
事例 No.１  中小企業求人紹介動画の作成 

１．基本情報 

課題: 企業とのつながりをつくるために、you tubeや face book等を利用した、中小企業求人情報紹介動画
の作成。 

 
〈受入企業・団体概要〉 
 合同会社 傍楽（はたらく） （ＵＲＬ：http://www.hataraku-llc.jp/） 
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 
事業内容 人事制度構築・組織開発、採用支援、社員研修 
ＰＲ   ES（従業員満足）の向上を意識した人事制度の構築・組織開発・採用支援、その他、

社員のスキルアップ・モチベーションアップを図るための社員研修など。 
〈学生のプロフィール〉 
大学名 滋賀大学 経済学部 ２回生 ２名（男性・女性 各１名） 
志望動機 ・中小企業の実態を知りたいと思ったから。また、社会保険労務士などの資格に興味

があったため。 
     ・与えられた課題に興味があったため。 

〈インターンシップの情報〉 
インターン期間 平成２６年８月９日～９月２９日の内１６日間 
マッチング機関 滋賀大学 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

 
 
 
 
 

２．企業側の指導 
○募集チラシや案内文を作成する際には、ビジネス文書の書き方など基本的なビジネスマナーについ

てアドバイスを行った。 
◯募集案内を送付する際には、単なるダイレクトメールにならないよう、手書きでの「一言メッセー

ジ」を添えるようにアドバイスを行った。 
◯アポイントを取る際には、取り方の流れを助言。 
◯動画を作成する際には、動きをつけるなど、見る方の興味をそそるように「見せ方」についてアド

バイスを行った。 
３．インターンシップ生の取組・努力と挙げた成果 
◯中小企業求人情報動画作成に協力いただける企業の募集を行うために、単なるダイレクトメールと

ならないよう、募集チラシを作成し、手書きでの「一言メッセージ」を添え、約２０社に案内を送

付した。 

 ⇒８社から関心がある旨の連絡があり、その内の５社から了承をいただいた。 

◯動画作成のために、各企業への取材及び撮影を行ったが、当初考えていたインタビュー内容では、

企業側が発信したい内容や会社概要しか聞き出せなかったため、取材先企業の研究を行うととも

に、学生・就職活動生が知りたい情報という視点からインタビュー内容の再検討を行った。 

 ⇒学生・就職活動生が知りたい情報やホームページ上では得られない情報など、こちらが聞きたい

ことを限られた時間の中で的確に聞くことができた。 

◯企業が作成する広報用ＰＲ動画とならないように学生の目線から動画の構成を考えた。 

 ⇒①社長へのインタビュー、②若手社員へのインタビュー、③社長と若手社員の対談という構成と

することで、会社の理念や働いている方の実感、会社の雰囲気を伝えられる内容となった。 

◯約１時間の取材から１０分程度の動画とするため、インタビューのテープおこしをし、相談しなが

らピックアップを行うことで、話の本質を取りこぼさないように動画の編集を行った。 

 ⇒企業情報はもちろん、ご出演いただいた方々の人間性が伝わる動画を作成することができ、イン

ターンシップ担当者様からも、想像以上の出来だと評価をいただいた。 

※インターンシップ生が作成した企業紹介動画リンク先 

 「OH＊MIRAIチャンネル」facebookページ: https://www.facebook.com/hatarakusigadai 

  

１～３日目 
企業向け募集
チラシの作成 

６日目 
・動画作成のノウハウの演習 
・インタビュー内容の検討 

７～１６日目 
・企業への取材活動 
・撮影動画の編集 

４～５日目 
アポイント
取り 
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４．インターンシップ生の成長 
○ビジネス文書の書き方やアポイントの取り方など基本的なビジネスマナーを学んだ。【業務遂行に

必要な知識】 
◯どうすれば上手くいくのかを考えながら仕事に取り組むことが出来るようになった。【課題発見・

解決力】 
○最初は、指示されたことをこなすという姿勢だったが、取材等を通じて刺激を受け、自ら考えて行

動することができるようになった。【意欲・実行力】 
５．備考（企業の声等） 
インターンシップに参加したことで、中小企業も就職先の候補として考えるようになった。 
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事例 No.２ 学生向け企業紹介冊子作成のための取材の実施 

１．基本情報 

課題: 学生に向けた県内企業の紹介冊子を作成するため、県内の中小企業 20 社を訪問し、学生の視点か
ら取材を行う。 

 
〈受入企業・団体概要〉 
 立命館大学（研究部 リサーチオフィス（ＢＫＣ）受け入れ） 
（立命館大学ＵＲＬ：http://www.ritsumei.jp/index_j.html） 
（立命館大学研究部ＵＲＬ：http://www.ritsumei. ac.jp/research/member/） 
所在地  滋賀県 草津市 
従業員数 ３，３４８名 
事業内容 教育・産学連携 
ＰＲ   本インターンシップは１０年間続いている学内インターンシップです。 

〈学生のプロフィール〉 
大学名 立命館大学 経営学部 ４回生１名、３回生１名、２回生１名  

政策科学部 ３回生１名         計４名（男性１名、女性３名） 
志望動機 インターンシップ場所がインキュベーション施設であるという性質上、たくさんの企

業と交流を持つことが出来ると考えたため。 
〈インターンシップの情報〉 
インターン期間 平成２６年４月１日～９月３０日 

※本課題はインターン期間の業務の一つとして実施 
マッチング機関 立命館大学 
 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

 

２．企業側の指導 
◯名刺交換や電話の仕方など基本的なビジネスマナーについて指導を行った。 
○取材先企業について、理念や強み、商品などを調べておくようにアドバイスを行った。 
○限られた時間の中で必要な情報を引き出すために、取材の流れを考えるよう助言。 
○感じたこと、気になったことを盛り込みながらインタビューを行うよう助言。 
◯企業を訪問した際には、いきなり本題に入るのではなく、アイスブレイクを入れるようにアドバイ

スを行った。 
 
３．インターンシップ生の取組・努力と挙げた成果 
◯学生や就職活動生の知りたい情報を聞き出すために、取材内容の検討を行った。 
 ⇒どのような人材を必要としているのか、入社後の人材育成、会社の雰囲気、社長と社員の距離感など

自身が知りたい内容を盛り込んだ。 

   さらに、若手社員さんへの取材では、どうしてこの会社を選んだのかや企業選びのポイントなど、就職

活動生にとってアドバイスとなる内容を積極的に伺った。 
◯当初の取材では、その場で気づいたことや自身が興味を持ったことを伺っていたため、学生や就職

活動生が知りたい情報とは少しずれた内容となっているのではないかと思い、取材内容の再検討を

行った。 
 ⇒就職活動が迫っている他のインターン生の取材内容を参考にすることで、就職活動生がどのような情

報を知りたがっているのかを把握し、取材内容に盛り込んだ。 

◯初めての取材では、聞きたい内容をうまく引き出すことが出来なかったため、次回に向けて取材方

法の検討を行った。 
 ⇒準備していた質問をぶつけるだけではなく、会話の中から興味深い話をみつけて質問することで話しを

広げ、さらなる情報を引き出すことが出来た。また、取材相手の趣味などを事前に把握しておくことで、会

話を弾みやすくするように心がけた。 

  

１日間 
紹介企業の選定 
取材内容の検討 

７日間 
冊子原稿の
作成・広報 

１日間 
取材方法の
確認・練習 

５日間 
取材活動 
（１人５社程度） 
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４．インターンシップ生の成長 

○取材の実施。【傾聴力】 
○取材内容や方法の検討。【課題発見・解決力】 
◯基本的なビジネスマナー。【業務遂行に必要な知識】 

５．備考（企業の声等） 
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事例 No.３ 新事業の立ち上げと既存事業の新規顧客の開拓 

１．基本情報 

課題: 入社一年目の社員をリーダーとして、①新たな事業展開となるセキュリティー製品を販売するネット販
売事業を立ち上げることと、②鍵の取付・取替等の既存事業を拡大するための新規顧客の開拓を課題
として与えた。（注：スケジュール以下の番号は課題に対応している） 

 
〈受入企業・団体概要〉 
有限会社アサヒプロテクトニーズ （ＵＲＬ：http://www.asahi-protect.co.jp/company） 
所在地  大阪府 大阪市 
従業員数 ２８名 
資本金  ３００万円 
事業内容 セキュリティシステムの設計・施工、鍵の取替・取付・防犯アドバイス 
ＰＲ   事業の新展開を目指します。 

〈学生のプロフィール〉 
大学名  大谷大学 文学部 ３回生（男性） 
志望動機 実践的なインターンシップを経験するため。 

〈インターンシップの情報〉 
インターン期間 ３箇月間（週３日程度） 
マッチング機関 民間機関 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

２．企業側の指導 
①商品リサーチの方法を指導。その際、学生は安い＝お得と捉え選定していたが、「ビジネスとして

成功させるために、安いものではなく、消費者がお金を出してでもほしいと思うものを選定するよ

うに」と助言。 
①海外の販売元とのメールのやり取りを指導。 
②新規顧客候補のリストアップ方法を指導。 
②テレアポの取り方として、名乗り方や売込み方（担当する社員が多く 365日 24時間施工可能であ
ることを伝えるなど）を指導。 

３．インターンシップ生の取組・努力と挙げた成果 
①メインの購入層を「女性」、「高齢者」と想定し、製品をリサーチした。 
⇒女性や高齢者にも使いやすいもの、女性を意識してデザイン性の高いものをリストアップした。

また、生活に余裕のある高齢者を意識してある程度高額な商品もリストアップした。さらに市場

価格を調査するとともに仕入れルートや仕入れ価格を問い合わせるなどして、取扱適合性を検討

し、取材時点で３０商品を選定した。 

①日本市場で普及していないものを取扱いたいという考えから、海外で販売されている製品について

リサーチした。 
⇒リサーチに基づきメールで商談を行ったが、数万円する商品の最低ロットが 500 と提示された

り、銀行の信用証明を求められたりと、日本との市場規模の違いや商習慣の違いを実感した。ま

た、小ロットでは輸入コストの負担が思いのほか重くなることや取扱い実績のある企業に問い合

わせたところ不具合が続出していることが明らかになるなど、難しさを実感している。取材時点

で、国内製品とともに継続してリサーチ・商談している。 

②Webを閲覧して、大阪市内を中心としてマンション管理会社等の顧客候補をリストアップし、会社
規模や管理物件所在地などを勘案し、担当社員とともに選定作業を行った。 

 ⇒選定した顧客候補に対し、電話でアポイントを取った。担当社員の指導を活かし、自社の優位性

や実績の紹介を行うとともに、一度目の電話で担当者につないでもらえない場合は担当者の名前

１日目 
会社説明 
課題説明 

① ２日目以降 商品リサーチ 

① ５日目以降 仕入れ交渉 

① 終了時予定 
販売サイト立ち
上げ 

② ２日目 
テレアポ 
リスト作成 

② ３日目 
営業先 
選定 

② ５日目 
営業同行 
 

繰返し 
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を聞いておくなどを心がけることで、取材時点で、１０件程度のアポイントを獲得した。 

４．インターンシップ生の成長 

○取扱う商品の候補の情報を調査・収集した。【分析力】 
○国内外の販売元と商談を行った。【語学力・交渉力】 
○仕入れにあたり、様々な逆境を経験しその対応を考えた。【課題発見・解決力】 
５．備考（企業の声等） 
○入社１年目の社員をリーダーと位置づけ、インターンシップ生とともに新規事業の立ち上げにあた

らせており、当該社員の育成面でも効果があった。 
○新規事業の立ち上げのため、リスクを気にすることなく、ある程度リーダーや学生に任せることが

できた。 
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事例 No.４ 複数の中小企業支援事業の体験 

１．基本情報 

課題: 受入企業では、社会的理念を共有し、自立的協働型組織で、事業を革新し続ける企業をミライ企業と
定義し、他法人とともにそうした企業の支援事業を実施しており、その一環として、①ミライ企業を社会
に広げる「ミライ企業図鑑」掲載企業候補の調査、②特定のミライ企業（下着メーカー）に対する販売促
進策の提案、③ミライ企業の経営者・社員と学生の交流の場である「ミライカフェ」の新たな展開の提案
といった課題を与えた。（注：スケジュール以下の番号は課題に対応している） 

 
〈受入企業・団体概要〉 
株式会社シーズクリエイト （ＵＲＬ：http://www.seeds-c.co.jp/） 
所在地  大阪府 八尾市 
従業員数 約１５０名 
資本金  ７，０００万円 
事業内容 折込チラシ・DM・カタログ・パンフレット・フリーペーパーなどの企画制作 
ＰＲ   同種企業では西日本最大規模／他３法人とともにミライ企業プロジェクトを推進。 

〈学生のプロフィール〉 
大学名  追手門学院大学 心理学部 ３回生（女性） 
志望動機 実践型のインターンシップと聞いたため。 

〈インターンシップの情報〉 
インターン期間 ３０日間 
マッチング機関 追手門学院大学 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

２．企業側の指導 
○期間中、複数の事業に関わっており、スケジュール管理を意識させるため、「何を、何時までに、

どこまでやるか」を毎朝宣言するよう指導。 
○ミライ企業プロジェクトに関連し、外部との交流の機会が多くあったが、表情や発声、話すタイミ

ング（会話する際に、「相手の話を全て聞き終わってから自分の意見を述べること」や「自分の話

したいことだけを話すのではなく、相手の質問の意図を理解し答えること」）などを指導。 
○交流会などから関係の構築方法を助言（facebookで友達申請を出すなど）。 
○グループで企画を行う際、「議論の前提としてアイデアをしっかり共有することが大事」と助言。 
 
３．インターンシップ生の取組・努力と挙げた成果 
①Webサイトやフリーペーパーを通じてミライ企業を社会に広げる「ミライ企業図鑑」の作成に向け、
候補企業をリストアップした。 
⇒企業の Webサイトを元に京阪神と沖縄で５００社を調査した。一覧表は視認性を高めるため、要

点をまとめて記載した。（期間後、担当社員が営業し、11月に Webサイトオープン） 

②顧客企業の若手社員と学生が、企業の未来を創るためのミッションに挑戦する「ミライクリエイト」

に参加し、下着メーカーから求められた女性用補正下着の販売促進策を、若手社員１名・学生３名

のチームで検討した。 
 ⇒チーム内での検討の際、郊外の本社でのフィッティングしか行っていないことを指摘し、ＯＬが

参加しやすい夜の時間帯に都心でセミナーを開催することを発案したが、チームとしての検討の

結果、新規性があり売上に直結するギフトカードの商品化案をとりまとめた。この提案にあたっ

ては、ネットで男女 100人のアンケートを実施し、事業成立性があると判断した。なお、新聞に

も取り上げられたインターンシップ期間終了後のプレゼン大会で、別のチームが提案した「就職

情報とミックスした女子大生向けのフリーペーパーの発行」の事業化が決定したことに刺激を受

会社紹介・ 
ミッション
説明等 

１、２日目 
①５～14日目 
「ミライ企業図鑑」掲載
候補企業ピックアップ 

③３日目 
未来の 
ミライカフェ
提案 

③４日目 
ミライ 
カフェ 

②15日目～  ミライクリエイト参加 
③25日目 
未来の 
ミライカフェ
提案 

③10日目 
ミライ 
カフェ 
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け、その後もメーカーの指導のもと事業化を目指して提案を練り直している。 

③ミライ企業と学生が繋がる場である「ミライカフェ」の運営支援や開催結果の Web 掲載記事の執
筆を行った。また、「ミライカフェ」の今後の展開について提案を行った。 

 ⇒Web掲載記事については、過去の記事の内容や文体に合わせることで、そのまま掲載された。ま

た、１日職場体験の学生２名（各日）を取りまとめ、「ミライカフェ」の今後の展開について提

案を行った。インターンシップ開始直後の１回目は、自由な発想を活かし、いつもの会議室から

飛び出して、桜や紅葉の季節に屋外で開催するというアイデアを出した。２回目は、それまでの

インターンシップで得た人脈や知識を活かし、ターゲットを女子学生に絞り、知り合いのある女

性企業家に「女性の生き方・働き方」について講演してもらうという具体的な提案を行った。 

 

４．インターンシップ生の成長 

○顧客開拓のためWebサイトから必要な情報を入手し、社員と営業を行った。【分析力、経験・体験】 
○若手社員や他の学生と協力しながら、時には中心となって、事業提案を行った。【協調性、リーダ

ーシップ、柔軟性、傾聴力、企画力】 
５．備考（企業の声等） 
○担当社員によると、インターンシップ生は戦力になるとともに、学生の感性に触れさせてくれる貴

重な存在だったとのこと。 
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事例 No.５ 大学の講座の導入部分の企画 

１．基本情報 

課題: 文系大学１年生向けの微生物の一般教養講座の導入部分を企画することを課題として与えた。 
 
〈受入企業・団体概要〉 
株式会社ワークアカデミー （ＵＲＬ：http://workacademy.com/index.html） 
所在地  大阪府 大阪市 
従業員数 ８６名 
資本金  ９，０００万円 
事業内容 教育支援、教育出版、人材育成・研修に関する事業など 

〈学生のプロフィール〉 
大学名  大阪商業大学 総合経営学部 ３回生（女性） 
志望動機 教育関係の仕事を志望しているため。 

〈インターンシップの情報〉 
インターン期間 ５日間 
マッチング機関 大阪商業大学 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

 
 
 
 
 
 
 
 

２．企業側の指導 
○営業同行の際、営業の基本として、営業先担当者と関係を構築するため、いきなり商談を始めず雑

談から入ることや、相手の興味のある事柄を覚えておくことなどを紹介した。 
○授業企画に関し、講座の導入部分では、受講生の興味を引くことが重要と助言。 
○プレゼンテーションでは、話し方に抑揚をつけて、ポイントをはっきりさせるとよいと指導。 

３．インターンシップ生の取組・努力と挙げた成果 
○関西の複数の大学や専門学校への営業活動に同行した。 
⇒あらかじめ訪問先の情報を収集し営業に備えた。 

○誰もが知っている微生物について、文系学生の多くが正確に知らない身近なネタを調査した。 
 ⇒コンタクトレンズの連続使用でアメーバが増殖し失明した例があることや、５０種類以上の栄養

を含み栄養食品に利用されたり、バイオ燃料の元となりうる油をつくるミドリムシがいることを

把握した。 

○微生物に関して調査した情報をもとに、資料（教材イメージ）を作成した。 
 ⇒学生の興味を引くため、アメーバの章は「進撃のアメーバ」、ミドリムシの章は「救世主ミドリ

ムシ」とタイトルを付け、それぞれクイズを採用するとともにビジュアルを多用した。最後は、

このほか細菌やカビなどを食品作りに利用している例がたくさんあることに触れ、「微生物につ

いてもっと詳しく学びましょう」と結んだ。 

４．インターンシップ生の成長 

○営業に同行した。【経験・体験】 
○講座の導入に使える微生物の情報を収集した。【分析力】 
○講座の導入部分を企画し、資料を作成した。【企画力】 

５．備考（企業の声等） 
○営業同行はインターンシップ生だけでなく新入社員研修でも行うが、訪問先について相当な予習を

するなど、今までに見ることのない行動を含め、今回の学生の意識の高さは高評価だった。 

 

ガイダ
ンス、
マナー
研修等 

１日目 

４日目 
授業企画 
提案書作成 

２、３日目 
営業同行 

２、３日目 
授業企画準備 

５日目午前 
プレゼンテーション
リハーサル 

５日目午後 
プレゼンテーション 
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事例 No.６ 先進的農業生産法人の新たなビジネスチャンス創造   

１．基本情報 

課題: 生産・加工・販売それぞれの現場を体験し、新たな商品や販売戦略を観音山のコンセプトにそった形
で考え提案することを課題として与えた。 

 
〈受入企業・団体概要〉 
有限会社柑香園（観音山フルーツガーデン） （ＵＲＬ：http://www.kannonyama.com） 
所在地  和歌山県 紀の川市 
従業員数 ２０名 
資本金  １，０００万円 
事業内容 農業生産・加工・販売（EC） 
ＰＲ   減農薬栽培した各種柑橘類と近隣農家の果樹、さらに独自開発した加工品を、ネット

通販やデパートやレストラン、ケーキ屋等全国の販路を確立することで、高付加価値
化・高単価の商品を販売。 

〈学生のプロフィール〉 
大学名  和歌山大学 経済学部 ３回生（男性） 
志望動機 農業による地域活性化に関心があったため。 

〈インターンシップの情報〉 
インターン期間 １２日間 
マッチング機関 和歌山大学 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

