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は じ め に 

 

岡山県中小企業団体中央会では、平成３１年度岡山県人材還流・定着プロジェクト事業の一環

として、学生インターンシップ（就業体験）事業を展開しております。 

この事業は、株式会社ナジック・アイ・サポートが運営するインターンシップ専用サイト「キャンパス

ウェブ」を活用し、岡山県内の１７大学・５短大・１高専で構成される大学コンソーシアム岡山の全面

的な協力のもと、学生の夏期休暇にあたる時期を中心とした８月から９月にかけて実施しました。 

インターンシップについては、企業／団体側のメリットとして①企業／団体の組織風土等を理解し

た学生が増えることで雇用ミスマッチが回避できる。②県内外の学生からの応募が見込め、企業／

団体の魅力をアピールでき、好感度があげ、認知度を高めることができる。③大学等のキャリアセン

ターや就職担当者とのネットワークづくりが強化されることが挙げられます。また、大学コンソーシアム

岡山を構成する大学／短大側も学生に優良な地域企業／団体を紹介でき、学生自身も実際の就

業体験ができることなどキャリア教育の強化を図る上で非常に大きな意味を持ちます。企業／団

体・学生・大学／短大全てにメリットがあることで、相互の協力体制が構築されています。 

また、岡山の企業／団体でインターンシップによって育てられた学生が、岡山の他の企業／団体

に就職するなどオール岡山で考えた時には、インターンシップから就職活動、採用決定といった良い

循環を構築できていると考えられます。 

今年度は、２４１の企業／団体が登録し、各大学を通じてインターンシップの事前説明やキャンパ

スウェブの登録方法、合同のインターンシップガイダンス等を開催した結果、８０名の学生がインター

ンシップに臨みました。また、夏期インターンシップが終了した後に実施したアンケートでは、1,200名

を上回る学生がインターンシップに臨んでいる状況が確認でき、インターンシップの人気が継続して

いることがわかります。 

参加した学生たちは、それぞれの体験を通じて地域企業の仕事内容や果たしている役割を肌で

感じ取り、自分の適性と能力を判断しながら職業観・仕事観に新たな目を開き、人生の中で大きな

イベントである就職活動に向けて大きな視点を養いました。 

学生の就活時期が３月説明会、６月選考開始となって、４年目となり、企業研究の時間がとりにく

い環境の中で、有効求人倍率の増加など、就職者側に有利な状況が続き、就職内定率は対昨年

度を上回る傾向が継続しています。正規雇用の増加や離職率の改善など労使双方の課題解決の

一助となるインターンシップは意味のある事業です。 

岡山県中小企業団体中央会と大学コンソーシアム岡山は、今後も連携を一層深めてインターン

シップ事業の充実を図って参ります。 

インターンシップ事業において全面的な協力をいただいたキャンパスウエブ登録企業／団体・イン

ターンシップ学生の受入企業／団体並びに指導担当者の方々、大学コンソーシアム岡山、各大学・

短大等のキャリアセンター及び就職担当の方々、関係者の皆様に感謝をいたしますとともに、今後と

も事業推進にご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

岡山県中小企業団体中央会 
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１）実施方針 

■事務局を岡山県中小企業団体中央会に置き、株式会社ナジック・アイ・サポート（学生情報センター

グループ）運営事務局所在地：東京）が運営するインターンシップ専用サイト「インターンシップ・キャン

パスウェブ」を利用し、実習期間は原則８、９月中とする。 

■岡山県中小企業団体中央会と大学コンソーシアム岡山が共同で実施し、中央会は受け入れ企業･

団体の開拓、インターンシップに関する事務管理を担当。コンソーシアムは加盟大学への啓発、連絡

等を受け持つ。 

 

                                    

 

                      

☆インターンシップ・キャンパスウェブ運営機関 

『株式会社ナジック・アイ・サポート （学生情報センターグループ）』 

（東京都澁谷区神宮前５－５２－２ 青山オーバルビル１０Ｆ） 

 

２）経  過 

４月 

各大学を訪問、実施に向けて準備依頼 

各大学で学生への啓発説明会開催・学生がウェブ利用登録開始 
登録済み企業・団体に受け入れ継続を依頼 

受け入れの企業･団体の開拓 

   ５月～６月 

学生が企業・団体に応募 

各大学へ応募中間状況を連絡 

   ６月 

インターンシップ・マッチングフェア開催（２２日、岡山コンベンションセンター（ママカリフォーラム）） 

インターンシップ事前研修会開催（学生対象にビジネスマナーなど研修会）（２２日、岡山コンベンショ

ンセンター（ママカリフォーラム）） 

   ７月 

各大学へ学生の参加促進を依頼 

企業・団体がエントリーシート、面接などで学生を選考 

各大学へ第１希望漏れの学生に再応募の指導依頼 

   ８月～９月 

学生が企業・団体で実習 

受け入れ企業・団体で記録写真撮影し、中央会へ提供 

   １０月 

協力企業・団体にお礼と実習無事終了を報告 

平成３１年（令和元年）度事業の報告書作成 

大学で参加学生による発表会を開催 

１１月～１２月 

企業・団体にお礼挨拶、引き続き事業協力を依頼 

３１年度事業の報告・情報交換  

連携・協力 
実 施 主 体 

岡山県中央会 

連携・協力先 

大学コンソーシアム岡山 
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インターンシップに参加する岡山県内１２大学・専門学校の学生に実習体験を促すための説明会は 4、5 月

に各大学、学部で行いました。（岡山大、岡山県立大、岡山理科大、就実大・短期大、ノートルダム清心女子

大、中国学園大・短期大、山陽学園大、くらしき作陽大、倉敷芸術科学大、環太平洋大、岡山商科大、岡山

商科大学専門学校の各校） 

各校ともキャリア教育の柱の一つにインターンシップを位置づけ、また就職活動へも大きな影響があることあ

って学生の関心は高く、全体の今年度の出席者は約 2,000 人弱になりました。説明は、岡山県中央会が 9 校 

大学側が 3 校担当しました。（表１参照）インターンシップのメリットや岡山県内の受け入れ企業・団体を紹介し、

キャンパスウェブ利用登録の仕方、応募の手順などを説明しました。 

大学によっては説明会の後、学生たちがパソコン教室を使って早速に利用登録するところもありました。（写

真は説明会と利用登録風景、表１は各大学・学部別の説明会参加者数） 

 

