
本年度 下半期からすぐ役に立つ

高校生を対象とした
「企業の出前講座」のすすめ

高校教員向け
ウェブセミナー

ひろしま就活応援サイト「Go！ひろしま」の申込フォームから
お申し込みください。
（令和４年７月22日（金）12:00締切）

申 込
方 法

Zoomによるウェブセミナー，
参加無料

開催
ｽﾀｲﾙ

令和４年

７月26日

15:00-16:30

火日 時

「企業の出前講座」の説明，企業による模擬講演，
実施校の担当教諭へのインタビュー

第1部

内 容
第2部 マイナビlocusや，金融教育支援のご紹介

※ 内容の詳細は裏面をご参照ください。

☑ キャリア教育・進路指導
～生徒には，将来のなりたい姿を描いた先に、幅広い選択肢から進路を
選んでほしい

☑ 総合的な探究の時間
～テーマ設定や情報収集の連携先やツールを探している

こんなお悩みを持つ先生にお勧め！

☑ 成年年齢に引き下げに伴う契約に関する講座もご紹介します！

さらに！

広島県商工労働局雇用労働政策課
TEL:082-513-3422 Eﾒｰﾙ：syokoyou@pref.hiroshima.lg.jp

お問合せ先主催者 広島県

申込フォームは
こちらから→

高校教員 出前講座のすすめ



時間帯 項目及び説明者・インタビュー回答者

第
１
部

15:00～
（10分）

オープニング

広島県事業「企業の出前講座」の説明
広島県商工労働局雇用労働政策課
グループリーダー 平野 恵子

15:10～
（15分）

「企業の出前講座」のデモンストレーション（圧縮版）
株式会社サタケ 人事統括課 三野 智弘氏

15:25～
（15分）

「企業の出前講座」の実施校 担当教諭へのインタビュー
県立広島国泰寺高校
教諭 上元 真弓氏， 教諭 森﨑 将彦氏

15:40～
（10分）

質疑応答

15:50～
（5分）

休憩

第
２
部

15:55～
（15分）

マイナビlocus（※）のご紹介，取り組む意義・事例紹介
株式会社マイナビ 未来応援事業本部
高校支援統括本部 木村 勇次氏

16:10～
（10分）

金融教育支援のご紹介
広島県金融広報委員会 事務局長 栢場 義彦氏

16:20～
（5分）

質疑応答

16:25～ アンケート御回答・クロージング

詳 細
内 容

本ウェブセミナーの留意事項

● 参加者による録音・録画（カメラ，携帯電話，スマートフォン，タブレット等による
撮影行為や，パソコンの録画機能を使用した録画）は，禁止させていただきます。

● セミナー開催中は，質疑応答のとき以外は，マイクはオフにしてください。
カメラは，オンにしていただいてかまいません。ただし，セミナー運営の都合で，

司会の指示があったときはオフにしてください。
● ウェブセミナーの招待URLについては，申込締切の後日，メールで案内します。
なお，申込者に送付する招待URLは，第三者への転送等は御遠慮ください。

※ マイナビlocusは，（株）マイナビが提供する，企業の繋がり（サプライチェーン）や
イノベーションの事例をヒントに，地域や社会の課題解決を考える，高校生向けの探究学習
プログラムです。



 

 

 

 

 

 
 

Go！ひろしま 

LINE 公式アカウント 

はじめました！ 

最新の広島就活お役立ち情報をお知らせ！ 

業界・企業研究 

友だち募集中！ 

【お問い合せ】 

広島県 商工労働局 雇用労働政策課 雇用促進グループ ☎082-513-3422 

友だち追加方法 ホーム右上の「友だち追加」を選択 

①QR コードから登録 

 

②ＩＤ検索から登録 

@541unijw

iw 

 
②ＩＤ検索から登録 ＩＤ検索画面で 

「@541unijw」 

と入力してください。 

暮らしの魅力 

イベント情報 

相談窓口情報 

☆LINE 友だち限定☆ 

就活や業界・企業研究に必ず役立つ！ 

「ひろしま業界マップ」公開中 



広島県

１コースで複数社参加することができる、パッケージ型のインターンシップです。

パッケージ型
インターンシップ
パッケージ型
インターンシップ
対象：大学生・短大生・専門学生・高等専門学校生

「就活はまだ先…」
というあなたに
特にオススメ !

