先 輩 たちのインターンシップ記録

③株式会社岐阜冠婚葬祭互助会

④ヨツハシ株式会社
→企画・デザインから印刷・加工までを行う総合印刷会社。

→『エル・アリーヴォ』、『エスティーズ』という
2つの結婚式場のほか、「岐阜葬祭」として『岐
阜 斎 場』を 運 営。 人 生 の 特 別 な 日 を プ ラ ン ニ
ングする仕事です。
本社：岐阜市京町2-10 社員数：約150名

一般的な広告宣伝物だけでなく、創業以来お酒など醸造業
界 の ラ ベ ル 等 も 手 が け て い ま す。 ま た、 岐 阜 市 を 中 心 に
30万部を戸別配布する生活情報誌「月刊ぷらざ」を制作。
マイプラン2011より

本社：岐阜市黒野南1- 90 社員数：約120名

実 習 内 容

実 習 内 容

結婚式場
『エル・アリーヴォ』にて、結婚式の準備

1日目の午前は会社概要の説明と各部署の説明・見学、マナー研

から施行、事務処理、後片付けまでの結婚式全般に

修からスタート。その後は各部署に分かれてそれぞれの仕事を体験

ついて体験。結婚式を創り上げるまでの具体的な作

しました。

業を体験することで、おもてなしの心を学びます。

〔 営 業 部 〕
印刷物や月刊ぷらざの広告に関する外回り営業に同行。

（岐阜葬祭本部でも、葬儀全般についての流れを
体験するインターンシップを実施しています）

〔デザイン室〕
ポスター等のデザインを作成。
（デザイン学科等専攻の学生対象）

《岐阜女子大学／文化創造学部
三島さんの成果報告会発表資料より》

編集室で研修したメ ン バ ー は、モデルとして
誌面に登場する体験も。良い記念になりました。

1日目… 事務所での仕事
席次表・席札の確認、パンフレットのセッティング
2日目… 喫茶の仕事
ご列席者へのドリンクの出し下げ

参加学生の成果・感想

3日目… 5Fの生花部での仕事
お花の水切り・飾りつけ・
会場のテーブルへお花をセッティング
4日目… 1Fフロント・サロンでの仕事
受付開始時間のご案内、エレベーター前でのご案内
受付時間や式の時間のアナウンスを流す等
5日目… 披露宴会場での仕事。
担当者のプランニングした実際の披露宴会場に同行

参加学生の成果・感想
挙式する1組に対して、1名のプランナーが担当。当日まで
の打合せ等はお客様との信頼関係が重要です。プランニング
や照明・音響・進行、バンケット・美術等、またシェフとの
連携など、細やかな演出・計画があってこその感動や思い出
なのだと分かりました。
また、会社内の人間関係の良さが仕事を円滑にするのだと
いうこともよく分かりました。
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〔ぷらざ編集室〕
月刊ぷらざの企画・文章作成・取材・校正等の一部を体験。

〔営 業 部〕 学生全員で受けた最初の研修では、挨拶の大切さ等の話を聞きました。社員さ
募集要項を見ると、「茶髪不可」の文
字が。お客様に対してきちんとした
身なりで応対するというポリシーが
表れています。

んに同行していたら、その意味がよく分かりました。また、営業担当としてのコ
ミュニケーションの取り方、気遣い等を学ぶことができました。

〔デザイン室〕 学生時は自分で好きなデザインだけをしていましたが、「デザインをしてお金をも

らう」ためにはお客様の意向が第一で、時には苦手な業務もこなさなければならな
いことが分かりました。

〔ぷらざ編集室〕 分かりやすい文章を書くことは思ったより難しかったです。また、編集に関する
会議では様々な話題が出て、常にいろいろな
情報を集める必要があることが分かりました。
学生のうちは目の前で的確な答えを求められ
る場面が少ないのですが、社会に出てからは
短い時間で考えをまとめて相手に伝える力が
必要になることを強く実感しました。

研修の最後には反省会も行いました。
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研修後も大切！

フィードバックしよう
インターンシップを行った後は、その結果を十分に活かして次のステップへ
つなげたいもの。最低限おさえておきたい
“to do”
リストを作りました。

■ 毎日の出来事をまとめてみる
1日経つだけでも人間は多くを忘れてしまうもの。言われたことや考えたことは、
終業後1日ごとに（または研修が終わってから早い内に）まとめておきましょう。

■ 研修先にお礼状を出す
総務の担当者の方や指導して下さった社員の方など、お世話になった方に感謝の気
持ちを伝えましょう。忙しい中時間を割いてもらったことや、様々な部分で指導して
もらったことへのお礼、その経験を今後どのように活かしていくかといったことを書
けると◎。普段あまり手紙を書いたことがなくても、これも勉強やトレーニングの一
つだと思って挑戦してみて。