 

<表１>大学別説明会参加者数    

 実施月 ４月   実施月５月６月   

 大 学 参加数 説明者 大 学 参加数 説明者 

 

 

就実大学・短期大学 283 中央会 岡山商科大学 65 中央会 

くらしき作陽大学  6 大 学 中国学園大学・短期大学 105 中央会 

岡山大学 文学部 100 学 部 環太平洋大学 98 中央会 

岡山大学 法学部 140 学 部 岡山大学 全学部 489 大 学 

岡山理科大学 308 中央会 岡山大学 環境理工学部 75 学 部 

ノートルダム清心女子大学 144 中央会    

倉敷芸術科学大学 16 中央会    

岡山商科大学専門学校 15 中央会    

山陽学園大学・短期大学 21 中央会 （岡山県立大学） 40 大 学 

   合計 1,905  
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【日 時】 ６月２２日（土） 午後 1 時３０分～５時００分  

【場 所】 岡山コンベンションセンター（ママカリフォーラム） （岡山市北区駅元町） 

 

学生にとって、インターンシップの実習先を決める上で大きな課題となるのが、「企業の名前や業務内容を

よく知らない」と言うことです。また、自己分析のしかたや自己ＰＲ・エントリーシートの書き方も慣れてないため戸

惑うことが多く、インターンシップの応募の阻害要因になり得

るものです。 

そこで、昨年度に引き続き、６月２２日、岡山市北区の岡

山コンベンションセンター（ママカリフォーラム）でインターンシ

ップ・マッチングフェアを開催いたしました。このフェアでは、

インターンシップの受入をする企業がブースで学生を面接

し、インターンシップの内容や企業の概要を説明しました。

学生８５人が参加し、各企業ブースを回りました。 

前半は、マッチングフェアでブースを出す５０企業・団体に

自社のアピールとして 1 分間スピーチを行ないました。 

後半は、企業ブースを訪問するインターンシップマッチングフェアです。５０社による企業ブース・岡山県のブ

ースと合わせてミニセミナー「エントリーシート書き方セミナ

ー」を開設いたしました。さらに、中央会のブースでは、イ

ンターンシップ全般の相談を受け付けました。 

約２時間半という短い時間でしたが、各ブースに学生

が訪れ、熱心にインターンシップの内容や企業の概要の

説明を受けていました。企業ブースでは、パンフレットはも

ちろん、企業の事業の内容がわかるものを机に並べたり、

机全体をデコレーションしたりする工夫をして学生の目を

集める工夫をしていました。また、タブレットやＰＣを使って

説明される企業も見受けられ、学生に一人でも多く説明しようとする姿勢が強く感じられました。 

学生もはじめは参加企業の名前もよく知らない企業が多

かったようですが、企業の熱気に少しでも興味が持てる企

業のブースに訪問し、熱心に説明を聞いていました。 

結果として、学生は一人平均で３．８社の企業ブースを

訪問し、インターンシップに行きたい企業を見つけることが

できたようです。（エントリーしたい企業一人平均１．６社）  

（写真は、企業 1 分間スピーチ・ミニセミナーの様子・イ

ンターンシップマッチングフェアの様子）  
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【日 時】 ６月２２日（土） 午前９時３０分～１２時００分  

【場 所】 岡山コンベンションセンター（ママカリフォーラム） （岡山市北区駅元町） 

 

インターンシップの実習を前にした学生は、実際の職場に伺う前に、インターンシップに臨む心構えや企業側の

視点でどのようなところを重点にインターンシップを見ているの

かなどを聴く機会を提供し、合わせてビジネスマナーの基礎・

基本を研修する目的インターンシップ事前研修会は６月２２

日に前述のインターンシップマッチングフェアと同日で岡山市

北区の岡山コンベンションセンター（ママカリフォーラム）で開

催し、学生約１５０人が参加しました。 

第１部では、社会人としての実体験にもとづき、就職活動

時の企業理解・仕事理解こそ重要とする㈱リクルート・キャリ

アの地域活性営業部岡山グループマネージャー川喜田剣さ

んを講師に迎え、「ためになるインターンシップのポイントはコ

コだ！」と題して講演をしていただきました。全国の就職活動

状況を熟知した視点で、①未来から考える、今からやっておきたいことの②インターンシップとは？③インターンシッ

プをいかに活用するか？の３点を中心にした内容で学生に向けて発信して

いただきました。  

就職活動は２度と無いチャンスであり、みなさんはその真ん中に立とうとし

ていること、可能性に満ちたその時にいることを踏まえ、目的意識を持ったイ

ンターンシップとするためにインターンシップをどう活用すべきなのか、企業

で実習する際の心構えを中心にわかりやすく解説しました。また、現在の就

職・インターンシップを取り巻く動向をデータに基づいた切り口で学生が訴え

かけ、共感を得ていました。さらに実習先での振舞で印象も違ってくることや

参加動機や態度、マナーなどしっかりと見られていることや企業との相性が

大切であることを教えていただきました。 

第２部では、㈱オフィス Soleil 代表・辻たまきさんがインターンシップに参

加する心構えとしてマナーや立居振舞の大切さに触れました。マナーとは

堅苦しいものととらえ

ず、周囲を不快にさせない心配りであり、コミュニケーションの

土台であることをまず確認しました。その上で、印象アップに

は身だしなみ、挨拶、姿勢、立居振舞、表情などが基本とな

ることをおさえた上で、挨拶、言葉遣い（敬語の使い方を含

む）、発声、職場での電話応対の仕方など実践を交えて研

修をされました。実践では、隣の方との挨拶の実践などの研

修も盛り込まれました。 

（写真は講演する川喜田さんと辻さんと研修を受ける学生

たち）  
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■インターンシップ大学別の応募、体験者数（インターンシップキャンパスウエブにて） 

 

 

■インターンシップ・キャンパスウェブ 岡山県登録企業・団体数（実施企業に県外企業を含む）の推移 

 

  

令和元年度 平成３０年度 平成２９年度 平成２８年度

登録企業数 247 227 208 201

うち受入企業数 24 48 89 105
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■岡山県生涯学習センター 就実大学 （人文科学部／男性） 