day1
事前学習

day5
事後学習

day2・3・4
各企業の 1日仕事体験

パッケージ型インターンシップのテーマ

● 市町等エリア単位で地域の産業や仕事の相関を学ぼう！
● 「営業職」「IT 職」など職種ごとの働き方を深掘り！
● テーマ・課題で複数社を比較して企業研究を進めよう！

インターンシップ・１日仕事体験に役立つ
事前学習・事後学習のご案内（どなたでも参加OK）

事前学習
インターンシップで主体性を身につける準備

● 社会人基礎力コンピテンシー
　評価シートを使って目標を立てよう
● 話を上手に聞くコツ等を学習
● グループワークで仲間づくり

事後学習
振り返りを行うことで就活や学業に活かす！

● インターンシップを振り返り
　 評価シートを使って成長を実感 !
● 業界研究・企業研究のコツ等を学習
● 経験をグループワークでシェア

8/9（火）
17:00 ～ 19:00

※オンライン開催 10/3（火）
18:00 ～ 20:00

※オンライン開催

※事前・事後学習は両方のご参加をお願いします。（片方だけの参加はできません。）※

コースの詳細およびエントリーは
ひろしま就活応援サイト「Go!ひろしま」より

事前・事後学習のみの参加申し込みは
【県公式】就活応援Go!ひろしまLINEより

【主催】広島県・広島県インターンシップ促進協議会　【運営事務局】株式会社KG情報 広島支社（tel:082-243-8401)

例えば
こんなテーマの
コースです。

詳しい情報をお届け！

※パッケージ型参加者は
　20:00まで



【主催】広島県　【運営事務局】株式会社 KG 情報　広島支社（te l .  0 82 - 243 -8401）

要事前予約

地元の 「シゴト　ええトコ」 新発見

広島おとな会議

対象/大学生・大学院生・短大生・高等専門学校生・専門学生（全学年対象）

新型コロナウイルス感染症対策について 新型コロナウイルス感染症の影響により、対面での開催が急遽オンラインへの
変更になる可能性もございます。予めご了承お願い致します。

8  10 Wedオンライン Zoom使用予定

● 14：00～ 17：00

● 13：00～ 16：00

広島県

両日ご参加のうえアンケートへ
ご回答いただいた方にプレゼントします。

〈両日参加でもれなくもらえる！〉
オンラインギフトプレゼント！

広島県公式 LINE アカウント
「Go！ひろしま」よりご予約下さい。

8  12 Fri 対　面

SUZU CAFE hiroshima（広島市東区若草町12-１ アクティブインターシティ広島2F）※広島駅新幹線口より徒歩約3分

＆

1,000円
相当

服装自由

申込方法

https://hiroshima-jimoto.jobmeet.info特設サイトはコチラ
※冬季も開催予定。決定次第 公式サイトにて公開します。

広島で働く
イメージを

持つことができる。
就きたい職業の
候補が増える！

社会人への
漠然とした
不安を解消！

16社参加予定

定員75名（先着）

20社参加予定

定員100名（先着）

だ・か・ら就活へのモチベーションUP！夏のインターンシップにもつながる！

対等な立場で「おとな同士」の本音トークをすることができる交流会です。



3 企業PR動画・就職イベント情報などを掲載！

2 様々な求人検索条件があります！

業種、職種、勤務地エリアの他に、「転勤なし」「経験不問」
「在宅勤務・フレックス勤務」など多彩な検索条件あり！

アプリでユーザー登録をすると
新着求人や企業からのスカウト
通知が届きます！
※個人情報の登録は不要です！

「移住支援金制度」については裏面をご覧下さい

https://www.hiroshimaworks.jp/

ひ ろ し ま ワ ー ク ス 検索

「ひろしまワークス」は、広島県が運営する広島
で就職・転職したい方のための求人情報サイト
です。

２０２３卒者向け求人も掲載！

WEB版

POINTひろしまワークス

1 掲載求人の勤務地はすべて広島県内！

iOS(iPhone) Android

アプリはこちら！

■お問い合わせ

広島県 商工労働局 雇用労働政策課 雇用促進グループ TEL: 082-513-3425 E-mail: syokoyou@pref.hiroshima.lg.jp

ひろしまワークス
新卒求人の検索方法

①トップページの検索メニューで
「新卒採用」にチェック

②検索ボタンをクリックすると、
新卒対象求人が一覧で表示されます


