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課名 
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担当 

 

雇用対策班   

守田・梶谷 

内線 5222・5221 

直通 086-226-7391 

 

「企業魅力大発見！おかやまＷｅｂ交流会」を開催します！ 

 

 県内外の学生の県内就職を促進するため、今後、就活を予定している学生を対象に、

県内企業の臨場感あふれる現場を実況中継でお届けするとともに、参加企業の若手社

員とも交流できる「企業魅力大発見！おかやまＷｅｂ交流会」を次のとおり開催し

ますので、お知らせします。 

 なお、今年度も学生たちが作った岡山の就活ポータルサイト「就活ＴＶ」と引き

続きコラボするとともに、メインスタジオにも参加できるイベントとなっています。 

 また、コースによっては、元ＡＫＢ４８の人見
ひ と み

古都音
こ と ね

さんがスペシャルゲストと

してサプライズ参加します。 

 

記 

 

１ 開催日時 令和４年８月１９日（金）～９月６日（火）のうち８日間 

 

２ 開催方法 オンライン（Ｚｏｏｍを使用）※スタジオ参加も可能 

 

３ 参加企業 ２４社 ※詳細は別添のチラシを参照 

 

４ 定  員 ８コース各３０名（Ｗｅｂ参加２０名、スタジオ参加１０名） 

 

５ 主  催 岡山県（岡山県中小企業団体中央会に委託して実施） 

 

６ 参加対象 2024 年 3月以降に卒業予定の県内外の大学、短期大学、専門学校の学生 

 

７ 参 加 費 無料 

 

８ 申し込み ポータルサイトを通じて申込み（６月２１日から募集開始） 

 

       ＵＲＬ https://shukatsutv.com/okymweb/ 

 

９ 申込〆切 各コース実施日の３日前まで（定員になり次第、受付終了）  

 

10  問合せ先 岡山県中小企業団体中央会 企業人材支援課 片山(086-224-2245) 

 

本件は、県政記者クラブ及び経済金融記者クラブに同時にお知らせしています。 



コースによっては

スペシャルゲストの

参加あり！♪

元AKB48
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人見 古都音さん

岡山県出身、21歳。

ね
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運営・お問い合わせ先 岡山県中小企業団体中央会 企業人材支援課
〒700-0817 岡山県岡山市北区弓之町4番 19-202号  ●受付時間/8:30～17：00（土・日・祝  除く） 担当/片山・中山

086-224-2245 TEL 086-232-4145 FAX teichaku@okachu.or.jpE-mail

パソコンの場合はこちらのオフィシャルサイトから
h t t p s : / / z o o m . u s /

Zoomのインストールはコチラから

岡山を牽引する企業をオンラインで巡ろう!!