■岡山県庁 ノートルダム清心女子大学 （文学部／女性） 

■岡山国際ホテル 山陽学園大学 （総合人間学部／女性） 

■岡山市保健所 高知県立大学 （看護学部／女性） 

■おかやま信用金庫 中国短期大学 （情報ビジネス学科／女性） 

■岡山地方法務局 岡山大学 （法学部／女性） 

■カジノン（株） 岡山理科大学 （工学部／男性） 

■ダイヤ工業（株） 就実大学 （人文科学部／男性） 

■（株）フジワラテクノアート 岡山理科大学 （工学部／男性） 

■ペガサスキャンドル（株） ノートルダム清心女子大学 （文学部／女性） 

   

   

   

   

   

   

   

 ※アイウエオ順  

 

※写真は本人でない場合があります。 

※インターンシップ実施団体・部署の撮影が出来ていない場合は写真の掲載を

しておりません。 

 

 

http://search.yahoo.co.jp/r/_ylt=A2Ri8E9db.pbljoA0sSDTwx.;_ylu=X3oDMTFsOXJzMTZ0BHBhdHQDZ2dsBHBvcwMzBHByb3ADZ2lzZWFyY2gEcXADBHNjA0RSBHNlYwNzYwRzbGsDaW1n/SIG=19j16u5fb/EXP=1542191389/**https:/search.yahoo.co.jp/image/search?rkf=2&ei=UTF-8&gdr=1&p=%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88+%E7%84%A1%E6%96%99+%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%83%E3%83%97
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■岡山県生涯学習センター ： 就実大学  （人文科学部／男性） 

テーマ：インターンシップで学んだこと 

私はインターンシップに参加するにあたって、県職員としてどのようなスキルが必要か、職員の方々がどのような姿勢で

仕事に望んでいるか、社会人になるにあたって今の私に足りないものを学ぼうと思っていた。 

 実際に参加して、岡山県生涯学習センターの事業内容を詳細に聞いたり、職員の方々と交流したりすることによって新

しいことを知ることができた。 

 特に身体の一部を使った慣用句は障害者の方や家族を傷つけることというのは、今まで気にしたことがなく、大事なこと

を教えていただいた。またボランティアを受け入れる側の心構えや責任、事業計画を立てるときに気をつけること、PDCA

（RPDCA）サイクルで特に調査・分析は大切なことなど、今後社会人になる上で大切なことを色々と教えていただけた。

今後もボランティアを続けていく中で、今回のインターンシップで教えていただいたことを活用していきたいと思う。 

 

■岡山県庁 ： ノートルダム清心女子大学 （文学部／女性） 

テーマ：移住・定住、中山間地域の活性化 

岡山県の移住・定住についての施策や、中山間地域の活性化

のためにどのような取り組みがされているのかを具体的に知ること

ができました。移住・定住についての施策では、岡山市や倉敷市

以外の地域のブースにも人が集まるような工夫がされていることが

分かりました。また、新規就農者についても、ミスマッチが起こらな

いように配慮をしている制度があることも初めて知りました。中山間

地域の活性化についてのお話では、現場に足を運ぶことの大切さ

や費用のようなお金を扱うことの責任の重さについて、改めて考え

る機会になりました。午後は職員の方々からお聞きしたことを頭に

入れながら集団討論に参加しました。できるだけ先を見通した意見を考えようとしましたが、プロの職員の方々はより先の

ことを見ていたり、より発展したアイデアを出されていて、提案を考えることの難しさや経験の必要性を実感しました。もっ

と現実を知る必要も感じました。そのため、新聞を読むなどして、岡山県についてより理解を深めていこうと思います。今

回のインターンシップに参加をさせていただいたことによって、中山間・地域振興課の業務について具体的に知ることが

でき、今後のやるべき事について考えることができる貴重な体験になりました。 

 

 

■岡山国際ホテル ： 山陽学園大学 （総合人間学部／女性） 

テーマ：ホテル関係で働くということ 

ホテルウーマンと一概に言っても、その中には多くの役割が存在することが分かりました。

岡山国際ホテルには、宿泊施設である以外にも、宴会場やブライダル関係、喫茶店などを

運営していました。そのため、自分が働きたいと思っているフロントの仕事以外にも関わることが多く、ホテルのプロフェッ

ショナルになるには、その全ての仕事の役割を知っていないとなれないことがわかりました。今回のインターンシップでは、

フロントの仕事と、喫茶店の仕事を体験させて頂き、フロントでは誰が見ても見やすいような予約票にすることや、お客様

に目で不快感をあたえないようになど、多くの人に気遣いをすることを学びました。また喫茶店では、忙しさに合わせて自

分には今何ができるか、どういう行動をとることが最善であるかを考えさせられる場面が多くあり、状況を把握する力が少

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1542176490/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuaXN0b2NrcGhvdG8uY29tL2pwLyVFMyU4MyU5OSVFMyU4MiVBRiVFMyU4MiVCRiVFMyU4MyVCQy8lRTMlODIlQTQlRTMlODMlQjMlRTMlODIlQkYlRTMlODMlQkMlRTMlODMlQjMlRTMlODIlQjclRTMlODMlODMlRTMlODMlOTctZ201Mzg3ODgzMjgtOTU4OTYxODc-/RS=^ADBEjRHxUdKiLUSndbhPalrkd5L_BU-;_ylt=A2RiouVpbepbx1cAjhMdOfx7
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しではありますが身についたのではないかと感じます。また、行動にメリハリをつけることで格好良く見え、私の目指してい

るホテルウーマンのようになることを学ぶことができました。これら全ての経験は、ホテル関係でも、それ以外の就職先で

使えるだけではなく、今後の学生生活やアルバイト先でも使えるものであるため、今回学んだことを忘れず、つなげていき

たいと思います。インターンシップを受け入れて下さり、ありがとうございました。 

 

■岡山市保健所 ： 高知県立大学 （看護学部／女性） 

テーマ：岡山市保健所インターンシップを通して 

岡山市保健所のインターンシップで、栄養教室では高齢層の方と赤ちゃん相

談、親子クラブでは乳児期、幼児期のお子さんと接し、幅広い世代の方と交

流することができました。 

 地域住民の方と積極的に関わることのできる機会が多く、その中でこれまで

学習した知識を活かしながら、地域住民の方や岡山市保健所の方とコミュニ

ケーションを取ることができました。また、保健所が重きをおく活動について学

ぶことができました。 

 保健師の方が活動される中で、愛育委員という住民が主体となって活動されている姿も印象的でした。参加させてい

ただき、ありがとうございました。 

 