■ 自分なりに成果を分析してみる
できたことやできなかったことを通して、どんなことが分かりましたか？ 自分の
長所や短所の確認、あるいは再発見があるかもしれません。また、「この業界は自分
には向いていないかもしれない」、「こういう環境では働きたくない」といったマイナ
ス方向の意見も素直に書き出してみましょう。それもインターンシップをしなければ
得られない貴重な感想です。

先輩たちのインターンシップ記録・番外編

外国人学生の場合
㈳岐阜県経営者協会にフランスからインターンシップ生がやってきました。
第2外国語として日本語を選び、一方でアジアのビジネスについて学んでいるサラさん。
その日本での研修と、フランスのインターンシップ制度についてご紹介します。
フランス国立ルアーブル大学／国際マネージメントマスターコース1年／アジア交流専攻

レザイック・サラ さん

● インターンシップの目的
▶アジアのビジネスの勉強と、日本語を実践で使うことによる
学習のため。外国との貿易について学ぶことで各々の経済を
改善することができ、また遠く離れている国と政治的・社会
的関係をより良く築くことができると考えています。

● 実習・訪問先

㈱文溪堂

▶㈱TYK、㈱高山グリーンホテル、㈱
文溪堂といった企業や、長浜バイオ
大学、岐阜工業高等専門学校などの
学校、県庁国際課や岐阜労働局など。

■ 学校に成果の報告をする・経験を後輩に伝える

朝日興業㈱

キャリアセンターや就職課などがインターンシップの成果を集めている
場合は、次年度以降のためにも報告を。また、インターンシップという制
度があることを後輩に伝えてあげて下さい。

● 成果・感想
▶朝のラジオ体操や朝礼など、時間外の
コミュニケーション等も見て、日本の企
業には家族のような温かさ、連帯感があ
ると感じました。また、ホテル等日本の
サービスは質が高いと思います。
岐阜県は自然も豊富でとても住みやす
いところ。またぜひ岐阜県で研修したい
です。

■ 成果報告会に参加する
学内で行われる成果報告会に参加すれば、他の企業の研修内容なども知る
ことができます。

何社ものインターンシップに参加することはできないので、そこは友人や
授業の仲間と補い合って。学生という同じ立場から、細かい部分についての
比較や率直な意見交換ができるので、就職活動にも役立つはず。

■ 出会った仲間を大切にする
研修期間中に仲良くなった仲間とは、ぜひその後
も情報交換を。実際に「研修後も仲良くしています」、
「就職活動に関する情報を交換し合っています」とい
う先輩も多数。
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㈱高山グリーンホテル
サラさんの研修の様子。企業の方から「日本
語はまだ今一つ」といった評価もありました
が、何事にも積極的に取り組んでいました。
右は、サラさんの日誌の一部。

■ 他の企業のインターンシップに
参加した人と情報交換をする

先輩の

声

■ フランスのインターンシップは？
フランスの大学では企業でのインターンシップ

も
「就職先を見つける」意識が強く、さらに
「フラン

インターンシップをするのが大事なので

が必須。そのため誰もが知っており、事前にマナ

スでの会社研修は、会社側で無償の労働力として学

はなく、その後に自分に何が足りないの

ーや敬語、パソコン研修を行います。期間は長期間

生を使うことが当たり前になっています」という指

であることが多く、学士課程
（3年）を経た修士課程

導教授の言葉もあるように、日本の制度・考え方と

（2年）の1年次は3ヵ月、2年次は6ヵ月。日本より

は雇用環境・教育制度を含めて大きく違うようです。

かを考え、その課題に向かって努力する
ことこそが大事なのだと思います。

ヒロタ㈱
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研修後もインターンシップは続く！

成果報告会

平成 21年度

発表者の皆さんは緊張しながらも、短時間でポイ
ントをまとめて発表していました。またこの報告
会には、インターンシップ生を受け入れた企業の
人事担当者も多数参加しました。

10〜12月頃には、各学校でインターンシップの成果を発表する会が開催されます。
ここでは、11月18日に岐阜経済大学で行われた岐阜県インターンシップ推進協議会主催の
成果報告会を中心にご紹介します。

■ 成果報告会とは？
インターンシップの実施事例を発表し、研修で学んだこ
とを他の学生にも伝え、分かち合うための会。インターン

■ 発表の際にまとめたいこと、
伝えたいこと

シップに参加しなかった場合でも、発表を聞くことで“社会”
や“企業”
についてイメージすることができます。
※なお、最近はパワーポイントとプロジェクターを使って発表するス
タイルが主流となっています。ソフトの操作を簡単に学んでおけば、
場合によっては社会人になってからも役立ちます。

