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序

戦後の我が国の経済成長に果たした機械工業の役割は大きく、また機械工業の発展を支

えたのは技術開発であったと云っても過言ではありません。また、その後の公害問題、石

油危機などの深刻な問題の克服に対しても、機械工業における技術開発の果たした役割は

多大なものでありました。しかし、近年の東アジアの諸国を始めとする新興工業国の発展

はめざましく、一方、我が国の機械産業は、国内需要の停滞や生産の海外移転の進展に伴

い、勢いを失ってきつつあり、将来に対する懸念が台頭しております。

これらの国内外の動向に起因する諸課題に加え、環境問題、少子高齢化社会対策等、今

後解決を迫られる課題が山積しているのが現状であります。これらの課題の解決に向けて

従来にもましてますます技術開発に対する期待は高まっており、機械業界をあげて取り組

む必要に迫られております。我が国機械工業における技術開発は、戦後、既存技術の改良

改善に注力することから始まり、やがて独自の技術・製品開発へと進化し、近年では、科

学分野にも多大な実績をあげるまでになってきております。

これからのグローバルな技術開発競争の中で、我が国が勝ち残っていくにはこの力をさ

らに発展させて、新しいコンセプトの提唱やブレークスルーにつながる独創的な成果を挙

げ、世界をリードする技術大国を目指していく必要が高まっております。幸い機械工業の

各企業における研究開発、技術開発における意気込みにかげりはなく、方向を見極め、ね

らいを定めた開発により、今後大きな成果につながるものと確信いたしております。

こうした背景に鑑み、当会は機械工業に係わる技術開発動向等の補助事業のテーマの一

つとして特定非営利活動法人 JRCM 産学金連携センターに「機械工業を中心とする産学連

携インターンシップ人材育成に関する調査研究」を調査委託いたしました。本報告書は、

この研究成果であり、関係各位のご参考に寄与すれば幸甚であります。

平成 17 年 3 月

社団法人　日本機械工業連合会

会　長　　金　井　　務



ii

はじめに

インターンシップは学生が在学中に就業体験をすることにより、職業意識を確立し、勉

学への一層の動機付けを図るものとして米国を中心に発展してきました。

米国では通算で数ヶ月や１年程度の就労体験を行うことが卒業後の就職を探す上で有

利であり、一方、企業としても就労体験をいろいろな場で受けてきた学生は実社会での対

応に優れており、採用する上でその体験の有無を考慮する傾向が強いと言われています。

我が国では平成９年５月に閣議決定された「経済構造の変革と創造のための行動計画」

の中で、インターンシップが高等教育における人材育成と新規産業の創出など経済構造

の改革にも意義が大きいとして国の政策課題に取り上げられました。これ以降、文部科学、

経済産業、厚生労働の３省が中心となって支援施策を展開したこともあり、年を追って大

学におけるインターンシップが普及しつつあります。

これはインターンシップ制度の有用性が社会に浸透してきたことの現れで、また、イン

ターンシップを体験した学生は、ほとんどの人がその意義を高く評価しております。

このようにインターンシップへの関心は高まってきましたが、日本のインターンシップ

はまだ発展期で、確立した方法がありません。大学、学生、企業、行政機関が手探りで行っ

ている状況です。期間も２週間程度と米国に比べると短期間ですし、就業体験の内容も受

入機関によって様々です。単位化の状況も大学により差があります。受入企業等では実

施のためのコスト負担が大きく、趣旨はわかるが協力できないとする企業が多数ありま

す。こうした中で、インターンシップを我が国で根付かせていくためには、大学、産業界、

行政の協力が必要です。また、何よりもその中心である学生一人一人の意識の向上が求め

られます。

こうした状況で、我が国におけるインターンシップの実態を目に見える形でまとめるた

めに国内インターンシップの実施状況を大学と受入機関の両方から調査しました。

特に機械工業におけるインターンシップの特徴を調べ、情報を整理してみました。

本調査結果は JRCM 産学金連携センターが提供するインターンプラザ（http://www.