キミの未来は、ここから始まる！キミの未来は、ここから始まる！

応募締め切り 各コース実施日の3日前まで。※定員になり次第、受付を終了させていただきます。
※参加企業について詳しくは裏面をご覧ください。

実施期間　令和4年8月19日（金）～9月6日（火）
司会者▶多賀公人さん

元KSBアナウンサー。キャリア・

コンサルタント。テレビ・ラジオ、

新聞のコラムニストとしても活躍

中。2007年の流行語大賞「ハニ

カミ王子」の名付け親。今回は現

役大学生たちと、就活生に役立

つ情報、魅力を各参加企業から

引き出すお手伝いをします。

8つのコースから気になる企業のコースを自由に選択（複数コース可）
  参加対象　岡山県内外の大学・短大・専門学校の学生（2024年3月以降卒業予定）

  定　　員　各コースともWeb20名、スタジオ10名

〈主催〉　　　岡山県 

Zoomを使ったWeb交流会です。

就活TVは学生たちが作った、岡山の就活ポータ

ルサイト。岡山大学、岡山理科大学など、多くの大

学の学生が参加している。大学の垣根を超えて、

学生たちが主体となり制作運営を行なっている。

岡山県内の大学のキャリアセンターや、キャリアコ

ンサルタント、弁護士らがサポートしている。就活

に関する多くの方々の経験や考えをサイトに集約

して、目指しているのは日本初！「就活の赤本」で

す。今回も昨年に引き続き「就活TV」とコラボで

Web交流会を実施します。企業の説明から始ま

り、企業間のクロストークあり、フリートー

クあり！盛りだくさんの内容になって

います。お気楽にご参加ください。

就活TVコラボ

就活TV.com
https://shukatsutv.com

参加確定メールを応募の数日以内にお送りします。

▼イベントの詳細はコチラから！

就活TV夏休み企画Web交流会

https://shukatsutv.com/okymweb/

お申込みは
コチラから

▶▶▶

お申し込みサイト

※当日のスケジュールは裏面をご確認ください。

①就活TVコース

8.19金

・㈱カイタック
　　ホールディングス　
・㈱中国銀行　
・㈱フジワラ
　　テクノアート

14：00～16：00

②ももっちコース

8.23火

・岡山市農業
　協同組合　
・セリオ㈱　
・ダイヤ工業㈱ 

14：00～16：00

③うらっちコース

8.25木

・㈱天満屋　　
・日本植生㈱
・㈱ビザビ

14：00～16：00

④さるっちコース

8.26金

・菅公学生服㈱　
・㈱ティ・シー・シー　
・モリマシナリー㈱

14：00～16：00

⑤きじっちコース

8.30火

・㈱岡山村田製作所　
・ナカシマプロペラ㈱　
・㈱両備システムズ

14：00～16：00

⑦きらおかコース

9.2金

・おかやま信用金庫　
・㈱まつもと
　コーポレーション　
・ライフデザイン・
　カバヤ㈱

14：00～16：00

⑧みんなのおかやま
　　　犬コース

9.6火

・オージー技研（株）　
・㈱ププレひまわり　
・両備
　ホールディングス㈱　

14：00～16：00

⑥いぬっちコース

9.1木

・㈱創心會　
・ダブルツリー
　　グループ　
・㈱トマト銀行

14：00～16：00

工学系

岡山県
主催で
安心！

聞いてみよう！はたらく先輩！ 就活サポーターに聞いてみよう！

お手軽！おうちで、バッチリ企業体験！ 一足お先にシューカツ準備！

実況中継

メインスタジオ
スタジオにもご参加
いただけます（各コース10名）。

新型コロナウイルス感染症対策への協力のお願い
メインスタジオでの参加にあたっては、できる限り「3回目のワクチン接種を済ませる」または「検査で陰性を確認する」ようお願いい
たします。（安心してご参加いただくため、参加されるみなさまの自主的なお取り組みとしてご検討・ご協力をお願いいたします。）

企業魅力大発見！ おかやまWeb交流会 参加
無料

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYVPenKl0GNq3ol_4zDcKB_567joxoybka90DoOUbbtGP2-g/closedform
https://apps.apple.com/jp/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings


企業魅力大発見！　おかやまWeb交流会　当日の流れ

㈱フジワラテクノアート㈱カイタックホールディングス ㈱中国銀行

Zoomは開始30分前より

OPEN

ZoomURLは事前にメー

ルにてお知らせします。

Zoom へ集合 ▶

交流会開始・Zoomの

説明（Q＆A等）

当日のスケジュール

紹介等（5分）

オリエンテーション ▶

参加企業ホームページを確認（下記のQRコードからご覧ください。）

①就活TV
　コース

8.19金
14：00～16：00

14：00～16：00

14：00～16：00

14：00～16：00

14：00～16：00

14：00～16：00

14：00～16：00

②ももっち
　コース

8.23火

③うらっち
　コース

8.25木

④さるっち
　コース

8.26金

⑤きじっち
　コース

8.30火

⑥いぬっち
　コース

9.1木

⑦きらおか
　コース

9.2金

⑧みんなの
　おかやま犬コース

9.6火

ダイヤ工業㈱ 岡山市農業協同組合 セリオ㈱ 

日本植生㈱㈱天満屋 ㈱ビザビ

モリマシナリー㈱菅公学生服㈱ ㈱ティ・シー・シー

㈱両備システムズ㈱岡山村田製作所 ナカシマプロペラ㈱

㈱トマト銀行㈱創心會 ダブルツリーグループ

ライフデザイン・カバヤ㈱おかやま信用金庫 ㈱まつもとコーポレーション

㈱ププレひまわりオージー技研（株） 両備ホールディングス㈱

【重要】　弊会より「企業魅力大発見！おかやま Web 交流会」入室の URL 等を配信させていただきますが、セキュリティー設

定や迷惑メール等で、メールが正しく届かないことがあります。誠にお手数をおかけしますが、下記のドメインのメー

ルを受信できますように、迷惑メール設定から削除、もしくは受信設定をお願いします。

＠okachu.or.jp

就活サポーターを
チェック

14：00～16：00

会社概要や先輩社員の
活躍、アドバイスなど。
各社（全社ではありませ
ん）にカメラを入れ現場
を実況中継します。

（1社あたり25分程度）

プレゼンテーション＆実況中継 ▶

参加学生からの質問に
対して、各社のプレゼン
テーター、ファシリテー
ター・アシスタント、参加
学生がクロストークを実
施。（20分）

クロストーク ▶

Q&Aフォームにきた質問

も含め、参加学生からの

質問に各社パネリストが

回答（15分）

質疑応答 ▶

交流会閉会

アンケート記入等の

アナウンス（5分）

最後のメッセージ

7月21日（木 ）
サポーターページ公開予定

▼

おかやま就活サポーター  をクリック

▼

「おかやま就活サポーター制度」の

説明を読もう。

▼

気になる就活サポーターをクリック

▼

企業の検索画面から

就活サポーターのいる企業を

絞り込むこともできます。
※全社に就活サポーターが所属しているとは限りません。

HPより

こちらをクリック

就活サポーターの体験談・

アドバイスを見てみよう!

企業情報から
「おかやま就職サポーター」を

検索の流れ

https://www.kirari-okayama.jp/

※企業名は五十音順

所要時間120分

若手社員

学校別でも
探せる！

岡山県が
委嘱

https://www.caitac.co.jp
https://www.chugin.co.jp
https://www.fujiwara-jp.com
https://www.ja-okayama.or.jp/
http://www.serio.inc
http://www.daiyak.co.jp
https://www.tenmaya.co.jp
https://www.nihon-shokusei.co.jp
https://www.vis-a-vis.co.jp/
https://kanko-gakuseifuku.co.jp/
https://www.tcc.works/
https://mori-machinery.com
https://corporate.murata.com/ja-jp/group/okayamamurata
https://www.nakashima.co.jp/
https://www.ryobi.co.jp/
https://www.soushinkai.com/
https://d-tree.jp/
http://www.tomatobank.co.jp/
http://www.shinkin.co.jp/okayama/
https://www.matsu-co.com
https://lifedesign-kabaya.co.jp/
https://www.og-wellness.jp/
https://himawarinews.com/
https://ryobi.gr.jp/
https://www.kirari-okayama.jp/