 

２．企業側の指導 
○新商品開発にあたって、漠然と考えるのではなくターゲットを明確にすることで、取り組みやすく

なることを助言。 

３．インターンシップ生の取組・努力と挙げた成果 
○社長のアドバイスを受け、結婚式の引き出物用商品を企画。 
⇒みかん花はちみつとレモン、生クリームを使用した「はちみつレモン」を、花言葉などストーリ

ーを加えながら商品開発した。 

○開発した「はちみつレモン」を結婚式場に提案。 
⇒「着眼点は良いがストーリー性が弱い」との理由で採用には至らず。「お客様が『欲しい』と思

うストーリー性が必要」との指摘を受け、他の商品について提案できないか、引き続き検討中。 

○ネット通販が 9割の売り上げを占める中、卸売販売の拡大を検討。 
 ⇒フレンチレストランにライム及びレモンの販売を交渉した。 

○インターンシップ終了後も、「はちみつレモン」以外の商品開発を検討。 
 ⇒観音山の果物を使いゼリー等 5種類の商品を試作し、社長にプレゼン。商品化には繋がらなかっ

たが、積極的に企画提案を行えた。 

４．インターンシップ生の成長 

○商品開発の原点となる農作業・加工作業を体験した。【経験・体験】 
○新たな商品提案、販路開拓等を行った。【企画力、交渉・調整力、経験・体験】 
○営業先の助言を活かし、新たなアイデアを検討した。また、インターンシップ終了後も、自ら企画

提案を行った。【意欲、企画力、実行力】 
５．備考（企業の声等） 
○２年前にインターンシップで受け入れた学生を、今年度の新入社員として採用した。 
○インターンシップ生との繋がりから、新しい市場や商品開発の可能性があることが分かった。また、

人との繋がりが増えた。 
○新入社員がインターンシップ生を指導することにより、新入社員の教育にも繋がった。 

 

1日目 
ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 
農作業体験 

2～10日目 
農作業・加工作業等体験 
新製品企画 

11日目 
自宅での製品開発 
販売先開拓 

12日目 
現場作業体験 
企画提案 
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事例 No.７ 地域のニーズと魅力を生かした旅行商品の開発 

１．基本情報 

課題： 徳バス観光サービスの旅行商品であるサンデーツアーの新プラン作成を課題として与えた。 
 
〈受入企業・団体概要〉 
株式会社徳バス観光サービス 鴨島営業所 （ＵＲＬ：http://www.tokubus-kanko.co.jp） 
所在地  徳島県 吉野川市 （本社所在地：徳島県 徳島市） 
従業員数 ５０名 
資本金  １億円 
事業内容 海外及び国内募集型企画旅行（サンデーツアー）、海外及び国内手配旅行、 
     航空券・宿泊券・各種船車券類販売、徳島駅前高速バスターミナル管理運営事業 
ＰＲ   「旅は、観光は、豊かな人間性を創造する」とも言われます。これからも研鑽を重ね、

お客様と共に歩んでいきたいと私たちは願っています。 
〈学生のプロフィール〉 
大学名  四国大学 文学部 ３回生（女性） 
志望動機 旅行・観光業に関心があり、業務内容を実際に体験することにより理解を深め、今後

の就職活動に活かしたい。 
〈インターンシップの情報〉 
インターン期間 ５日間 
マッチング機関 四国大学 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

 

２．企業側の指導 
○サンデーツアーの企画案作成について、既に商品化されたプラン等の資料を用意し、旅行先の選定、

日程の組み方、旅行中のサービス等を説明し、「自分が行きたくなるプラン」とするよう指示。 
○研修生のアイディアを尊重しつつ、作成過程で日程を組む上での配慮事項等について助言した。 

３．インターンシップ生の取組・努力と挙げた成果 
○既存のツアーや他社のツアーを調べ、人気ツアーの特徴と傾向を分析。 
⇒有名観光地のほか、体験型観光、人気テーマパークやミュージカル鑑賞チケット付送迎ツアー、

季節イベントへの送迎ツアーなど、「自由度が高く、かつリーズナブル」、「非日常感を味わえる」

ツアーが人気だとわかった。 

○顧客の利用実績等から、対象を、①シニア層、②女性グループ、③家族連れ、とし、それぞれにマ

ッチしたツアープランを考案。 
 ⇒プラン作成に行き詰まった時、学生の自分に求められている視点は何かを考えることで作業の方

向性を得て、検討を進めることができた。 

○地方活性化促進の後押しとなるツアーを検討。 
 ⇒全国的に注目を集めている四国遍路の体験ツアーを企画し、交通の利便性、安全性・快適性、コ

スト等について検討しつつプランを作成した。 

○合計７本のツアーを考案。旅行商品として価値が高く有望なプランを作成するために、旅行先の魅

力・特色を調査し、満足度を上げるための配慮や工夫について検討。 
⇒７本のプランの中から商品価値が高いと思われる２本のツアーにしぼり、細かな旅程を組んで完

成した。 

  

１日目  会社概要、 
研修日程等の説明、 
予約・発券業務等体験 

２日目 旅行ﾌﾟﾗﾝ

の予約取消等、 
ｶｳﾝﾀｰ業務 

５日目 旅行ﾌﾟﾗﾝの 

ﾌﾟﾚｾﾞﾝ、質疑応答、 

講評、ｶｳﾝﾀｰ業務、総評 

３日目 旅行ﾌﾟﾗﾝ 
の企画案作成、 
ｶｳﾝﾀｰ業務 

４日目 旅行ﾌﾟﾗﾝ

の修正、 
ｶｳﾝﾀｰ業務 
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４．インターンシップ生の成長 

○大学の課外活動において、学生との交流の中で得た観光に関する知識・経験を生かすことができた。

【業務遂行に必要な知識、経験・体験】 
○カウンター業務等に積極的に取組み、旅行・観光業について知識・理解を深めることができた。 
【業務遂行に必要な知識、人間性、協調性、傾聴力】 
○旅行プラン作成の取組みの中で、課題発見、情報の収集・分析、企画・提案の力を伸ばすことがで

きた。また、自己を見つめ直し、今後のキャリア形成、就職活動への意欲を高めることができた。 
【企画力、情報力、分析力、理解力、課題発見・解決力】 

５．備考（企業の声等） 
○研修生の明るく積極的な勤務態度と成長を見ることで、職場が活性化した。 
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事例 No.８ 地域の特性、企業の個性を生かした商品の開発・製作 

１．基本情報 

課題： 地域の特性、企業の個性を生かした商品（クリスマスケーキ）の開発・製作を課題として与えた。 
 
〈受入企業・団体概要〉 
株式会社ハレルヤ （ＵＲＬ：http://www.hallelujah.co.jp/） 
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 
事業内容 菓子製造・販売 
ＰＲ   地元徳島県の生産農家から仕入れた原料をはじめ、品質や生育方法にまでこだわった 
     素材で、どこにもない Only Oneのおいしい商品づくりを目指しています。 
     徳島の「おいしい」を全国に知ってもらいたいと考えております。 

〈学生のプロフィール〉 
大学名  四国大学 生活科学部 ３回生（女性） 
志望動機 徳島の食材を使った食品開発の仕事に携わりたいと希望している。関心のある事業所

で研修することにより、業務内容について理解を深めるとともに職業人となるための
課題を見つけ、今後の学生生活、就職活動に活かしたい。 

〈インターンシップの情報〉 
インターン期間 ５日間 
マッチング機関 四国大学 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

 

２．企業側の指導 
○新しいクリスマスケーキの企画にあたって、過去に作製・販売したケーキのパンフレット等の資料

を用意し、人気商品を説明。また留意すべき事項を指示した。 
○学生の取組状況を常に把握し、機会をとらえて、激励、作業の進め方、用具の扱い等について助言、

指導した。 

３．インターンシップ生の取組・努力と挙げた成果 
○過去２年間のハレルヤで販売したクリスマスケーキを確認し、ハレルヤらしさ、徳島らしさを生か

し、今までにない新しいクリスマスケーキを作るため、素材、形状及び食味等を検討し、企画案を

作成した。 
⇒ハレルヤらしさを出すため、ハレルヤのシンボルであるたぬき型のメレンゲ人形を飾り、徳島ら

しさを生かすために県の木である「やまもも」のソースを使用。今までにないものということで、

形状をドーム型とし、季節感を出すため、白の生クリームと銀色のアラザン（砂糖菓子）を使用

した。また、半分に切ったイチゴを周囲に配し、明るく楽しいクリスマスの気分を演出するため、

アクセントに緑色のツリー型のクッキーを飾った。クリスマスケーキとしては目新しい形状と、

「やまもも」のソースの使用は、プレゼンで高い評価を得た。 

○来客対応、日付管理、ディスプレイ等の店舗業務、箱詰め、配送等の工場業務などの研修に主体的・

積極的に取組んだ。 
 ⇒商品を購入するお客様のニーズや思いに触れるとともに、一つの商品ができあがりお客様に届く

までに多くの部門の人々が関わり、その思いがこもっていることを知ることができた。そうした

ニーズ、思いに応えるクリスマスケーキにしたいと考え、企画案を作成した。 

４．インターンシップ生の成長 

○資料集め、企画案の検討の中でケーキ作りのため基礎知識（用語、材料等）や、基本的な技術（素

材・用具の扱い）等について多くのことを学んだ。【情報力、分析力、企画力、課題発見・解決力、

業務遂行に必要な知識】 
○学科の学修で身に付けたデザイン、色彩心理等の知識・技術をクリスマスケーキの企画案作成に活

かすことができた。【業務遂行に必要な知識】 

１日目 会社概要、

研修日程等の説

明、 

２日目 新しいｹｰ

ｷのｱｲﾃﾞｨｱ出し、

店舗業務 

５日目 配送、ｹｰｷ

企画案ﾌﾟﾚｾﾞﾝ、ｹｰｷ

作成、総評 

３日目 ｹｰｷの企画

案検討、箱詰め作

業、店舗業務 

４日目 ｹｰｷの企画案

仕上げ、社長講話、

店舗業務 
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○社員の指示、助言を得ながら連携・協力して店舗業務、工場業務等に取組み、企業活動の様子とそ

こで働く人々の職業意識に触れ、職業観、勤労観を深めることができた。【協調性、規律性】 

５．備考（企業の声等） 
○真剣に研修に取り組む学生の姿勢、行動により職場に新鮮な活気が生まれた。 
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事例 No.９ シニア向け情報誌の作成 

１．基本情報 

課題: 読者層に応じた目標設定を行ったうえで、記事の企画・取材・作成を一貫して行い、インタビュー、アン
ケート等による評価を分析し、新たな課題を発見する。 

  
〈受入企業・団体概要〉 
株式会社ユメコム （ＵＲＬ：http://www.yumecom.com/） 

所在地  京都府 京都市 
従業員数 ５名 
資本金  ２，４００万円 
事業内容 経営コンサルタント業、教育研修事業、高齢者生活関連事業 
ＰＲ   介護福祉に関する情報と経験を活かしたコンサルティング事業と、老後と介護の相談

窓口サービスが他にはない強み。 
〈学生のプロフィール〉 
大学名  立命館大学 文学部 ２回生（女性） 
志望動機 雑誌編集に携わりたく、また、お年寄りの方が好きなので、シニア向け情報紙の作成

を通じて高齢者やその家族を身近に知る機会ができると考えたから。 
〈インターンシップの情報〉 
インターン期間 ６箇月間（平成２６年６月～、２週間に１回） 
マッチング機関 大学コンソーシアム京都 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

 

２．企業側の指導 
○レベルを見極め、少し上のレベルの仕事を与えた。 
○原稿に対するお客様の評価を重視し、見直しをかけるよう、スタッフによるヒントやワンポイント

アドバイスにより「できること」が増えるよう助言した。 
３．インターンシップ生の取組・努力と挙げた成果 
○記事を見て楽しんでもらうために、「お年寄りのイメージ」を分析し、記事の目標を設定した。 
 ⇒ふさぎこんでいるお年寄りに趣味を持ってもらうことを目標とした。 
○高齢者マラソンランナー（92歳から始めて、103歳世界記録）とそれを見て陸上を始めた高齢者 
ランナーの取材を企画した。 
 ⇒何かを始めるのに年齢など関係ないと感じてもらえるのではないかと考えるに至った。 

○一連の工程（企画→全体会議→取材・資料収集→原稿作成→ﾗﾌﾃﾞｻﾞｲﾝ→原稿戻し→入稿）を担当。 
 ⇒取材先へのアプローチについては、会社のルートを通じて行ったが、取材前には、取材先の事前

情報を収集し、想定問答を作成するなど、話を引き出すための工夫を行った。 

○成果物をもとに、読者層にインタビュー（８名）を行い、成果をはかり、課題を分析した。 
 ⇒若年層の視点から作成した記事に対する、読者の評価を分析することにより、多様な情報紙づく

りに貢献した。 

４．インターンシップ生の成長 

○打合せを繰り返し、記事の企画をした。【企画力】 
○ヒアリング、アンケートによる分析と課題設定。【分析力】 
○企画に合わせ、記事作成に必要な取材・資料収集を行った。【傾聴力、調整力】 
 
５．備考（企業の声等） 
○インターンシップ受入れは、企業にとって「職場の活性化」「スタッフのスキル向上」「コスト削減」

につながった。 

 

課題提示 

（１週目） 

企画・提案  

（４週目） 
アンケート 

（11月 20日） 

取材・原稿作成 

（９週目） 
編集会議 
（８週目） 
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事例 No.１０ 企業のイメージアップにつながる社会貢献事業 

１．基本情報 

課題: 企業の社会貢献事業（インタビューを通じて、地域の魅力を発信）を企画・提案・運営まで一貫して行
う。 

 
〈受入企業・団体概要〉 
株式会社インサイトハウス（ＵＲＬ：http://ie9000.jp/） 
所在地  京都府 京都市 
従業員数 １０名 
資本金  ７，３６６万円 
事業内容 不動産売買・賃貸の仲介、総合建築請負、その他トータルコンサルティング 
ＰＲ   地域に笑顔を創り 共に心豊かに暮らす。 

〈学生のプロフィール〉 
大学名  京都府立大学 生命環境学部 ３回生（男性） 
志望動機 人との交流、人との関わりあいを積極的に持つことで地域貢献したい。 

〈インターンシップの情報〉 
インターン期間 １０日間程度 
マッチング機関 大学コンソーシアム京都 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

 

２．企業側の指導 
○「人を巻き込む力やリーダーシップを発揮する力を持つよう」助言。 
○「仕事とは人の役に立つことであり、仕事を通して成長してほしい」と助言。 

３．インターンシップ生の取組・努力と挙げた成果 
○地域の人へのインタビュー。 
 ⇒地域の人々の絆を深める内容となるよう、地域でいきいきと暮らす多彩な人々に焦点を当て、魅

力あるインタビューを行った。 

○やましなサンクスフェスタ（不用品の回収の収益を東日本震災義捐金に充てる。）。 
 ⇒社会貢献活動を通じて、地域に溶け込み、人々との交流を通じ、事業のＰＲの推進に貢献した。 

○発信媒体の検討。 
 ・フリーペーパーの作成（５，０００部 経費７万円：京都市からの補助） 
 ・フェースブック等 
 ⇒地域の絆を深めるため、発信媒体も含め、企画検討を行い、取材から作成まで一貫して取り組む 

  中でフリーペーパー以外のフェースブックなど、ＩＴメディアの活用を図った。 

４．インターンシップ生の成長 

○フリーペーパーの企画・作成を通じてＩＴスキルアップ。【業務遂行に必要な知識】 
○企業側の助言を活かし、積極的な地域貢献活動。【課題発見・解決力、企画力、分析力など】 
○役所などへのアプローチなど交渉・調整を実践した。【交渉・調整力】 
５．備考（企業の声等） 
○地域の絆を深め、社会貢献活動に企画段階から参加することで「人の役に立つこと」を実感し、自

立性を高めるとともに、インターンシップ生に健全な仕事観を持たせることができる取組。従業員

の士気も高まり、企業イメージアップにもつながった。 
 

インタビュー

（7～11月） 
チャリティイベン

ト運営（月１回） 

フリーペーパー

作成 

（１週間） 

フリーペーパ

ーアイデア出し 

(2～3日) 

企画検討（発

信媒体等手法

含む） 
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事例 No.１１ 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 

１．基本情報 

課題: 株式会社インテリジェンスオフィスが発行するフリーペーパー「働く人々図鑑」について、「もっと伝わ
る」、「もっと必要とされる」ものをつくることを課題とし、企画から営業活動、取材、発行まで一貫して行
う。 

 
〈受入企業・団体概要〉 
株式会社インテリジェンスオフィス（ＵＲＬ：http://www.io-web.co.jp/） 
所在地  京都府 京都市 
従業員数 ７１名 
資本金  １，０００万円 
事業内容 リクルーティング事業、教育研修事業、組織風土改革事業、ヒトマナビ事業 

〈学生のプロフィール〉 
大学名 龍谷大学 社会学部 ３回生（女性） 
志望動機 専攻は福祉関係だが、専門外の内容について経験を積み、自らの視野を拡げるため。 

〈インターンシップの情報〉 
インターン期間 ６箇月間（平成２６年６月～１２月、１週間に１回程度） 
マッチング機関 大学コンソーシアム京都 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

２．企業側の指導 
○最初に「まずは自らがどうしたいかを考えて、主体性を持って行動することが大切」と助言。 
○活動中は、「ＰＤＣＡ」の重要性や、要所で「もっとこうした方が良いのでは？」という助言を行

った。（学生が協力企業開拓のための営業活動を行う際、最初は手当り次第に様々な企業へあたっ

ていたが、効率が悪かったため、「昨年度までの開拓実績を洗い出し、業界を絞ってはどうか。」と

助言。） 
３．インターンシップ生の取組・努力と挙げた成果 
○掲載企業を得るための営業活動を行った。 
⇒学生ならではのフットワークや大胆さにより、担当者では声をかけないような企業や機関に対し

営業活動を行うなど、新規開拓に繋がった。 

○働く人へのインタビューを行い、記事にした。 
⇒「働く人々図鑑」は、これから就職活動を開始する大学３回生を主な対象としており、企画段階

で学生が知りたい内容を出し合い、質問項目を整理して取材に臨んだことで、「働く人のリアル

な声を聞きたい」という学生の希望に応える内容にすることができた。 

○営業活動や取材を通じて、企業側は「学生と直接話をする機会が欲しい。」と考えていることが判

明。 
 ⇒新たな取組として、大学 3 回生を対象に、約 20 社の企業人と「働くこと」について意見交換を

行う交流会「大学 3回生の自由研究」を企画。平成 26年度より、大学 3回生への採用に関する

広報解禁日が後ろ倒しになったこともあり、企業側の不安やニーズに応える取組としても好評で

あった。 

４．インターンシップ生の成長 

○営業活動やインターンシップ生間での意見交換等。【交渉・調整力、協調性】 
○目標に対する進捗管理。【実行力、管理力、判断力】 
○企業や学生のニーズを形にする。【企画力、情報力、分析力、課題発見・解決力】 

６～７月 
【ＦＰ】 
企画・立案 
グループ分け 

１１～１２月 
【ＦＰ】 
発行準備・ 
発行 
【交流会】 
実施準備・ 
実施 

７～８月 
【ＦＰ】 
企画書・電話、
取材等の各種
応対マニュアル
作成 

８～９月 
【ＦＰ】 
営業活動 
【交流会】 
企画・立案 
・営業活動 

９～１１月 
【ＦＰ】 
取材・原稿起
こし・デザイン 
【交流会】 
営業活動・ 
実施準備 
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５．備考（企業の声等） 
○今回のインターンシップでは、「働くリアル」を体感するためのキーワードとして、①お金（事業

に係る経費を実感）、②報連相（連携の難しさと重要性を知る）、③成果（努力ではなく、成果を出

す必要性）の３点を挙げた。 
○企業としても、企業の新規開拓や、インターンシップに取り組んでいる企業ということで、対外的

なＰＲが出来るというメリットが出ている。 
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事例 No.１２ コンペに応募する店舗デザインの作成 