●どんな企業のインターンシップに参加したか
（社名、所在、業種や特徴、規模等）

■ プログラム

●どのような成果が得られたか
（学んだことや感じたこと）

●事例発表

●どのような研修だったか
（テーマや形態、日数、実習内容、参加人数等）

●発表“先輩お元気ですか!!”（→詳しくは23・24ページへ）

①高山信用金庫（岐阜経済大学
②ヨツハシ㈱（岐阜経済大学

山下）

柴田）

松下）

③ヨツハシ㈱（朝日大学

山本）

④㈱岩戸工業（朝日大学

山本）

⑤城山産業㈱（愛知工業大学

㈱文溪堂（岐阜経済大学OB

傍島）

⑥美濃加茂市役所（愛知淑徳大学

山田）

⑦㈱岐阜冠婚葬祭互助会（岐阜女子大学

三島）

※報告会の前に、文部科学省の平成21年度学生支援推
進プログラム・フォーラムとして、プロ野球解説者・
福田 功氏による基調講演と、岐阜経済大学のキャリア
支援部長・竹内 治彦氏より「就活サークルと学生・OB
メンター育成によるキャリア教育の充実」と題した採
択事業説明がありました。

●インターンシップを計画している後輩へのアドバイス

＋α
これからインターンシップを考えている学生の場
合は、大学で行われる成果報告会で話を聞いたり、
キャリアセンターや協議会がまとめている成果報
告書で実際の雰囲気を知ることができます。生の

終了後には、参加した企業の担当者と大学側の

声は貴重な資料。ぜひ参考にして下さい。

担当者との情報交換の場も設けられました。

各大学の成果報告会
■ 椙山女学園大学
（星が丘キャンパス）
平成21年11月7日（土） 13:20〜16:15
平 成 20 年 度 春 期、
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■ 岐阜大学

■ 愛知淑徳大学
（星が丘キャンパス）

平成21年11月25日
（水） 13:30〜16:30

21年12月11日（金） 13:30〜15:00（報告会）

学生11名と受入企業2社の発表がありました。
一人の持ち時間が比較的長く、またパワーポイン

15:00〜16:00（交流会）
学 生5名 か ら

その後会場を移

トでの発表が主流

パワーポイント

動し、学生が企画、

平 成21年 度 夏 期 に イ

ですが、中には手

での報告があり

運 営 す る「よ り よ

ンターンシップを行っ

づくりの紙芝居ス

ま し た。 ま た、

いインターンシッ

た 学 生 を 代 表 し て、

タ イ ル の 発 表 も。

コミュニケーシ

プにするために〜
学生による新しい

10組 の 事 例 発 表 が 行

「発 表 者 の 思 い が

ョン学部の小川

われました。受入企業

伝 わ る」と い う 参

准教授からは、「インターンシップが学生にもた

インターンシップ提案会〜」を実施。学生と参加企業がブ

の担当者も参加してい

加者のコメントも

らす効果について」という具体的な報告も。

ースに分かれてポスター・セッションを行うというもので

ました。

ありました。

した。

20

（ 株 ）東洋にて

株( 山)登ゴムにて

企業担当者の声を
聞いてみよう

授業の一環として
「やらされる」という意識は捨てて、
一生懸命取り組んでみて下さい。

●受入事業所の担当者の方からの声をご紹介します。

“百聞は一見にしかず”とも言うように、
きっとインターネットでは得られない

理系技術職の学生さんにとっては、

活きた経験になりますよ。

これまでに学んできたことを実践したり、

学生さんにとって

社員の中でも学生さんに

社会とギャップがあるのかを確認する

「発見の場」となれば企業としても

比較的近い、若いスタッフを指導に

良い機会だと思います。一方、企業側にとっては

嬉しいです。より多くのことを吸収する

充てていますが、学生と“社会人になった

「若手の育成」
、
「技術の伝承」といった課題に対して、

ために、どんなことにも“興味を持つ”

自分”との違いを感じる良い機会となっているようです。

どう指導すれば良いのかを勉強できる

という姿勢を心がけて

自分自身を見直すとともに、どう説明すれば

機会となっています。

ほしいですね。

分かってもらえるかといったテーマに取り組むことで、

インターンシップの学生は

コミュニケーション能力、プレゼン能力の

いわば「通りすがりの人」
。学生を送る学校側も

向上につながっています。

“社会勉強してきて下さい”
、
“見学してきて下さい”という
構えなので、企業としても「様子を見に来て下さい」という
気持ちでいるのが本音です。たった 5 日間では技術的なスキルは

