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はじめに 
 

   関西広域連合では、「関西広域産業ビジョン２０１１」を策定し、関西産業が国際

競争力を強化し、国内外から認知される広域経済圏を形成するために、目指すべき

将来像と当面取り組むべき４つの戦略を掲げています。 

   戦略のひとつである「企業の競争力を支える高度産業人材の確保・育成」では、

アジア等海外市場への展開を担う高度なコミュニケーション能力を備えた人材や、

イノベーション創出環境向上の観点からの理工系人材の確保・育成を目指しており、

平成 25年度に関西広域連合と産業界、関西地域に存する大学コンソーシアム・大学

等関係機関等で構成する「高度産業人材に関する関西広域産学官連携会議」を設置

し、人材育成効果が高いとされているインターンシップに焦点を当て、インターン

シップの量的拡大と質的向上に取り組んでいます。 
 

   この事例集は、こうした取組の一環として、関西広域連合域内企業等において実

施された課題解決型インターンシップ事例からモデルとなるものを抜粋したもので、

インターンシップの受入に関心がおありの企業等の皆様にご活用いただきたいとの

思いからとりまとめました。 
 

   今後、関西広域連合域内の企業等の皆様とインターンシップ参加学生双方のメリ

ットとなり、より質の高いインターンシップが行われることで、関西の高度産業人

材の確保・育成の取組が促進されることを願っております。 

 

 

＜各事例の分類について＞ 

    各事例は、課題の性質により、以下の４つの項目に分類しています。 

 

○ 事業・商品の企画・・・・・・・・事例Ｎｏ. １～２０ 

○ 販路開拓・販売促進・・・・・・・事例Ｎｏ.２１～２６ 

○ 事業・業務の改善・・・・・・・・事例Ｎｏ.２７～３７ 

○ 製品・技術の評価や改善・・・・・事例Ｎｏ.３８～４２ 

 

  



 
 

事例分類一覧表（課題の性質による分類） 

【事業・商品の企画】 

事例№ 
(頁数) 

事例タイトル 受入れ企業・団体 参加学生 期間 
１ 

(p5) 

中小企業求人紹介動画の
作成 

合同会社傍楽（はたらく） 
・所在地  滋賀県東近江市 
・従業員数 役員のみ 5名 
・資本金  30万円 

滋賀大学 経済学部 ２回生（男
性・女性 各１名） 

１６日間 

２ 

(p7) 

学生向け企業紹介冊子作
成のための取材の実施 

立命館大学 
・所在地  滋賀県草津市 
・従業員数 3,348名 
 

立命館大学 経営学部 ４回生、
３回生、３回生  
政策科学部３回生 
計４名（男性１名、女性３名） 

６箇月間 

３ 

(p9) 

新事業の立ち上げと既存
事業の新規顧客の開拓 

有限会社アサヒプロテクトニ
ーズ 
・所在地  大阪府大阪市 
・従業員数 28名 
・資本金  300万円 

大谷大学 文学部 ３回生（男性） ３箇月間 

４ 

(p11) 

複数の中小企業支援事業
の体験 
 

株式会社シーズクリエイト 
・所在地  大阪府八尾市 
・従業員数 約 150名 
・資本金  7,000万円 

追手門学院大学 心理学部 ３回
生（女性） 

３０日間 

５ 

(p13) 

大学の講座の導入部分の
企画 
 

株式会社ワークアカデミー 
・所在地  大阪府大阪市 
・従業員数 86名 
・資本金  9,000万円 

大阪商業大学 総合経営学部 ３
回生（女性） 
 

５日間 
 

６ 

(p15) 

先進的農業生産法人の新
たなビジネスチャンス創
造 

有限会社柑香園（観音山フル
ーツガーデン） 
・所在地  和歌山県紀の川

市 
・従業員数 20名 
・資本金  1,000万円 

和歌山大学 経済学部 ３回生
（男性） 

１２日間 

７ 

(p17) 

