(公募型2020.7~)
※キャリア形成支援センターに、開催案内のあったものを掲載しています。
※参加希望者は、各企業等の案内に従って、各自手続きを行ってください。
※コロナウィルスの影響で、変更になる可能性もあります。
※詳細は各企業等のホームページを参照してください。
企業・団体名

業種

職種・プログラム内容など

実施期間・場所（都道府県）..

対象学生・学部指定

オンラインにより実施します。ご
自宅や大学からご参加くださ
2022卒・修
い。
了（修士課
2020年10月から開催します。詳
程）の方
細は，ホームーページを参照く
ださい。

84 都築電気株式会社

自己分析セミナー及び面接
情報通信業 体感セミナー（オンライン方
式）

83 WDB㈱エウレカ社

研究職って？？業界分析と
専門・技術
自己分析ができる適職探しイ
サービス業
ンターンシップです。

82 株式会社ホープ

【1DAY仕事体験】
当社の地方創生に関わる事業を知 開催日程：10月17日（土）13:00～
その他サービ
学部3年生
ると共に、新サービスを考案してもら 18:00（予定）
ス業
うプログラムです。
実施方法：オンラインにて開催
（zoomを使用する予定です）

81 株式会社えがお

午前開催 10：00～12：00 ／
日本一を目指す現場のリアルを 午後開催 13：00～15：00
特にありま
その他サー 体験！！
※オンラインにて実施いたしま せん。学部
ビス業
■マーケティング体験
すので、事前にZOOMの準備を
学年不問
■マネジメント体験
お願いいたします。

ＪＦＥプラントエンジ株式 鉱業・採石
80
業・建設業
会社

80

南州農場株式会社

理系学生
学年不問

業務体験演習（制御設計・電気
工事施工管理）、業界研究、先
輩社員との交流会など

★全てオンライン開催です。
・9月15日(火)～16日(水)・9月
17日(木)～18日(金)
・9月24日(木)～25日(金)・9月
29日(火)～30日(水)

学部３年
生・院１年
生（電気・
制御系）

応募締切

コメント

エントリー方法

こちらのサイトから
登録ください。登
録はすぐに可能で
すが，本イベント
選考準備がしっかりできる の予約受付開始
12月31日
セミナーです！
は10月2日からと
なります。
https://mypage.10
50.iweb.jpn.com/tsuz

9月25日

エントリーはこちら
https://job.mynavi
.jp/22/pc/search/
corp80443/is.html

9月17日

【1DAYsigot体験】自治体×IT
＝???／常

エントリーはこちらから
https://job.mynavi.jp/
22/pc/corpinfo/displa
yInternship/index?cor
pId=87261&optNo=Tvn
Hv

9月24日

日本一を共に目指す仲間を
待ってます！

LINEから友だち登録をお
願いいたします！！オン
ラインインターンシップ予
約受付中！！
https://user.hrprime.jp/qrcodes/1441/preview

9月18日

リクナビ2022／マイ
私服参加OK！ご自宅からお ナビ2022からエント
気軽にご参加ください。
リーをお願いしま
す。

5days(鹿屋市、肝属郡肝付町、肝
当社の生産から加工、食卓に繋
農業・林業・
食と動物に興味のある方のご 電話・メール等で受
属郡錦江町、肝属郡南大隅町)
がるまでの「食」に関わる現場を
学部学年不問 1月31日
漁業
参加をお待ちしています
付
食品加工場、食肉加工場、生産農
見学・体験することができます
場
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(公募型2020.7~)
企業・団体名

79

都築電気株式会社

株式会社
77
長谷工コーポレーション

74

対象学生・学部指定 応募締切
コメント
エントリー方法
実施期間・場所（都道府県）..
1day：8月24日(月)・9月1日(火)・9
当社マイページより
内定者座談会・・・座談会形式 月9日(水)・9月15日(火)・9月24日
お申込みください。
最新の就活事情等皆さんから
情報通信業 で、内定者インタビューを実施い (木)・9月25日(金)
学部学年不問 9月24日
https://mypage.105
の質問に内定者が答えます
たします。
0.i東京本社よりWEBで実施いたしま
web.jpn.com/tsuzuki
す。

