
職務適性診断の結果を持って集合！
シゴト発見フェスタ ：10：00～14：30（昼食休憩あり）
40種類以上の仕事のプロが集まり、直接話が聞ける

インターンシップフェア：14：30～18：00
約20社から自分に合うインターンシップ先を探そう

対象：大学1～3年生（1・2年生には特にオススメ、就活に悩む3年生も！）

短大1年生、高専4年生

7月1日(日) 場所：大分大学構内 第一大講義室

【事前登録制】
事前に職務適性診断が必要です。
キャリア支援課にお申込み下さい
（締切6月7日まで）

シゴト発見フェスタ
＆インターンシップフェア

自分を知る
↓

仕事を知る
↓

業界を知る
↓

企業を知る

就
活
の
ス
テ
ッ
プ

就活の王道を進め！今回はココ！

夏休みのインターンシップにチャレンジ！

主催：大学等による「おおいた創生」推進協議会(COC+)・大分大学
後援：大分大学生活協同組合



2018/6/15現在

シゴト

番号
職種 適合分野 詳細職種 企業名等 会場（案）

1 金融事務 大分みらい信用金庫 多目的室２

2 経理 生活協同組合コープおおいた 多目的室２

3 会計業務 イデア総研税理士法人 多目的室２

4 医療事務 大分記念病院 多目的室２

5 診療報酬審査事務 社会保険診療報酬支払基金 多目的室１

6 総務・人事 大分交通（株） 多目的室１

7 営業事務 (株)デンザイ東亜 多目的室１

8 物流・在庫管理 鶴崎海陸運輸(株) 多目的室１

9 学校事務 大分大学 多目的室１

10 法人営業 （株）大分銀行 第二大講義室

11 個人営業 大分トヨタ自動車(株) １３号教室

12 技術営業 柳井電機工業(株) １３号教室

13 窓口営業 (株)豊後企画集団 １３号教室

14 販売スタッフ 青山商事（株） １３号教室

15 医療営業 （株）アステム 第二大講義室

16
スーパーバイザー・バイ

ヤー
（株）トキハ 第二大講義室

17 ケアワーカー／介護士 (福)新友会 ２３号教室

18 ホテルスタッフ ホテル日航大分オアシスタワー ２３号教室

19 ウェディングプランナー アイ・ケイ・ケイ（株） ２３号教室

20 グランドスタッフ 大分航空ターミナル（株） ２３号教室

21 公務員 大分県
共同演習室

2－2

22 応用研究 大分デバイステクノロジー（株） ２２号教室

23 技術開発（電機系） エスティケイテクノロジー（株） ２２号教室

24 製品開発（電機系） （株）石井工作研究所 ２２号教室

25 製品開発（食品・化学） （株）ジェイエイフーズおおいた ２２号教室

26 ロボット開発 大分キヤノン（株） ２２号教室

（１）計算事務

（２）管理事務

（３）対人折衝営業・販売

サービス・福祉 （４）対人奉仕

「平成３０年度 シゴト発見フェスタ」参加企業一覧（予定）

研究・開発 （５）科学研究

事務職
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シゴト

番号
職種 適合分野 詳細職種 企業名等 会場（案）

27 建設設計 （株）大有設計 ２１号教室

28 建築施工管理 （株）佐伯建設 ２１号教室

29 設備施工管理 鬼塚電気工事(株) ２１号教室

30 機械設計 （株）京製メック ２１号教室

31 電気設計 (株)デンケン ２１号教室

32 電子回路設計
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング

（株）
２４号教室

33 生産管理・品質管理 大分ガス(株) ２４号教室

34
生産・製造機器運用・メ

ンテナンス
三和酒類(株) ２４号教室

35 生産技術 （株）エリア ２４号教室

36 船舶設計 （株）三浦造船所 ２４号教室

37 環境コンサルタント タナベ環境工学（株） ２４号教室

38 システムエンジニア (株)オーイーシー ２５号教室

39 プログラマー (株)地域科学研究所 ２５号教室

40 ＩＴコンサルタント フューチャーインスペース（株） ２６号教室

41 Webデザイナー イジゲン（株） ２６号教室

42
市場調査・マーケティン

グ
(株)オーシー ２7号教室

43 商品企画 （株）菊屋 ２7号教室

44 販売促進 (株)ＪＲ大分シティ ２８号教室

45 経営コンサルタント イデア総研コンサルティング（株） ２８号教室

46 事業開発 九州旅客鉄道（株） ２７号教室

47 宣伝・広報 三和酒類(株) ３２号教室

48 グラフィックデザイナー （株）大宣 ３１号教室

49 クリエイター （株）高山活版社 ３１号教室

50 記者 大分合同新聞社 ３１号教室

51 編集 おおいたインフォメーションハウス（株） ３１号教室

52 番組制作 （株）テレビ大分 ３２号教室

53 移動店舗販売スタッフ 生活協同組合コープおおいた ４１号教室

54 アナウンサー （株）大分放送 ４１号教室

55 警察官 大分県警察本部 ４２号教室

56 イベント運営 大分合同新聞社 ４２号教室

（１４）身体活動

（１５）演技演出

（１６）自然対象

工業技術
（６）工業技術

（７）操作技術

クリエイティブ

（１１）創作美芸

（１２）広告宣伝

（１３）編集出版

身体活動および演

技演出

情報技術
（８）情報技術

分析・企画
（９）調査分析

(10)企画立案系
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2018/6/15現在

職種 № 企業名等 インターンシップフェア会場

1 (株)オーシー ２7号教室

2 イデア総研コンサルティング（株） ２８号教室

3 大分トヨタ自動車(株) １３号教室

4 柳井電機工業(株) １３号教室

5 (株)豊後企画集団 １３号教室

6 青山商事（株） １３号教室

7 （株）トキハ 第二大講義室

8 (福)新友会 ２３号教室

9 アイ・ケイ・ケイ（株） ２３号教室

10 大分航空ターミナル（株） ２３号教室

11 大分デバイステクノロジー（株） ２２号教室

12 （株）石井工作研究所 ２２号教室

13 大分キヤノン（株） ２２号教室

14 （株）大有設計 ２１号教室

15 （株）佐伯建設 ２１号教室

16 鬼塚電気工事(株) ２１号教室

17 （株）京製メック ２１号教室

18 三和酒類(株) ２４号教室

19 （株）エリア ２４号教室

20 タナベ環境工学（株） ２４号教室

21 大分交通（株） 多目的室１

22 (株)地域科学研究所 ２５号教室

23 (株)デンケン ２１号教室

24 大分合同新聞社 ３１号教室

25 おおいたインフォメーションハウス（株） ３１号教室

26 （株）テレビ大分 ３２号教室

27 生活協同組合コープおおいた ４１号教室

28 （株）大分放送 ４１号教室

自治体 29 大分市 多目的室２

「平成３０年度 インターンシップフェア」参加企業一覧（予定）

サービス・福祉

クリエイティブ

身体活動

および演技演出

営業・販売

研究・開発

工業技術

情報技術

事務職

分析・企画
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