internplaza.jp/) でも見ることができます。

この調査結果の活用により、わが国のインターンシップ制度が進展するものと期待します。

平成 17 年 3 月

特定非営利活動法人 JRCM 産学金連携センター

理　事　長　　　小　島　　彰
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運営組織

本事業を運営する組織として、「機械工業関連産業インターンシップ調査検討委員会」

を設け、機械工業を中心とする産学連携インターンシップ人材育成に関する調査研究を進

めました。

「機械工業関連産業インターンシップ調査検討委員会」委員名簿

委員長 三浦　英生 東北大学 大学院工学研究科 

附属破壊制御システム研究施設 

教授 工学博士

委員 清澤　文彌太 東洋大学 工学部 

機械工学科 

教授 工学博士

委員 割澤　伸一　　東京大学 大学院工学研究科 

産業機械工学専攻 

助教授 工学博士

委員 栗原　眞佐子 新潟大学 法学部 

講師
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第１章　調査研究の概要

1.1 目的

現在、インターンシップは、徐々に拡大しつつありますが、日本におけるインターンシッ

プの経験者の割合は、インターンシップの先進国である米国の 60％に比べ、未だ 10％以

下と低いのが現状です。こうした原因の一つに、特定大学と特定企業の結びつきによる実

施のケースが多く、インターンシップに関する受け入れ企業と送り出し元の大学の公開

情報の流通環境が未整備であることがあげられます。したがって、インターンシップの

振興を図るためには、全国の大学や企業の持つインターンシップ関連情報を広く収集し、

公開情報として広く流通させる環境を整備することが必要です。

そこで、本調査研究では大学等において、学生が在学中に就業体験を行うインターン

シップの派遣実態を調査し、その結果をインターネット等により広く公開し、機械工業を

中心とするインターンシップの我が国における定着を図り、産業界の発展に寄与する人材

育成を目的とします。

1.2 調査の方法と経緯

上記の目的に従い、全国 709 大学と一部上場企業、二部上場企業、都道府県経営者協会

情報など公開されている各種情報から約 7800 社をリストアップし、インターンシップに

関するアンケートを実施しました。

また、調査実施にあたっては特定非営利活動法人 JRCM 産学金連携センター内に大学な

どの有識者からなる委員会を組織し、そこでの調整のもと、調査を進めました。

〈調査項目〉

①大学情報調査

 709 の大学を対象にアンケート調査を行いました。調査の内容としては、インターン

シップを実施した学生の学部、平成 16 年度におけるインターンシップ実施学生数、

大学の関与度合い等です。

②企業情報調査

 企業に対し、主な事業、対象学生、平成 16 年度の受入実績等の項目で調査を行いま

した。
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第２章　大学のインターンシップ状況

2.1 回答状況

全国 709 大学にアンケート調査を行い回答があった 507 大学の情報を分析しました。

本調査では 1週間以上のインターンシップを対象としております。大学によっては、数

日間の企業体験や企業訪問などもインターンシップとしてあげているところもあります

が、本調査では対象外としております。また、大学を経由しないインターンシップも行わ

れております。したがって、実際の実績は調査に現れたものよりも大きいと考えられます。

回答状況を表 2.1-1 に示します。

表2.1-1　全国大学のインターンシップアンケート調査回答状況

項　　目 国立大学 公立大学 私立大学 合　　計

調査大学数 87 80 542 709

回答大学数 83 58 366 507

回答率 94.5% 72.5% 67.5% 71.5%

実施大学数 78 39 297 401

実施率 94.0% 67.2% 81.1% 81.7%

派遣大学生数 9788 1914 21924 33626

うち大学院生 1441 78 494 2013

実施予定大学 0 0 13 13

未実施大学 5 19 56 80

全大学で 507 大学から回答を頂きました。72％の回答率でした。回答をいただいた大

学の中で実施していると答えた大学は国立大学で 95％、公立大学で 67％、私立大学で

81％、全大学で 82％と 8割以上の大学でインターンシップを実施しています。

派遣大学生数は、全体合計で 33,626 名。このうち大学院生が 2,013 名となります。

大学におけるインターンシップ推進体制をもう少し詳しく見ますと、表 2.1-2 に示すと

おり、実施大学のうち約 80％が大学としてのインターンシップ窓口を設置していること

が分かります。

表2.1-2　インターンシップ窓口設置状況

窓　　口 国立大学 公立大学 私立大学 合　　計

設置している 74 38 282 394

設置していない 9 20 84 113

合計 83 58 366 507
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つぎに、インターンシップ制度に対する大学の関与の仕方について見てみますと、同じ