１．基本情報 

課題: デザインの技術的な指導だけではなく、大学では経験できない実際のビジネスの現場（得意先
との打合せや商談会への出席等）を通じ、顧客が満足する「デザイン」について考える機会を提
供し、最終的には、公益財団法人 商業施設技術団体連合会が主催する、店舗デザインのコンペ
への応募を課題として与えた。 

〈受入企業・団体概要〉 
株式会社ピクデザイン事務所（ＵＲＬ：http://www.pcdesignoffice.com/） 
所在地  大阪府 大阪市 
従業員数 ４名 
資本金  １，０００万円 
事業内容 商環境企画設計デレクション、店舗インテリア・ＰＯＰ等デザイン等 

〈学生のプロフィール〉 

大学名  大阪市立大学 ３回生（女性） 
志望動機 就職を考えるなかで希望分野の一つにデザイン事務所であったため。 

〈インターンシップの情報〉 
インターン期間 夏休み１箇月間程度 
マッチング機関 （一財）大阪デザインセンター 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

 

 

 

 

２．企業側の指導 

○デザインの技術的な指導だけでなく、得意先との打合せに学生を同席させることで、顧客の生の声

に対し、その内容に応じた指導をおこなう。具体的には、デザインを顧客に提示する際に、なぜこ

のデザインを採用したかについて、その背景を論理的かつストーリー性をもった内容で説明するよ

うに指導した。 

３．インターンシップ生の取組・努力と挙げた成果 

○得意先との打合せに同行し、デザイン案の説明。 
⇒大学では経験できない実際のビジネスの現場を体験し、デザイン案についての顧客とのやり取り

の中で、いかに細部にこだわりをもつことが大事かを痛感することができた。 

○デザインを製品に商品化する現場への同行し、職人との打合せに同席。 
⇒デザイナーにとって、自分のデザインを商品化してくれる職人さんとのいい関係を構築すること

がいかに大切であるかを痛感した。顧客は選べるが、自分のデザインの具現化できる職人はなか

なかおらず、そういった技術をもつ人がいかに貴重であるかを理解できた。 

○デザイナー同士の交流会に出席。 
⇒プロのデザイナーがデザインする際に顧客のニーズの本質をいか見抜くかがとても大切である

ことを、直接話を聞くことがで、実感できた。また、デザイナーは単独で完結する仕事は少なく、

有効なネットワークにより複数のデザイナーが組むことで、仕事の幅が大きく広がることを学ん

だ。学生自身のネットワーク構築につながるとともに、デザイナー同士のネットワークがいかに

大切かを学んだ。 

４．インターンシップ生の成長 
○企業側の助言を活かし、店舗デザインのコンペに応募するデザイン案を作成した。【課題発見・解

決力、企画力、分析力など】 
○プロのデザイナーとのネットワークを構築した。【コミニケーション力】 

５．備考（企業の声等） 
○実施する企業の側も、若い世代の価値観を知る場とすることができる。 
○インターンシップ終了後も、修了生が仕事上の相談などでつながりを継続している。 

１日目 
オリエンテ
ーション 

２日目以降随時 
（１カ月間） 
商談会・打合せへの参加 
デザイン技術指導 

３カ月後 
デザインコンペの
応募（メール等で
随時指導） 

大阪デザインセン
ターにおいて報告
会 
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事例 No.１３  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 

１．基本情報 

課題:チェーン弁当店で販売する弁当の商品企画を課題として与えた。 
 
〈受入企業・団体概要〉 
株式会社ミレニアムダイニング （ＵＲＬ：http://www.millennium-dinning.co.jp） 
所在地  兵庫県 神戸市 
従業員数 ２２名 
資本金  １，５００万円 
事業内容 弁当店舗、ファミリーレストラン運営、減塩レシピメニュー事業 
ＰＲ   “食作りは人づくり”を経営理念として、「豊かな“食の提供”」「飲食業を通じた人材

育成・社会貢献」を目指し取り組んでいます。 
〈学生のプロフィール〉 
大学名  神戸松陰女子学院大学 人間科学部 3回生（女性） 
志望動機 食に興味があり、フードスペシャリストの資格取得のために日々勉学に励んでいる。

特にメニュー・プランニングに興味があるため、自分の適性や可能性を知り、何が足
りないのかを知るため。 

〈インターンシップの情報〉 
インターン期間 ８日間 
マッチング機関 兵庫県経営者協会 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

 

２．企業側の指導 

○ターゲットを決め、自分達の足でニーズとシチュエーションをリサーチすることが重要と助言。 
○利益を踏まえたうえで、商品の原価と売価を調整し更にお客様の要望に応えるということを助言。 

３．インターンシップ生の取組・努力と挙げた成果 
○消費者のニーズを把握するためのアンケート調査・インタビュー調査を実施した。 
⇒通行人へのインタビューで、足を止めてもらうことが出来なかったが、答えやすいように質問項

目を一つにする等の工夫をして答えてもらうことができた。 

○ニーズ調査のデータを分析した。 
 ⇒価格は500円以下、栄養バランスの整った低カロリーのお弁当が求められていることが分かった。 

○消費者ニーズを踏まえたメニューを考案した。 
 ⇒ニーズ調査により、求められているメニューは分かったが、理想と価格が合わず、何度も原価計

算を行い、人件費、経費、利益、様々なことを考慮して利益も出すために肉の量や、原価の上が

っている材料を避ける、容器を小さくする等の工夫をし、理想のお弁当を完成させた。 

○開発した弁当をプレゼン発表した。 
 ⇒開発したお弁当の良さを伝えるために栄養の知識を生かせた。カロリー計算も行い、お弁当の魅

力を発表できた。 

４．インターンシップ生の成長 

○栄養知識を実地で活かした。【知識・技術力】 
○インタビュー調査や原価計算で生じた課題に対して試行錯誤の上、解決策を見つけ、商品を完成さ

せた。【課題解決能力】 
○商品プレゼンテーションで魅力を伝えることができた。【関係性向上能力】 
５．備考（企業の声等） 
○実際にプレゼンテーションで発表したお弁当が優秀な商品であると認められ、実店舗で試験販売さ

れ、完売するという実績を残した。 

 

１日目 
ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 

２～７日目 
実習企画作成（4日目進捗確認、7日目企画書確認） 

８日目 
企画発表、
表彰等 
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事例 No.１４ 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 

１．基本情報 

課題: ㈱インテリジェンスオフィスでは、各種採用支援ビジネスを展開。新卒採用領域において、企業と学生
のミスマッチをできるだけなくしたいという想いから、インターンシップ活動を通じて、就職活動をこれか
らスタートさせる学生向けのフリーペーパーを刊行している。 
インターンシップ生には、①フリーペーパー「働く人々図鑑 vol.2」の発行（発行に至るまでに必要であ
る企画、営業、取材、編集、設置などの一連の作業）の実践と、②企業と大学生との交流会イベントで
ある「大学３回生の自由研究」の企画・開催を課題として与えた。 

 
〈受入企業・団体概要〉 
株式会社インテリジェンスオフィス （ＵＲＬ：http://www.io-web.co.jp/recruit/） 
所在地  京都府 京都市 
従業員数 ８８名 
資本金  １，０００万円 
事業内容 リクルーティング事業、教育研修事業、組織風土改革事業、ヒトマナビ事業 

 
〈学生のプロフィール〉 
大学名  龍谷大学 社会学部 ２回生（女性） 
志望動機 長期間のインターンシップを経験したかったため。 

 
〈インターンシップの情報〉 
インターン期間 ６箇月間（平成２６年６月～１２月、１週間に１回程度、繁忙期は２回程度） 
マッチング機関 大学コンソーシアム京都 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

 
 
 
 
 
 
 

２．企業側の指導 
○「自分の意見をしっかり伝えること、前向きに議論すること」、「まず自分で考えること」の重要性

について助言し、「語れるインターンシップ」にしましょうと伝えた。 

３．インターンシップ生の取組・努力と挙げた成果 
○ フリーペーパーについて、設置交渉を行った。 
⇒ 京都・滋賀・大阪の大学と近隣店舗 415 箇所へ設置依頼交渉。結果として 150 箇所にフリーペ

ーパーを設置することができた。 

○ フリーペーパーの制作・編集を行った。 
⇒ フリーペーパー全 24ページのレイアウト・デザイン、サブコンテンツの企画をについて、ほぼ

すべての工程を、インターン生が編集ソフトを使って制作し、印刷会社への入稿作業に至るまで

責任を持って遂行した。 

○ フリーペーパーへの参画に関する営業活動を行った。 
⇒ 750の企業等に電話営業を行った結果、45社からアポイントを得た。そのうち 23社の企業にご

参画いただいた。掲載料金は、1/2ページ→108,000円、1ページ→210,000円と設定。 

   学生自ら一般企業に対して営業活動を行うことで、自分たちの企画に賛同いただくことの難し

さ、お金をいただくことの大変さを身を持って体感した。 
○ 企業と大学生の交流イベントを開催した。 
⇒ 目標の 200名を目指し、チラシ代わりにフリーペーパーの裏表紙をイベントの広告として配布。 

フリーペーパー完成後、人海戦術を取りながら約 160名の事前エントリーを獲得したが、当日の

悪天候も重なり、大幅に未達という結果になった。 

しかしながら、当日ご参加いただいた企業様と学生には、満足いただける良い場をつくること

ができた。また、学生にとって「企画する」ことの本当の難しさを感じてもらえ、部活やサーク

ル、遊びを企画することと仕事は全く違うことを肌で感じることが出来たと考える。 
 

６月～７月 
①グループ分け 
企画 
 

８月～９月 
①営業 

 
 

１０月 
①取材・編集 

 
②イベント企画 

１１月～１２月 
①完成、設置 
 
②学生集客、開催 
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４．インターンシップ生の成長 

○「リアルな就業体験」と適職発見：長期間のインターンシップを通して、仕事の大半は苦しいもの

だが、そんな中でも時折、嬉しい瞬間や喜びを感じる瞬間があるという“働くリアル”を体感。 
また、フリーペーパー発行に至るまでの、企画→営業→取材→編集→制作→設置という全工程と

イベントの企画・広報（集客）・運営という、限りなく本当の仕事に近い就業体験は、学生自身の

適職を考える良い機会につながったと考える。【企画力、交渉力、協調性】 
○“経験するインターンシップ”ではなく“決断するインターンシップ”：既に答えが用意された環

境で行うインターンシップではなく、目的やミッションを達成するために、自分たちの頭で考え決

断をし、自分たちの足を使って進めるインターンシップを通じて成功体験と自信を得るとともに、

失敗からの学びや、自分の弱点・至らない部分の認識にもつながった。【企画力、判断力】 

５．備考（企業の声等） 

○ 社会に出る前の学生に、「働くリアル」を体験してもらい、自分の「働く」を考えてもらうことで、
彼らの成長に少しでもつながればと思うし、就活生と企業のベストマッチングを目指す意味で、こ

うした活動が社会を良くしていくと考えている。 
○ インターンシップ生が来ることにより、社内も活気づく。学生との対話から得られる情報も、少
なからず役立っている。 
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事例 No.１５ 輸出貨物梱包用パッケージ商品の新規開発    

１．基本情報 

課題: ワコン㈱は、事業展開のひとつとして輸出貨物梱包事業に取り組んでいるが、大切な貨物を安全に
海外に運ぶためのパッケージについて、新たな商品開発を検討していた。 
そこで、インターンシップ生に対し、高精度な製品を輸出するために、輸送時の振動からモノを守るパ

ッケージの商品開発のための試作品づくり及び顧客ニーズ調査を課題として与えた。 
 
〈受入企業・団体概要〉 
 ワコン株式会社 （ＵＲＬ：http://www.wa-con.co.jp/） 
所在地  和歌山県 紀の川市 
従業員数 ７６名 
資本金  １，０００万円 
事業内容 物流資材製造、輸出貨物梱包、システム商品開発 
ＰＲ   他の誰もしていないこと、できないことを、チームワークと創意と情熱で成し遂げ、

お客様の物流をより効率的なものにするための製品とサービスとシステムを提案・提
供します。 

 
〈学生のプロフィール〉 
大学名  和歌山大学大学院 システム工学研究科 １回生（女性） 
志望動機 自ら実験をし、その結果の分析から商品化するまでの一連のプロセスを実践でき、ま

た、顧客に直接話をして体感する機会が得られるため。 
 
〈インターンシップの情報〉 
インターン期間 ９月２４日～１０月７日（１０日間） 
マッチング機関 和歌山大学 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

 

１日目 
オリエンテー
ション 

２～３日目 
材料調査 

４～５日目 
試作品設計及
び試作品製造 

６～７日目 
実験、結果ま
とめ 

８日目 
営業資料作成 

９～10日目 
営業同行、ニ
ーズ調査 

 

２．企業側の指導 

○物流における防振対策の考え方、重要性について指導した。 

○営業に係る説明資料は堅くならず、顧客目線で見やすく、分かりやすいものにするよう助言した。 

３．インターンシップ生の取組・努力と挙げた成果 
○ 商品の設計や開発において様々な文献等から情報収集を行った。 
⇒ 防振材の選定や衝撃に対応するための配置等について、文献等を参考にしながら検討を重ね、

品質、コスト及び衝撃量等の比較を行うことができた。 

○ 試作品設計、製造を行った。 
⇒ 試作品の設計から製造までの一連の工程を行うことで、実際に製造することの難しさと、様々

な要因を考慮して設計することが重要であることに気づき、設計の幅を広げることができた。 

○ 試作品の説明資料を作成するとともに、顧客に対する営業を行った。 
⇒ 営業時の説明資料については、顧客目線で見やすく、分かりやすい資料となるよう心掛け、ま

た、顧客への説明についても、どうすれば相手に伝えることができるのか熟考した。 

○ 新商品に関するニーズ調査を行った。 
⇒ 新商品を開発するためには、顧客のニーズを拾っていくことがとても重要なプロセスであり、

拾ったデータをまとめることで、今後の開発方針につなげることができた。 
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４．インターンシップ生の成長 

○ 自分が伝えたいことを理解してもらうためには、表現力や理解しやすい資料づくりが重要である
ことを実感した。【企画力、情報力、応用力】 

○ 顧客のニーズを拾っていくには、聴く力や理解力が必要と分かった。【傾聴力、理解力】 
○ 自ら試作品を設計・開発することで、想像通りのモノをつくることの難しさが分かり、設計の幅
を広げることができた。【企画力】 

５．備考（企業の声等） 

○ 社内では自分の意見を物怖じすることなく発言し、積極的に行動をしており、社員に対する良い
教育となった。 

○ 課題として与えた新商品については、ニーズ調査をもとに改良を加え、来年４月に商品化する予
定となっており、インターンシップ生の挙げた成果は当社にとって大きなメリットとなった。 
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事例 No.１６ 不良解析ソフトウェアの開発 

１．基本情報 

課題: 太洋工業㈱では、プリント基板検査システムの一部である「検査部ソフトウェアＧＵＩ（不良解析ソフトウ
ェア）」の開発・製造等を実施している。 
本ソフトウェアは検査結果を製造ラインにフィードバックするためのソフトウェアであり、顧客要望を製
品に反映する重要な役割を担っていることから、その最適化を行うことが必要である。 
インターンシップ生には、このソフトウェアについて、操作性、認知性に留意、工夫しながら開発するこ
とを課題として与えた。 

 
〈受入企業・団体概要〉 
 太洋工業株式会社 （ＵＲＬ：http://www.taiyo-xelcom.co.jp/company/） 
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 
事業内容 フレキシブルプリント配線板（FPC）の製造・販売、プリント基板検査機の開発・製

造・販売、産業用資機材の仕入・販売 
ＰＲ   エレクトロニクス産業の分野で FPC 及び基板検査機など先端技術を通じて、人々の

豊かな生活を支えています。また、他企業とのコラボレーションによる商社事業や、
中国及びタイの現地法人を拠点としながら積極的に海外への事業展開も進めていま
す。 

 
〈学生のプロフィール〉 
大学名  和歌山大学大学院 システム工学研究科 １回生（女性） 
志望動機 ソフトウェアの開発に興味があり、実践できる機会であると思ったため。 

 
〈インターンシップの情報〉 
インターン期間 ８月２４日～９月３０日の間で２０日間 
マッチング機関 和歌山大学 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

 
1日目 

オリエンテーショ
ン 
ソフトウェア仕様
の確認 

2日目～12日目 
開発環境整備 
設計業務（コーデ
ィング） 

13日目～18日目 
設計検証（デバッ
グ、改良） 

19日目 
取扱説明書作成 

20日目 
成果検証・まとめ
報告 

 

２．企業側の指導 

○ソフトウェアのプログラミングにあたり、学生が最初に考えた演算より、別の演算を用いた方が他

に汎用できることを助言した。 
○画面上において、どうすれば配置が見やすくなるかについて助言した。 
○ソフトウェアや取扱説明書の作成にあたり、商品の良さや使い方を理解してもらうために、参考書

などを熟読し自ら考え作成することが大事であることを助言した。 
○学生の取組状況を常に把握し、機会をとらえ、作業の進め方、ソフト環境の扱い等について助言し

た。 

３．インターンシップ生の取組・努力と挙げた成果 

○ ソフトウェア開発の設計にあたり、不足している知識や経験を補う努力を行った。 
⇒ 未経験のソフトウェア開発環境であったが、様々な文献等を調査するとともに、担当指導員へ

の質問を行うなどし、環境に適応できるよう努力を行った。 

○ 常に使用者の視点に立ったソフトウェア開発を行った。 
⇒ 画面上で使用者がボタンを押し間違えることがないようボタン配置に工夫をし、また、エラー

メッセージ表示機能を加え、最終確認ができるものとした。 

○ 開発にあたり、将来的な改良も想定したプログラミングを行った。 
⇒ ソフトウェアのプログラミングにあたり、今後のシステム改良に役立てるよう、計算方法を汎

用性のある演算に改善した。 
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４．インターンシップ生の成長 

○ ソフトウェア開発にあたり、人に伝えることの難しさ、大事さを学ぶことができた。また、コス
ト意識や礼儀など社会人としての心構えを学ぶことができた。【人間性、協調性】 

○ 未経験のソフトウェア環境のなかで、自己学習と指導担当へ質問する等により克服することがで
きた。【課題発見・解決力、実行力】 

○ 自ら開発提案することで、上手くいくことを考えながら仕事に取り組むことができることとなっ
た。【課題発見・解決力、実行力】 

５．備考（企業の声等） 

○ 社内でのソフトウェアの最終プレゼンにおいて、プログラミングについて内容を整理のうえ説明
があったが、大変理解しやすいものであり、参考になった。 

○ インターンシップ生が開発したソフトウェア内蔵のプリント基板検査システムは、製品化に向け
た調整を行っており、来年度中にリリース予定。 
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事例 No.１７ 
～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 

１．基本情報 

課題：  ㈱LASSIC では、ICT 事業として、WEB システム開発、アプリ開発を実施しているが、ユーザーが満
足する商品開発を行うには、課題を解決する思考と、実現させるための技術が不可欠である。 
そこで、利用者の中心である若年層が満足する商品開発を行うため、インターンシップ生の意見を最
大限活用することとし、WEB サイト構成記述である HTML、CSS、JavaScript を使用したフォトギャラリ
ーの作成、レスポンシブ WEBサイトの総合テストの実施による検証を課題とした。 
また、㈱LASSIC では、優秀な人材の確保が懸案となっており、インターンシップ生向けプログラムの
事業企画立案についても課題として提示した。 

 
〈受入企業・団体概要〉 
 株式会社ＬＡＳＳＩＣ （ＵＲＬ：http://www.lassic.co.jp/） 

 所在地  鳥取県 鳥取市 
  従業員数 １１６名（平成 27年 11月 1日時点） 
  資本金  ８，８８８万円 
事業内容 ≪UXデザイン＆インテグレーション事業≫ Webサービスの分析・診断・設計・ 

開発・運用 
≪地域イノベーション支援事業≫ 自治体様向けに地域活性化の為の企画、 
コンサルティング 
≪感情解析研究開発事業≫ 感情解析技術を応用したコンサルティングや 
プロダクト開発 

  ＰＲ   「～鳥取発～ ＩＴで、地方創生」 
掲げているこの事業理念を実現するために、お客様の「らしく」の実現をサポート
し、信頼を得て、お仕事を頂き続ける。 
現在、福岡、鳥取、米子、岡山、姫路、仙台に開発拠点を構えています。 
いずれは全国展開、もう少し先の未来には自宅にいながら最先端の開発に携われる
ようにすることが私たちのビジョン。その夢の実現にあなたの力を貸してくださ
い！ 

