
2021年春卒向け　学内イベント一覧 更新日 6/17/2019

大学名 イベント名 会場 具体的な日程 期間
社数
（予定） 開催元 金額(税抜) 申込ページ 申込〆切

長崎県立大学 OB/OG交流会 長崎県立大学
佐世保校 5月22日(水) 1日間 5～6社 長崎県立大学主催

㈱ユニバースクリエイト協力 無料
https://second-campus.

net/survey/nagasakikenritsu
_20190522

5月8日(水)

山口大学 夏のインターシップ
合同説明会

山口大学
吉田キャンパス 6月3日(月)～6月7日(金) 5日間 各日15社 山口大学主催

㈱ユニバースクリエイト協力 (38,000)
https://second-campus.

net/survey/yamaguchi20190
6

4月26日(金)

大阪大学 インターンシップフェア 大阪大学内 6月10日(月)・6月11日(火) 2日間 各日20社 大阪大学主催
㈱ユニバースクリエイト協力 (100,000) https://second-campus.

net/survey/oosaka_201906 4月26日(金)

鹿児島大学 インターンシップ
学内合同企業説明会

鹿児島大学
学習交流プラザ 6月12日(水) 1日間 全40社 鹿児島大学主催

㈱ユニバースクリエイト協力 (36,500)
https://second-campus.

net/survey/event_form_kago
shima6

4月19日(金)

高知大学
（物部） インターンシップ合同説明会 高知大学

物部キャンパス 6月18日(火) 1日間 15社 高知大学主催
㈱ユニバースクリエイト協力

30,000
※午前午後

両方参加でも同一金額

https://second-campus.
net/survey/kouchi_university

2020-06monobe
4月26日(金)

高知大学
(朝倉) インターンシップ合同説明会 高知大学

朝倉キャンパス 6月19日(水)・20日(木) 2日間 全30社
(各日15社)

高知大学主催
㈱ユニバースクリエイト協力

32,000
※午前午後

両方参加でも同一金額

https://second-campus.
net/survey/kouchi_university

2020-06
4月26日(金)

大阪府立大学 夏のインターンシップセミナー 大阪府立大学
中百舌鳥キャンパス 6月24日(月)・25日(火) 2日間 全40社

(各日20社)
大阪府立大学主催

㈱ユニバースクリエイト協力 (68,000)
https://second-campus.

net/survey/osakafuritu_2019
06

4月26日(金)

福島大学 業界研究セミナー 福島大学
大学会館 6月26日(水) 1日間 30社 福島大学主催

㈱ユニバースクリエイト協力 (46,000)
https://second-campus.

net/survey/fukushima20210
6

4月24日(水)

下記イベントの開催が決定しました。詳細は随時更新致します。日程をご確認頂き、ぜひ参加のご検討をお願い致します。

広島大学 インターンシップ
業界研究セミナー(仮)

広島大学
学生プラザ1階 12月14日(土) 1日間 60社 広島大学主催

㈱ユニバースクリエイト協力 未定

香川大学 インターンシップ
業界研究セミナー(仮)

香川大学
オリーブスクエア 12月7日(土) 1日間 60社 香川大学主催

㈱ユニバースクリエイト協力 未定

山口大学
(吉田) 業界研究セミナー(仮) 山口大学

吉田キャンパス
11月28日(木)・29日(金)
12月2日(月)・3日(火) 4日間 全60社

(各日15社)
山口大学主催

㈱ユニバースクリエイト協力 未定
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山口大学
(吉田) 業界研究セミナー(仮) 山口大学

吉田キャンパス
1月31日(金)

2月3日(月)・4日(火)・5日(水) 4日間 全60社
(各日15社)

山口大学主催
㈱ユニバースクリエイト協力 未定

山口大学
(常盤) 業界研究セミナー(仮) 山口大学

常盤キャンパス　D棟 1月11日(土) 1日間 80社 山口大学主催
㈱ユニバースクリエイト協力 未定

山口大学
(常盤) 業界研究セミナー(仮) 山口大学

常盤キャンパス　D棟 3月3日(火) 1日間 80社 山口大学主催
㈱ユニバースクリエイト協力 未定

高知大学 業界研究セミナー(仮) 高知大学
朝倉キャンパス　食堂 2月7日(金)または2月8日(土) 1日間 40社 高知大学主催

㈱ユニバースクリエイト協力 未定

高知大学 合同企業説明会(仮) 高知大学
朝倉キャンパス　食堂 3月2日(月) 1日間 30社 高知大学主催

㈱ユニバースクリエイト協力 未定

島根大学 業界研究セミナー（仮） 島根大学
松江キャンパス

11月13日(水)、
20日(水)、27日(水） 3日間 各25社 島根大学主催

㈱ユニバースクリエイト協力 未定

福島大学 業界研究セミナー（仮） 福島大学
大学会館 1月22日(水) 1日間 30社 福島大学主催

㈱ユニバースクリエイト協力 未定

神戸市外国語大学 座談会 神戸市外国語大学
学内 12月8日(水) 1日間 6社 神戸市外国語大学主催

㈱ユニバースクリエイト協力 未定

神戸市外国語大学 座談会 神戸市外国語大学
学内 12月25日(水) 1日間 6社 神戸市外国語大学主催

㈱ユニバースクリエイト協力 未定

神戸市外国語大学 座談会 神戸市外国語大学
学内 1月8日(水) 1日間 6社 神戸市外国語大学主催

㈱ユニバースクリエイト協力 未定

神戸市外国語大学 合同業界研究会 神戸市外国語大学
学内 1月15日(水) 1日間 10社 神戸市外国語大学主催

㈱ユニバースクリエイト協力 未定


