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６月１５日（土）10：00～17：00 （教養教育棟 第一大講義室ほか）

シゴト発見フェスタ＆インターンシップフェア開催🎵
対象 学部１～３年生（１～２年生には特にお勧め、就活に悩む３年生にも！）

自分を知る、仕事を知る「シゴト発見フェスタ＆インターンシップフェア」を開催します。
先生方の授業やゼミでＰＲおよび学生の参加をお薦め願います。

第２部 インターンシップフェア

就職目的ではなく、「仕事を知ること」を目的として、３
日以上の夏季インターンシップを県内の有力企業の協力の
もと紹介します。

事前に受診した「職業適性検査」の診断結果に
基づき、県内企業等から仕事の内容や、その仕
事のやりがい等について教わります。

注第１部 シゴト発見フェスタ

開始 終了 事 項 場 所

14:20 14:40 学生向けガイダンス 第一大講義室

14:50 15:20 ブース説明会１回目

各会場
15:30 16:00 ブース説明会２回目

16:10 16:40 ブース説明会３回目

16:40 17:00 フリータイム（質疑応答）

タイムテーブル

開始 終了 事 項 場 所

9:30 受付開始
第一大講義室

10:00 10:30 学生向けガイダンス

10:40 11:10 シゴト説明会1回目

各会場

11:20 11:50 シゴト説明会2回目

11:50 12:50 昼食休憩

12:50 13:20 シゴト説明会3回目

13:30 14:00 シゴト説明会4回目
【インターンシップ説明 職種カテゴリー】

営業・販売
大分トヨタ自動車、トキハ、富士甚醤油、
豊後企画集団、柳井電機工業

ｻｰﾋﾞｽ・福祉 大分航空ターミナル、大分市役所、新友会、ナガヨシ、博愛会

研究・開発
エスティケイテクノロジー、大分デバイステクノロジー、京製
メック

工業技術
エリア、大分キャノン、佐伯建設、三和酒類、
住理工九州、大有設計、東栄工業所、
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング

情報技術 大分交通、オーイーシー、古城、デンケン

調査分析・企画
イデア総研コンサルティング、オーシー、
地域科学研究所

クリエイティブ 大分合同新聞社、大分放送

タイムテーブル
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工業技術

建設設計 (株)大有設計

建築施工管理 (株)佐伯建設

設備施工管理 河野電気(株)

機械設計 (株)京製メック

電気設計 (株)デンケン

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)

生産管理・品質管
理

大分ガス(株)

生産・製造機器運
用・メンテナンス

三和酒類(株)

生産技術 (株)エリア

情報技術

システムエンジニ
ア

(株)地域科学研究
所

プログラマー (株)オーイーシー

ネットワークエン
ジニア

(株)古城

ＩＴコンサルタン
ト

フューチャーイン
スペース(株)

WEBデザイナー
イジゲン BUILD(
株)

調査分
析・企画

市場調査・マーケ
ティング

(株)オーシー

事業開発 九州旅客鉄道(株)

販売促進
(株 )ＪＲ大分シ
ティ

経営コンサルタン
ト

イデア総研コンサ
ルティング(株)

クリエイ
ティブ

広報 三和酒類(株)

クリエイター (株)高山活版社

記者 大分合同新聞社

編集
おおいたインフォ
メーションハウス
(株)

身体活動
および演
技演出

イベント運営 大分合同新聞社

警察官 大分県警察本部

消防官 大分市消防局

自衛官 自衛隊

事務職

金融事務 大分みらい信用金庫

経理
生活協同組合コープお
おいた

融資・資産運
用

(株)大分銀行

会計業務 イデア総研税理士法人

医療事務 大分記念病院

総務・人事 大分交通(株)

営業事務 (株)デンザイ東亜

物流・在庫管
理

鶴崎海陸運輸(株)

購買・調達 (株)住理工九州

営業・
販売

法人営業 大分みらい信用金庫

医療営業 (株)アステム

技術営業 柳井電機工業(株)

個人営業 大分トヨタ自動車(株)

窓口営業 (株)豊後企画集団

ルートセール
ス

富士甚醬油(株)

バイヤー (株)トキハ

サービス・
福祉

ケアワーカー
／介護士

(福)新友会

障がい者就労
支援

(福)博愛会

福祉用具アド
バイザー

(株)ナガヨシ

ホテルスタッフ
ホテル日航大分 オアシ
スタワー

ウェディングプ
ランナー

アイ・ケイ・ケイ(株)

グランドスタッ
フ

大分航空ターミナル(株)