大学でも学部や学科によって異なることもあります。回答のあった学部、学科単位での関

与の仕方を図 2.1-1 に示しました。

回答頂いた全部門をまとめてみますと、インターンシップ教育体系の下で必修科目とし

て実施しているのが 5％、インターンシップ教育体系の下で選択科目として実施している

のが 51％、学生からのインターンシップ報告に基づき単位認定しているのが 15％、大学

としての単位認定はしていないが実態の把握はしているのが29％でした。インターンシッ

プ教育体系の下での実施が 56％、単位認定まで含めると 70％強の学部、学科で実施して

おり、インターンシップ制度が定着してきていることが伺われます。

図2.1-1　インターンシップ制度に対する大学の関与の仕方

これを、国立大学、公立大学、私立大学で見てみます。

国立大学は図 2.1-2 に示すとおり、必修科目として実施しているのが 8％、選択科目と

して実施しているのが 58％、単位認定しているのが 16％で、80％強が単位認定をしてい

ます。

図2.1-2　国立大学のインターンシップ制度に対する大学の関与の仕方
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公立大学は図 2.1-3 に示すとおり、必修科目として実施しているのが 1％、選択科目と

して実施しているのが 35％、単位認定しているのが 14％で、50％が単位認定をしていま

すが、半数の大学がインターンシップの実態は把握しているが、教育体系の下での制度と

しては確立していないようです。

図2.1-3　公立大学のインターンシップ制度に対する大学の関与の仕方

私立大学は図 2.1-4 に示すとおり、必修科目として実施しているのが 4％、選択科目と

して実施しているのが 49％、単位認定しているのが 15％で、68％が単位認定をしています。

図2.1-4　私立大学のインターンシップ制度に対する大学の関与の仕方

以上の結果から、インターンシップを教育体系の下で積極的に進めているのは国立大学

で、公立大学が少し遅れています。

2.2　主要大学インターンシップ実施状況

各主要大学の実施状況を表 2.2-1、表 2.2-2、表 2.2-3 に示します。
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大学名 学部生

