今後の新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、
開催内容を変更または中止する場合があります。
最新情報は
「いしかわ就活スマートナビ」
をご確認ください。

北陸最大級のインターンシップ関連イベント！！

いしかわインターンシップフェス2022

5 7
対

象

内

容

参加企業・団体
服
駐

車

装
場

土

ISicaの詳細は
こちらから

12:30〜17:00/2部制/事前予約制
石川県産業展示館4号館（石川県金沢市袋畠町南193）

➡ 主に2024年3月卒予定の学生
（大学3年生、
短大1年生等）

企業の担当者から直接
インターンシップ等に
ついて話を聞くチャンス
！

➡ 夏季期間
（主に8〜9月頃）
に開催されるインターンシップ等プログラムの説明を行います。
➡ 約160の企業・団体が参加予定
➡ 私服で参加OK

➡ 自家用車でお越しの場合は、
会場の駐車場をご利用ください。

Noto

参加企業は
第2部とも共通です
第1部、

駐車場は大変混み合いますので、
できる限り公共交通機関及び
無料シャトルバスをご利用ください。

第1部 12:30〜14:20（受付開始12:00〜）
第1回説明（移動10分）

13:00〜13:20

第2回説明（移動10分）

13:30〜13:50

第3回説明（移動10分）

14:00〜14:20

第4回説明

タイムスケ ジュー ル

タイムスケ ジュー ル

12:30〜12:50

第2部 15:10〜17:00（受付開始14:40〜）
15:10〜15:30

第1回説明（移動10分）

15:40〜16:00

第2回説明（移動10分）

16:10〜16:30

第3回説明（移動10分）

16:40〜17:00

第4回説明

金沢駅⇔会場の無料シャトルバスを運行します！
乗車場所

時刻表
時刻

金沢駅発→会場行き（往路） 会場発→金沢駅行き（復路）

11

30,40,50

12

00,10,20,30,45

13

00,10

55

14

10,20,30,40,50

05,30,35,40,50

15

00,10,25,40,50

16

35,45

17

10,15,20,30

ふるさと石川就職学生カード
（ISica）
のポイントを進呈！！

新型コロナウイルス感染症対策について

マスク着用

Kaga

土

北陸最大級の
インターンシップ
関連イベント！！

12:30〜17:00

第1部

12:30〜14:20（受付開始12:00〜）

第2部

15:10〜17:00（受付開始14:40〜）

石川県産業展示館4号館

連携方法について

手指消毒

検

ＷＥＢマッチング企画

（石川県金沢市袋畠町南193）
温

接触確認アプリ
COCOA

申込期間➡5 / 7（土）〜5 / 16（月）

➡ 主に2024年3月卒予定の学生
（大学3年生、
短大1年生等）

参加企業・団体 ➡ 約160の企業・団体が参加予定

インターンシップへの参加を希望する学生と
企業とのマッチングをＷＥＢ上にて行います！
（マッチングは1社のみ）

金沢駅⇔会場の無料シャトルバスを運行します！
本企画に参加する企業
の多くは、
「いしかわインターン
シップフェス2022」
にも
出展予定！ぜひ、
どちらも参加してみよう
！

インターンシップへの参加を希望する学生と
企業とのマッチングをＷＥＢ上にて行います！

5 7
対 象

❶ マスク
（不織布マスクを推奨）
を必ず着用してご参加ください。
❷ 当日は、
受付での検温と手指の消毒にご協力ください。
❸ 当日、
発熱や風邪等の症状がある場合は、
参加をお控えください。
❹ 新型コロナウイルス接触確認アプリ
（略称:COCOA）
のインストールにご協力ください。

ＷＥＢマッチング企画

Kanazawa

※当日の混雑状況によっては、
入場制限を行う場合がございます。
※参加企業は第１部、
第２部とも共通です。

ISica
（イシカ）
とは、
石川県が発行する買い物でも就活でも使える便利な電子マネーカード
のことです。
WAONカードをベースにしているため、
ポイントで日々の買い物ができます。

※ISicaをお持ちでない方は、
「いしかわ就活スマートナビ」
から交付申請いただけます。
アプリにISica裏面に記載のFP番号をご登録ください。

料！
参加無
約 制！
事前予

申 込 期 間 ➡ 5/7
（土）
〜5/16
（月）
対
象 ➡ 主に2024年3月卒予定の学生
（大学３年生、
短大１年生等）
内
容 ➡ ＨＰ上に掲載されるインターンシッププログラム一覧を参照し、
参加を希望するプログラムについて、
ＷＥＢ上で申し込みを行い、
事務局が学生と企業をマッチングします。
（マッチングは1社のみ）
参加企業・団体 ➡ 118の企業・団体が参加予定
詳細は、
右記QRコードを参照ください