学生さんの業界や会社に

身につかないため、実はそれほど期待もしていません。

染まっていない目線は、とても

しかし、その 5 日間の中で何か一つでも良いものを

新鮮なものです。そんな外部からの
目線は、社内の改善策を練って進める
上でとても勉強になりました。

仕事はやはり

見出してもらえればと感じています。

「人対人」。挨拶をきちんと

そして、アグレッシブな気持ちで意欲を持って
インターンシップに参加してほしいです。

することが大切です。

■ 先輩の声から学ぶ
“社会人スキル”
社会人になった先輩や、インターンシップを経験した先輩の言葉から、
役立ちそうなポイントを集めてみました。

●メモを取る！質問する！
社会人になってまず教えられること……それはメモを取ることだと言っても過言ではありません。
また、分からないことはそのままにしておくのではなく、きちんと質問して解決するようにしましょう。

●P
（Plan：計画）
→D（Do：実行）
→C
（Check：評価）→A
（Act：改善）サイクル
社会に出てから必要とされるのは“問題解決能力”。ある課題に対して、どう計画してどう取り組み、どう振り
返り改善するか、そしてどう次につなげるか —— そんなサイクルを意識してみると、小さなことでもステップ
アップにつながります。PDCAサイクルは会社の管理面で利用される考え方ですが、
研修時にも応用できます。

●失敗を“本当の失敗”
にしないためには？

インターンシップに参加しなかった人は、どう思っているの？
Q.

不参加だったことを
反省している？
反省していない
55人（20％）
反省している
218 人（80％）
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「社会勉強になるから」、「職業選択の幅が広がるから」とい
った答えが多く挙がりました。参加しなかった理由につい
ては「インターンシップについてあまり知らなかった」、
「参
加する必要がないと思った」等の意見が多数。しかし就職
活動の時期になると、多くの学生が「参加すれば良かっ
た！」と後悔しているのです。

「失敗は成功の母」とも言いますが、失敗したことをそのまま終わらせることこそが
“本当の失敗”
。そこから何
を学んだかが大切です。さらに次は成功させることができた……となれば、自己PRの材料にもなるのです。

反省している人はなんと80％。反省する理由としては

［ 出展：平成20年度インターンシップ成果報告書 ］
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この会社で働きたい！と強く思えた 5 日間。
株式会社文溪堂
編集部

柴田さん 〔岐阜経済大学出身／入社2年目〕

Q. インターンシップの思い出は？
大学2年の夏、文溪堂で5日間体験しました。足を踏み入れたことの
ない“会社”という組織の中で働くことに、とにかく緊張の毎日。研修は
最初の3日間が商品流通部で、その後営業企画、教具部で行いました。
経験したのはほんの一部ですが、地道な作業を何度も繰り返して完成し
たものが全国の小学生のもとへ送られ、それが子どもたちの学力を育て
るのだということに大きな魅力を感じました。

Q. どんな点が役に立ちましたか？
就職活動中の時、「その会社の雰囲気を感じる」
、
「どんな仕事があるのか知る」
、
「会社の中で
ともに働く人との触れ合い」等、どのような会社に入りたいかを考え、決める時にとても参考に

インターンシップ＝
意識の高い仲間に出会える機会。
ヒロタ株式会社
YOUNG事業部

大矢さん

〔南山大学出身／入社 2 年目〕

Q. 参加したインターンシップはどんなものでしたか？
大学3年生の時に、愛知県刈谷市のカーマホームセンターで1週間。就職活動支援
の一貫（ビジネスマナーのようなスキルを知るもの）として行われたものでした。学
生は20人（南山10人、他大学10人）くらいで、グループワーク形式での研修。実は
アパレル関係の仕事に興味があったのですが、その業界は応募者が多くできなかっ
たため、違うところも見てみようと思いカーマを希望しました。
この時知り合った学生とは、その後も就活仲間として一緒に頑張ることができた
だけでなく、今でもつながりがありますよ。また、就職活動に必要なスキルが身に
つきました。

Q. インターンシップは就職活動に役立ちましたか？
研修をすることで、早い段階から就活に目を向けることができました。また、グ
ループディスカッションの経験は実際の選考にも役立ちましたね。ちなみに就職し

なりました。
ちなみに第一希望は文溪堂でしたが、もっと多くの会社を見る必要があると思い、予定が合
うガイダンスや会社説明会には積極的に参加しました。最終的に
「やはり文溪堂に入りたい！」
と気持ちが固まったので、試験を受けました。

Q. インターンシップを考えている後輩にメッセージを。
実際に働いている人と一緒に働くことは良い経験になるので、ぜひ参加してほしいです。
自分の視野を広げられるチャンスだと思います。せっかく忙しい中時間を割いてもらえるので、

たヒロタのことは、大学に来た人事担当者の話を聞いて知りました。

Q. インターンシップを考えている後輩へのメッセージは？
アルバイトとは違ってとても良い社会勉強になるので、機会があれば参加するこ
とをお勧めします。学生の内に実際に働いている方と触れ合うことが大切です。また、
就活に対する意識の高い仲間に出会えるので、良い刺激になると思いますよ。