1 日本大学 1529

2 関西大学 672

3 立命館大学 645

4 北里大学 482

5 中央大学 466

6 龍谷大学 455

7 大阪経済大学 433

8 ものつくり大学 418

9 豊橋技術科学大学 413

10 福岡大学 406

11 熊本大学 377

12 高知工科大学 376

13 東洋大学 356

14 長岡技術科学大学 347

15 新潟大学 337

16 大分県立看護科学大学 330

17 名城大学 318

18 東京大学 305

19 近畿大学 298

20 早稲田大学 297

21 筑波大学 294

22 徳島大学 270

23 九州産業大学 259

23 琉球大学 259

25 同志社大学 258

26 静岡大学 249

27 酪農学園大学 236

28 立教大学 235

29 宮崎大学 233

30 信州大学 231

31 北海道大学 225

32 神戸大学 221

33 東京経済大学 219

34 桜美林大学 211

35 鹿児島大学 205

36 愛媛大学 201

37 跡見学園女子大学 200

38 同志社女子大学 198

39 岡山大学 188

39 京都産業大学 188

41 金城学院大学 186

42 明治大学 183

43 大阪芸術大学 181

44 沖縄国際大学 177

45 福井大学 174

46 香川大学 171

47 静岡文化芸術大学 163

47 日本福祉大学 163

49 神奈川大学 160

50 武蔵野大学 155

表2.2-1　全国大学インターンシップ実施状況（学部生）

大学名 学部生

51 茨城大学 153

51 大阪体育大学 153

51 南山大学 153

51 名桜大学 153

55 富山大学 151

56 愛知学院大学 150

57 九州大学 148

57 工学院大学 148

59 松山大学 145

60 埼玉大学 142

61 慶應義塾大学 137

61 札幌国際大学 137

63 関西外国語大学 135

64 追手門学院大学 133

64 大阪産業大学 133

66 高知女子大学 133

67 名古屋学院大学 132

68 京都大学 130

69 愛知工業大学 129

69 熊本県立大学 129

71 東京薬科大学 128

72 沖縄大学 126

73 室蘭工業大学 125

73 秋田県立大学 125

75 名古屋大学 124

76 広島大学 123

76 県立広島女子大学 123

78 千葉工業大学 120

79 関東学院大学 116

79 東海大学 116

81 いわき明星大学 114

81 山梨大学 114

83 産能大学 112

84 東北工業大学 111

85 広島修道大学 110

86 山形大学 109

86 東京理科大学 109

88 帝塚山大学 108

88 阪南大学 108

90 横浜国立大学 107

91 大阪国際大学 105

92 立正大学 104

93 鳥取大学 103

93 第一経済大学 103

93 東京工業大学 103

96 北九州市立大学 101

97 千歳科学技術大学 101

98 鹿屋体育大学 100

99 創価大学 98

100 九州女子大学 97
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大学名 大学院生

1 東北大学 261

2 京都大学 197

3 早稲田大学 170

4 九州工業大学 123

5 大阪大学 100

6 立命館大学 89

7 岐阜大学 65

8 北海道大学 63

8 電気通信大学 63

10 九州大学 46

11 筑波大学 42

11 横浜国立大学 42

13 熊本大学 41

14 東京大学 40

15 国際大学 39

16 名古屋工業大学 34

17 関西大学 30

17 城西大学 30

19 神戸大学 29

20 茨城大学 28

20 山形大学 28

22 高知大学 27

22 奈良先端科学技術大学院大学 27

24 大阪工業大学 26

25 名古屋大学 22

25 静岡県立大学 22

27 名古屋市立大学 18

28 信州大学 15

28 広島大学 15

30 埼玉大学 13

30 群馬大学 13

32 東京経済大学 12

32 鳥取大学 12

32 京都工芸繊維大学 12

35 武蔵工業大学 11

35 三重大学 11

37 和歌山大学 10

38 福井大学 9

38 香川大学 9

38 北九州市立大学 9

38 大分大学 9

38 関西学院大学大学院 9

43 新潟大学 8

43 静岡文化芸術大学 8

43 東京薬科大学 8

43 帝京大学 8

43 山口大学 8

43 広島市立大学 8

49 同志社大学 7

50 会津大学 6

大学名 大学院生

51 高知工科大学 5

51 宇都宮大学 5

51 東京都立大学 5

54 大阪体育大学 4

54 室蘭工業大学 4

54 東京理科大学 4

57 龍谷大学 3

57 岡山大学 3

57 中部大学 3

57 芝浦工業大学 3

57 北陸先端科学技術大学院大学 3

62 関東学院大学 2

62 広島修道大学 2

62 公立はこだて未来大学 2

62 成蹊大学 2

62 東京電機大学 2

62 金沢美術工芸大学 2

62 滋賀県立大学 2

62 桐蔭横浜大学 2

62 京都情報大学院大学 2

71 中央大学 1

71 宮崎大学 1

71 明治大学 1

71 神奈川大学 1

71 お茶の水女子大学 1

71 島根大学 1

71 岩手大学 1

71 武蔵大学 1

71 大阪府立大学 1

71 金沢星稜大学 1

71 中村学園大学 1

71 大同工業大学 1

71 東北芸術工科大学 1

71 下関市立大学 1

71 徳島文理大学 1

71 福岡工業大学 1

71 神戸女子大学 1

71 横浜市立大学 1

71 沖縄県立芸術大学 1

71 石巻専修大学 1

71 梅花女子大学 1

表2.2-2　全国大学インターンシップ実施状況（大学院生）
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表2.2-3　全国大学インターンシップ実施状況（学部生＋大学院生）