業種

鉱業・採石業・
建設業

大和冷機工業株式会社 製造業

株式会社プライムアシス 金融・保険業
71
タンス

職種・プログラム内容など

職種：事務系総合職・・・マンションの用地取
得、企画開発、建築工事の受注営業
1day仕事体験
１．業界研究・仕事紹介 ２．グループワーク
３．社員座談会

1day：8/4～9/25（大阪） 計8回
8/26、9/17（名古屋） 計2回

設計開発職・・・業務用冷凍冷蔵 ９/１４（月）１５（火）１６（水） 三日間
大分県佐伯市・・・九州佐伯工場
庫等の設計

対象：学部学
9/24(木)
年不当

住まいと暮らしの創造企業グ
ループ

学部3年生・院
1年生
理系学部卒
業・卒業見込
の方

リクナビ2022、マイ
ナビ2022よりエント
リー

会社概要説明、面接官はココを見て
いる！、電話対応ロールプレイン
8月20日(木)、9月4日(金)
グ、先輩社員座談会＆フィードバッ
ク

リクナビ2022・マイナ
ビ2022からエント
リー

67

日本生命保険相互会社

金融・保険業

福岡地区3days：
①8月17日(月)～8月19日(水)
②8月25日(火)～8月27日(木)
ファイナンシャルプランニングコース
③8月31日(月)～9月2日(水)
④9月7日(月)～9月9日(水)他

61

日本無線株式会社

製造業

1日目:事前理解・目標設定(オンライン）
①7月26日(日)~8月1日(土)
2～6日目:職場体験(長野or川越事業所)
②9月13日(日)~9月19日(土)
7日目:振り返り(オンライン)

電気、電子、情
報、通信系専
攻

2Ｄａｙ研究職・・・研究職に必要な「技術ス

WDB㈱エウレカ社

その他サービ キル」と「社会人スキル」
１day、２daysともに７月～９月で実施
1Ｄａｙ適職探し・・研究職とは？「業界分 実施場所：東京、大阪、福岡
ス業

理系学部の学
部生、大学院
生 ／学年不問

12/31(木) ひご参加ください

58

析」と「自己分析」

57

56

マイナビ22、リクナビ22、
会社HP：
https://www.haseko.co.jp
/hc/saiyo/ よりエント
リー

様々なグループワークを通じ メール受付(連絡先は
キャリア形成支援セン
て
ターで確認)
業務を体感いただきます

HPの採用情報サイトから
交通費：規定により支給、宿泊が必要
webエントリーのうえマイ
な方にはホテルを当社にて用意
ページへログイン

研究職をあきらめたくないあなた！ぜ リクナビ2022／マイナ
ビ2022よりエントリー

株式会社鴻池組

鉱業・採石
業・建設業

総務・人事・経理・事務管理、営業等
①業界説明
②実際の部署に体験配属

～9月30日（随時募集）
九州支店（福岡市中央区大名1-1445）

学部3年生・院
1年生（学部学
科不問）

9/30(水)

交通費・宿泊に関する諸費用は原則 リクナビ2022／マイナ
弊社負担
ビ2022よりエントリー

株式会社鴻池組

鉱業・採石
業・建設業

①施工管理業務（土木・建設・設備）
②建設設計業務（意匠・構造・設備）
③土木設計、環境土木設計

～9月30日（随時募集）
①施工管理・・・九州圏を中心に居住
地・帰省先を考慮
②③設計・環境土木・・・大阪本店

学部3年生、院
1年生

9/30(水)

交通費・宿泊に関する諸費用は、弊
社負担
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リクナビ2022／マイナ
ビ2022よりエントリー

(公募型2020.7~)
企業・団体名

行政

おかやまインターンシッ
プ
マッチングフェア

業種

職種・プログラム内容など

実施期間・場所（都道府県）..

・オンラインでのインターンシップ
マッチングフェア
・参加企業約50社(予定)

対象学生・学部指定

応募締切

コメント

エントリー方法

サイトから登録
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