胸を借りるつもりで積極的に動き、それを楽しむくらいの気持ちで頑張ってほしいです。

2 度目のインターンシップが確信に。
株式会社ソフィア総合研究所
システム開発部システム開発課

鈴村さん

〔岐阜工業高等専門学校→IAMAS（情報科学芸術大学院大学・岐阜県立国際情報科学芸術アカデミー）出身／入社2年目〕

Q. どのようなインターンシップでしたか？？
高専4年生の時（2週間）とIAMAS２年生の時（5日間）の計2回。岐阜県のあるメーカーの工場
で体験しました。パソコンに触れずに「どうやってITを普及させるか」、「どのようにITに関わる
のか」を、汗まみれになって働きながら学びました。実はこの体験を通して「工場の中で働くの
は合っていない」と感じ、学校で学んでいたシステム系で就職先を探したいと考えました。業種、

株式会社トゥ・ステップ
ネットワーク事業部

坂之上さん

〔岐阜工業高等専門学校出身／入社５年目〕

Q. 研修先を決めた経緯は？
学校から紹介されたソフトピアでのガイダンスに参加したところ、企業側が面接
をして学生を選ぶものでした。トゥ･ステップにしたのは情報系の会社だったからで、
専攻科の先輩と一緒に行っていたので、そこで決めました。

Q. 社会人になる際に役立ったことは？
実は高専を卒業してから、就職するのではなくオーストラリアへ「ワーキングホリ

職種等を絞るきっかけになりましたね。

デー」に行きました。帰ってきてから就職しましたが、インターンシップ後も担当の

Q. 社会人として、後輩へのメッセージをお願いします。

会社の概要については理解できていたので安心でした。

どのようなインターンシップをするにしても、目標や目的意識を持ってほしいです。将来の
方向性を見出すためにも、ぜひ参加して下さい。
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留学を経て、インターンシップ先へ就職。

拝啓 先輩、お元気ですか？

インターンシップに参加した後、就職活動を行って
社会人として活躍している先輩を、インターンシップ生が訪問。
当時のことを振り返ってもらうとともに、後輩へのメッセージをもらいました。

方とつながりがあったため、そのまま就職することができました。研修のおかげで、
現在では、インターンシップに来る後輩の指導を行うことも。自分が参加した際
の感想も交えながら指導を行っています。
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岐阜県インターンシップ推進協議会では

学生スタッフが奮闘しています！
岐阜県でのインターンシップをバックアップしている協議会。
事務局では、様々な学生が自身のインターンシップ活動として頑張っています。

●学生スタッフを体験した先輩にインタビュー！

学生目線でサポート！

岐阜大学出身

岐阜県の企業が多数参加する「岐阜県就職ガイダンス」には、学生ス
タッフとして参加。スーツ姿で受付をしたり、企業担当者や学生を誘導

後藤さん

Q. 印象に残っている思い出、出来事は？

したり…。就職活動を終えた学生スタッフは、自分の体験を活かしなが

ある企業を訪問した時、社長自らが質問に答えて下さり、面

らインターンシップの相談コーナーや適性検査コーナーで対応したり、
司会、資料作り等も担当します。

何事にもチャレンジ ！
比較的長期にわたって学生スタッフとして活動するため、これまであ
まり経験のない仕事もたくさん。たとえば、表計算ソフトを使いながら

思い出は？

予め質問事項を用意しておくこと

は丁寧に書くことが第一だということ、面接は「面接官も一人の

の大切さを感じました。そのおかげ

人間であり、人と人との会話なのだから緊張することはない」と

で、自分の知りたいことがスムーズ

いうことです。ちょうど就職活動を控えた時期でもあり、とて

に聞けました。また、就活に向けた

も勉強になりました。

アドバイスも頂けて、自分にとって

Q. 社会人になって学生時代と変わったことは？

の依頼状を書くシーンも。実践も通して様々なことを学んでいます。

一番は、自由に休めないこと、平日は遊べないことでしょうか。
もう一つは、男女問わず、幅広い年齢の人と話すことが多く

学生パワーで成果報告書の作成も！

なったことですね。学生時代には同世代以外とは話す機会があ

右はこれまでの学生スタッフが取材や原稿作成を担当した
「岐阜県イン

まりないので、インターンシップやアルバイトでの経験は大切

ターンシップ成果報告書」。学生や企業へのアンケート結果、学生を受け

だと思います。

入れている企業への取材記事、実際のインターンシップの内容、大学で
の成果報告会の模様などが掲載されています。

Q. 学生時代に戻ってインターンシップをするなら、

＊成果報告書は、協議会のWebページからダウンロードできます。

何をポイントにしますか？

企業選びで始めから的を絞らないことだと思います。就職先

活動風景アルバム

Q. 社会人になって、

「経験が役に立った」
と
思ったことは？

理想と現実のギャップに苦しむよ
うなことはなかったですね。また、
インターンシップを通して会社の雰
囲気を感じたり、働く様子を間近で
見たりしたことで、納得して就職先
を選ぶことができました。