■おかやま信用金庫 ： 中国短期大学 （情報ビジネス学科／女性） 

テーマ：5日間を通じて 

私が 5 日間を通じて学んだことは、知らない世界に飛び込む勇

気が大切だということです。初日の自己紹介の際に短大生が 1 人

だけでとても不安でした。しかし、グループワークを通じて喋れるよう

になり、休憩時間に色々な話を聞けてよかったなと感じました。 

インターンシップの内容では、信用金庫と銀行の違いを理解する

ことによって、似た窓口業務でも役割が違うことを実感できました。 

私自身、就職先の業界が定まりきってはいませんが、金融関係

に進むのであれば、地域に寄り添った信用金庫さんを選択したいと決めました。窓口業務を体験した際に、お客様への

思いやり・気づかいを常に考えながら行動していると感じることができました。知らなかったことだったので、知れて良かっ

たです。また、自分が客として来店する際は、迷惑をかけないよう、親しみやすい窓口さんへの心づかいを忘れないよう

に接したいです。話をして見なければ分からないところが多かったので、積極的に行動し、自ら和の中心となれるよう、今

後の学校生活を送っていきたいです。 

 

 

■岡山地方法務局 ： 岡山大学 （法学部／女性） 

テーマ：インターンシップを終えて 

今回、行政の業務について学び、経験することで、官公庁で働くことのイメージを深めたいと思い、

インターンシップに応募しました。 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1542335222/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9qcC4xMjNyZi5jb20vcGhvdG9fOTA5NjY5ODBfJUU4JThDJUI2JUU4JTg5JUIyJUUzJTgxJUFFJUU2JUFEJUEzJUU2JTk2JUI5JUU1JUJEJUEyJUUzJTgxJUFFJUUzJTgzJTlDJUUzJTgyJUJGJUUzJTgzJUIzJUUzJTgxJUE3JUU1JTg4JTg2JUU5JTlCJUEyJUUzJTgxJTk1JUUzJTgyJThDJUUzJTgxJTlGJUUzJTgyJUE0JUUzJTgzJUIzJUUzJTgyJUJGJUUzJTgzJUJDJUUzJTgzJUIzJUUzJTgyJUI3JUUzJTgzJTgzJUUzJTgzJTk3JUU1JThGJThEJUU2JTk4JUEwJUUzJTgxJUFFJUU2JThBJUJEJUU4JUIxJUExJUU3JTlBJTg0JUUzJTgxJUFBJUUzJTgyJUE0JUUzJTgzJUE5JUUzJTgyJUI5JUUzJTgzJTg4Lmh0bWw-/RS=^ADBFN6SJ6XS8c9KY6kECdAM07jCPAk-;_ylt=A2RCL6V12exbGEQA8wYdOfx7
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 岡山地方法務局では、様々な部署であらゆる業務が行なわれていますが、5 日間のインターンシップではほぼ全ての

部署で業務をさせていただきました。それぞれの業務には、法律の知識が関わるものも多いですが、概要を丁寧に説明

していただき、なぜ法務局でこの業務が行なわれているかなどを深く理解した上で実習に臨むことができました。実習に

おいて、事務作業はもちろんですが、人権啓発活動では着ぐるみにて行い、道路や屋上にて測量体験を行い、民事裁

判を傍聴させていただくなど、行政業務のイメージとは異なる業務も

経験させていただきました。改めて、法務局での業務は多岐にわた

っており、法律などの専門的な知識も、学びながら様々な業務に携

わることができる環境であると実感しました。 

 このインターンシップで、働くということを経験できたことに加えて、

法務局の職場の雰囲気や、それぞれの部署の業務の違いや良さを

経験することができました。 

 

■カジノン（株） ： 岡山理科大学  （工学部／男性） 

テーマ：今回のインターンシップを通して 

 今回初めてのインターンシップだったのでとても緊張していましたが、実際にはじまってみると、会社内の雰囲気も良く、

従業員の方もフレンドリーで安心しました。実際の現場に行ってみて分かったことも多く、今まで記号でしか知らなかった

部品が思っていたよりも小さかったり、発見が多かったです。また CAD や設計と聞くと難しいという印象を持っていました

が、思っていたよりも簡単で達成感がありました。CS 部消防チーム体験では消防

設備点検をした場所が自分の家と非常に近かったので自分の命の安全も実はカ

ジノンさんが守っていただいていたことを実感しました。太陽光メンテナンス体験で

は、太陽光発電の仕組みに関してとても詳しく教えていただき、今まで疑問に感じ

ていたことも解決したのでとても有意義でした。新エネルギーやアグリの話を聞か

せていただいて、未来のエネルギーの使用方法を知ることができ、将来的に解決

しなければいけない課題なども分かり、自分が働く時に活かそうと思いました。今

回学んだことを今後の人生に活かしていきたいと思います。 

 

■ダイヤ工業（株） ： 就実大学 （人文科学部／男性） 

テーマ：反省と企業についての感想 

創立当初は現在と違う業界であったにも関わらず、医療器具メーカーとしてトップシェアの企業にまで成長している現

在でも、様々な分野で活躍している点において感銘を受けた。地域への貢献として開催される祭りでも地域住民の健康

をチェックできるコーナーを設けているなど、「運動器のサポートを通じて世界中の健康寿命の延伸に貢献する」という氏

名を大切にしてこれを果たそうとしている企業だと感じた。社内の様子は明るく、自由で社員同士の雰囲気も和やかで、

安心して情報を得ることができた。 

 グループワークでは、接骨院の先生とその患者さんにとって、本当に必要なものを探り出して紹介するという実際の営

業の仕事を体験することになった。メンバーともどのようにして話や質問するかを相談していくうちに打ち解けて、柔軟に

意見を出し合うことができた。だがそれでも他のグループよりもクライアントの置かれた状況や意向、サポーターへの意識

を充分に汲み取ることができず、営業のアプローチとしては不十分なものに終わってしまった。だが次にこのような機会に

恵まれることになったら、もう一度挑戦してみたいと思う。 
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■（株）フジワラテクノアート ： 岡山理科大学 （工学部／男性） 

