIL：dnetinfo@diamondhr.co.jp主催 ： 専修大学 就職部

最新情報・参加申し込みはこちら http://navi19.shukatsu.jp/19/senshuUI
他大学生

大歓迎
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