大学名 学生総数

1 日本大学 1529

2 立命館大学 734

3 関西大学 702

4 北里大学 482

5 中央大学 467

6 早稲田大学 467

7 龍谷大学 458

8 大阪経済大学 433

9 熊本大学 418

9 ものつくり大学 418

11 豊橋技術科学大学 413

12 福岡大学 406

13 高知工科大学 381

14 東洋大学 356

15 長岡技術科学大学 347

16 東京大学 345

16 新潟大学 345

18 筑波大学 336

19 大分県立看護科学大学 330

20 京都大学 327

21 名城大学 318

22 東北大学 301

23 近畿大学 298

24 北海道大学 288

25 徳島大学 270

26 同志社大学 265

27 九州産業大学 259

27 琉球大学 259

29 神戸大学 250

30 静岡大学 249

31 信州大学 246

32 酪農学園大学 236

33 立教大学 235

34 宮崎大学 234

35 東京経済大学 231

36 桜美林大学 211

37 鹿児島大学 205

38 愛媛大学 201

39 跡見学園女子大学 200

40 同志社女子大学 198

41 九州大学 194

42 岡山大学 191

43 大阪大学 190

44 京都産業大学 188

45 九州工業大学 186

45 金城学院大学 186

47 明治大学 184

48 福井大学 183

49 茨城大学 181

49 大阪芸術大学 181

大学名 学生総数

51 香川大学 180

52 沖縄国際大学 177

53 静岡文化芸術大学 171

54 日本福祉大学 163

55 神奈川大学 161

56 岐阜大学 160

57 大阪体育大学 157

58 埼玉大学 155

58 武蔵野大学 155

60 南山大学 153

60 名桜大学 153

62 富山大学 151

63 愛知学院大学 150

64 横浜国立大学 149

65 工学院大学 148

66 名古屋大学 146

67 松山大学 145

68 広島大学 138

69 慶應義塾大学 137

69 札幌国際大学 137

69 山形大学 137

72 東京薬科大学 136

73 関西外国語大学 135

74 追手門学院大学 133

74 大阪産業大学 133

74 高知女子大学 133

77 名古屋学院大学 132

78 愛知工業大学 129

78 熊本県立大学 129

78 室蘭工業大学 129

81 沖縄大学 126

82 秋田県立大学 125

82 電気通信大学 125

84 県立広島女子大学 123

85 千葉工業大学 120

86 関東学院大学 118

87 高知大学 117

88 東海大学 116

89 鳥取大学 115

90 いわき明星大学 114

90 山梨大学 114

92 東京理科大学 113

93 産能大学 112

93 広島修道大学 112

95 東北工業大学 111

96 北九州市立大学 110

96 城西大学 110

98 帝塚山大学 108

98 阪南大学 108

100 大阪国際大学 105
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第３章 企業のインターンシップ受入状況

本報告では回答頂いた民間企業の全体の状況と機械工業系企業（製造業／機械、製造業

／輸送機械、製造業／精密機械）の状況を対比してまとめました。

3.1 回答企業の業種

一部上場企業、二部上場企業、都道府県経営者協会情報など公開されている各種情報か

ら、民間企業約 7800 社を抜き出しアンケート調査を行いました。回答は 689 社から得ら

れました。9％の回答率でした。

受入企業等の回答内容を数字で表してみます。

回答頂いた企業を業種別に見ると、表 3-1 に示すとおり、事業向けサービス業、情報通

信業、医療・福祉、小売業、製造業／機械、製造業／電気・電子機器が大きな受け入れ先

になっています。製造業を抜き出してみると 254 社で全体の 37％でした。

機械工業系業種は輸送機械、精密機械も含めると 83 企業に達し、製造業では最も多く

なっています。

　
表3-1　回答企業の業種別分類

業　　種 小計

事業向けサービス 86 

情報通信 54 

医療・福祉 54 

小売業 52 

製造業／機械 45 

製造業／電気・電子機器 44 

飲食店・宿泊業 32 

建設業 31 

製造業／金属 31 

製造業／その他 30 

製造業／化学・ゴム 28 

教育・カルチャー 26 

製造業／食品 24 

商社・卸売 24 

業　　種 小計

製造業／輸送機械 21 

製造業／精密機械 17 

個人向けサービス 17 

金融・保険業 16 

運輸 15 

マスコミ・出版 11 

不動産 7 

製造業／パルプ・紙 5 

製造業／窯業 5 

公務 5 

農・林・漁業、鉱業 4 

製造業／繊維・アパレル 3 

製造業／石油・石炭製品 1 

電気・ガス 1
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3.2 平成 16 年度インターンシップ受入状況

受入対象としている学生の種類は表 3.2-1 に示すとおり、全体では大学生、大学院共に

文理を問わず集中しています。機械工業系企業では理系が圧倒的に多く受入られています。

大学院生は全体の 20％であり、理系に集中しています。

　
表3.2-1　インターンシップの対象となる学生

対象学生
受入数

全体 機械工業系企業

学部生　　文系 57 4

学部生　　理系 178 43

学部生　　文理問わず 262 14

大学院生　文系 2 0

大学院生　理系 56 13

大学院生　文理問わず 65 1

インターンシップの企業 1 社の受入人数をみると、表 3.2-2 に示すとおり、10 人以下

が圧倒的に多く、30 人以上を受け入れている企業は全体の 10％以下でした。

表3.2-2　平成16年度インターンシップ受入人数

受入人数
受入数

全体 機械工業系企業

1～ 10人 532 62

11人～ 30人 38 5

31人～ 100人 4 0

100人以上 1 0

受入時期については表 3.2-3 に示すとおり、全体、機械工業系共に夏期が圧倒的に多く

64％、随時受入が 22％でした。

表3.2-3　受入時期

受入時期
受入数

全体 機械工業系企業

随時 137 7

春期 27 1

夏期 394 48

秋期 36 6

冬期 19 1
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受入期間については表 3.2-4 に示すとおり、全体、機械工業系企業共に 1 週間、2 週間