テーマ：5日間で最も印象に残った資材調達 

私が今回のインターンシップで最も印象に残ったことは資材の調達についてです。 

最初に予定日程を頂いた時には、資材の調達について、何を学ぶかあまり分かりませんでした。なぜなら普段大学で

学ぶものづくりは、製図を行い、その後用意された部品を用いて組み立てを行なうからです。しかし今回のインターンシッ

プを通じて資材調達という業務が単純に図面に書かれている材料を調達するのではなく、製造を行ないやすいよう、か

つどのようにコストを削減できるかを考慮した上で行われている奥深さに気づくことができました。また、その業務の奥深さ

を感じることができたのは、5 日間で設計と製造を体験させて頂いたからだと思います。4 日目に溶接を行った際、寸法

通りに製造することの難しさを改めて感じました。そしてこの製造の業務の

負担を軽減するための資材調達であることを肌で感じることができました。

これは貴社が設計から製造までをほとんど行なっているから理解できたこ

とであると考えます。今回のインターンシップを通じて醸造という日本の食

文化に携わる機械を一から作られている技術力の高さとその素晴らしさ

を感じることができました。この 5 日間貴社で様々なことを学ぶことができ、

本当に良かったです。また、今回のインターンシップで学ばせて頂く機会

を頂き、本当にありがとうござました。 

 

 

■ペガサスキャンドル（株） ： ノートルダム清心女子大学 （文学部／女性） 

テーマ：インターンシップを通して知り得た魅力 

この 3日間で、1係の 3つの班、2係の 2つの班にそれぞれお邪魔させていただき、各班の仕事を体験しましたが、ど

の班の従業員の方にも共通して言えることが「ものづくり」に対して強い熱意を持っており、お客様によりよいキャンドルを

届けることを念頭に置いて丁寧かつ責任感を持って自分の仕事に取り組んでいるということです。従業員 1人 1人が「こ

ういったことを目標としている」「ものづくりの素晴らしさはこういう所だ」というような明確な意識を持っている会社というの

はそれほど多くはないと思います。この 1人 1人の意識の高さが会社全体への実績や商品の信頼性につながっていると

考え、会社で働く人全員が「多くの人にキャンドルを届ける」という共通の理念のも

と、高い意識で以って、しかし堅すぎず、アットホームな雰囲気で互いに環境づくり

や商品生産を向上し合うというペガサスキャンドルの会社の空気感が非常に魅

力的でした。また、一般的なタイプのキャンドルに留まらず、芳香剤や文香といっ

たロウを用いた珍しいタイプの商品や、何度吹き消しても火が再燃するマジックキ

ャンドルなどペガサスキャンドル独自の商品が生み出されていること、マジックキ

ャンドルの完成には 7 年もの月日が費やされていることなどを知り、既成概念にと

らわれず、人々の暮らしにもっとキャンドルが入り込めるように様々なタイプ・分野

に手を伸ばしている柔軟性と、新商品の完成に時間を惜しまない粘り強さがペガ

サスキャンドルという会社の強みであり、大きな可能性が潜んでいて働きがいのあ

る企業だと感じました。 
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アイサワ工業（株）  

旭電業（株） オカネツ工業（株）  
岡山県庁  

岡山市役所 
保健所 健康づくり課 岡山市役所 

岡山市立中央図書館 
岡山市役所 

スポーツ文化部文化振興課 おかやま信用金庫 岡山地方法務局  
笠岡市役所 カジノン（株）  

岩水開発（株） 
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倉敷総合福祉事業団  
（株）重藤組  

瀬戸内市役所 
玉島信用金庫  

富士ゼロックス岡山（株）   
（株）フジワラテクノアート  

ペガサスキャンドル（株） 丸五ゴム工業（株）  
（有）ミト・ワークス   

（株）和田組     
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１）登録企業･団体一覧 

① メーカー 

 