 
〈学生のプロフィール〉 
  大学名  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） 
 志望動機 ・実際の職場での仕事や雰囲気を感じたいため。 
      ・自分に足りないものを知り、就職への意識を高めたいため。 
      ・自分にどんな企業があっているのか知りたいため。 
      ・ITの仕事の内容が知りたいため。 

 
〈インターンシップの情報〉 
インターン期間 ５日間（平成 27年 8月 19日～25日） 

  マッチング機関 鳥取県インターンシップ推進協議会、鳥取県中小企業団体中央会 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

 
 
 
 
 
 

２．企業側の指導 
○ 実際の IT開発現場での業務実習を通して、プロの仕事を学び、IT業界で生きていく自分の姿をイ
メージしてもらえるよう指導。 

○ ビジネススキルである『考える力』『伝える力』『確認する力』を養うため、明確な答えが無い事
業計画立案の課題に取り組ませた。自分なりの解決策を導き出し発表させることで自主性と論理的

思考を育てた。 
○ アウトプットを必ず出させることにより、達成感と課題への気付きを得るよう指導。 
○ 未経験の学生がいる中でもフォトギャラリー作成を課題として与えることによって、自主性に加
えチームワークの必要性にも気付かせた。 

１日目 

会社説明、課題説明 
プレゼンテーショ

ン準備 

２日目、３日目 

プレゼンテーション 

WEB サイト中のフォト

ギャラリー作成 

４日目 

レスポンシブ WEB
サイトの総合テスト 
 

５日目 

プレゼンテーション準

備、実施 

総評 
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○ 総合テストでは、公開前のWEBサイトのテストをさせることによって、仕事に対する責任感を醸
成した。 

３．インターンシップ生の取組・努力と挙げた成果 
○ WEBサイトでのフォトギャラリーの作成と、レスポンシブ WEBサイトの総合テストを実施。 

⇒ 知識や経験といった壁にぶつかりながらもインターンシップ生同士でのフォロー、社員への積

極的な質問など、自主的な行動により壁を乗り越え、目標を達成した。 

○ 公開前 WEBサイトの総合テストの実施。 

⇒ テスト仕様書に従ってテストを実施。不安に思った事や気付いた事を細かに報告・相談するこ

とで、結果的に品質の向上に繋がった。 

○ インターンシップ案を３案作成。 

⇒ 企画段階では、自分がインターンシップに求めることを考えるだけではなく、友人への聞き取

りを自主的に実施したことにより、学生の生の声を聞くことができた。 

⇒ 指定されたテーマに従った企画書を作成し、大勢の社員の前でプレゼンを行うことができた。 

⇒ 企画の内容を練っている最中に答えがない課題に答えを作っていくことの難しさに苦悩しなが

らも、同時に得られるやりがいの大きさにも気付いた。 

⇒ 相手の視点に立った伝わるプレゼンを行うことの難しさを自ら体験した。 

４．インターンシップ生の成長 

○ 答えのない課題に取り組むことの難しさを体験することで、今後の自分の課題を確認することが
できた。【企画力、意欲、分析力、実行力、課題発見・解決力】 

○ QCDが仕事をする上で大切だということを学んだ。【経験・体験、情報力】 
※QCD：Quality（品質）、Cost（価格）、Delivery（納期）の頭文字をとった言葉。ビジネスを進め
るうえで大切な要素。 

５．備考（企業の声等） 

○ プロジェクトを担うリーダーも 2人の積極的な行動からとても良い刺激をもらった。 
○ 不明点が見つかった場合に自己判断せず、確認をしながら進める点が良かった。インターンシッ
プ生の気付きによって体験いただいたプロジェクトの質も向上した。 
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事例 No.１８ 海外向け給湯器の開発と性能評価 

１．基本情報 

課題:  ㈱ノーリツでは、海外向け給湯器の開発を実施しており、顧客視点に立った商品化が求められてい
た。 
開発にあたり、インターンシップ生を受け入れることとし、給湯器の各国の製品規定に基づいた性能
評価を通じて、製品の技術的内容・製造プロセスについて検討させるとともに、詳細な性能評価・製品
のチューニング、ディスカッションを通じ、普段の生活から感じる不便な点やあったら良いと考えられる
点を抽出し、商品化を検討する会において、アイデアを提案することを課題として与えた。 

 
〈受入企業・団体概要〉 
株式会社ノーリツ （ＵＲＬ：http://www.noritz.co.jp/） 
所在地    兵庫県 明石市 

 従業員数  ３，０４２名 (2014年 12月 31日) 
  資本金   ２０１億円 
  事業内容  温水事業・厨房機械・住宅設備・新エネルギー領域等 
  ＰＲ    “お風呂は人を幸せにする”という創業当時の思いを持ち、人々の「豊かな暮らし」        

の達成に向けて価値を提供し続けています。当社製品がもたらすあたたかさ・清ら
かさ・健やかさの象徴として「お湯と健康」、思いやりのある・人間味あふれた・
きめこまかい・やすらぎに満ちた事業や商品でありたいという「愛とやすらぎ」、
物的な豊かさ・心の豊かさが求められている事について、従業員が一丸となって取
り組む「豊かな暮らしをつくる」の 3つを企業理念として事業を進めております。 

 
〈学生のプロフィール〉 
大学名   徳島大学大学院 先端技術科学教育部 1回生（男性） 
志望動機  実務を通じて、働く事への意識を持ち、仕事に対する価値観について考えるため。 

 
〈インターンシップの情報〉 
インターン期間 ２週間 (週５日) 
マッチング機関 徳島大学 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

 
 

２．企業側の指導 

○ 給湯器の仕組み・用いられている技術についての解説を行った。 

○ 給湯器の性能評価に際し、インターンシップ生に計測・評価をさせた。 

○ 技術部門で行うディスカッションに参加おいて、インターンシップ生の意見に対し、必要に応じ

て技術的な修正を行った。 

○ 実習終了後の報告会を通じて、今回の実習内容・学んだ事について考えさせた。 

３．インターンシップ生の取組・努力と挙げた成果 
○ 製品ディスカッションにおいて、お風呂に必要な次世代機能を提案した。 
⇒ 提案は、お風呂に関わる製品群に付加する次世代機能について、「ユーザー全員が欲しい機能か

どうか」「その機能が単一の役割を果たすのか、他の複合的役割を果たすのか」に着眼して検討し

たものであり、普段の生活から感じる不便な点、あったら良いと考えられる機能などを抽出し、

商品化を検討する会議において発表した結果、「お風呂に必要な次世代機能」についてのアイデア

が今後検討すべき案として取り上げられた。  

○ 技術的な提案以外にも、製品を販売する上で重要な戦略等を理解した。 
⇒ インターンシップ中の積極的アプローチとして、会社としての経営・営業戦略を理解するとと

もに、社員へのインタビューなどを通じて学生と社会人の違いや仕事への認識を深めた。社員か

らは、学生の時との違い・会社に入ってからの心境の変化などについて聞くことができた。 

 
  

１日目 

・会社説明等 
 
 
 

２日目～９日目 

各部門における実習・データ検証等 
 
 
 
 

・性能試験実施 
・装置組立 
・性能評価① 
 

・耐久試験① 
・装置換装 
・性能評価② 

・耐久試験② 
・ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ 
・報告用資料作成 

１０日目 

・報告会 
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４．インターンシップ生の成長 

○ 普段何気なく使用している製品の内部構造及び、用いられている専門技術に触れられ、今後の 

研究に生かしたい新たな知見を得る事が出来た。大学で学んできた専門的知識をインターンシップ

中に生かす事ができた。【知識・技術力】 
○ 会社の規律を順守し、自律的かつ目的意識を持ってインターンシップを進めた。また、社員の方々
と積極的にコミュニケーションし、日々の実習について内容を深めた。会社での仕事を痛感し、情

報処理能力・対人能力を今まで以上に磨く動機付けができた。【関係性向上能力】 
○ ユーザーニーズに対する課題解決のためのディスカッションに参加した。社員の方々に採用して
頂いた案もあり、新しい議題に対しても、今まで以上に積極的に考えられるようになった。これに

より、課題に対して粘り強く取り組む姿勢が重要だと再認識できた。【課題解決能力】 

５．備考（企業の声等） 

○ インターンシップ生と接することで、社員が、自社の存在価値や、自身の業務の責任を感じられ
る機会となった。 

○ 職場に後輩がいない若手社員は、後輩指導のトレーニングになって良かったという感想があり、
社員の育成面でも効果があった。 
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事例 No.１９ オリジナルパソコン製品化にあたっての調査、開発 

１．基本情報 

課題: アイクラフト㈱では、オープンソース（インターネットなどで無償公開されている）ソフトウェアで構成さ
れるパソコン（「LibrePC」）の製品化を実施することとしている。 
製品化を行う上で必要な調査、開発については、社内業務とは切り離された新鮮な感性を持った方
に関わって頂くことが有効と考え、インターンシップ生に対する課題とした。 

 
〈受入企業・団体概要〉 
アイクラフト株式会社 （ＵＲＬ：http://www.icraft.jp/） 
所在地  兵庫県 神戸市 
従業員数 ５０名 
資本金  ７,０００万円 
事業内容 システム運用保守、システムインテグレーション、ソフトウェア製造、ＩＴインフラ

構築、Bilingual IT Service Solution 
ＰＲ   日本各地から海外、それぞれの土地で地域に根ざし ITを届ける。 

 
〈学生のプロフィール〉 
大学名  大阪産業大学 デザイン工学部 ４回生（男性） 
志望動機 自身の実力を第三者から確認してもらうとともに、自分自身で認識するため。 

 
〈インターンシップの情報〉 
インターン期間 平成２７年８月５日～９月３０日の間で１６日間 
マッチング機関 ウェブサイトからの自由応募 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

 
 
 
 
 
 
 
 

２．企業側の指導 
専門知識に関する助言を行うほかに、企業で業務を遂行する上で必要なこととして以下を指導。 
○ 課題の進捗、作業結果についてオンラインツールを活用した情報共有をすること。 
○ 作業手順の記録にあたっては、他者が再現可能なレベルで記述すること。 
３．インターンシップ生の取組・努力と挙げた成果 
○ 「LibrePC」を製品化する上での技術的な調査 

⇒ 企業側が売り出したいポイントについて、技術的に製品化が可能か否かの調査とユーザからの

ニーズとして想定される機能についての提案、確認・検証を実施。 

○ 「LibrePC」のプロトタイプ製作 

⇒ 実際に使用する PCにおいて仕様の適用状況を確認し、エラー発生時には解決を図る。また、プ

ロトタイプ構築にあたっての手順書を作成。 

○ ユーザ視点に立った技術的な改良 

⇒ 既存ＯＳの使用に慣れたユーザでも違和感なく、更に快適に使用できるよう改良（ユーザイン

ターフェース、ユーザエクスペリエンスの向上）を行うべく、カスタマイズを行い、発生した問

題点の解消を図った。 

４．インターンシップ生の成長 

○ 計画的に業務を遂行し、適時の報告を行うことができるようになった。【協調性、規律性】 
○ 顧客側の視点での検討を行うことができるようになった。【人間性、柔軟性、応用力】 
○ 技術的に難解な事項についても自身で探索し、調査を行った【情報力、分析力】 

  

１日目 

課題説明 

Linux に

ついて調

査 

２～３日目 

オープンソ

ースソフトウ

ェ ア の 検

証･導入 

４～１０日目 

展示会展示物準備 

１２～１６日目 

LibrePC 細かい修正・

調査 

ドキュメント作成 

 
６～９日目 

貸出用 LibrePC セットア

ップ 

１１日目 

展示会 
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５．備考（企業の声等） 
○ 新規サービスのスタートアップ段階から参画し、新鮮な感性で調査・開発を行ってもらったため

「LibrePC」の質を向上させることができた。 
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事例 No.２０ ＩＴを用いた製品の研究・開発にあたってのアイデア提案 

１．基本情報 

課題: ㈱神戸デジタル・ラボでは、日常生活の不便を解消することをコンセプトとしたサービス化を目指して
おり、現在、研究・開発を行っているウェアラブルデバイスアプリケーション（身体に装着して利用する
ことが想定された端末とそれを操作するためのソフトウェア）に搭載する機能の検討が求められてい
た。 
インターンシップ生には、アイデア提案を実施するにあたり、学生ならではの視点を取り入れることと

し、多角的に検討することを課題として与えた。 
 

〈受入企業・団体概要〉 
株式会社神戸デジタル・ラボ （ＵＲＬ：http://www.kdl.co.jp/） 
所在地  兵庫県 神戸市 
従業員数 １６８名 
資本金  ２億９９５万円 
事業内容 WEB ビジネスを中心として、システム開発・運用・保守サービスのほか、先端技術

開発や情報セキュリティソリューションを提供 
ＰＲ   業種や業態によって企業の IT戦略も様々な中、人や企業とのコラボで生まれる ITを

創り育て、攻め、守る、のトータルサポートを提供する。 
〈学生のプロフィール〉 
大学名  京都大学 工学部 ４回生（男性） 
志望動機 大学での研究の一環で先端技術に興味を持ったため。 

〈インターンシップの情報〉 
インターン期間 平成２７年３月２５日～３月３０日（４日間） 
マッチング機関 インターンシップ生が属するゼミ教諭からの紹介 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

 
 
 
 
 
 

２．企業側の指導 
○ 基礎知識（アイデア出し、ブレインストーミング、プレゼンテーションの方法） 
○ ユーザ視点での思考 
３．インターンシップ生の取組・努力と挙げた成果 
○ アイデアの創出を行った 

⇒ ウェアラブルデバイスを観光分野に用いることを検討する際に、社内では実際に旅行をしてい

る際のストーリー（訪問先の看板などの翻訳機能等）を検討していたが、インターンシップ生が

「旅行前・後」にも使えるシステムを提案（例：旅行前にユーザが検索した情報に基づき、旅行

時に情報が提供されるサービスや自身が移動した部分についての情報が蓄積されるサービス）

し、その後の開発にあたっては部分的に採用された。 

○ 創出したアイデアに関するプレゼンテーションを実施した 

⇒ プレゼンテーションの前日までアイデアの内容が決められていなかったが、ブレインストーミ

ング等によりきっかけをつかんでからは、手早く資料にまとめ、実際のプレゼンテーションは社

内でも好評を得た。また、常に「なぜ」という視点を持って検討し、裏付けのある説明ができた。 

４．インターンシップ生の成長 

○ 他者（自分とはタイプの異なる人）を想像し、視点を変えながら検討を行うことができるように
なった。【課題発見・解決力】 

○ アイデア創出にあたり、きっかけを得たことで具体的内容にまとめあげることができた。【応用力】 
○ 部門内で課題に関与しないメンバーともコミュニケーションをとることができた【協調性】 

  

１日目 

テクノロジー概要の

理解、ユーザのニー

ズ等の整理、アイデ

ア出し 

２日目 

アイデア出し手法の

勉強、アイデア出し 

 

３日目 

担当者との意見交換

を通じたアイデア出

し 

４日目 

検討を行ったアイデ

アのプレゼン 
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５．備考（企業の声等） 
○ もう少し期間があれば、インターンシップ生のアイデアが盛り込まれた試作品をつくることがで

きたのではないかと考えられる。 
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事例 No.２１ 自社商品の市場調査及び新商品のアイデア提案 

１．基本情報 

課題: 自社商品の「ふくさ」がどのように販売されているのか、また、大学等の卒業記念品としてどれだけ使
われているのか調査を行うとともに、新たな販路や今までにない「ふくさ」のアイデアについて提案を行
う。 

 
〈受入企業・団体概要〉 
 株式会社清原 （ＵＲＬ：http://www.kiyohara-net.co.jp/index.html） 
所在地  滋賀県 守山市 
従業員数 ２３名（パートタイマー含む） 
資本金  １，２５０万円 
事業内容 和雑貨製品の企画・製造・販売 
ＰＲ   冠婚葬祭時に用いる「ふくさ」の国内トップクラスのシェアを誇る。現在はその製造

技術を活用し、「ふくさ」以外の商品企画にも注力している。 
〈学生のプロフィール〉 
大学名 滋賀大学 経済学部 ３回生 （女性） 
志望動機 将来、中小企業での就職を考えているため。 

〈インターンシップの情報〉 
インターン期間 平成２５年８月２２日～９月２７日の内１５日間 
マッチング機関 滋賀大学、滋賀県中小企業家同友会 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２．企業側の指導 
○現地での市場調査にあたっては、調査するポイント等のアドバイスを行った。 
◯今までにない「ふくさ」の提案にあたっては、「ふくさ」の性質を伝えることにより、自由な発想

の中でも、本来の用途を忘れないようにアドバイスを行った。 
◯各大学への卒業記念品の調査では、知りたいことを的確に聞けるように、アンケート項目について

アドバイスを行った。 
３．インターンシップ生の取組・努力と挙げた成果 
◯百貨店など自社の商品が販売されている現場に直接伺い、商品の市場調査を行った。 

 ⇒・百貨店では、呉服や印鑑、金封売り場、和雑貨屋で販売されていることがわかった。 

  ・呉服売り場などは入りづらい雰囲気があるため、若者が立ち寄るレディース売り場や、小物品

売り場での販売や自社ブランド和奏（わかな）のようなショップを百貨店に置くことを提案。 

◯今までにない「ふくさ」を提案するために、他社の商品や布が使用されている小物、旅行先の雑貨

店の商品などを観察し、アイデアに使えそうな情報の収集を行った。 

 ⇒インターン生ならではの、若者や女性目線での柄や模様、色使いを提案することが出来た。 

◯近畿・関西圏の大学の卒業記念品を調査するため、短時間で聞きたいことに答えていただけるよう

にアンケート項目を絞るなど工夫をし、電話調査を行った。 

 ⇒「ふくさ」以外では、シャチハタつきボールペンやアルバム、ＵＳＢなど様々なものが使われて

いることがわかった。また、記念品の決定方法や予算、選択の基準を把握することが出来た。 

４．インターンシップ生の成長 

○当初は、仕事を進めるにあたって一人で考え込むことが多かったが、積極的に周りの人とコミュニ

ケーションをとるようにしたことで、スムーズに進めることができるようになった。【協調性】 
○目標を設定し、その達成に向けて自分で考えて行動することができるようになった。【企画力・実

事前学習 
「ふくさ」の歴史や由来を調べる 

３日間 
「ふくさ」商品の市場調査 

１２日間 
・新たな販路の提案 
・今までにない「ふくさ」の提案 
・関西圏の大学を中心にした卒業記念品の調査 
・「ふくさ」を知らない人への PR方法を考える 
・滋賀・守山に来て「ふくさ」を購入してもらえる「仕組み」を考える 
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行力】 

５．備考（企業の声等） 

○市場調査の結果は、貴重な社内の資料として有効活用されている。 
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事例 No.２２ スーパーマーケットにおける販売促進 

１．基本情報 

課題: スーパーマーケットでは通常時を大きく上回る売上げを「異常値」というが、POP や対面販売による指
定した商品の異常値作りや、カード会員の属性や購入実績を活用したターゲッティングの案の検討、店
舗のあり方提案などを課題として与えた。 

   
〈受入企業・団体概要〉 
株式会社阪食（ＵＲＬ：http://www.hanshoku.co.jp/index.html） 
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 
事業内容 スーパーマーケット運営 
ＰＲ   エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社を持株会社とする事業会社。 

〈学生のプロフィール〉 
大学名  大阪経済大学ほか 
志望動機 小売業の様々な業務を経験できるため。 

〈インターンシップの情報〉 
インターン期間 ６日間 
マッチング機関 大阪経済大学ほか 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

２．企業側の指導 
○店舗販売実習に際して、学生に商品を指定し、売場担当社員が商品の特徴を説明するとともに、販

売計画や売場作りを指導した。陳列や POPは顧客の視点で考えることなどを助言。 
○マーケティング系業務体験として、カード会員の属性や購入実績を元に、会員のレシートに続いて