は岐阜市近郊で考えていましたが、インターンシップであれば
近くの会社にとらわれることもないと今は思います。研修期間
は短いところがほとんどですが、せっかくなのでその間に思い
切った行動をするのも良いと思います。とにかく、社会全体を
見渡してみることですね。
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Q. インターンシップの

実りあるインターンシップでした。

事務的な仕事にも積極的に挑戦しています。また、取材のために企業宛

協 議 会 のWebペ ー ジ に は
「コミュニケーション掲示
板」があり、協議会の活動
状況をスナップ・ショット
で紹介しています。この掲
示板の更新も学生スタッフ
が行っています。

長谷さん

接や履歴書の書き方についてアドバイスを頂きました。履歴書

アンケート結果を集計したり、後輩へのアドバイスをまとたりといった

飛騨地区相談会で学生をサポート！

岐阜大学出身

成果報告会では司会を経験

会議にも参加

Q. 後輩へのアドバイスをお願いします。
時間があるのなら、異なる業界・職種で複数の研修ができる
と比較もできて面白いと思います。就職先は一つです。学生時
代しか、複数の会社で働くという経験はできません。ぜひ今の
時間を有効に活用して下さい。

就職活動について後輩にアドバイス

岐阜県就職ガイダンスでは受付等で大活躍♪

Q. 後輩へのメッセージや
アドバイスは？

インターンシップを通して会社を
眺めてみると、色々なことが感じら
れると思います。そこから、自分が
働く上で何を大切にしたいかも見え
てきます。この貴重な体験を活かし
て、就活においての「軸」を見つけて
ほしいですね。

研修中の学生にインタビュー！
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岐阜県インターンシップ推進協議会では

会員企業を募集しています
多種多様な研修内容を用意して学生たちを育成するためには、
様々な企業の皆様のご協力が必要です。
岐阜県の未来を背負う人材のために、ぜひ貴社の力をお貸し下さい。

インターンシップ導入時の注目ポイント
■ 実施する際のメリット

■ 実施にあたりご了承頂きたいこと

●地域社会に貢献できます。

●指導のために、社員の方の時間を割いて
頂くことになります。

●これから就職活動を行う学生へのPRになります。

●学生に報酬を払う必要はありませんが、
受入準備にあたり、ある程度の経費がか
かることがあります。

●各学校等との連携を進めるきっかけとなります。
●現在の学生の考え方や動きを知ることができます。

岐阜県インターンシップ推進協議会は、岐阜県とともに
岐阜県長期構想における「人材力底上げプロジェクト
（地域で働く意欲を持つ若者の育成）」に取り組んでいます。

●指導にあたる社員の方（特に若手の方の場合）のス
キルアップにつながります。

●学生が保険に加入しているか確認して下
さい。各大学等で取り扱う保険に加入し
ていない場合は、協議会までお問い合わ
せ下さい。

●外部の考えを知ることで、社内の活性化につなが
ります。

★平成21年12月現在の会員企業・会員学校については29、30ページでご紹介しています。

「採用した若者の離職率が高い」
、
「学生に自社のことを知ってもらう
機会がない」……人材採用の現場では、現在も様々な悩みがあることと
思います。それを解消していく一つの手段が“インターンシップ”。岐
阜県の受入事業所を一つに取りまとめることで学生を受け付ける窓口
を作るとともに、多くの学生と多くの企業の中からより良いマッチン
グを行うことを目指しているのが当協議会です。

岐阜県インターンシップ推進
協議会は、岐阜県のための組織
として県内の産学官で設立され

インターンシップの内容を充実させて岐阜県の学生を育成すること
は、人材採用時の
“ミスマッチ”を防ぎ、地元の学生が長く企業に定着
することにもつながります。インターンシップを企業の発展・人材育
成方法の一つと捉え、ともに豊かな人材を育成していきたい —— そう
岐阜県経営者協会発行の
「人と経営
（2009年6月号）」に
会員企業募集の案内を掲載

組 織 図

考えています。

ました。学生のインターンシッ
プをスムーズに受け入れるため
に、右のような組織構成で運営
しております。なお、会員学校
については、岐阜県出身者が多
く進学している県外学校も参加
しています。