企業・団体名 所在地

1 アイサワ工業株式会社 岡山市北区表町１－５－１

2 株式会社英田エンジニアリング 美作市三保原678

3 アサゴエ工業株式会社 岡山市南区箕島557-4

4 旭電業株式会社 岡山市南区西市４３３番地４

5 池田精工株式会社 苫田郡鏡野町小座1833

6 ＩＫＯＭＡロボテック株式会社 津山市戸島634-28

7 石川工業株式会社 岡山市北区今岡1001

8 株式会社イシン住宅研究所（イシンホーム） 津山市二宮654-4

9 株式会社インパム 岡山市南区洲崎1-2-13

10 株式会社ウエキ 岡山市南区藤田227-183

11 内山工業株式会社 岡山市中区小橋町2-1-10

12 栄光テクノ株式会社 岡山市南区新福２丁目7-20

13 株式会社エイチ・エス・ピー 岡山市中区江崎56-5

14 有限会社エーアンドエス 笠岡市拓海町152番地

15 エヌイーシール株式会社 加賀郡吉備中央町下加茂１８２５

16 株式会社MJカンパニー 岡山市南区西市308-6

17 オーエヌ工業株式会社 津山市上田邑3235-2

18 オージー技研株式会社 岡山市中区海吉1835-7

19 オーティス株式会社 真庭市中原２０２－１３

20 株式会社大本組 岡山市北区内山下1-1-13

21 オカネツ工業株式会社 岡山市東区九蟠1119-1

22 株式会社岡山木村屋 倉敷市中庄2261-2

23 カイタック株式会社 岡山市北区昭和町3-12

24 化繊ノズル製作所 井原市東江原町838

25 株式会社　意匠堂 倉敷市新田3219-9

26 株式会社サイ 岡山市東区西大寺中野105

27 株式会社　蓬莱組 岡山市南区泉田3-7-20-1

28 カモ井加工紙株式会社 倉敷市片島町２３６

29 菅公学生服株式会社 岡山市北区駅元町１５－１岡山リットシティビル５F

30 関西プラスチック工業株式会社 倉敷市四十瀬331-3

31 岩水開発株式会社 岡山市南区福吉町18-18

32 協和ファインテック株式会社 岡山市東区金岡西町948-9

33 倉敷繊維加工株式会社 倉敷市下庄１１３８－１

34 グリーンツール株式会社 笠岡市みの越17番地

35 コアテック株式会社 総社市赤浜５００番地

36 晃立工業株式会社 津山市草加部１１４７

37 株式会社コーセイカン 倉敷市下庄１１２６－６

38 株式会社　コニック 勝田郡勝央町太平台10-5

39 株式会社　佐野組 高梁市成羽町下日名３８－４

40 三陽機器株式会社 浅口郡里庄町新庄3858

41 山陽ロード工業株式会社 津山市下高倉西1203-1

42 株式会社サンラヴィアン 浅口郡里庄町新庄3920

43 株式会社　重藤組 岡山市南区福成三丁目６-２２

44 シバセ工業株式会社 浅口市鴨方町六条院中3037

45 株式会社ショーワ 倉敷市児島稗田町２００６

46 杉岡建設株式会社 新見市新見３６８番地４

47 西部丸山株式会社 苫田郡鏡野町寺元１５０－２

48 ゼノー・テック株式会社 岡山市南区豊浜町１２－８

49 セロリー株式会社 岡山市南区藤田1678-1

50 ダイヤ工業株式会社 岡山市南区古新田1125
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② 商社 

   
企業・団体名 所在地

51 株式会社大和鉄工所 岡山市東区金岡西町1108－2

52 株式会社タカラ 岡山市北区蕃山町4-5

53
タグチ工業グループ（タグチ工業、田口クリエイト、タグチアシス

ト、OO-com）
岡山市北区平野　561-1

54 竹久夢二本舗　敷島堂株式会社 瀬戸内市邑久町尾張1153-1

55 有限会社田中製作所 倉敷市栗坂467-19

56 タマデン工業株式会社 玉野市玉原３－７－２

57 株式会社デンソー勝山 真庭市三田220

58 株式会社徳山電機製作所 岡山市東区九蟠1119

59 とら醤油株式会社 倉敷市酒津2362

60 株式会社トンボ 岡山市北区厚生町二丁目２番９号

61 ナガオ株式会社 岡山市北区京橋町１０番１７号

62 中島硝子工業株式会社 井原市木之子町5301-2

63
ナカシマグループ（ナカシマプロペラ・帝人ナカシマメディカル・シ

ステムズナカシマ）
岡山市東区上道北方688-1

64 株式会社中野コロタイプ 岡山市北区玉柏390

65 中村建設株式会社 高梁市横町１５４１－５

66 株式会社ナテック 倉敷市下庄1126-15

67 西尾総合印刷株式会社 岡山市北区津高６５１

68 日本植生株式会社 津山市高尾573-1

69 株式会社のだ初 倉敷市玉島柏島4780-2

70 平林金属株式会社 岡山市北区下中野347-104

71 ヒルタ工業株式会社 笠岡市茂平1410    

72 株式会社フジックス 備前市新庄６２８－１

73 冨士ベークライト株式会社 小田郡矢掛町小田6500

74 株式会社フジワラテクノアート 岡山市北区富吉　2827-3

75 ペガサスキャンドル株式会社 倉敷市西阿知町1320-5

76 株式会社マックエンジニアリング 倉敷市玉島乙島8252-35

77 丸五ゴム工業株式会社 倉敷市上富井58

78 ミック工業株式会社　岡山工場 真庭市三崎860-1

79 三乗工業株式会社 総社市井尻野１００

80 目黒建設株式会社 倉敷市生坂261-6

81 モリマシナリー株式会社 赤磐市仁堀東1383

82 安田工業株式会社 浅口郡里庄町浜中1160

83 ライフデザイン・カバヤ株式会社 岡山市北区中仙道二丁目９-１１

84 ランデス株式会社 真庭市開田６３０－１

85 株式会社和田組 倉敷市水島東千鳥町1-1

86 ワタナベ工業株式会社 総社市清音上中島２番地

87 株式会社ワン・エニー 岡山市南区箕島958-9

企業・団体名 所在地

88 暁電業株式会社 岡山市南区福成２丁目１３-１

89 株式会社前嶋 岡山市南区福成福成, ２丁目２２－３

90 株式会社カワニシホールディングス 岡山市北区下石井一丁目1-3　日本生命岡山第二ビル8F

91 クラブン株式会社 倉敷市笹沖４１０－５

92 株式会社サンヨープレジャー 岡山市北区大内田715-4

93 新生電機株式会社 岡山市南区新福１-５-６

94 トヨタカローラ岡山株式会社 岡山市北区鹿田町1-1-26

95 トリツ機工株式会社 岡山市南区福成2-19-2
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③ 百貨店・ストア・専門店 

 

 