公務員（広域
行政）

大分県庁

公務員（市民
サービス）

大分市役所

研究・開
発

応用研究
大分デバイステクノロ
ジー(株)

技術開発（電
機系）

エスティケイテクノロジー
(株)

製品開発（電
機系）

(株)石井工作研究所

製品開発（食
品系）

(株)ジェイエイフーズお
おいた

自動化技術 大分キヤノン(株)

【シゴト説明 職種カテゴリー】

昨年のフェアの様子

たくさんの学生さん
の参加をお待ちして
います！

【プラス丸】



平成30年度「おおいた共創士」認証書授与式を学長室で執り行いました

植田さん澤谷さん北野学長遠山さん長野さん藤木さん

越智理事 西園理事

2019/4/22

当日、ＣＯＣ＋推進機構の和田コーディネーターか
ら、大分県内の企業・自治体の様々な情報、協働機関
からの就職優遇内容、「おおいた共創士」の認定方法
等について説明があり、3日間で72名の学生が参加し
ました。終了後には22名の登録申し込みがあり、前年
度の申し込みと合わせると71名となりました。なお、
申し込みは随時、教育支援課で受け付けています。

大学等による 「おおいた創生」推進協議会事務局 大分大学ＣＯＣ+推進機構

ＴＥＬ：097-554-7913・7980 E-mail : cocsuishin@oita-u.ac.jp ＦＡＸ：097-554-6177

「オールおおいたで創る『地方創生』ポータル」＜http://bundaicoc.org/＞

【プラス丸】

【おおいた共創士対応科目：授業概要】

（１）高度化教養科目①（１科目２単位 教養科目）
・地域ブランディング（前期集中：夏休み）
・地域ブランディング（後期集中：10月～12月、水曜４・５限
予定）
行政や企業から提示されたテーマに対して自分たちでその解

決方法を探っていく授業です。情報をどう整理し分析し課題解
決に持っていくのかをグループで検討し、最終日には行政や企
業担当者、地域住 民に自分たちの考えをプレゼンします。課
題解決能力だけでなく、社会人として必要なチームビルディン
グ能力やプレゼン能力が身に付きます。さらに企業・自治体の
担当者から、個人ごとに強みや弱みについてアドバイスをもら
えます。
受講条件：「大分を創る科目」（基盤教養）
＜方法１＞「汎用力」科目と「企業力」科目の

２科目４単位以上の履修
＜方法２＞「汎用力」科目と「地域力」科目の

２科目４単位以上の履修
※シラバス・Moodleの科目一覧を参照してください

（２）協働開発科目（1科目2単位：単位互換科目）
・大分の地域ブランド創造体験（後期集中：２~３月、１泊２
日×２回合宿型）
農村漁村や中山間地域における特産品の６次産業とそのブラ

ンド化は、持続可能で活力ある大分県を実現する上で不可欠で
す。本事業では、こうした問題を解決し、「地方創生」できる
人材を育成する足掛かりとして、地域ブランドを掘り起こすた
めの力と企画力の育成が目的です。
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受講にあたってのお勧め：「ジェネリックスキル養成Ⅰ」
「ジェネリックスキル養成Ⅱ」「大分の地域資源」「初年次地
域キャリアデザインワークョップ」いずれかの事前の履修が望
ましい

（３）地域創生教育科目（1科目2単位 専門科目）
・実践経営分析論Ⅰ（前期：夏休み 経済学部専門科目）
「ＪＲ大分シティ」と連携して、チャレンジョップを自分自

身で企画、開店します。
店舗を開設するにあたって、企画・マーケティング・仕入

れ・販売・決算・分析など経営に必要なスキルを学びます。将
来に起業を考えている人にはうってつけの授業です。
受講要件：経済学部２年生以上、その他学部も、２年生以上

でも受講可能
詳細の授業説明会➡６月に実施予定
具体的日程は、COC+推進機構よりメールでお知らせします

・中級セミナーⅡ（後期：石井まこと教授クラス経済学部専門
科目）
敷戸の子ども食堂「すみれ学級」と連携して実施します。
こちらの食堂は食事の提供だけでなく学習指導があることが

特色ですが、よりよい食堂運営のプログラム開発を目指します。
この授業を通じて、地域の社会課題に気づき、関心を深め、

課題解決のプロセスを学びます。
受講要件：経済学部２年生以上、その他学部も２年生以上
詳細の授業説明会➡７月に実施予定です。必ず参加してくだ

さい。
具体的日程は、COC+推進機構よりメールでお知らせします。
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2019年「おおいた共創士」認証制度の説明会を実施しました