●ウェブページで情報を掲載

●全国への学校等へも周知

協議会の受入企業検索ページに会員情報を載
せ、貴社をPRします。新聞広告で会員企業
を案内することもあります。

ウェブ以外でもポスター、リーフレット等で
受入事業所や会員企業として全国の各学校へ
PRします。

及び岐阜県からの助成金で事業を運営しています。

●平成21年度予算【収入】

●コミュニケーションの充実化も

0％
繰越金

15％

●平成21年度予算【支出】
保険料

会員学校28校

14％

事業謝金
（講師・相談員他）

12％

経済団体等

4％

【例えば…】
○協議会総会→併催される講演会において、学校からのプレゼンテーションや名刺
交換の場を設定。

16％

4％

事務所経費

18％

14％

岐阜県

44％

役員企業13社

○事前説明会・講習会→各学校にて開催。企業担当者からのプレゼンテーションや
実務講話、個別マッチング会も。

会議費

マッチング業務費

会員企業155社

○推進会議→企業・学校双方が出席する会議で、次年度の事業内容を確認。

予備費 1％

3％

7％

広告宣伝費

9％

交通費

4％

人件費

35％

財政基盤の自主的な確立に
ご協力ください。

預金利息

会員企業と会員学校間の連携のために、情報交換や名刺交換の場を設けています。

協議会は学校からの会費、企業からの賛助金、岐阜県の経済団体等からの賛助金

財政基盤

○成果報告会→協議会の報告会は、その年の共催学校にて開催。企業担当者の参加も。
岐阜大学でのプレゼン・相談会のお知らせ
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岐阜県インターンシップ
推進協議会の会員一覧
様々な企業、学校、機関の協力で成り立っています。