④ 金融 

   
企業・団体名 所在地

96 株式会社中島商会 岡山市北区柳町2-2-23

97 ネッツトヨタ岡山株式会社 岡山市南区泉田1-3-6

98 株式会社ハヤシ（くるまのハヤシ） 倉敷市加須山334-4

99 富士ゼロックス岡山株式会社 岡山市北区今4丁目14番26号

100 双葉電機株式会社 岡山市南区福成2-23-18

101 株式会社四方一商店 真庭市栗原1343

102 ライト電業株式会社 岡山市南区芳泉2丁目2-32

103 株式会社 WORK SMILE LABO 岡山市南区福浜町15-10

企業・団体名 所在地

104 株式会社イリエ 津山市川崎532-1

105 株式会社インターナショナルリレーション 岡山市北区磨屋町2-5

106 株式会社エイコー堂 倉敷市児島駅前2-30

107 オートバックス　株式会社ディー・エス笹沖 倉敷市白楽町526-1（本部）

108 菅田株式会社 津山市川崎1902-3

109 株式会社こまり 岡山市北区伊島町2丁目21-27

110 株式会社山陽マルナカ 岡山市南区平福１丁目305-2

111 株式会社　シマダオール 倉敷市中畝７-４-７

112 生活協同組合おかやまコープ 岡山市南区藤田５６４－１７８

113 株式会社染織近藤 岡山市北区丸の内1-7-3

114 大黒天物産株式会社 倉敷市堀南704-5

115 株式会社つるや 津山市上村80番地

116 株式会社天満屋 岡山市北区表町2-1-1

117 株式会社天満屋ストア 岡山市北区岡町13－16

118 日植アグリ株式会社 岡山市北区大内田769-1（岡山県総合流通センター内）

119 ベクトルグループ 岡山市北区駅前町1丁目8番1号 岡山新光ビル6階

120 株式会社マルイ 津山市二宮71

企業・団体名 所在地

121 おかやま信用金庫 岡山市北区柳町1丁目11番21号

122 税理士法人 おかやま創研 岡山市北区西古松2-24-5

123 税理士法人　吉井財務研究所 岡山市北区青江1丁目4番16号

124 全労済　中四国統括本部　岡山推進本部 岡山市北区駅元町6番26号

125 玉島信用金庫 倉敷市玉島１４３８番地

126 株式会社　中国銀行 岡山市北区丸の内１－１５－２０

127 株式会社トマト銀行 岡山市北区番町２－３－４

128 日本生命保険相互会社　岡山支社 岡山市北区駅前町１－８－１８　イコットニコット５Ｆ
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⑤ マスコミ 

 

 

⑥ ソフトウェア・通信・情報処理   
⑦ サービス 

 

企業・団体名 所在地

129 井原放送株式会社 井原市井原町1934－1

130 株式会社山陽新聞社 岡山市北区柳町2-1-1

131 白神商事株式会社 岡山市南区浦安南町579

132 玉島テレビ放送株式会社 倉敷市玉島阿賀崎1－2－31

133 株式会社テイクオフ 岡山市南区当新田78-11

134 テレビせとうち株式会社 岡山市北区柳町２-１-１

企業・団体名 所在地

135 アイネットシステム株式会社 岡山市中区平井１０９１－１

136 有限会社アクシス 倉敷市老松町4-8-20

137 株式会社イー・ネットワークス 岡山市北区大内田675テレポート岡山５F

138 株式会社C-AXIS  岡山市北区駅前町1-8-1　岡山新光ビル6階

139 株式会社システムタイズ 岡山市北区下中野318-110

140 株式会社スイフトスタッフ 玉野市迫間 2273-1

141 セリオ株式会社 岡山市中区原尾島3-16-4

142 株式会社ソフィア 津山市河原町　29番地3

143 株式会社ＮＩＣＳ 玉野市宇野1丁目11番1号

144 株式会社ハーバー・ソフトウェア 岡山市北区田町１丁目８番３０号伊達ビル４階

145 株式会社ハイテックシステムズ 岡山市北区幸町8番29号大樹生命岡山ビル7F

146 ピープルソフトウェア株式会社 倉敷市阿知１－７－２　くらしきシティプラザ西ビル５階

147 ビジネスセンター岡山株式会社 岡山市北区島田本町１丁目５番３７号

148 有限会社ミト・ワークス 岡山市中区浜三丁目3-40

149 株式会社ミトラ（岡山大学インキュベータ） 岡山市北区津島中1-1-1岡山大インキュベータ110

150 株式会社両備システムズ 岡山市南区豊成二丁目７番１６号

企業・団体名 所在地

151 株式会社アイリーフ 岡山市北区奉還町１-３-１８

152 医療法人福寿会 倉敷市藤戸町藤戸1580

153 株式会社ウエスコ 岡山市北区島田本町2-5-35

154 ウエストジャパン興業株式会社　備前自動車岡山教習所 岡山市中区清水418

155 株式会社エコライフジャパン 倉敷市宮前472-2

156 株式会社エヌ･シー･ピー 岡山市北区下伊福本町１－３３

157 株式会社オーディーエル 岡山市北区表町2－2－33　表町水川ビルⅡ-3F

158 岡山医療生活協同組合　総合病院岡山協立病院 岡山市中区赤坂本町2-20

159 岡山県貨物運送株式会社 岡山市北区清心町４－３１

160 岡山国際ホテル 岡山市中区門田本町4丁目1番16号

161 岡山スポーツ会館 岡山市北区絵図町1-50

162 株式会社岡山マツダ 岡山市北区野田４-１４-２０

163 株式会社　岡山ももたろう自動車学校 岡山市中区藤崎622-4　㈱勝英自動車学校

164 株式会社おもちゃ王国 玉野市滝1640-1

165 カジノン株式会社 岡山市北区番町1丁目11番25号

166 喜多商事株式会社 岡山市南区西市117-4



Ⅷ．資料編  
 

- 19 - 

 

 

 

 