地域のニーズと魅力を生
かした旅行商品の開発 

株式会社徳バス観光サービス 
・所在地    徳島県徳島市 
・従業員数 50名 
・資本金    1億円 

四国大学 文学部 ３回生（女性） ５日間 

８ 

(p19) 

地域の特性、企業の個性
を生かした商品の開
発・製作 

株式会社ハレルヤ 
・所在地  徳島県板野郡松

茂町 
・従業員数 33名 
・資本金  3,000万円 

四国大学 生活科学部 ３回生
（女性） 

５日間 

９ 

(p21) 

シニア向け情報誌の作
成 

株式会社ユメコム 
・所在地  京都府京都市 
・従業員数 5名 
・資本金  2,400万円 

立命館大学 文学部 ２回生（女
性） 

６箇月間 

１０ 

(p23) 

企業のイメージアップ
につながる社会貢献事
業 

株式会社インサイトハウス 
・所在地  京都府京都市 
・従業員数 10名 
・資本金  7,366万円 

京都府立大学 生命環境学部 ３
回生（男性） 

１０日間 

１１ 

(p25) 

大学生向け情報誌の作
成、企業と大学生との交
流会イベントの運営 

株式会社インテリジェンスオ
フィス 
・所在地  京都府京都市 
・従業員数 71名 
・資本金  1,000万円 

龍谷大学 社会学部 ３回生（女
性） 

６箇月間 

１２ 

(p27) 

コンペに応募する店舗デ
ザインの作成 
 

株式会社ピクデザイン事務所 
・所在地  大阪府大阪市 
・従業員数 4名 
・資本金  1,000万円 

大阪市立大学 ３回生（女性） １箇月間 
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１３ 

(p29) 

弁当販売における営業戦
略の企画やマーケティン
グ、メニュー開発 

株式会社ミレニアムダイニン
グ 
・所在地  兵庫県神戸市 
・従業員数 22名 
・資本金  1,500万円 

神戸松陰女子学院大学 人間科
学部 ３回生（女性） 

８日間 

１４ 

(p31) 

 

大学生向けフリーペーパ
ーの発行、企業と大学生
との交流会イベントの開
催 

株式会社インテリジェンスオ
フィス 
・所在地  京都府京都市 
・従業員数 88名 
・資本金  1,000万円 

龍谷大学 社会学部 ２回生（女
性） 

６箇月間 

１５ 

(p33) 

輸出貨物梱包用パッケー
ジ商品の新規開発 
 

ワコン株式会社 
・所在地  和歌山県紀の川

市 
・従業員数 76名 
・資本金  1,000万円 

和歌山大学大学院 システム工
学研究科 １回生（女性） 

１０日間 

１６ 

(p35) 

不良解析ソフトウェアの
開発 

太洋工業株式会社 
・所在地  和歌山県和歌山   
      市 
・従業員数 250名 
・資本金  7 億 9,325 万 5

千円 

和歌山大学大学院 システム工
学研究科 １回生（女性） 

２０日間 

１７ 

(p37) 

～鳥取発～ITで、地方創
生 事業企画立案及び
WEB サイトに掲載する
フォトギャラリーの作
成、総合テストの実施 

株式会社 LASSIC 
・所在地  鳥取県鳥取市 
・従業員数 116名 
・資本金  8,888万円 

鳥取大学 工学部 ３回生（女性） 
摂南大学 経営学部 ３回生（男
性） 

５日間 

１８ 

(p39) 

海外向け給湯器の開発と
性能評価 

株式会社ノーリツ 
・所在地   兵庫県明石市 
・従業員数 3,042名  
・資本金  201億円 

徳島大学大学院 先端技術科学
教育部 １回生（男性） 

１０日間 

１９ 

(p41) 

オリジナルパソコン製品
化にあたっての調査、開
発 

アイクラフト株式会社 
・所在地  兵庫県神戸市 
・従業員数 50名 
・資本金  7,000万円 

大阪産業大学 デザイン工学部 
４回生（男性） 

１６日間 

２０ 

(p43) 