の短期の受入が圧倒的に多く約 80％です。一方で、1ヶ月以上の長期インターンシップも

増えているようですが、全体で 14％、機械工業系企業では 10 社でした。

表3.2-4　受入期間

受入期間
受入数

全体 機械工業系企業

1週間 177 18

2週間 304 28

3週間 43 6

1 ヶ月 48 8

2 ヶ月 1 1

3 ヶ月以上 35 1

募集時期については表 3.2-5 に示すとおり、5 月から 8 月の夏期インターンシップをに

らんだ募集が多い状況です。

表3.2-5　募集時期

募集時期
受入数

全体 機械工業系企業

1月～ 2月 35 1

3月～ 4月 51 1

5月～ 6月 194 24

7月～ 8月 246 28

9月～ 10月 82 8

11月～ 12月 24 1

随時 8 1

インターンシップ情報の大学への伝達ルートを見ると表 3.2-6 に示すとおりインターン

シップを支援している外部推進機関を活用しているケースと大学教員からの個別要請ルー

トが多い状況です。我が国のインターンシップは特定民間企業と特定大学の研究室との結

びつきの多いことが挙げられていました。いまだに、このケースが多いようです。しかし、

外部支援機関の活動も活発化しており、インターンシップを活用する学生の増加とともに、

増えていくと考えられます。表 3.2-7 に見られるように、都道府県経営者協会の支援は大

きく、各地域インターンシップ協会の力も大きく貢献しています。
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表3.2-6　応募情報の入手方法

募集方法 全体 機械工業系企業

自社HPによる公募 35 0

大学教官等からの個別要請対応 208 39

外部推進支援機関 246 33

その他 40 5

表3.2-7　外部推進支援機関の活用状況

外部推進支援機関 全体 機械工業系企業

都道府県経営者協会 138 22

関東地域インターンシップ推進協会 23 4

（財）大学コンソーシアム京都 18

インターンシップ推進支援センター 15 1

福岡県インターンシップ推進協議会 13

埼玉県「埼玉県インターンシップ」 5 1

東海地域インターンシップ推進協議会 5 2

北海道地域インターンシップ推進協議会 4 1

（株）JMAMチェンジコンサルティング 5

「Bi助っ人」 3

NPO法人ETIC 3

上田職業安定協会 3

（財）ふるさと島根定住財団 3

（財）ソフトピアジャパン 2

（株）シンカ「インターパーソナル」 2

（株）ドリームキャリア「インターンナビ」 2

（社）大阪府経営合理化協会 2

（社）神奈川県情報産業サービス協会 1

（株）リクルート「リクナビ」 1

インターンシップの報酬について、表 3.2-8 に示すとおり、無報酬が多いです。一部に

アルバイト程度または昼食代程度の報酬を出している企業もあります。その他の手当とし

て表 3.2-9 に示すとおり、赴任旅費、交通費、食事代等を補償している企業もあります。

　
表3.2-8　報酬

報酬 全体 機械工業系企業

支給しない 404 47

1日1000円程度 28 10

アルバイト程度 33 9
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表3.2-9　その他の手当

その他の手当 全体 機械工業系企業

赴任旅費 25 12

通勤交通費 136 23

食事代 139 32

宿泊施設 58 21

その他 34 6

3.3 平成 17 年度インターンシップ受入計画

平成 17 年度のインターンシップ受入人数をみると、表 3.3-1 に示すとおり、全体では

受入人数を回答頂いた企業の内、10 人以下が 468 件、96％と圧倒的です。まだ未定と回

答された企業も 112 件と多い状況です。尚、17 年度は中止をする企業が 3 社あるのも注

目されます。

表3.3-1　平成17年度計画受入予定人数

受入人数
受入数

全体 機械工業系企業

1～ 10人 468 58

11 ～ 30人 20 2

31 ～ 100人 6

100人以上 1

中止 3

未定 112 14

平成 17 年度計画受入の時期については表 3.3-2 に示すとおり、全体、機械工業系企業

共に夏期が圧倒的に多く、随時受入がこれに次いでいます。

表3.3-2　平成17年度計画受入時期

受入時期
受入数

全体 機械工業系企業

随時 151 9

春期 28 3

夏期 309 43

秋期 23 6

冬期 18 2

未定 1 0
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平成 17 年度計画受入期間については表 3.3-3 に示すとおり、1週間、2週間の短期受入