特定商品のクーポンを印刷する仕組みを説明をした上で、ある商品のクーポンをどのような層に提

供すべきかを考えさせた。販売実績を示し、購入中心層以外に売り込むことは難しいが、それがで

きれば効果が大きいことを説明した。 
○プレゼンテーション資料の作成にあたっては、「まず結論を」「根拠を明示」「簡潔に」といったこ

とを指導した。役員発表の前には、社員に対してシミュレーションをさせ、発表者は基本的に資料

や映像を見ず、相手の顔を見ながら話すことなどを指導した。 
 
３．インターンシップ生の取組・努力と挙げた成果 
○ある学生達は、別々の店舗において、売込み商品として、有名メーカーのヨーグルトを指定され、

売場担当社員とともに販売計画を作成の上、陳列や POP 作成、試食販売、店内アナウンスなどに
取り組んだ。 
⇒ある学生は、同じ売場により安価な商品があることから、差別化のためその商品独自の発酵技術

をＰＲするＰＯＰをカラフルな色使いで作成した。別の学生は、当初入荷数の多い「プレーン」

を中心に様々なアレンジを紹介しつつ試食販売を行ったが、「脂肪０」の在庫が目立ち始めたこ

とに気付き、途中から試食販売において「脂肪０は乳酸菌の数は同じで、カロリーが半分」との

ＰＲを追加する機転を利かせた。また、両者とも、売場横にフルーツソースなどを置き、関連商

品の売上げにも貢献した。 

○ある学生達は、別々の店舗において、売込み商品として、徳島県産の豊水梨を指定され、売場担当

社員とともに販売計画を作成の上、陳列や POP 作成、試食販売、店内アナウンスなどに取り組ん
だ。 

 ⇒ある学生は、食べごろやおいしい食べ方を伝えるとともに、試食でよりおいしさが伝わるよう皮

会社 
紹介・ 
業界 
説明等 

１日目 

２日目 
店舗 
販売 
実習 

３日目午前 
寿司等製造
体験 

３日目午後 
店舗販売 
振返り 

４日目 
ス ー パ ー
バ イ ザ ー
同行・ 
グ ル ー プ
ワーク（店
舗開発） 

５日目午前 
グループワ
ーク（マーケ
ティング・ 
チラシコピー
考案） 

５日目午後～ 
６日目 
事業提案の 
プレゼン準備・
役員プレゼ
ン 
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のむき方やカットの仕方にも気を配った。別の学生は、他の品種の特徴について社員に教えを請

い、豊水梨おいしさを積極的にアピールした。 

○マーケティング系業務体験として、キャベツがあれば手軽にゴマ味噌いためが出来るお惣菜の素の

ターゲティングを行った。 
 ⇒子育て世帯の主婦層やシニア主婦層に多く購入されていたが、手軽さや中年男性の健康意識の高

まりを考慮して、単身中年男性を「レシートクーポン」のターゲットにすることを提案した。 

○「地域のお客様にとってなくてはならない店舗とは」というテーマでグループディスカッションを

行い、その結果をまとめ役員に対して提案を行った。 
 ⇒「料理コンテストと受賞料理の商品化」や主婦の料理に関する悩みの第１位が「献立を考えるの

が面倒」であることを踏まえた「料理提案型の販売スペースの設置」などの提案を行った。 

 

４．インターンシップ生の成長 

○店舗で特定商品の販売促進を体験した。【経験・体験】 
○他の学生と協力しながら、提案事業を取りまとめた。【協調性、柔軟性、傾聴力、企画力】 

５．備考（企業の声等） 
○担当社員によると、インターンシップ生は戦力になるとともに、学生の感性に触れさせてくれる貴

重な存在だったとのこと。 
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事例 No.２３ 新商品の開発と新たな販路の開拓 

１．基本情報 

課題:フェリシモの商品をアジア市場へ展開させることを計画。販売方法や販路拡大を課題として与え、最終日
にプレゼンを行わせた。 

 
〈受入企業・団体概要〉 
株式会社フェリシモ（ＵＲＬ：http://www.felissimo.co.jp/） 
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 
事業内容 ダイレクトマーケティング業 
ＰＲ   しあわせをデザインする会社。 

〈学生のプロフィール〉 
大学名 関西学院大学 商学部 ３回生（女性）〔留学生〕 
志望動機 テーマ型のインターンシップを希望していたため。 

〈インターンシップの情報〉 
インターン期間 ４日間 
マッチング機関 大学コンソーシアムひょうご神戸 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

 

２．企業側の指導 
○経営が成り立つように、アイデアの提示だけではなく市場分析を行い、実現可能性のある案を考える

よう助言。 
○それぞれの国の状況にあわせ、継続的に商品を購入してもらうために何が必要か考えるよう助言。 
○展開先の国・地域の選定にあたって、根拠を示すよう指導。 
○市場の大きさを測る手法について指導。 
３．インターンシップ生の取組・成果 
○プレゼン発表。 
⇒上海では、大学への入学は全寮制であり、入学時期は新生活をスタートさせる方が大勢いること

が判明。新生活スタート時に商品を売り込み、卒業後も顧客として確保することを発想。 

○従業員とのかかわり。 

 ⇒期間中、積極的にコミュニケーションをとり、必要な情報を集めた。プレゼンまでの期間におい

ても、積極的に従業員へ接触を行い（主にメールによる）、情報収集に励んだ。 

○海外進出にあたり、メインの顧客となるターゲットを選定した。 

⇒大学で学んだ手法を用いて検討し、購買力があり、ブランドイメージの確立に有利なターゲット

として、上海の女子大生を選定した。また、十分な需要が見込めることを確認した。 

○「化粧品」「ヘアアクセサリー」「手作り小物」について、売上とコストのシミュレーションを行った。 

⇒市場の大きさ、類似商品の価格設定、コストなどを分析し、ビジネスとして成立することを明ら

かにした。 

４．インターンシップ生の成長 

○大学で学んだ知識を実地で活かした。【業務遂行に必要な知識】 
○売上とコストのシミュレーションを行った。【分析力】 
○海外進出計画の企画提案を行った。【企画力】 

５．備考（企業の声等） 
○海外展開に備え外国人の採用も検討しているが、留学生のインターンシップ生を受け入れることが、

採用の予行演習になった。 

 

１日目 
課題提示 
ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 

２日目 
ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 
 

３日目 
ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ 
中間発表 

４日目（約 1 ヶ月後） 
ﾌﾟﾚｾﾞﾝ 
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事例 No.２４ 新商品の開発と新たな販路の開拓 

１．基本情報 

課題: ドンクの商品を製造工程から理解し、さらなる販売促進を達成するには何が必要か検討する。 
 
〈受入企業・団体概要〉 
株式会社ドンク（ＵＲＬ：http://www.donq.co.jp/company/aboutus.html） 
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 
事業内容 各種パン、フランス菓子の製造、販売及び喫茶室、レストラン営業 
ＰＲ   ドンクという職場を通して、自らを磨き力一杯働こう。そして大いに社会、顧客のた

めにお役に立ち、自分自身も豊かな生活をめざそう。 
〈学生のプロフィール〉 
大学名  神戸国際大学 経営学部 ３回生（男性）〔留学生〕 
志望動機 パンの製造に魅力を感じ、製造工程から一貫してこだわりを持つ企業へのインターン

シップを希望。 
〈インターンシップの情報〉 
インターン期間 ５日間 
マッチング機関 大学コンソーシアムひょうご神戸 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

 

２．企業側の指導 
○毎日の日誌を作成し、一日の振り返りを行い、課題認識を持って業務に取り組むよう助言。 
○製造から販売まで一貫して、お客様に何ができるかを考えるよう助言。 
○店舗販売にあたり、どのように説明すれば商品の良さやを伝えらえるか、実技を通じて助言。 
○販売促進を考えるにあたり、消費者ニーズの把握の方法を助言。 
３．インターンシップ生の取組・成果 
○オリエンテーション（工場）。 

⇒製造工程での企業のこだわりを実感。こだわりを持ってつくった製品だからこそ、自信を持って

販売ができることを学んだ。 

○店舗販売経験。 

 ⇒商品の陳列にも、一つ一つ意味があり、最適と思われる手法で販売されていることを学び、机上

の経営学との違いを実感。現場の実情を学び、自分たちならどう販売するか意識し、陳列につい

て自分なりの意見を社員へ伝える。 

○販売促進を目指し、購入者層をより理解するため、周辺の情報を収集。 

⇒ターゲットは学生、主婦がメインであり、ターゲットに合わせたセールスや、特集コーナーの設

置などを提案。 

４．インターンシップ生の成長 

○一日の評価を自分自身で行うことによって、自分に必要なものを認識した。【自己分析力】 
○販売にあたり、自分がおすすめの商品の良さを伝えるためには、商品への理解や表現力が必要であ

ると実感。【交渉力】 
○販売促進にマーケティングを行った。【分析力】 
５．備考（企業の声等） 
 

１日目 
課題提示 
ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 

２日目 
店舗販売 
 

３日目 
店舗販売 
 

４日目 
 店舗販売 

 

５日目 
 報告会 
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事例 No.２５ 外国人観光客誘致のための情報発信・仕掛けづくり 

１．基本情報 

課題:醤油発祥の地で、醤油蔵見学もできる企業の特性を活かし、アジアを中心とした外国人観光客をさらに
呼び込むための戦略を検討。発信力強化のため、英語の商品パンフレット作成やフェイスブックを活用
した情報発信を課題として与えた。 

 
〈受入企業・団体概要〉 
湯浅醤油有限会社 （ＵＲＬ：http://www.yuasasyouyu.co.jp） 
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 
事業内容 醤油製造・販売 
ＰＲ   醤油発祥の地、和歌山県有田郡湯浅町で本物を造るために、国産原料にこだわり、昔

ながらの製法で丹精込めて手造りしている数少ない会社です。醤油製造だけでなく、
地域素材と共同での商品開発や通販、観光事業などにも力を入れています。 

〈学生のプロフィール〉 
大学名  和歌山大学 経済学部 ２回生（男性） 
志望動機 「世界一の醤油をつくりたい」という代表者メッセージに感銘を受けたため。 

〈インターンシップの情報〉 
インターン期間 １５日間 
マッチング機関 和歌山大学 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

 

２．企業側の指導 
○観光パンフレットの作成にあたり、「地域の文化・歴史を知ることで新しい商品の発掘にも繋がる」

ことを助言。 
○外国人旅行者向けの商品説明作成にあたり、「どのように説明すれば、商品の良さや使い方を知っ

てもらえるか、伝統文化を伝えるためには工夫が必要。」と助言。 
３．インターンシップ生の取組・努力と挙げた成果 
○観光による地域活性化を目指し、湯浅町の観光案内を作成。地域をより理解するため、周辺地域を

散策し情報を収集。 
⇒ターゲットが年配の方なので、観光資源もターゲットに合わせたものを取り上げる必要があると

判断。また、湯浅町だけでは「食」のアピールが弱いことが判明。観光案内パンフレットに周辺

地域の情報も盛り込むこととした。 

○作成した観光案内パンフレットを持ち、地元バス会社と一緒に大阪の旅行会社で営業活動。 
 ⇒反応は厳しく成果には繋がらなかったが、核となる観光名所を決め周辺の観光地を付加すること

で、多くのツアー案ができることを学んだ。 

○店舗での接客業務を体験。英語での接客も行った。 

⇒お客様は、歴史ある商品や珍しい商品に興味を持ってくれることが判明。また、年配の方は塩分

控えめの商品を好む傾向があり、ターゲットに合った商品を勧めることが重要だと感じた。 

外国人には、歴史などの説明よりも用途を詳しく説明すべきだと実感。商品説明の内容にも工夫

を凝らした。（特にアジアの方は健康志向があり、製品の成分等に関心あり。） 

○商品の１つである「金山寺味噌」を海外に発信するため、英語のパンフレットを作成。また、店内

商品について英語の POPや説明書を作成。 
 ⇒台湾人のお客様に、説明が分かりやすいと喜んでもらえ、購入した醤油とともに、英語の商品説

明を持ち帰っていただいた。 

○情報発信ツールとしてフェイスブックを活用し、外国人向けに湯浅町全体の情報や醤油の歴史、お

勧め商品等の情報を発信。 
 ⇒自ら設定した「いいね」50件という目標を上回る 58件の「いいね」を獲得。外国人は 20件近く

1～4日目 
店舗業務体験 
周辺観光情報収集 
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ（FB）投稿 

5～6日目 
商品ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ作成 
（英語） 
観光ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ作成 
 

7～10日目 
店舗業務 
旅行業者への営業 
FBでの情報発信 

 

11～15日目 
店舗業務 
英語 POP作成 
FBでの情報発信 
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獲得できた。 

フェイスブックをより広げるため「トリップアドバイザー」も連動させ、今後の知名度向上を狙

った。 

４．インターンシップ生の成長 
○周辺地域の情報を集め、観光パンフレットを作成した。【分析力、企画力】 
○旅行会社に PRを行った。【経験・体験、交渉・調整力】 
○店舗で外国人を含めた接客を行うとともに、英語で POPや説明書を作成した。【語学力、経験・体
験】 

○フェイスブックを活用し、情報発信を行った。【技術力】 
５．備考（企業の声等） 
○今までは社員が外国人対応に不慣れであり、接客を避ける傾向があったが、インターンシップ生が

積極的に外国人に対応している姿に触れることで、社員の意識に変化が生まれ、外国人に対して積

極的な接客姿勢がみられるようになった。 
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事例 No.２６ 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 

１．基本情報 

課題: ㈱ファミリアは国内において「愛情品質」をコンセプトに、子供服やベビー用品などを中心とした商品
の製造・販売を行っている。 
今後、海外事業展開を進めていく中で、世界で最も愛されるベビー用品関連企業となるためには何が
必要かを把握することが求められている。 
インターンシップ生には、どうすれば世界に通用する企業となれるかについて、企業理念を理解した
上で検討することを課題として与えた。 

 
〈受入企業・団体概要〉 
株式会社ファミリア （ＵＲＬ：http://www.familiar.co.jp/） 
所在地  兵庫県 神戸市 
従業員数 ６６４名 
資本金  ６，０００万円 
事業内容 子供服・子供向け用品・ベビー用品の製造・販売 
ＰＲ   『愛情品質』をものづくりのコンセプトに『こだわり』と『愛情』を込めて、パパや

ママ、こどもたちにもお届けしています。 
〈学生のプロフィール〉 
大学名  神戸大学大学院 経営学研究科 １回生（女性・中国からの留学生） 
志望動機 日本企業でのマーケティングノウハウを学びたかったため。 
 

  大学名  神戸松蔭女子学院大学 人間科学部 ２回生（女性・韓国からの留学生） 
  志望動機 日本企業での販売ノウハウを学びたかったため。 
 
〈インターンシップの情報〉 
インターン期間 ５日間 
マッチング機関 大学コンソーシアムひょうご神戸 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

 
 
 

２．企業側の指導 
① 日本企業がどのようなビジョンを持って、商品やサービスを作っているか助言。 
② どのようなプレゼンをしたいのかを考えながら、スタッフに質問をするよう助言。 

３．インターンシップ生の取組・努力と挙げた成果 
○ 各部門スタッフとの意見交換において、企業理念やものづくりへの想いを学んだ。 
⇒ 企画業務やマーケティング、販売スタッフなどの考えを聞き、ファミリアを理解し、文化の違

いまで踏み込んだ。 

○ 販売スタッフへの研修支援を行い、店舗教育を行った。 
⇒ スタッフと一緒になって、学んだ企業理念やものづくりへの想いを踏まえた研修内容を作成し、

販売促進につなげた。 

○ どうすれば、母国でファミリア製品を売ることができるかのプレゼンを行った。 
 ⇒ 日本独特の“おもてなし”文化が世界に通用するか、日本と中国の“ギフト”に対する考え方

の違い、をテーマにプレゼンを行い、海外事業展開の際のローカライズの必要性を提案した。 

４．インターンシップ生の成長 

○ 企業理念とものづくりへのこだわりを理解した。【理解力】 
○ 常にプレゼンのテーマを意識した。【企画力、判断力、応用力】 
○ 海外事業展開における留学生ならではの視点からの提案を行った。【課題発見・解決力】 

  

1日目 
オリエンテーション 
企業理念説明 
 

２日目～４日目 
総務人事部門、マーケティング部門ス
タッフとの意見交換 
販売スタッフへの研修支援 

５日目 
プレゼンテーション 
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５．備考（企業の声等） 
○ 留学生と接することで、異なる文化や考え方に触れることができ、スタッフの成長に繋がった。 
○ 川上から川下まで取り扱っていることから、５日間では期間が短いと感じた。 
○ 海外展開を踏まえて留学生インターンシップを行ったが、2016年度春からの留学生採用を決めた。 
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事例 No.２７ インテリア製品販売業のネットショップ運営支援 

１．基本情報 

課題: 受入企業はもともとインテリア製品の卸売業を営んでいたが、近年一般消費者向け販売が好評を博し
ている。そのうち、ネットショップの課題の発見と解決に取り組むことを課題として与えた。 

    
〈受入企業・団体概要〉 
丸蔵株式会社 （ＵＲＬ：http://www.marukura.co.jp/） 
所在地  大阪府 大阪市 
従業員数 ３０名 
資本金  ２，０００万円 
事業内容 インテリア製品の企画・製造・販売 
ＰＲ   一般消費者向けの新ビジネス展開が TVや新聞でも紹介されました。 

〈学生のプロフィール〉 
大学名  追手門学院大学 心理学部 ３回生（女性） 
志望動機 女性が活躍している会社だったため。 

〈インターンシップの情報〉 
インターン期間 ２０日間程度 
マッチング機関 追手門学院大学 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

２．企業側の指導 
○何をするにも自分の頭で考えること、分からないことは積極的に聞くよう指導。 
○コピーを指示されたり、書類整理を命じられたときは、何の資料なのか、何が書いてあるかを確認

するよう助言。 
○ネットショップのサイトの改善の検討に際しては、買う人の立場で考えるよう指示。また、プレゼ

ンの際は、提案の根拠を明確に説明するよう助言。 

３．インターンシップ生の取組・努力と挙げた成果 
○ネットショップのサイトの改善を提案した。 
 ⇒利用者のレビューや他のネットショップのサイトを分析し、友人等にヒアリングするなどして、

商品の画像に生地の厚みの画像を追加することや商品名を短くすること、商品ページをスクロー

ルしないと出てこない「買い物カゴに入れる」ボタンを上部に配置することなどを提案した。生

地の厚みの画像を追加したことについては、利用者から好評を得ている。 

○受注から商品発送までの時間を短縮するため、倉庫のロケーション管理（在庫品の保管位置の管理）

の見直しを行った。 
⇒発送業務を担当するうち、「倉庫内で商品やサンプル品の在庫を探す事が多く、時間ロスが多い」

という問題点を発見し、社員にヒアリングを行いながら効率的な出荷が可能となる新たなロケー

ションを提案し、再配置を実施した。 

４．インターンシップ生の成長 

○利用者のレビュー等から Web サイトの問題点を発見し、その改善策について具体的な提案を行っ
た。【分析力、課題発見・解決力】 

○ネットショップ業務の中から問題点を発見し、社員にヒアリングを行いながら、倉庫のロケーショ

ンを改善した。【傾聴力、課題発見・解決力】 

１日目 
会社 
紹介等 
 

２～２０日目 ネットショップ商品発送作業 
・ネットショップ以外の全体業務サポート 

１～５日目 
商談同行 

６～１０日目 
ネットショップ
サイト改善点提
案に向けた検討 

１１～２０日目 ネットショップ商品在庫管理の
改善に向けたヒアリング・検討と実施 

２０日目 プレゼン 
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５．備考（企業の声等） 

○社長によると、webサイトのレビューチェックや倉庫のロケーションの問題は、社員の誰も手をつ
けることができていなかったので、学生の提案や改善はありがたかったとのこと。 

 

  

58 



事例 No.２８ チャリティイベント運営及びネットショップの活性化 

１．基本情報 

課題: ＮＰＯと連携したママ・プレママ向け交流チャリティイベントの運営及び、リアルなお客様との繋がりを
活用したネットショップの活性化策検討を課題として与えた。 

 
〈受入企業・団体概要〉 
有限会社シーエスピー （ＵＲＬ：http://www.mille-ferme.com） 
所在地  和歌山県 岩出市 
従業員数 ３０名 
資本金  ３００万円 
事業内容 授乳服の企画製造販売、インターネット通販 
ＰＲ   授乳服・マタニティ服を中心とした自社ブランド「ミルフェルム」「Daily Diary」を

企画・販売。卸・小売を行っている強みを活かして新たな商品を企画開発しています。 
〈学生のプロフィール〉 
大学名  和歌山大学 経済学部 ３回生（女性） 
志望動機 ファッションに興味があったため。 