IT を用いた製品の研
究・開発にあたってのア
イデア提案 

株式会社神戸デジタル・ラボ 
・所在地  兵庫県神戸市 
・従業員数 168名 
・資本金  2億 995万円 

京都大学 工学部 ４回生（男性） ４日間 

【販路開拓・販売促進】 

事例№ 

(頁数) 事例タイトル 受入れ企業・団体 参加学生 期間 
２１ 

(p45) 

自社商品の市場調査及び
新商品のアイデア提案 

株式会社清原 
・所在地  滋賀県守山市 
・従業員数 23名 
・資本金  1,250万円 

滋賀大学 経済学部 ３回生（女
性） 

１５日間 

２２ 

(p47) 

スーパーマーケットにお
ける販売促進 

株式会社阪食 
・所在地  大阪府豊中市 
・従業員数 正社員 869名、

パート・アルバ
イト 5,902名 

・資本金  1億円 

大阪経済大学ほか ６日間 

２３ 

(p49) 

新商品の開発と新たな販
路の開拓 

株式会社フェリシモ 
・所在地   兵庫県神戸市 
・従業員数  1,094名 
・資本金    18億 6,800万円 

関西学院大学 商学部 ３回生
（女性・留学生） 

４日間 

２４ 

(p51) 

新商品の開発と新たな販
路の開拓 

株式会社ドンク 
・所在地  兵庫県神戸市 
・従業員数 1,007名 
・資本金    2億 1,053万円 

神戸国際大学 経営学部 ３回生
（男性・留学生） 

５日間 
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２５ 

(p53) 

外国人観光客誘致のため
の情報発信・仕掛けづく
り 

湯浅醤油有限会社 
・所在地  和歌山県有田郡

湯浅町 
・従業員数 10名 
・資本金  300万円 

和歌山大学 経済学部 ２回生
（男性） 

１５日間 

２６ 

(p55) 

海外事業展開による世界
で最も愛されるベビー用
品の販売 

株式会社ファミリア 
・所在地  兵庫県神戸市 
・従業員数 664名 
・資本金  6,000万円 

神戸大学大学院 経営学研究科 
１回生（女性・留学生） 
神戸松蔭女子学院大学 人間科
学部 ２回生（女性・留学生） 

５日間 

【事業・業務の改善】 

事例№ 
(頁数) 事例タイトル 受入れ企業・団体 参加学生 期間 
２７ 

(p57) 

インテリア製品販売業の
ネットショップ運営支援 

丸蔵株式会社 
・所在地  大阪府大阪市 
・従業員数 30名 
・資本金  2,000万円 

追手門学院大学 心理学部 ３回
生（女性） 

２０日間 

２８ 

(p59) 

チャリティイベント運営
及びネットショップの活
性化 

有限会社シーエスピー 
・所在地  和歌山県岩出市 
・従業員数 30名 
・資本金  300万円 

和歌山大学 経済学部 ３回生
（女性） 

２１日間 

２９ 

(p61) 

京都の和食産業を支える
業界を知る 

株式会社野田屋 
・所在地  京都府京都市 
・従業員数 23名 
・資本金  1,000万円 

京都女子大学 現代社会学部３
回生 (女性) 

１１日間 

３０ 

(p63) 

タイにおける販売促進と
業務改善の提案 

シャープ化学工業株式会社 
・所在地  大阪府堺市 
・従業員数 49名 
・資本金  9,200万円 

泰日工業大学（タイ） ３回生（男
性） 

６０日間 

３１ 

(p65) 

Have Fun! Eidenプロジ
ェクト 

叡山電鉄株式会社  
・所在地  京都府京都市 
・従業員数 83名 
・資本金  2億 5,000万円 

京都産業大学 法学部 ３回生
（男性）、 
京都造形芸術大学  芸術学部 
３回生（女性・留学生）、 
京都女子大学 発達教育学部 ３
回生（女性）、 
京都府立大学  公共政策学部 
１回生（男性）、 
同志社大学 グローバルコミュ
ニケーション学部 ３回生（女
性・留学生）、 
佛教大学 社会学部 ３回生（女
性）、 
立命館大学 国際関係学部 ３
回生（女性・留学生） 