が80％と依然として多く、平成16年度の受入実績と変わりありません。最近、長期インター

ンシップが注目を集めていますが、まだ、試験的な動きといえそうです。

表3.3-3　平成17年度計画受入期間

受入期間
受入数

全体 機械工業系企業

1週間 147 17

2週間 265 38

3週間 41 4

1 ヶ月 44 5

2 ヶ月 1 1

3 ヶ月以上 28 1

未定 2 0
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第４章　学生・大学への要望

学生・大学への要望は表4-1，図4-1に示します。企業は挨拶などの基本的マナー、協調性・

チームワーク、一般的教養、・知識・社会常識、インターンシップに対する目的意識と学

生の社会的資質に係わることでさらなる向上を要望しています。守秘義務の厳守を含めた

学内外での事前教育の実施を要望しているのは先の学生の社会的資質の向上を願ってのこ

とでしょう。一方、専攻分野の専門知識や英語力、パソコン技術といった知能、技能面の

要望が少ないのはインターンシップ生が企業から戦力として期待されていないことの裏返

しでしょうか。

表4-1　学生・大学への要望

学生・大学への要望 件数

挨拶などの基本的社会マナー 278

目的意識 257

守秘義務の厳守 199

一般的教養・知識・社会常識 149

協調性・チームワーク 140

事前教育の実施 115

パソコン技術 82

専攻分野の専門知識 59

大学窓口の一本化 47

研修中の教職員による巡回訪問 30

英語力 10

その他 21

 

図4-1　学生・大学への要望
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第５章　まとめ

全国の大学と企業にインターンシップの実施状況をアンケートにより聞きました。

大学の実施状況は回答頂いた大学の 80％が何らかの形でインターンシップを実施して

おり、派遣大学生は 33,600 名を越えております。インターンシップの窓口も 80％の大学

で設置しています。

インターンシップの形態も国立大学、公立大学、私立大学で多少の差はありますが、全

体の 70％がインターンシップ教育体系の下で必修科目、選択科目もしくは学生からのイ

ンターンシップ報告に基づき単位認定をする等の管理下で進めていました。インターン

シップ制度は大学内で普及しつつあることが伺えます。また、一大学内でも学部、学科に

より関与の仕方が異なる大学もあります。大学別の実施状況一覧に見られますように、多

くの学生が制度を活用している大学、まだまだ少ない大学とありますが、今後、学内の体

制充実が図られ、多くの学生に活用していくことが伺えます。

民間企業ではインターンシップを受け入れていない企業や制度を公開していない企業も

多く、得られた回答は 689 社でした。回答頂いた企業については

1. 受入対象学生は理工系学生が人気でした。

2. 受入人数は 1～ 10 人が大部分でした。

3. 受入時期は夏期が多く随時受入も多くなっています。

4. 受入期間は 1週間、2週間が大部分でした。

5. 募集時期は 5月～ 8月でした。

6. 応募情報は教員等からの個別要請対応と外部推進支援機関からが大部分でした。

7. 報酬はインターンシップの主旨から無報酬が大部分でした。

8. 平成 17 年度の計画でも受入人数、受入時期、受入期間共に平成 16 年度の傾向と変

わりありませんでした。

9. 大学生には挨拶など基本的社会マナーを要望していました。

10. 機械工業系企業でのインターンシップは典型的な夏期、短期型で、日本のインター

ンシップの代表例といえます。



資料1

大学のインターンシップ
実施状況一覧



大学名

【H16年度実施学生総数】

インターンシップ総合窓口の住所　部署　TEL

実施学部
（研究科）

学科
（専攻）

大学の関与
（※）

H16見込み H17計画

実施学生数 実施期間 予定学生数 予定期間

※ 1. インターンシップ教育体系の下で必修科目として実施している　2. インターンシップ教育体系の下で選択科目として実施している
　 3. 学生からのインターンシップ報告に基づき単位認定している　　4. 大学としての単位認定はしていないが実態の把握はしている