〈インターンシップの情報〉 
インターン期間 ２１日間 
マッチング機関 和歌山大学 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

 

２．企業側の指導 
○イベント運営について、「本番に向けてのできあがりイメージを高く持って作業に取りかかる」こ

とを助言。 
○「『分からないこと』が分からない」ということを肝に銘じ、どんどん経験と質問を繰り返すこと

で分かっていなかったことが見えてくる旨、助言。 
○仕事に対する責任感を持たせるため、チャリティイベント参加協力企業への段取り説明を学生本人

が行うよう指示。 
３．インターンシップ生の取組・努力と挙げた成果 
○チャリティイベントの計画書及びマニュアルを作成した。 
⇒前年度に作成されたマニュアルの内容をベースに今回のイベントマニュアルを作成。分かりやす

くなるよう工夫を行った。 

○特別販売会の準備及び販売会運営補助を行った。 
 ⇒販売会において、配送担当者との情報共有ができておらず配送ミスが発生したため、代金支払い

済みなのか、商品お渡し済みなのか等の情報を記載する書類を作成した。 

○「リアルとネットの融合」について、商品を直接ご購入いただいたお客様の声をネットショップの

レビューに書いていただくことで、ネットに反映させ、ネット販売の売り上げ向上に繋げるという

仕組みを考えた。特に、新商品についてはレビューが書き込まれにくいので、どのようにしてレビ

ューの記載を促すかを考えた。 
 ⇒他社がどのようにしてレビューを集めているのかを調べ、レビュー投稿率を上げるために、①対

象賞品のレビューを書くと特別価格で購入いただける、②その場でレビューを投稿いただいたお

客様には紅茶をプレゼントする、というサービスを提案した。 

また、商品購入からレビュー投稿までの手順書を作成し、お客様に簡単に分かりやすくレビュー

投稿をしていただけるよう工夫した。 

○特別販売会、チャリティイベントにおいて、レビューの仕組みを実践した。 
 ⇒1組だけだったが、レビューを書き込んでいただくことができた。 

レビューの仕組みについては、インターンシップ終了後も内容をブラッシュアップし、継続して

活用してもらえている。 

 

1～5日目 
ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 
ｲﾍﾞﾝﾄ準備 

6～9目 
特別販売会
運営補助 

20～21日目 
ｲﾍﾞﾝﾄ後片付け 
 

10～18目 
ｲﾍﾞﾝﾄ準備 
ﾈｯﾄｼｮｯﾌﾟ企画検討 

19日目 
ｲﾍﾞﾝﾄ運営 
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４．インターンシップ生の成長 

○自分が主体となり、チャリティイベントの運営を行った。【経験・体験、指導力】 
○特別販売会での反省を活かし、チャリティイベントがスムーズに進むよう工夫を行った。【課題発

見・解決力、企画力】 
○レビュー投稿率を上げるための仕組みを、他社の情報を参考にしながら検討した。【分析力、企画

力】 
５．備考（企業の声等） 
○インターンシップ生が作成したレビュー投稿の手順書は、終了後も内容をブラッシュアップし活用

している。 
○今回の特別販売会で見えてきた課題については、インターンシップ終了後、社内においても改善策

を講じ対応マニュアルを作成。その後の特別販売会で活用するなど、業務改善に役立った。 
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事例 No.２９ 京都の和食産業を支える業界を知る 

１．基本情報 

課題: 店舗研修や営業活動等を通じて、京都の和食産業を支えている食材業界の流通の仕組みを実体験
し、他社との差別化を図る方法やコミュニケーション能力の重要性について学ぶことを課題とした。 

 
〈受入企業・団体概要〉 
株式会社野田屋 （ＵＲＬ：http://nodaya.co.jp/） 
所在地  京都府 京都市 
従業員数 ２３名 
資本金  １，０００万円 
事業内容 市内をはじめとする全国のホテル・料亭に食材等を提供 
ＰＲ   お客様に食を通じて楽しい感動的な時間と生活を提供することを最も大切な使命と

こころえています。 
〈学生のプロフィール〉 
大学名  京都女子大学 現代社会学部 ３回生（女性） 
志望動機 普段手に取る商品の流れや、営業活動時にどのように商品を売り込むのか、どのよう

に人間関係を築くのかについて知りたいと思ったため。 

〈インターンシップの情報〉 
インターン期間 １１日間 
マッチング機関 大学コンソーシアム京都 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

２．企業側の指導 
○営業活動で大人しく、あまり話をしない学生に、「自分の思っていることを明確に相手に伝えるこ

とが重要」と助言。 

３．インターンシップ生の取組・努力と挙げた成果 
○一般ではなかなか経験することが難しい市場・工場での視察や、営業、流通管理など、和食に関す

る様々な業界で幅広い経験を積んだ。 
⇒京都を代表する和食産業を広く理解し、特に営業活動では人とのコミュニケーションの大切さを

身を持って経験した。自らが社会に出て働くイメージを持つことができた。 

○店舗における販売や接客、在庫管理等の研修を通じて、気付いた点を従業員に質問・指摘をした。 
⇒従業員にとっても普段何気なく行っている業務を見直すきっかけとなり、職場の改善が図れた。 

４．インターンシップ生の成長 

○営業活動や店舗実習等。【経験・体験、業務遂行に必要な知識、傾聴力、情報力、協調性】 
○流通管理、在庫管理等の研修。【管理力、情報力、理解力】 
○会議や商談への参加。【企画力、意欲、応用力】 

５．備考（企業の声等） 
○受入企業側のメリットとしては、学生が接客や商品陳列の方法等について従業員に質問・指摘をす

ることで、従業員も新たな気付きや見直しに至ることが多く、店舗全体の意識改革・改善に繋がる。 

 

１～３日目 
オリエンテーシ
ョン 
（会社案内、会
社概要、経営理
念や戦略など） 

２～４日目 
店舗研修（販
売・接客） 
マナー研修 
インターネッ
ト販売の管理
方法等の研修 

５～１０日目 
営業同行 
営業会議出席 
メーカーサンプ
ル商談への参加  
など 

１１日目 
在庫管理 
工場・市場視察
（ゆば製造工
場・市場のセリ
の視察） 
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事例 No.３０ タイにおける販売促進と業務改善の提案 

１．基本情報 

課題： 製造工程から理解し、タイでの拡販のためのパンフレット作成、及び業務改善提案に取り組
む。 

 
〈受入企業・団体概要〉 
シャープ化学工業株式会社 （ＵＲＬ：http://www.sharpchem.co.jp/） 
所在地  大阪府 堺市 
従業員数 ４９名 
資本金  ９，２００万円 
事業内容 シーリング材・コーキング材・接着剤の製造販売 
ＰＲ   事業の新展開を目指します。 

〈学生のプロフィール〉 
大学名  泰日工業大学（タイ） ３回生（男性） 
志望動機 将来、日本企業での就職を考えているため。 

〈インターンシップの情報〉 
インターン期間 平成２６年４月～９月の内６０日間 
マッチング機関 泰日工業大学留学生支援事業実行委員会（事務局：大阪府立大学） 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

 

２．企業側の指導 
○将来、日本企業で働くために、日本語の習得も目的の一つであり、社員と積極的に日本語でコミュ

ニケーションを図るよう指導。 
○既にある英語版の製品パンフレットから、タイ語版パンフレット作成を考えるよう指示。 
○学生の専攻分野と企業の求める課題とを摺り合わせ、製造工程における業務改善をテーマに取り 

組むよう指導。 

３．インターンシップ生の取組・努力と挙げた成果 
○日本語でのコミュニケーション。 
 ⇒聞き取りに関しては、当初よりも理解できるようになった。 

○製品知識の取得。 
 ⇒製造工程を理解するとともに、タイでの商品拡販に使用する、タイ語版の製品パンフレットの作成に取り

組み、その過程で必要となる製品知識等を取得することができた。 

○業務改善の提案。 
 ⇒製造工程を検証し、時間データを収集、作業効率アップにつなげるための提案を行った。ただ、時間と

コミュニケーションの制約のため工場の全体最適化というレベルまで検討するに至らなかった。 

４．インターンシップ生の成長 

○日本語能力の向上。【語学力】 
○大学での専門を活かしながら、企業と設定した課題、テーマに取り組み、提案を行った。【業務遂

行に必要な知識、分析力】 

５．備考（企業の声等） 
○留学生のインターンシップは、言語や文化など、日本人のインターンシップよりも壁があるのは事

実であるが、受け入れを続けることにより、社員自身のコミュニケーション能力（英語等）も向上

してきている。また、留学生自身も短期間で日本企業のあり方を効率的に学ぶことができた。 

 

経営理念・経営方針、 
事業内容等の理解 

製造工程の理解・体験、製品知識の取得（OJT） 

タイ語版製品パンフレットの作成 

業務改善の提案 

業務上必要となる日本語・商慣習などの研修（OJT） 
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事例 No.３１ Have Fun! Eidenプロジェクト  

１．基本情報 

課題： 叡山電車㈱では、近年の外国人観光客の増加などにより、利用者の増加が顕著になっている。 
このため、インターンシップ生に対する課題として、叡山電車（ワンマン運行）の利用者が、より快適
な乗り降り・利用を可能にするための調査の実施と提案を行うことを求めた。 

     ※参加学生によるプロジェクトチームを結成し、上記の課題に取り組んだ 
 
〈受入企業・団体概要〉 
叡山電鉄株式会社 （ＵＲＬ：https://eizandensha.co.jp/） 

所在地  京都府 京都市 
従業員数 ８３名 
資本金  ２億５，０００万円 
事業内容 ・鉄道事業法による一般運輸業 

・道路運送事業 
・土地建物の売買、賃貸並びに建設業 
・食堂、売店及び駐車場の経営 
・バスターミナルの経営 
・文化、厚生施設及び娯楽機関の経営 
・旅客誘致並びに旅客斡旋業 
・ＣＤ・ＤＶＤ・ビデオテープ等のレンタル及び販売 
・前号の中古商品の買取及び販売 
・前各号に付帯する事業及び関連する一切の業務 

 
〈学生のプロフィール〉 
大学名  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） 

 
志望動機 企画力の向上、受け入れ先企業やプロジェクトの課題への興味・関心 など 

 
〈インターンシップの情報〉 
インターン期間 ２箇月（2014年 12月中旬～2015年 2月中旬）頻度１週間に１～２回） 
マッチング機関 NPO法人グローカル人材開発センター 

（コーディネーターによる学生の活動支援、企業との調整等を実施） 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

 

２．企業側の指導 
＜企業からの指導＞ 
① 企業説明では、自社の沿革だけでなく、外国人対応やワンマン運転における利用の課題など、鉄
道業界における課題を正しく認識できるよう説明を実施し、課題の本質から考えるよう助言。 

＜Ⅰターム 2週間＞ 

事前学習 

・課題発表 

・企業、業界研究 

・文献調査 

＜Ⅲターム 2週間＞ 

グループワーク② 
・提案書作成 
企業訪問② 
・課題に対する提案 
（プレゼンテーション） 
ふりかえり 
・取り組みに対する 
フィードバック 

＜Ⅱターム 1 ヶ月＞ 

企業訪問① 
・企業説明 
・インタビュー 
フィールドワーク 
・沿線における実地調査 
グループワーク① 
・課題に対する解決策の考案 
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② インフラとしての側面だけでなく、観光の側面を合わせていることを伝え（観光シーズンの影響
を受けるなど）、多角的な視点を持って取り組むよう助言。 
③ 提案された課題について、企業として取り組むために必要となる要素を伝えつつ評価を実施。 
＜コーディネーター（受入先企業とともに学生の取り組みをサポート）＞ 
① 課題解決に必要となる専門知識習得のための、文献や統計データの活用の仕方を指導し、企業に
通用する提案になるよう助言を実施。 
② 効率的なグループワークの進め方を、ファシリテーションの手法を基にレクチャーを実施。 
③ 解決策の提案では、提案書の作成手法を指導し、企業における提案で求められるものが何か、  

学生自身が考えながら作成するようにサポートを実施。 
３．インターンシップ生の取組・努力と挙げた成果 
○ 企業訪問①では、「企業説明・インタビュー」を実施した。 

 ⇒ 与えられた課題を鉄道業界としての視点だけでなく「観光」という視点を持って取り組む必要

性をインタビューから引き出すことができた。 

○ 企業訪問②では、「課題に対する提案」を実施した。 

⇒ ２ヶ月の限られた期間内で、課題に対しての解決策として 12の提案を行うことができた。提案

内容は、「新しい路線図の提案」や「駅構内における掲示物のレイアウトの提案」など、利用者

の視点と調査に基づくエビデンスのある内容となった。 

路線図：国内外の事例を調査し、外国人観光客に対応する上で適切な表示やデザイン、色彩の

影響を考え、ひと目でだれでもわかる路線図を提案。 

駅構内におけるレイアウト：掲示物等設置物の配置を、文献調査の結果を基に人の流れ（導線）

を意識した配置に、また必要な情報だけをシンプルに伝える表示に心がけた、情報が

しっかりと行き届くレイアウトを提案。 

提案の結果、駅構内の掲示物の配色や乗車案内の提案など、提案の一部やそのアイディアが採

用され、各駅に反映されることとなった（乗り場によって路線が異なるため、路線ごとのライン

カラーを乗り場の壁面に表示するなど）。学生の提案が実際に案内方式の改善に活かされること

となった。 

○ 大学や学部、国籍の異なるメンバーで構成されたチームでプロジェクトを進め、課題解決に向け

た調査報告・分析、解決策についてチームで取り組んだ。 

 ⇒ 活動において、全員で集まることが難しい中、工夫して課題解決にかかるタスクや個々の役割

をメンバーが正しく理解し、円滑なプロジェクト運営を実践することができた。また、そのため

にコミュニケーションが重要であることを認識し、議事録から SNSまでコミュニケーションを支

えるツールを活用することができた。 

４．インターンシップ生の成長 

○ 文献（論文、書籍など）・実地調査から得た情報を多角的な視点を持ち分析し、それを基に提案に
対する解決策（企画）の立案を行った。【分析力、企画力】 

○ 企業からの課題に対して解決策を提案し採用された。【課題解決力】 
○ 大学・学部・国籍の異なるチームで、プロジェクトをやり遂げた。【人間性、協調性】 

５．備考（企業の声等） 

○ １２の提案はそれぞれ具体的なアクションプランが示されており、学生チームの努力と叡山電鉄
への愛を感じられるものであった。 
○ 学生との打ち合わせの際に若手社員をアドバイザーとして参加させることで、提案のレベルの向
上と若手社員の成長を促せるのではと感じた。 
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事例 No.３２ 業界探求プロジェクト～地域金融の在り方～ 

１．基本情報 

課題： 京都信用金庫は、京都、滋賀、北大阪を営業区域として、会員・地域の皆様そして地域社会の発展
に寄与することを基本理念としている協同組織金融機関であり、今後も地域に根ざした金融機関であ
り続けるため、インターンシップ生に対し、①「地域における金融の在り方」についての調査・提案、②
地域金融における課題発見とその解決策の提案という課題を提示し、社会において信用金庫が担う
役割や地域金融の持つ課題とその解決策について、学生視点で示すことを求めた。 

      ※参加学生によるプロジェクトチームを結成し、上記の課題に取り組んだ 
 
〈受入企業・団体概要〉 
京都信用金庫 （ＵＲＬ：http://www.kyoto-shinkin.co.jp/） 
所在地   京都府 京都市 
常勤職員数 １，７４７名   
資本金 
（総資産額）２兆６，３３９億円   
事業内容  信用金庫法に基づく金融業務全般（預金・融資・為替・その他付随業務） 

 
〈学生のプロフィール〉 
大学名   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） 

 
志望動機  金融業界に対する興味・関心、チームで１つのことをやり遂げる経験を得るため等 
 

〈インターンシップの情報〉 
インターン期間 ６箇月（2014年８月末～2015年 2月）頻度１週間に１～２回） 
マッチング機関 NPO法人グローカル人材開発センター 

（コーディネーターによる学生の活動支援、企業との調整等を実施） 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

 

２．企業側の指導 
＜企業からの指導＞ 
① 企業・業界説明において、メガバンクや地銀との違いを法律（根拠法）の観点からレクチャーし、
非営利法人であることや地区範囲が限定されていることから信用金庫の役割について考えるきっ

かけを与えた。その他に、企業への融資制度の流れや企業の創業期から再生期までの信用金庫とし

ての役割や業務についてもレクチャーを実施。 

＜Ⅰターム 1 ヶ月＞ 

事前学習 

・課題発表 

・企業、業界研究 

企業訪問① 

・企業見学、説明 

・金融に関する 

レクチャー① 

＜Ⅳターム 2 ヶ月半＞ 
成果物作成 
・WEBページ作成 
・創業支援の紹介 動
画制作 

 

＜Ⅲターム 1 ヶ月＞ 

企業訪問③ 
・中間報告 
・フィードバック 
グループワーク 
・業界における 
課題発見 
・解決策の考案 

＜Ⅱターム 1 ヶ月＞ 

調査 
・文献調査 
企業訪問② 
・金融に関する 
レクチャー② 
・ヒアリング 
 

＜Ⅴターム 2週間＞ 
企業訪問④ 
・課題に対する提案 
 （プレゼンテーション） 
ふりかえり 
・取り組み対する 
フィードバック 
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② 学生の活動において生じる金融に関する質疑への対応。 
③ 課題に対する提案について、本質的な解決につながるかを重点に置き、ポイントを伝えながら評
価を実施。 

＜コーディネーター（受入先企業とともに学生の取り組みをサポート）＞ 
① 課題解決に必要となる専門知識習得のための文献や統計データの活用の仕方を指導し、企業に通
用する提案になるよう助言。 
② また、効率的なグループワークの進め方を、ファシリテーションの手法を基にレクチャー。 
③ 解決策の提案では、WEBページ・動画の作成を指導し、学生のオリジナル性を活かしながら作成
できるよう指導を行った。 

３．インターンシップ生の取組・努力と挙げた成果 
○ 調査として、業界・企業研究（文献・法令調査）を実施した。 

 ⇒ 金融業界→銀行全般→メガバンク→地銀→信金と金融業界全体とそれぞれが担う役割を理解す

るとともに、地域金融の本質を理解した課題解決に取り組むことにつながった。また、専務理事

をはじめ支店長からのレクチャーを受け、プロとしての仕事の意識を学び、自身の就業観を養う

きっかけとなった。 

○ 留学生（中国）との協働チームによる活動から、それぞれの国における働く文化の違いについて

の気づきがあった。 

 ⇒ 日本人と中国人の金融に対する認識や就職・起業に関する考え方の違いに驚くシーンがあるな

ど、異なる文化背景に触れることとなった。一方で円滑なプロジェクト運営のため、双方の文化

の違いを互いが理解できるよう伝え合い享受し、多様性を持った上で進めることができた。 

○ グループワークでは、地域金融における課題を発見するとともに、課題に対するアプローチをチ

ームで考案し受け入れ先企業に提案を行った。 

 ⇒ 地域金融における課題を、減少する企業数・地域産業の発展の観点から「創業支援の周知」が

必要であると導き出し、具体的な解決策として周知のための「WEBページ」「紹介動画」を制作し

た。 

  解決策①WEBページ：創業にかかる信用金庫での融資制度について紹介する WEBページ。 

  解決策②紹介動画：創業支援を受けるための一連の流れの紹介と専門用語の解説動画。 

受入先からは、修正は必要であるが共に動画を完成させ、HPに掲載したいと評価される成果物

となった。 

４．インターンシップ生の成長 

○ 業界全体から地域金融まで、文献・ヒアリング調査を実施した。【情報力、分析力】 
○ 計 2回のプレゼンテーションを専務理事・支店長に行った。【経験・体験、論理的思考力】 
○ 地域における課題を発見し、その解決策についてチームで取り組んだ。【人間性、協調性、課題発
見・解決力】 

５．備考（企業の声等） 

○ 課題解決に向け、企業訪問以外にも行員への質問や勉強を重ねられたと聞いており、頑張る

学生から多くのことを学ぶ機会となった。 

○ 制作された動画は、課題に対応した形となり、若い方に伝わりやすいという点においてもレベル

が非常に高く、驚いている。修正が必要な点もあるが、ぜひ、共にこのアニメーションを完成させ、

当金庫のホームページに掲載したいと考えている。 
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事例 No.３３ トンガリ発信プロジェクト                  