役

員

事

会

長

牛込

進

理

事

副会長

岩田

義文

イビデン（株） 代表取締役会長

理

事

副会長

小川

信也

太平洋工業（株） 代表取締役社長

理

事

副会長

小野木孝二

理

事

副会長

星野

夫

理

事		

大熊

義之

（株）岐阜銀行

理

事		

小川

二郎

岐阜信用金庫

会長

理

事		

小島

伸夫

（株）十六銀行

顧問

理

事		

榊原

建樹

岐阜工業高等専門学校

理

事		

田口

義隆

西濃運輸（株） 代表取締役

理

事		

田中

良幸

サンメッセ（株） 代表取締役会長

理

事		

田村

弘司

理

事		

土屋

嶢

（株）大垣共立銀行

理

事		

水谷

晃三

（株）文溪堂

理

事		

森

秀樹

岐阜大学

理

事		

四橋

英児

ヨツハシ（株） 代表取締役社長

監

事		

衣斐

輝臣

サンメッセ（株） 執行役員総務部長

監

事		

渡辺

好造

ヒロタ（株） 執行役員総務部長

参

与		

矢部

憲一

岐阜労働局長

員

企

（株）TYK

代表取締役会長

（株）トーカイ

代表取締役社長

岐阜車体工業（株） 代表取締役会長
取締役頭取

愛知学院大学

愛知工業大学

岐阜県高等学校長協会

会長

取締役頭取

代表取締役会長
学長

愛知大学

京都産業大学

情報科学芸術大学院大学

金沢工業大学

福井工業大学

岐阜女子大学

中部大学

名城大学

岐阜経済大学

岐阜工業高等専門学校
岐阜市立女子短期大学

国際情報科学芸術アカデミー

中部学院大学・中部学院大学短期大学部
南山大学

朝日大学

職業能力開発短期大学校

岐阜聖徳学園大学・岐阜聖徳学園大学短期大学部

長浜バイオ大学

校長

愛知淑徳大学

岐阜県立国際たくみアカデミー

中京大学

岐阜大学

岐阜薬科大学

大同大学

中京学院大学

椙山女学園大学

東海学院大学・東海学院大学短期大学部

立命館大学

龍谷大学

早稲田大学

＊金城学院大学、東海学園大学
（平成22年4月予定）

協力員一覧
〈経済団体等〉
岐阜県商工会議所連合会

㈳岐阜県経営者協会

岐阜県中小企業団体中央会

㈳岐阜県経済同友会

岐阜県商工会連合会

㈳岐阜県工業会

㈶ソフトピアジャパン

岐阜県人材チャレンジセンター

〈行政機関〉
岐阜労働局

岐阜県

岐阜市

各務原市

山県市

美濃加茂市

可児市

郡上市

多治見市

中津川市

瑞穂市
瑞浪市

本巣市
恵那市

羽島市
土岐市

海津市
高山市

大垣市
飛騨市

関市

美濃市

下呂市

業

イビデン㈱、㈱大垣共立銀行、㈱岐阜銀行、岐阜車体工業㈱、岐阜信用金庫、㈱十六銀行、西濃運輸㈱、太平洋工

㈱ソフィア総合研究所、第三設計工業㈱技術センター、DAISEN㈱、大福製紙㈱、太平洋精工㈱、㈱大雄、㈱ダイ

業㈱、㈱TYK、㈱トーカイ、㈱文溪堂、サンメッセ㈱、ヨツハシ㈱、明智セラミックス㈱、朝日興業㈱、朝日土質

ワテクノ、高砂工業㈱、㈱高田工業、㈱高山グリーンホテル、高山信用金庫、竹市電気㈱、田澤電材㈱、タック㈱

㈱、㈱アシストプラス、㈱アドツープラド、㈱アド・プロ、アピ㈱、アルプス薬品工業㈱、アルフレッサ日建産業㈱、
イハラサイエンス㈱岐阜事業所、イビデン樹脂㈱、㈱岩電商会、㈱インフォファーム、上田石灰製造㈱、㈱エイエ
ムディ自動機、エコレック㈱、㈱エヌテック、榎本ビーエー㈱、㈱大石、大垣精工㈱、大垣フォーラムホテル、
大垣扶桑紡績㈱、㈱大鹿印刷所、凰建設㈱、㈱岡本・ナベヤ、カイインダストリーズ㈱、㈱カトーメテック、㈱カ
ネキ製陶所、㈱河合寿司、（医）カワムラヤスオメディカルソサエティ、岐建㈱、岐セン㈱、㈱キタガワマルカネ、
㈱岐阜冠婚葬祭互助会、岐阜スズキ販売㈱、岐阜精機工業㈱、㈱岐阜造園、岐阜トヨタ自動車㈱、岐阜トヨペッ

㈱中日ホーム、㈱中部商事、㈱ツキオカ、㈱テキスタイル小林、テクノブレーン㈱、㈱電算システム、天龍コンポ
ジット㈱、東栄管機㈱岐阜工場、東栄工業㈱、㈱東海化成工業所、㈱東海スプリング製作所 鵜沼工場、東海西濃
運輸㈱、㈱東海パウデックス、㈱東伸、㈱トゥ・ステップ、東濃信用金庫、㈱東洋、㈱トーエネック 岐阜支店、
トーギ㈱本社、
トヨタカローラ岐阜㈱、
㈱トヨタレンタリース岐阜、㈱ナガセインテグレックス、鍋屋バイテック会社、
㈱日興テキスタイル、日本インシュレーション㈱生産事業部、日本耐酸壜工業㈱、日本ポリ鉢販売㈱、ネッツトヨ
タセントロ岐阜㈱、ハートランス㈱、㈱パールマネキン、バイザー㈱、㈱ハウテック、㈱パナホーム愛岐、ハビッ
クス㈱、㈱バロー、ピーアイシステム㈱、（社）飛騨市観光協会、㈱ひだホテルプラザ、ヒロタ㈱、㈱フードセンター

ト㈱、岐阜プラスチック工業㈱、㈱クニシマ、㈱久米商店（スーパーバリュー）、クラレプラスチックス㈱伊吹工場、

富田屋、㈱深見製作所、㈱フラワーハネー、ブリヂストンタイヤセールス中部㈱、㈱ブルーメイト、㈱文晶堂、

㈱グルーヴシステムズ、㈱黒田製作所、㈱ケーイーシー、㈱郷鉄工所、（医）香徳会 関中央病院、㈱コスモマツオカ、

（有）ホイットニィ・ジャパン、前畑㈱、松下電建㈱、松波印刷㈱、丸伸興業㈱、マルスン㈱、瑞浪精機㈱、三星砿業㈱、

コダマ樹脂工業㈱、齊交㈱、㈱佐合木材、佐竹鉄工㈱、サトウパック㈱、サンケミカル㈱、㈱三心、サンワトレー

美濃工業㈱、㈱美濃庄商店、ムトー精工㈱、名北工業㈱、㈱メトーカケフ、森松工業㈱、㈱ヤクセル、安田工業㈱、

ディング㈱、ジーエフシー㈱、㈱シイ・ケイ・アイ、城山産業㈱、神鋼造機㈱、㈱スギヤマメカレトロ、特定非営

㈱ヤナゲン、矢橋工業㈱、矢橋林業㈱、山口精機工業㈱、㈱ヤマザキマザック 美濃加茂製作所、㈱山登ゴム、㈱Ｕ−

利活動法人 西濃学園、西濃建設㈱、（医）静風会 大垣病院、関ヶ原石材㈱、（福）善心会
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（順不同

特別養護老人ホーム ラック

セラミック、ユニオンテック㈱、㈱吉田ハム、㈱ライスアイランド、㈱ラボテック、りゅうでん㈱、レシップ㈱、
㈱レスト関ケ原、（医）録三会 太田病院
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