２箇月間 

３２ 

(p67) 

 

業界探求プロジェクト
～地域金融の在り方～ 

京都信用金庫 
・所在地  京都府京都市 
・職員数  1,747名  
・資本金（総資産額） 

2兆 6,339億円 

京都産業大学 経営学部 ３回生
（男性２名）、 
京都橘大学 人間発達学部 ３
回生（女性・留学生）、 
龍谷大学 経済学部 ３回生（女
性）、 
龍谷大学 政策学部 ３回生（男
性） 

６箇月間 
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３３ 

(p69) 

トンガリ発信プロジェク
ト 

株式会社フラットエージェン
シー 
・所在地  京都府京都市 
・従業員数 58名 
・資本金  5,000万円 

京都女子大学 文学部 ２回生
（女性）、 
京都大学 総合人間学部 ２回生
（女性）、 
京都府立大学  生命環境学部 
３回生（女性）、 
同志社大学大学院 ビジネス研
究科（男性・留学生）、 
龍谷大学 経済学部 ３回生（男
性） 

４箇月間 

３４ 

(p71) 

「おもてなしNo.1」自動
車教習所を目指した取組
の実施 

茨木ドライビングスクール 
・所在地  大阪府茨木市 
・指導員数 51名 

追手門学院大学 経営学部 ３
回生 ２名（女性） 

１２日間 

３５ 

(p73) 

新卒者に対する企業イメ
ージアップツールの作成 

大阪石材工業株式会社 
・所在地  大阪府東大阪市 
・従業員数 92名 
・資本金  1,400万円 

追手門学院大学 経営学部 １
回生（女性） 

１８日間 

３６ 

(p75) 

電力自由化に向けて選ば
れる企業になるための提
言 
 

関西電力株式会社 
・所在地  大阪府大阪市 
・従業員数 22,313名 
・資本金  4,893億円 

徳島大学大学院 先端技術科学
教育部 １回生（男性） 

１０日間 

３７ 

(p77) 

会社説明会におけるプレ
ゼン資料の作成 
 

金井重要工業株式会社 
・所在地  大阪府大阪市  
・従業員数 201名 
・資本金  4億 6,000万円 

同志社大学大学院  理工学部 
1回生（男性） 

７日間 

【製品・技術の評価や改善】 

事例№ 
(頁数) 事例タイトル 受入れ企業・団体 参加学生 期間 
３８ 

(p79) 

Ruby プログラミング講
座の体験受講・評価と適
性確認 

株式会社アクシス 
・所在地  鳥取県鳥取市 
・従業員数 81名 
・資本金  1,700万円 

鳥取大学 工学部 ３回生 (男
性) 

５日間 

３９ 

(p81) 

原料の新たな配合設計の
提案 

三菱化学株式会社坂出事業所 
・所在地  香川県坂出市 
・従業員数 27,312名(連結)、

約 1100名(坂出
事業所) 

・資本金  500億円 

徳島大学 工学部 ３回生（男
性） 

１５日間 

４０ 

(p83) 

車載用セラミックスパッ
ケージの工程改善 

京セラ株式会社 
・所在地  京都府京都市 
・従業員数 69,789名（グル

ープ従業員） 
・資本金  1,157億 300万

円 

徳島大学 工学部 ３回生（男
性） 

９日間 

４１ 

(p85) 

浄水場向膜ろ過設備の設
計実習 

メタウォーター株式会社 
・所在地  東京都千代田区 
・従業員数 2,021 名 ※関

連会社を含む 
・資本金  75億円 

徳島大学 工学部 ３回生（男
性） 

１０日間 

４２ 

(p87) 

フィルム・ラミネート事
業における製品開発実習
及び改善提案 

クラレプラスチックス株式会
社伊吹工場 
・所在地  岐阜県不破郡 

垂井町 
・従業員数 200名 
・資本金  1億 8,000万円 

滋賀県立大学 工学部 ３回生
（男性） 

１０日間 
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