企業・団体名 所在地

167 株式会社木村建築設計事務所 岡山市北区野田３-１８-２０

168 株式会社キャリアプランニング 岡山市北区本町6-36第一セントラルビル1階

169 協同組合岡山県土質試験センター 岡山市北区津島京町2-8-1

170 社会福祉法人クムレ 倉敷市栗坂8番地

171 株式会社倉敷アイビースクエア 倉敷市本町７番２号

172 啓心塾　/　英語・英会話　HELLO　/　株式会社中川楽器 倉敷市宮前５６－１

173 株式会社建美装社 岡山市中区江崎724-5

174 興南設計株式会社 倉敷市粒江２０－３６

175 公立学校共済組合岡山宿泊所ピュアリティまきび 岡山市北区下石井２－６－４１

176 株式会社サムシングフォー 倉敷市中央1丁目11-12

177 株式会社サンキョウ-エンビックス 岡山市南区米倉　66-2

178 株式会社三備保険事務所 倉敷市北畝1-23-5

179 株式会社　山陽設計 岡山市中区清水２－５－２２

180 株式会社　山陽レイスポーツ 岡山市南区泉田1丁目7-6

181 下津井電鉄株式会社 岡山市北区大元駅前3-61

182 社会福祉法人鶯園　特別養護老人ホーム千寿荘 真庭市蒜山上長田28-1

183 社会福祉法人 四ツ葉会 倉敷市徳芳504

184 社会福祉法人王慈福祉会 倉敷市児島下の町5-2-17

185 社会福祉法人ことぶき会　特別養護老人ホーム宇甘川荘 岡山市北区御津紙工１４１０番地

186 社会福祉法人松園福祉会　あすなろ園 倉敷市玉島勇崎１０４４番地

187 社会福祉法人報恩会　牛窓ルンビニ保育園 瀬戸内市牛窓町牛窓4959-5

188 すずらん歯科クリニック 倉敷市茶屋町 1764-5

189 瀬戸内エンジニアリング株式会社 倉敷市水島西栄町８番４号

190 株式会社綜合設計 岡山市北区今保185-8

191 株式会社創心會 倉敷市茶屋町2102-14

192 株式会社タイム 岡山市北区下中野４６５－４

193 つばさクリニック 倉敷市大島534-1

194 つばめガス株式会社 岡山市南区福田１７４

195 株式会社　適性科学研究センター 岡山市北区伊島町1-3-2

196 株式会社天満屋ホテルズアンドリゾーツ 倉敷市下津井吹上３０３－５３

197 東横イン　岡山駅西口広場 北区駅元町22-10

198 東横イン　岡山駅西口右 北区奉還町1-12-4

199 東横イン　倉敷駅南口 倉敷市阿知2-10-20

200 東横イン　岡山駅東口 岡山市北区駅前町1-7-3

201 有限会社トラベルシリウス 真庭市湯原温泉387-1

202 株式会社ドルフィン・エイド 倉敷市新倉敷駅前三丁目130番地

203 ナカウン株式会社 岡山市中区倉富340-18

204 株式会社　新見自動車教習所 新見市西方2929－2

205 日進測量株式会社 岡山市中区清水366-2

206 ネットリンクス株式会社 岡山市北区表町1-7-15　パークスクエアSHOWA3F

207 株式会社HAKKEIJAPAN 真庭市豊栄1572

208 株式会社はれコーポレーション 岡山市北区表町1丁目5番1号岡山シンフォニービル

209 株式会社BtoBホールディングス 岡山市北区駅前町1-8-1

210 株式会社ホテルグランヴィア岡山 岡山市北区駅元町1-5
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⑧ 官公庁・公社・団体 

 

   

企業・団体名 所在地

211 都ユニリース株式会社 倉敷市連島町連島142-289

212 有限会社アグリ元気岡山　（農マル園芸　吉備路農園） 総社市西郡411-1

213 株式会社湯郷プラザホテル　季譜の里 美作市湯郷180

214 株式会社ヨコヤマコーポレーション（ビックリドンキー） 岡山市東区西大寺中野875-13

215 有限会社ライフクリエイト 岡山市北区撫川828番3号

216 両備グループ　両備ホールディングス株式会社 岡山市北区錦町　6番1号

217 株式会社リョービツアーズ 岡山市北区磨屋町１－６　岡山磨屋町ビル8F

企業・団体名 所在地

218 一般財団法人岡山セラミックス技術振興財団 備前市西片上１４０６－１８

219 公益財団法人岡山県環境保全事業団 岡山市南区内尾665-1

220 岡山県工業技術センター 岡山市北区芳賀５３０１

221 岡山県生涯学習センター 岡山市北区伊島町3-1-1

222 岡山県庁 岡山市北区内山下二丁目4番6号

223 岡山県立図書館 岡山市北区丸の内2-6-30

224 岡山市 岡山市北区大供一丁目1番1号1番1号

225 岡山地方法務局 岡山市北区南方　1丁目3番58号

226 岡山労働局 岡山市北区下石井1-4-1　岡山第2合同庁舎3階

227 笠岡市 笠岡市中央町１－１

228 倉敷市 倉敷市西中新田　６４０番地

229 社会福祉法人　倉敷市総合福祉事業団 倉敷市有城７１０番地

230 瀬戸内市役所 瀬戸内市邑久町尾張300番地1

231 高梁市役所 高梁市松原通２０４３番地

232 特定非営利活動法人地域資源文化研究所 岡山市北区表町一丁目1-8-1102

233 津山市　[産業経済部　仕事・移住支援室] 津山市山下92-1　津山圏域雇用労働センター内

234 津山市役所[総務部 人事課] 津山市山北520

235 特定非営利活動法人赤磐子どもNPOセンター 赤磐市町苅田324　陽なたぼっこ

236 新見市 新見市新見310番地3

237 新見商工会議所 新見市高尾２４７５番地の７

238 備前市役所 備前市東片上126番地

239 特定非営利活動法人　ふれあいサポートちゃてぃず 備前市日生町日生886番地

240 防衛省　自衛隊岡山地方協力本部 岡山市北区下石井1-4-1岡山第二合同庁舎

241 特定非営利活動法人　桃太郎ハンズ 岡山市北区春日町9-3
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■業種別の登録県内企業・団体数と県外実施企業・団体数 
  

  業 種 
2019(令和元)年度  （2018(平成 30)年度）  

登録企業 受入企業  登録企業 受入企業  

メーカー 87 6  78 10  

商社 １6 0  １5 1  

百貨店・ストア・専門店 17 0  16 1  

金融 8 2  8 3  

マスコミ 6 0  ４ １  

ソフトウェア・通信・情報処理 16 2  13 1  

サービス 67 4  71 18  

官公庁・公社・団体 26 12  22 12  

       

合 計 241 26  227 48  

 
※業種については、各企業・団体の登録により集計いたしました。 
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２）学生、企業・団体アンケート結果 

 

■学生アンケート結果   （回答者数４７人） 
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学生の就業

意識・能力

を高める

（社会貢献

として実施）

学校や学生

に対して自

社PRとなる

学校や学生

との交流経

験が採用活

動のプラス

になる

求める人材

像や教育に

対する要望

を学校に伝

えることが

できる

職場の活性

化につなが

る

その他 未記入

86 113 93 22 0 9 4

63% 83% 68% 16% 0% 7% 3%

通常業務の

一部を体験

職場（工場）

見学

与えられた

課題の解決
その他 未記入

112 73 30 14 5

82% 54% 22% 10% 4%

満足 やや満足 やや不満 不満 未記入

42 40 6 1 2

①受け入れた学生

満足 やや満足 やや不満 不満 未記入

26 45 10 1 9

②学校等による学生への事前指導

満足 やや満足 やや不満 不満 未記入

35 44 8 0 4

③社員との交流・コミュニケーション

満足 やや満足 やや不満 不満 未記入

33 45 11 0 2

④今回のインターンシップを総合的に評価して

はい 検討する いいえ 未記入

103 26 4 3

■企業・団体アンケート結果   （回答社数１36社 回答人数１36人） 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