１．基本情報 

課題： ㈱フラットエージェンシーでは、京都を中心として住まいの斡旋、管理、セキュリティー、リフォームな
どの事業を実施しており、情報発信力の強化が必要となっている。 
インターンシップ生には、① 住宅情報サイトの情報発信力強化の提案、② またそのアクセス数や

反響の増加を目的とした調査・企画の提案を課題として提示し、企画案の提示を求めた。 
※参加学生によるプロジェクトチームを結成し、上記の課題に取り組んだ  

 
〈受入企業・団体概要〉 
株式会社フラットエージェンシー （ＵＲＬ：http://flat-a.co.jp/） 

所在地  京都府 京都市 
従業員数 ５８名 
資本金  ５，０００万円 
事業内容 賃貸営業部、不動産部、マンスリー事業、資産活用部、管理部 
 

〈学生のプロフィール〉 
大学名  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） 

 
志望動機 チームワーク力・企画力の向上、不動産業界への興味・関心 など 
 

〈インターンシップの情報〉 
インターン期間 ４箇月（2014年 11月～2015年 2月）頻度１週間に１～２回） 
マッチング機関 NPO法人グローカル人材開発センター 

（コーディネーターによる学生の活動支援、企業との調整等を実施） 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

 

２．企業側の指導 
＜企業からの指導＞ 
① 企業・業界の説明において、「不動産業はまちづくり産業である」という意識を共有し、不動産業
の本質から考え、課題に取り組むように説明を実施。 
② 不動産業における IT化の影響について説明（窓口での相談が減り、住宅情報サイトから物件を選
ぶ傾向にあるなど）を行い、今後の不動産の在り方をベースに持つように指導。また、課題となる

住宅情報サイトのコンセプトに合った解決策の提案ができるよう指導を実施。 

＜Ⅰターム 1 ヶ月＞ 

事前学習 

・課題発表 

・企業、業界研究 

・ポータブルサイトについて調査 

 

＜Ⅲターム 1 ヶ月＞ 
調査 
・事例、アンケート調査 
・住まいに関する意識調査 
グループワーク② 
・企画提案のブラッシュアップ 
 

＜Ⅳターム 1 ヶ月＞ 

グループワーク③ 
・課題に対する企画書作成 
企業訪問 
・企画提案（プレゼンテーション） 
ふりかえり 
・取り組みに対するフィードバック 

＜Ⅱターム 1 ヶ月＞ 

企業訪問① 

・企業、業界説明 

・インタビュー 

グループワーク① 

・企画提案かかるワーク 
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③ 課題に対する提案について、社会に通用し実現するためのポイントを伝えながら評価を実施。 
＜コーディネーター（受入先企業とともに学生の取り組みをサポート）＞ 
① 課題解決に必要となる専門知識習得のための文献や統計データの活用の仕方を指導し、企業に通
用する提案になるよう助言を実施。 
② 共有されたマインドをベースに課題解決に取り組むよう、適宜ふりかえりと助言を実施。 
③ 解決策の提案では、イベントの企画の立て方を指導。また、SNS コンテンツにおける運営面の  

課題を指摘し実現可能性を重視した提案になるよう助言を行った。 
３．インターンシップ生の取組・努力と挙げた成果 
○ 企業訪問では、「企業・業界の説明」「インタビュー」を実施した。 
 ⇒ 不動産業界について、学生たちは窓口での紹介業務のイメージが強い中、不動産管理や営業と

いった利用者として目にとまることの少ない業務を学ぶことができた。また、「不動産業はまち

づくり産業である」という社長の考え方を聞き、これまでの業務内容を中心とした業界・企業を

見る意識から、その業界・企業の本質を考える意識に変革するきっかけとなった。 

○ グループワークでは、課題解決にかかる４つの企画を立案した。 

 ⇒ 提案①イベント企画：自身のライフスタイルを改めるワークショップ形式のイベントを企画。 

ライフスタイルを見つめ直すきっかけを創出し、自身のライフスタイルに合う部屋探しを

勧め、サイトへのアクセス増加を狙いとする。 

   提案②広報チラシ：デザイン性を重視したサイト紹介のチラシを提案。デザイン性の重視とと

もに、住まいへの関心の高い層が集まるカフェなどを中心とした設置箇所についても提

案。 

提案③SNSコンテンツの拡充：サイトと連動する既存の SNSのコンテンツ拡充を提案。不特定多

数の閲覧者が興味を持てる「生活に役立つ情報」等を掲載し、アクセス者の層を広げるこ

とを狙いとする。 

   提案④動画コンテスト：自身の部屋についてのこだわりを紹介する動画コンテストを企画。コ

ンテスト化することにより、動画投稿者自身がサイトの発信媒体となり発進力の強化につ

なげることを狙いとする。 

 

上記の提案を限られた期間の中で効率よく、かつ質の高い企画作りに必要なことが何か、試行錯

誤を繰り返した。その結果、メンバー間の連携強化に辿り着き、個々の得意分野を活かし活動を進

めることができた。 

○ 企画提案（プレゼンテーション）を実施した。 

 ⇒ ビジュアルのデザインにこだわりを持ち、内容についても実現可能性や具体事例等の調査を重

ね企画書を作成した。提案では、経営者を前に緊張するも企画に対する想い・メッセージを伝え

ることに努めた。受け入れ先企業からは、提案内容について実施の方向で進めたいとの評価をい

ただき、翌年度（2015年）に提案内容の実施を学生たちと行うこととなった。 

４．インターンシップ生の成長 

○ 課題に対し、学生視点だけでなく、受け入れ先の視点や想いを取り入れた企画を立案した。【企画
力】 
○ チームプレイを理解し、連携を取りながら課題解決に取り組んだ。【人間性、協調性、課題発見・
解決力】  

○ ビジュアルに重きを置いた企画書を作成し、プレゼンテーションを実施した。【企画力、経験・体
験、論理的思考力】 

５．備考（企業の声等） 

○ 当初の打合せでは部屋の話やホームページの見せ方など表面的な部分もあったが、活動が進むに
つれ、全ての提案が当社の特徴や地域への貢献の気持ちを読み取ったお客様の参加型イベントとな

っており、真摯に企業研究に取り組んでいただいたと思っている。 
○ ４つの提案は、どれも「趣旨・目的」「コンセプト」「概要」「詳細」「事例」と提案だけではなく、
運用のイメージや他者事例までまとめていただいた点が大変評価できるものであった。すべての提

案内容について、実際に取り組みを行いたい。 
○ IT 化が進む中で地域の不動産業はどうあるべきかという問題にあたったが、（課題に対し）地域
参加型イベントを行う提案から、改めて地域の活性化に寄与する業界であるということを再認識す

ることができた。 
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事例 No.３４  「おもてなし№1」自動車教習所を目指した取組の実施 

１．基本情報 

課題: 茨木ドライビングスクールは、北大阪地域を中心としたエリアから教習生を集めているが、教習所の
顧客獲得は、立地に加えてスタッフの対応に関するいわゆる「口コミ」が大きな要素である。これまで
も、所員一同「おもてなし」の心を持ち業務にあたるよう努めてきたが、こうした対応に不足がないか、
空回りしていないかなどを把握・確認する必要性を感じていた。 
このため、インターンシップ生には、当社が心がけている「おもてなし」が顧客に受け入れられている
のか等についての検証と、新たに取り入れるべき「おもてなし」を提示することを課題として与えた。 

 
〈受入企業・団体概要〉 
 茨木ドライビングスクール （ＵＲＬ： http://itsdrive.co.jp/） 
所在地  大阪府 茨木市 
指導員数 ５１名 
事業内容 大阪府公安委員会より指定自動車教習所として指定。普通自動二輪車免許から大型自

動車第二種免許まで教習を行う総合自動車教習所。 
ＰＲ   昭和 35年の教習開始以来、北大阪地区の皆様のご支援により、18万人余の方にご卒

業いただいた北大阪地区 No.1 の卒業生を誇る信頼と実績で地域の皆様に選ばれてい
る教習所です。「事故違反を起こさない、人にやさしいいドライバーづくり」を通じ
て地域社会に貢献してまいります。 

 
〈学生のプロフィール〉 
大学名  追手門学院大学 経営学部 ３回生 ２名（女性） 
志望動機 ・将来は接客に関わる仕事に就きたいと考えており、今後に活かしたいと考えたため。 
     ・地域密着型の企業に興味があり、また「おもてなし」という考え方に興味があった

ため。 
 

〈インターンシップの情報〉       
インターン期間 平成２７年８月１８日～９月２日（１２日間） 
マッチング機関 追手門学院大学 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

 
 
 
 
 
              

 
 
 
 
 

２．企業側の指導  
○ インターンシップ生の感性を重視するため、基本的には口出しせず、自由に意見を出させるよう
環境を整えた。 

◯ インターンシップ生による自由な発想を効率的に引き出すため、作業や業務の進捗状況について
は担当する若手受付スタッフが定期的に確認し、作業状況の確認を行った。 
○ 「おもてなし」の精神は、来所者対応のみならず日々の業務における心配りも含め、すべての対
応に共通するものであることから、その意義を理解させた。 

３．インターンシップ生の取組・努力と挙げた成果 
◯ これまでの「おもてなし」が適切なものであったかどうか、検証・分析した。 

 ⇒ インターンシップ生が提案した教習所内における利用者アンケートを実施することで、徹底し

ていると認識されていた「おもてなし」の原点（言葉づかい、声の大きさ、来所者対応など）を

再確認するとともに、所内マニュアルや企業理念などを見直すに至った。 

○ 「おもてなし」を今後も適切に継続するため、日常の行動の分析や振り返り等を容易に行うこと

ができる工夫を提案した。 

 ⇒ 「おもてなし」状況を後日分析できるよう、所員が記載する業務日誌に「今日お客様に喜んで

1日目 

・業務説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

12日目 
・成果発表 

 

 

 

 

 

 

 

 

5～8日目 
・当校の「おもてな

し」について②(ア

ンケート収集、デ

ータ抽出、グラフ

化等) 

・新たな「おもてな

し」の検討 

2～4日目 
・当校の「おもてな

し」について①

(実践内容の説

明、これまでの成

果データ抽出等) 

 

 

9日目 
・ 「 お もてな

し」を実践す

る企業 訪問

等 

 

 

 

10～11日目 
・データまとめ 

・新たな「おもて

なし」に関する

成果発表準備 

 

 

 

2日目～11日目 受付業務実習等 
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いただいたこと」「もう一度やり直せるならやりたいこと」「目標達成に向けてヒントになった言

葉等」欄を設け、日常業務における成果と反省が容易に明らかにできる仕組みとした。 

○ ホームページの掲載内容について、利用者の視点に立った改善を図った。 

 ⇒ ホームページに掲載しているスクールバスの発着場所について、説明文だけでは分かりにくい

と考えられる部分があったため、道順等について写真を添えて案内することとし、利便性の向上

を図った。 

◯ ボリュームゾーンである大学生の教習申し込み増加策について工夫し、改善した。 

 ⇒ 大学等での出張受付サービスにおいて、顧客対象である学生の関心を少しでも得られる取組を

提案し、ブースに気軽に来ていただくための工夫(所要時間を説明、BGMをかける、条件等を確認

するだけでも OKなど)を実施した。 

○ インターンシップ生の受入が効果的な社員教育につながった。 

⇒ インターンシップ生が常にスタッフや来所者等を観察することで、全所員が意識的に率先して

模範的な行動を示すことにつながり、効果的な社員教育となった。 

４．インターンシップ生の成長 

○ 「おもてなし」が適切なものかを分析するためにアンケートを実施し、設問について、どの部分
を不満と感じているのかが現れやすいものとなるようにした。また、設問数は学生でも高齢者でも

回答しやすい設問数となるよう工夫した。【情報力、分析力】 
○ 若年層の教習受講者は、空き時間に携帯電話を操作していることが多く、話かけにくい場面があ
ったが、「おもてなし」を意識することでしゃがんで話しかけるなど、協力を得られるような雰囲

気をつくるとともに、困っていることがないか、教習は順調に進んでいるかを状況に応じて聞くな

ど、自ら工夫して気配りのある対応ができるようになった。【柔軟性、意欲・実行力】 
○ 高齢者教習受講者へのアンケート実施時に、記載の文字が読みにくいとの反応があったが、アン
ケートをあきらめるのではなく、直接読み上げを行い、全項目を口頭で回答していただき、回答者

からは読み上げの手間や自分の意見を伝達できたことに感謝の言葉があった。【柔軟性、意欲・実

行力】 

５．備考（企業の声等） 

○ 「おもてなし」の部分はこれまでも実践してきた分野ではあるが、その内容が本当に受け入れら
れているかどうかの検証が実質手つかずとなっていた。インターンシップ生を受け入れ、提案させ

ることで、教習所としての基本的な姿勢や考え方は誤っていないことを確認するとともに、全所員

がこれまでの取組を改めて見直す機会となり、今後取り組むべき点も明確となった。 
○ インターンシップ生の受入により、学生に対する指導や学生への模範的行動を実践することを通
じ、効率的な所員教育につなげることができた。 
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事例 No.３５  新卒者に対する企業イメージアップツールの作成 

１．基本情報 

課題: 大阪石材工業㈱では、墓石・石製品の販売・加工・施工、建築石材の設計・施工、環境デザインの販
売・設計・施工等を手がけている。 
同社の人材養成方針は、業界経験が全くない段階から知識や経験を積ませていくもので、採用につ

いては経験者ではなく、新卒生を中心に行っている。一方、石材業界（墓石中心）という独特な環境は
学生のイメージが良いとは言えず、第一志望にもなりにくいなど、優秀な人材を獲得する上で大きなハ
ードルとなっていた。 

    このため、インターンシップ生には、新卒生の石材業に対するイメージを一新する方策を課題として与
えた。 

 
〈受入企業・団体概要〉 
 大阪石材工業株式会社 （ＵＲＬ： http://www.osaka-sekizai.co.jp/） 
所在地  大阪府 東大阪市 
従業員数 ９２名 
資本金  １，４００万円 
事業内容 墓石・石製品の販売・加工・施工、建築石材の設計・施工、環境デザインの販売・設

計・施工 
ＰＲ   石の想い、やさしさ、あたたかさを伝えることを使命とし、2 億年前に誕生した石を

モチーフに、①品質の追求、②造形美の追求、③彫刻技術の追求により、従来とは一
味違ったお墓づくりを提案。 

 
〈学生のプロフィール〉 
大学名  追手門学院大学 経営学部 １回生（女性） 
志望動機 ・就職に向けて必要なスキルを得るとともに、会社組織がどのようなものか理解した

かったため。 
     ・企画系のインターンシップを探していたところ、同社が希望に合致したため。 

 
〈インターンシップの情報〉       
インターン期間 平成２７年８月６日～８月３１日（１８日間） 
マッチング機関 追手門学院大学 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

 
 
 
 
 
             ＜内部業務を通じた社業や社風の把握＞   ＜顧客等外部接触を通じた社業や社風の把握＞ 

 
 
 

２．企業側の指導  
○ 業務体験を通じ、社業がどのようなものか、どの部分をＰＲすればよいのか、課題の存在を感じ
ながら自分なりの考えを持つことを心がけさせた。 

◯ 営業や施工など、各部門に関する疑問点はできるだけ早期に質問し、学生の中で完全に消化する
よう指導した（社内には事前にインターンシップ生の質問等には可能な限り対応するよう依頼）。 

○ 会社組織では、常に報告、連絡、相談が必要であることを指導し、特に現在の作業の進捗などに
ついては、事あるごとに報告するよう指導した。 

３．インターンシップ生の取組・努力と挙げた成果 
○ 新卒生向けＰＲツールについて、業界イメージの改善と理解しやすさを意識しながら、これまで

に無い発想のものを提案の上、作成した。 

⇒ ＰＲツールについては web 等の媒体よりも手元に残るものが効果的であるとの判断から、あえ

て紙媒体とし、一目でイメージが理解でき、かつ隅々まで読まれる形の分量とした。 

  また、長文で会社概要を説明するのではなく、イメージアップに狙いを絞ることで、簡潔な文

章と写真を中心とした一目で理解しやすいツールとなった。 

 ⇒ これまで業界に関する内容や社業を記載してきたが、社風や社内の雰囲気に焦点を当て、自由

1日目 

会社 

説明 

 

 

 

 

11～18日目 
・営業活動への同行 

・百貨店等での相談会への出席 

5～10日目 
・墓石管理台帳作成

(現場作業の実践) 

新卒者向けイメージアップ手法検討⇒ＰＲツール作成 

2～4日目 
・現場施工者補助

(内部作業の実践) 
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で明るく、風通しの良い職場環境を中心にＰＲすることを提案し、学生ならではの発想が盛り込

まれたＰＲツールを作成することができた。 

○ 会社主催の新卒生向け説明会（年間 5回程度実施）の参加者数が増加傾向となっている。 

 ⇒ ＰＲツール完成後、大学等での就職フェア等において活用したところ、昨年度より多くの学生

が参加する回が発生するなど、一定の効果が見られつつある。 

４．インターンシップ生の成長 

○ 会社や業界をＰＲするには、まずは社業を知ることであり、課題に着手しつつ並行して業務も行
い、業務の中で必要な知識を得る手法を習得した。【業務遂行に必要な知識】 

◯ 通常業務の中で、どのポイントをＰＲすべきかなどの洗い出しを行い、若手社員からの経験談も
積極的に聞きながら、より効果の高いツールを作成することを心がけた。【課題発見・解決力】 

○ 少しでも不明な点があれば積極的に社員に確認を行い、また意見交換を行うなど、期間内で成果
を出すために努力した。【意欲、実行力】 

５．備考（企業の声等） 

○ 当社の採用方針上、新卒生に対するイメージアップ方策の検討は避けて通ることのできないハー
ドルであったが、着手できていなかった。新卒者向け企業説明会の参加者が増加傾向にあるなどの

成果も現れており、学生視点からのＰＲは効果が高いものであった。 
○ 当社をＰＲするに当たっては、社業や製品を中心に行ってきたが、自由で明るいという当社の社
風など、内部の環境を前面に出してＰＲすることについては考えが及ばず、柔軟な発想を行う学生

に気付きを与えてもらった。 
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事例 No.３６ 電力自由化に向けて選ばれる企業になるための提言 

１．基本情報 

課題: 関西電力㈱では、電力自由化に向けた円滑な取組推進が命題となっている。 
インターンシップ生には、この取組の一環として、電力会社の使命である「エネルギーの安定供給、経
済性、環境保全、安全確保」（3E+S）の同時達成を目指しながら、お客さまに選ばれる企業となるため
の戦略と、停電を起こさないための方策を検討することを課題として与えた。 

 
＜受入企業・団体概要＞ 
関西電力株式会社 （ＵＲＬ：http://www.kepco.co.jp/） 

  所在地  大阪府 大阪市  
  従業員数 ２２，３１３名 
  資本金  ４，８９３億円 
  事業内容 電気事業、熱供給事業、電気通信事業、ガス供給事業 等 

ＰＲ   関西電力グループは、電気・ガスをはじめとするエネルギー事業に加えて、eo光など
の情報通信事業やスマートマンションといった生活アメニティ事業などさまざまな
事業を展開し、お客さまのニーズに合わせたトータルソリューション（一体型サービ
ス）を提供しています。 

 
〈学生のプロフィール〉 
大学名  徳島大学大学院 先端技術科学教育部 1回生（男性） 
志望動機 関西地方という広い地域における貢献度の高い電力事業の業務内容を体験したいと

考えたため。 
 

〈インターンシップの情報〉 
インターン期間 １０日間 

  マッチング機関  インターネットの企業 HP 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

 
1～2日目：会社説明、業務説明 3～8日目：事業所での業務見学、体験 
 
9～10日目：過去の停電情報の分析、成果発表会、他コース受講生との交流会 

２．企業側の指導 

○ 電力小売全面自由化に向けた検討材料の提供 

○ 配電部門の業務説明 

○ 過去の停電情報を用い、効果的な対策を検討する手法を指導 

○ 成果発表を通じ、限られた時間の中で、伝える内容を整理し資料化する方法を指導 

３．インターンシップ生の取組・努力と挙げた成果 
○ 家電製品のみならず、顧客の家庭における電気の使用量を関西電力が把握し、顧客の生活全体を
サポートするサービスを提案した。 
⇒ 他の電力会社との違いを作り、顧客の信頼を得ることが重要であると考え、従来の電力使用量