※詳細は裏面を参照ください。

スーツNG

主催：

お申込みはこちら▶▶▶

1年生から気軽に参加OK
当日は私服で参加してね！

※WEB サイトからの申込みも可能です。

（公社）
大学コンソーシアム石川、
（公財）
石川県産業創出支援機構、
（一社）
石川県経営者協会、

共催： 石川県商工会議所連合会、石川県商工会連合会、石川県中小企業団体中央会

石川県 ／

問い合わせ先:ジョブカフェ石川

TEL

076-235-4535

MAIL

internship@jobcafe-ishikawa.jp

フェスへの参加

WEBマッチング企画への参加

いしかわインターンシップフェス2022に参加しよう！
事前予約制のイベントのため、
必ず下記の申し込みを行った上でご参加ください。

1

まずは
ダウンロード

『いしかわ就活
スマートナビ』のアプリを
ダウンロードしよう！！

2

4

❶WEBマッチング企画に申込んで
インターンシップに参加しよう！

3

アプリ起動後、
会員登録ボタンを
選択して会員登録しよう！

あっ
ここ面白そう

3

6

5
イベント当日、
受付でアプリから
『My QRコード』
を
提示し入場しよう！

学生
情報
シート

企業とのWEBマッチング
を希望する場合は
『学生情報シート』
を
提出しよう！
よろしくお願いします

入力
期間

5 7

土

〜

5 16

服装や昼食、
交通手段、
事前の課題などは要チェック！

Q. 公務員志望だから民間企業のプログラムは…
A.自分の可能性を広げるためにも、業界・業種を限定せず様々な

企業のプログラムに参加しよう！企業との比較を通じて官公庁の
仕事に対する理解が深まることも。

Q. 複数社の説明を聞きたいけど、
どの企業で説明を
聞いたらよいか分かりません。
A.志望業界が決まっている場合であっても、関連業界の話を聞くなど、
業界・業種を限定せず話を聞こう！志望業界が決まっていない場合
は、
業界を比較する目的で、
興味がある業界はもちろん、
あえて興味
のない業界も聞いて視野を広げよう！また、
企業を選ぶキッカケは企
業担当者が若手であるとか、
笑顔が素敵であるなど、
何でもＯＫ！

Q. 他社のプログラムと日程が被ってしまったのですが…
A.参加できない企業には必ず自分でキャンセルする旨をお伝えくださ
い。大学等へ参加を報告している場合は、大学等にもキャンセルし
た旨を伝えよう。

登録した
メールア
ドレスと
いしかわ
就活スマ
ートナビ
マイペー
の
ジに届く
んだ♪

4

事務局

入力のPOINT！
●希望する企業は第6希望まで入力可能です。
マッチング率を高めるためにできるだけ多くの
企業を入力しよう！

フェスの出展プログラムのうち、
通常プログラム
（2日以上のプログラム）
は
WEBマッチング企画からお申し込みいただきます。
（詳しくは裏面をご覧ください）

※本企画も
『いしかわ就活スマートナビ』
への登録が必要となります。

月

※
「学生情報シート」
の提出は任意です。

Q. 企業ブースで何を聞けばいいの？
A.プログラムについて疑問に思ったことはドンドン質問しよう。

『いしかわ就活スマートナビ』
から
WEBマッチング企画へエントリー
して申込フォームのURLをGET！

フェスに参加予定の方は、
フェスへのエントリー後
に届くメールに申込フォームのURLを記載している
ため改めてエントリーする必要はありません。

申込フォームからインターンシップに
参加したい企業を回答

●自己ＰＲや希望理由等は企業の方も確認する
ので、
できるだけ具体的な内容を入力しよう！

気になる Q＆A

・本企画に参加した学生にも500
ポイントを進呈します。
・カード裏面左下の10桁のFP番号
をアプリからご登録ください。

エントリー

本企画に参加する企業の多くは、
「 いしかわイン
ターンシップフェス2022」にも出展する予定です。
プログラムの詳細を企業の方から直接聞きたい
場合には、
フェスにも参加してみよう！

アプリ起動後、
ログインボタンを
選択してログイン

エントリー後マイページから
学生情報シートをダウンロードし
必要な枚数印刷しよう！

《本企画におけるISicaについて》

エントリー

会員登録
は！
済みの方

学生情報シ
ートは当日
ご持参くださ
い！！

2

WEBマッチング企画の企業一覧
からプログラム内容を確認しよう！

いしかわインターン
シップフェス2022
申込ページから
エントリーしよう！

会員登録の際にISicaのFP番号を
登録するとイベントの参加時に自動
でポイントが付与されます。

App Store

Google Play

※お申し込みはWEBサイトからも可能です。

5/7
（土）
〜5/16
（月）

6 月初旬頃までに
マッチング結果が
送られてくるので確認しよう！

❷マッチングしたプログラムに参加しよう！マッチング後〜当日編
参加企業の
受入担当者に連絡しよう
・氏名
・大学名
を名乗り

（電話 or メール）

2

ドキドキの参加当日！

・受入日
・場所
・事前準備
を確認！！！

注意事項

企業によっては誓約書の記入を求められることがあるので要確認！

・日程などが重なり、
参加をキャンセルする場合でも受入担当者へ必ず連絡！
・参加にあたっては、
所属している大学等の就職支援窓口の指示に従いましょう。

※誓約書➡ 学生の参加に際し、
企業と交わす約束の覚書

・万が一の場合に備えて、
大学等に賠償保険の加入についても確認しよう！

大学等から日報の提出が求められている場合は忘れずに作成しよう！

※参加の報告や日報の提出を求められることがあるので要確認！！