が見えるサービスのみならず、生活内で扱う全ての電気を家庭規模で把握し、最適なご使用方法

を提案することで、顧客の快適性、安全と安心を守ることを提案した。 

○ 難波ネットワーク技術センターの過去の停電情報の分析を行い、対策方法を提案した。 
⇒ 難波のような大きな街では、多くの電線が従来の架空ではなく地中化されており、他のエリア

を所管する事業所に比べ、地中設備に関わる停電が多いことが分かった。また、架空線の事故に

おいてはカラスが電線に接触することによる停電が多いことが分かった。そこで、停電防止策と

して、地中設備に対しては電線を保護する絶縁膜をより太くすること、架空線に対しては設備か

らカラスの嫌がるにおいや音を出すという策を提案した。 

４．インターンシップ生の成長 

○ お客さまの信頼を得るために、電気を使った新しいサービスを提案した。【企画力】 
○ 停電事故の分析を行い、対策案を考えた。【分析力、解決力】 
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５．備考（企業の声等） 

○ 課題解決策の提示内容は、インターンシップ生ならではの柔軟な発想であり、当社社員にとって
非常に良い刺激となった。 

 
 
  

76 



事例 No.３７ 会社説明会におけるプレゼン資料の作成 

１．基本情報 

課題： 金井重要工業㈱は、繊維機器製造・販売、不織布製造・販売、その他不動産事業等、多岐にわたる
事業形態を行っているが、新卒生に対する知名度は高いとは言えず、採用にあたっては、新卒生に魅
力を感じてもらえるようなアプローチが出来ていなかった。そのため、学生自らに魅力を発見してもらう
為に、今後就職を行う世代であるインターンシップ生に企画案を提示することを課題として与えた。 

 
〈受入企業・団体概要〉 
金井重要工業株式会社 （ＵＲＬ：http://www.kanaijuyo.co.jp/） 
所在地  大阪府 大阪市  
従業員数 ２０１名 
資本金  ４億６，０００万円 
事業内容 繊維機器製造・販売、不織布製造・販売 
ＰＲ   「世の中にわが身につける「が」と「こそ」を人につければすべて円満」を社訓に、

繊維機器製造・販売、不織布製造・販売、その他不動産事業等を展開。 
 
〈学生のプロフィール〉 
大学名  同志社大学大学院 理工学部 1回生（男性） 
志望動機 今取り組んでいる事業に興味があったこと。 

社員の方と関わることで、この会社に自分が成長するフィールドがあると感じたため。 
 
〈インターンシップの情報〉 
インターン期間 ７日間 
マッチング機関 同志社大学 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

 

２．企業側の指導 

○プレゼン資料の企画提案を行うにあたっては、社員へのアポ取りを含めたヒアリングに基づき、必

要な情報収集を行わせた。 
○社員がヒアリングを受ける時は、社員があえて対応できない日程を設定し、インターン生のタイム

マネジメントの訓練になるようにした。 
○これまでの会社説明会の資料をあえて悪い例として示し、それを改善するように指導した。 
○企画案のブラッシュアップの際に学生からヒアリングを受ける時は、直接的な答えを言わないよう 
に心がけ、学生の主体性を引き出した。 
３．インターンシップ生の取組・努力と挙げた成果 

○ 企画案の提案を行うにあたっては、数人でチームを編成し議論を重ねて提案を完成させた。 
 ⇒ チームでの企画案の検討を通じて、会社組織での仕事の進め方を学ぶことができるとともに、

企画案をブラッシュアップすることができた。 

○ 社内でヒアリングを行うにあたっては、限られた時間で効果的にヒアリングを行えるよう、チー
ム内での役割分担やタイムスケジュールの調整を行った。 
⇒ 役職や部署が違う社員から、沢山の情報が収集できた。 

○ 会社のフォーマルな情報だけではなく、会社の魅力が伝わる企画案とした。 
⇒ 当初は、必要と思われる会社のフォーマルな情報を伝え、その後に、会社で実際に働く社員の

顔写真・コメントを紹介することによりそれ以外の会社の情報を伝えるようにしたことで、メリ

ハリの利いた企画案の提案ができた。 

また、就職希望者が知りたい情報を伝えることができる魅力的な会社説明会資料となるよう、

社内の現場にインターン生がリポーターとして突撃取材を行い情報を伝えるという形式を加え

ることにし、インフォーマルな情報を含めた会社の魅力が伝わる企画案に修正した。 

○ 実際の仕事とほぼ同じような内容のタスク（アポどり、訪問）を模擬体験することができた。 
⇒ そもそもの「働く」ということに対する認識・価値観・考え方の変化。働くことの難しさ・や

りがいを理解できた。 

１日目 
課題提示 
ビジネスマナー講習 

２～４日目 
社内見学 
社員へのヒアリング 

５～６日目 
企画案作成 
企画案中間発表 

７日目 
企画案最終
発表 
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４．インターンシップ生の成長 

○ アポ取り等を通じて基本的なビジネスマナーを具体的に学ぶことができた。【業務遂行に必要な知
識】 

○ 社員へのヒアリングやヒアリングに向けたアポ取りを行うことで、交渉・調整を実践した。【交
渉・調整力】 

○社員の助言を活かし、新たな発想で提案を行った。【課題発見・解決力、企画力】 

５．備考（企業の声等） 

○ 社員を巻き込んだ形でインターンシップを行うことで、会社として採用活動を行っている感覚を
つくり出すことができた。また、社内コミュニケーションの活性化にも繋がった。 
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事例 No.３８ Rubyプログラミング講座の体験受講･評価と適性確認 

１．基本情報 

課題:  10月開講予定の「Rubyプログラミング講座(基礎編)」の試行として、講師役の社員と受講生役のイン
ターンシップ実習生及び社員で模擬講座を開き、講座内容を共に評価・検討する。会社側は講師役
の社員訓練・講座内容の改善、実習生側はプログラミングの理解や IT 技術者としての適性確認が課
題である。 

〈受入企業・団体概要〉 
株式会社アクシス （ＵＲＬ：http://www.t-axis.co.jp/） 
所在地  鳥取県 鳥取市 
従業員数 ８１名 
資本金  １，７００万円 
事業内容 ソリューションサービス事業､システム開発･運用支援サービス事業､システム構築サー

ビス事業 
ＰＲ   技術の進歩と業務の多様性にあわせて進化。お客様のニーズと時代の変革に対応。 
〈学生のプロフィール〉 
大学名  鳥取大学 工学部 3年生 (男性) 
志望動機 合同説明会で IT系企業に興味を持ち、専門科目で学んだことも含め、適性を見極めたい。 
〈インターンシップの情報〉 
インターン期間 ５日間（平成２６年８月２５日～２９日） 
マッチング機関 鳥取県地域コラボ会・鳥取県中小企業団体中央会 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

 
 
 
 
 
 
 

２．企業側の指導 
○実習生に、プロのプログラマとしての心構えやプログラミングノウハウを伝える。 
○実習生の IT経験・知識やプログラミング能力に差があることを意識して模擬講座内容を配慮した。 
○実務と実践を常に意識して講義を進めて行った。（ただ文法を覚える等の講義にならないように） 
３．インターンシップ生の取組・努力と挙げた成果 
○専門科目でもプログラムは比較的得意であり、それをベースに、初体験の言語(Ruby)に臨みたい。 
○コミュニケーションは苦手だが、大学で学んだグループ及びプロジェクト活動を活かし努力する。 
○本インターンシップを通して、IT関連の進路について、可能性を模索すると共に適正を見極めたい。 
○学生としての独自の観点からの意見・問題分析を大切にして、自らの能力向上に努めたい。 

４．インターンシップ生の成長 

○Rubyは初めての言語で、当初は理解に苦しんだが日を追うごとに理解できるようになった。【業務
遂行に必要な知識】 

○演習では、労しながらも要件に沿ったプログラムが作れたことは大きな自信となった。【経験・体

験】 
○最後を締めくくる意見交換の場においては、学生としての独自の観点から意見を発言できた。【分

析力・理解力】 
○コミュニケーション能力、問題分析能力の向上という意味で有意義な経験となった。【協調性・分

析力】 
５．備考（企業の声等） 
○Ruby講座の「カリキュラムとシラバス・講師の教授法・演習問題」等の妥当性が確認できた。 
○Ruby 講座で「受講生が理解し難い単元・受講生の IT 経験や知識/能力差」への配慮の必要性が分
かった。 
○終了時のアンケートで「今後もプログラミングについての勉強を継続したい」・「ＩＴ技術者に興味

が湧いた」とほとんどの学生が回答してくれた。 
○学生を指導する中で、社員側も業務の再認識や見直しをすることができた。 

１日目 
ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 
Ruby とは? 
実行環境 

２日目 
Rubyの文法 

５日目 
演習/習熟度ﾃｽﾄ/ 
まとめ/振返り 

３日目 
ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄ指向 
組込みクラス 

４日目 
組込みクラス 

プログラム作成 
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事例 No.３９ 原料の新たな配合設計の提案 

１．基本情報 

課題：コークス製造技術において、石炭配合を最適化し、コスト削減の実現を課題として与えた。 
 
〈受入企業・団体概要〉 
三菱化学株式会社 坂出事業所 （ＵＲＬ：http://www.m-kagaku.co.jp/index.htm） 
所在地  香川県 坂出市  （本社所在地：東京都千代田区） 
従業員数 ２７，３１２名（連結）、約１，１００名（坂出事業所） 
資本金  ５００億円 
事業内容 機能商品、素材他 
ＰＲ   “Good Chemistry for Tomorrow” 

「人、社会、そして地球環境のより良い関係を創るために。」 

〈学生のプロフィール〉 
大学名  徳島大学 工学部 ３回生（男性） 
志望動機 以前から興味があったコークスの製造技術の実態に触れてみたかった。 

〈インターンシップの情報〉 
インターン期間 １５日間 
マッチング機関 自由応募 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

 

２．企業側の指導 

○インターンシップ担当員とマンツーマンでＯＪＴ（On the Job Training）を行い、エンジニアと

しての研究活動に対する姿勢や手法を指導した。 

３．インターンシップ生の取組・努力と挙げた成果 

○コークス焼成試験。 

⇒３週間という長期間だったが、その長さ故に、大学で普段学んでいる座学からは得ることのでき

ない現場の雰囲気を肌で感じ、プロのエンジニアの職務について理解することができた。 

⇒常に安全を意識し、集中して研究活動を行い、実習で一定の成果を得ることができた。 

⇒熱意をもってインターンシップに取り組み、責任感をもって望んだ。 

○コークス詳細分析。 

⇒大学で学んだ知識（統計学など）を活かし、積極的に質問・発言した。 

 ⇒グループ内のスタッフと積極的にコミュニケーションをとり、協力して課題に取り組むことがで

きた。 

○資料作成及び成果報告会。 

⇒実習を通じて、研究活動におけるロジカルシンキングの手法を身につける事ができた。 

 

４．インターンシップ生の成長 

○生産技術やＲ＆Ｄ(基礎研究)の職務について理解できたとともに、石炭とコークスに関する知識を

十分深めることができた。【理解力、意欲、情報力、業務遂行に必要な知識、基礎学力】 

○資料作成のスキルを学び、その後の大学生活で活かすことができた。【経験・体験、応用力】 

○積極的にスタッフさんやオペレーターさんとコミュニケーションを取り、いい人間関係を築けた。 

【人間性、協調性、人脈】 

５．備考（企業の声等） 

○若い人がくれば部署全体が活性化し、良い刺激を貰える。 

 
  

１～３日目 

基礎知識

導入教育 

４～１０日目 

コ ー ク ス

焼成試験 

１５日目 

成果報告会 

１０～１３日目 

コークス 
詳細分析 

１３～１４日目 

資料作成 
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事例 No.４０ 車載用セラミックスパッケージの工程改善 

１．基本情報 

課題： 現在用いられているセラミックスパッケージの材料を変えることで、力学的強度に変化が生
じた製品として用いることができるか解析と評価を行うことを課題として与えた。 

 
〈受入企業・団体概要〉 
京セラ株式会社 （ＵＲＬ：http://www.kyocera.co.jp/） 
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 
事業内容 ファインセラミックス、電子デバイス関連事業等 
ＰＲ   A truly global company exceeds customer expectations. 
     お客様の期待に応える、真のグローバルカンパニーへ 

〈学生のプロフィール〉 
大学名  徳島大学 工学部 ３回生（男性） 
志望動機 将来、化学関連業界で働きたいと考えているため。 

〈インターンシップの情報〉 
インターン期間 ９日間 
マッチング機関 自由応募 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

 

２．企業側の指導 

○「常に現場・現物・現象を大切に考察すること」を助言した。 

○作業を行う際、「常に目的意識を持って取り組むとよい」と助言した。 

３．インターンシップ生の取組・努力と挙げた成果 

○セラミックスの基本的性質と電気的・力学的な挙動に関しての工程見学。 

⇒工程見学を通し、製造現場では製品に関する理解だけでなく、品質向上のためのプロセスや製造

機器の理解も必要であると考えるに至った。 

○力学的強度の解析と評価（断面ＳＥＭ作業、ＥＤＳ解析作業）。 

 ⇒破壊実験により生じた断面の解析を行い、本来破壊されると予想されている箇所ではないところ

での破壊を確認するなどの一定の成果を得た。 

⇒自分なりに考えた解析法での検証を行うことができた。 

⇒様々な手法を用いた多角的な解析を行い、当初予想していたものとは違う結果を得ることができ

た。 

○結果考察等。 

⇒積極的な質問を心がけ、比較検討しながらの考察を行い、積極的に質問する姿勢はもちろんのこ

と、目的意識を持って取り組むことが重要であることを知った。 

  

４．インターンシップ生の成長 

○企業側の助言を生かし、自分で破壊モード分類の仕方を考え、実際の作業を行うことができた。【実

行力、理解力】 

○さまざまな視点から考察を行うことができた。【業務遂行に必要な知識、論理的思考力】 

５．備考（企業の声等） 

○インターンシップ生の受け入れは、職場の活性化につながった。 

 
  

１日目 

企業紹介、工程説明 
安全教育 

２日目 

工程見学 
実習準備 

７～９日目 

結果考察 
発表 

３～４日目 

破壊モード

分類 

５～６日目 

断面 SEM、 
EDS解析 
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事例 No.４１ 浄水場向膜ろ過設備の設計実習 

１．基本情報 

課題： 膜ろ過技術に関する理解を深め、実機見学や設計実習を通して実際の設計を行うことを課題
として与えた。 

 
〈受入企業・団体概要〉 
メタウォーター株式会社（ＵＲＬ：http://www.metawater.co.jp/） 
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 
事業内容 水環境分野の装置、施設用電気設備の製造販売、プラントの設計・施工・請負 
ＰＲ   先進のコア技術を活かした企業として「水資源の最適解」を提供します。 

〈学生のプロフィール〉 
大学名  徳島大学 工学部 ３回生（男性） 
志望動機 水処理技術に興味を持ち、「ろ過」についてビジネスの現場で学びたかったため。 

〈インターンシップの情報〉 
インターン期間 １０日間 
マッチング機関 自由応募 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

 

２．企業側の指導 

○それぞれのインターンシップ生の考える時間を多くすることで、設計における試行錯誤を促した。

○インターンシップ生から質問があれば、どんな質問でも丁寧に回答した。 

３．インターンシップ生の取組・努力と挙げた成果 

○膜ろ過設備の機器選定。 

⇒わずかな性能の違いでも価格に大きな差があることに気付き、イニシャルコストやランニングコ

ストを考慮しながら、より良い設計を目指すことができた。 

○膜ろ過設備の実機見学。 

⇒実機見学の実施によって、机上で行っていた設計の問題点を把握し、配管の地中埋設化及び人の

動線の確保を自身の設計に新たに組み込むことができた。 

○浄水場の設計実習等。 

⇒自分なりにコンセプトを考え、実際に試行錯誤しながら浄水場の設計を行うことで、設計に対す

る難しさを学び、諦めずに最良を目指し、何度も努力を繰り返すことの重要性を肌で感じること

ができた。 

⇒限られた時間の中で、きちんと理解した上で作業を進めるために他の実習生と協力し、お互いに

何度も議論することで、課題に対して深い理解を得ることができた。 

⇒与えられた課題だけではなく、他分野のことにも興味を持ち主体的に実習を行うことで、カリキ

ュラムには含まれていなかった水ビジネスの将来性や今後の課題について学ぶことができた。 

４．インターンシップ生の成長 

○自らの疑問については妥協せず、解決するまで議論し、理解が深まった。【課題発見・解決力】 

○何度も配置検討をやり直すことで、自身の考えを反映させた設計を実現した。【経験・体験、実行

力、分析力】 

○先入観を持たない学生らしい新しい設計を行うことが出来た。【柔軟性】 

○成果発表会での質問に対して、質問者の核心をつく回答ができた。【傾聴力、理解力】 

５．備考（企業の声等） 

○実習生の明るく素直な実習態度が職場内の活性化につながり、良い刺激になった。 

 

１日目 

ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 
安全教育 

２～７日目 

膜ろ過設備 
の設計 

１０日目 

成果発表会 

８日目 

膜ろ過設備の

実機見学 

９日目 

設計完了 
発表準備 
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事例 No.４２ フィルム・ラミネート事業における製品開発実習および改善提案 

１．基本情報 

課題: クラレプラスチックス㈱では、ゴム・プラスチック分野で様々な事業展開を行っており、中でも、フィル
ム・ラミネート事業においては、長年培った技術を駆使した製品を展開している。 
インターンシップ生には、学生が持つ知識とクラレプラスチックス㈱の技術を組み合わせることで新

たな製品開発の力となってもらうため、フィルム・ラミネート事業における製品開発への参加と改善提案
を行うことを課題として与えた。 

 
〈受入企業・団体概要〉 
クラレプラスチックス株式会社伊吹工場 （ＵＲＬ：http://www.kurarayplastics.co.jp/） 
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 
事業内容 ゴム・プラスチックのホース及び各種形成品、ラミネート製品、帆布・テント、「アー

ネストン」コンパウンド及び成形品の製造・加工・販売 
 
〈学生のプロフィール〉 
大学名  滋賀県立大学 工学部 ３回生（男性） 
志望動機 大学院進学希望であるが、企業の現場に触れてみたかったため。 

 
〈インターンシップの情報〉 
インターン期間 １０日間 
マッチング機関 滋賀県立大学 

ス
ケ
ジ
ュ
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２．企業側の指導 
○ インターンシップ担当員（班長等）とマンツーマンでＯＪＴを行い、エンジニアとしての仕事に
対する姿勢や手法を助言した。 
○ 実習日誌等を通じ、添削を行うなど、丁寧に指導した。 
○ 危険予知の重要性について、特に指導した。 
３．インターンシップ生の取組・努力と挙げた成果 
○ 製品開発の研究の補助を行った。 
⇒ 試作品の製作に携わる中で担当員から改善提案を求められ、装置と装置を組み合わせて実験を

行うなど、さらにより良い方法の提案を行った。 

○ 開発研究に対する調査を行った。 
⇒ 開発を行うにあたり、同業他社の製品との比較検討が重要であることから、実験を重ねるなど

し、得られたデータの数値化を行った。そのデータは社内での検討材料となった。 

○ 開発から加工・生産の補助を行った。 
⇒ 開発から加工・生産までの一連の業務を体験することにより、一部の業務だけでなくすべての業務に

つながりがあることを体得した。また、安全管理についても重要視されており、危険予知等について社

内会議等の場でも発言するなど、個々の業務を行う際も、全体の流れの中で思考する重要性を学ん

だ。 

４．インターンシップ生の成長 

○ 企業では、大学での実験とは異なる観点での実験成果を求められるなど、実社会で必要とされる
知識や能力に対する理解が深まった。【業務遂行に必要な知識】 
○ 一部改善を提案するなど、課題発見力の向上につながった。【課題発見・解決力】 
○ 実習日誌等で指導してもらうことにより、論理的思考力の重要性が認識できた。【論理的思考力】 

５．備考（企業の声等） 

○ インターンシップ生を受入れることにより、職場の活性化につながったことに加え、インターン
シップ生が現在学んでいる新たな知識が、新たな製品開発の進行に寄与した。 

１日目 
オリエンテーション 
ライン配属（生産部･開発部） 

２～10日目 
ライン実習 
（フィルム・ラミネート開発部） 
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