2

国立大学 
北海道大学

【H16年度実施学生総数 288名】
（うち大学院生数 63名）

札幌市北区北八条西8　学務部キャリアセンター　TEL：011-706-3262

全学（学部）
2 60人 1～ 3週間
4 8人 1～ 2週間

法学部 法学課程 1 4人 1～ 2週間

工学部

材料工学科 1 2人 1～ 2週間
情報工学科 1 8人 4週間
土木工学科 4 17人 1～ 2週間
システム工学科 3 1人 2週間
建築都市学科 3 18人 1～ 2週間
資源開発工学科 3 8人 1週間
原子工学科 4 1人 2週間
システム工学科 4 1人 2週間

農学部
森林科学科 2 36人

1～ 2週間
農業工学科 2 35人

獣医学部 獣医学科 1 20人 1～ 2週間

全学（大学院）
2 19人 1～ 3週間
4 2人 2週間

法学研究科 法学政治学専攻 2 3人 1～ 2週間
薬学研究科 医療薬学専攻 1 2人 6ヶ月～ 1年

工学研究科

機械科学専攻 4 6人 1週間～ 6ヶ月
都市環境工学専攻 4 2人 2週間
社会基盤工学専攻 4 6人 1～ 8週間
量子エネルギー工学専攻 4 1人 8週間

国際広報メディア研究科 国際広報メディア専攻 2 11人 1～ 2週間

情報科学研究科

システム情報科学専攻 1 4人 2～ 8週間
システム情報科学専攻 4 2人 8週間
生命人間情報科学専攻 4 1人 2週間
複合情報学専攻 1 10人 8週間

北海道教育大学

【H16年度実施学生総数 20名】

札幌市北区あいの里五条3　学務部学生課　TEL：011-778-0268
教育学部 札幌校
札幌市北区あいの里五条3
学務部学生課
TEL：011-778-0268

4 10人 2週間 未定

教育学部 函館校
函館市八幡町1-2
教務担当専門職員
TEL：0138-44-4348

2 9人 1～ 2週間 未定

教育学部 釧路校
釧路市城山1
教務係
TEL：0154-44-3231

2 1人 1週間 未定

室蘭工業大学

【H16年度実施学生総数 129名】
（うち大学院生数 4名）

室蘭市水元町27-1　教務課　TEL：0143-46-5112

工学部

建設システム工学科 2 62人

6～ 25日

機械システム工学科 8人
情報工学科 17人
電気電子工学科 22人
材料物性工学科 8人
応用化学科 12人

小樽商科大学
【H16年度実施学生総数 81名】

小樽市緑3-5-21　就職課　TEL：0134-27-5250
商学部 全学科 2 81人 2週間 未定 2週間

帯広畜産大学
【H16年度実施学生総数 28名】

帯広市稲田町西2線　学務課　TEL：0155-49-5309
畜産学部 畜産科学科 2 28人 夏期休業中 30人 夏期休業中

国立大学



大学名

【H16年度実施学生総数】

インターンシップ総合窓口の住所　部署　TEL

実施学部
（研究科）
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（専攻）

大学の関与
（※）

H16見込み H17計画
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※ 1. インターンシップ教育体系の下で必修科目として実施している　2. インターンシップ教育体系の下で選択科目として実施している
　 3. 学生からのインターンシップ報告に基づき単位認定している　　4. 大学としての単位認定はしていないが実態の把握はしている

国立大学

北見工業大学

【H16年度実施学生総数 40名】

北見市公園町165　教務課教務係　TEL：0157-26-9172

工学部

機械システム工学科 2 7人

1週間以上 未定 1週間以上

電気電子工学科 2 2人
情報システム工学科 2 9人
化学システム工学科 2 1人
機能材料工学科 2 3人
土木開発工学科 2 18人

弘前大学

【H16年度実施学生総数 41名】

青森県弘前市大字文京町1　学務部教務課 修学・実習担当　TEL：0172-39-3136

人文学部
人間文化課程 2，3 6人 4～ 10日

未定情報マネジメント課程 2，3 14人 4～ 9日
社会システム課程 2，3 8人 4～ 13日

教育学部 生涯教育課程 2，3 4人 4～ 10日 未定

理工学部
物質理工学科 2，3 3人 5～ 10日

未定電子情報システム工学科 2，3 1人 5日
知能機械システム工学科 2，3 1人 5日

農学生命科学部
生物生産学科 2，3 1人 2日

未定
地域環境科学科 2，3 3人 5日

岩手大学

【H16年度実施学生総数 77名】
（うち大学院生数 1名）

盛岡市上田3-18-34　学務部就職支援室　TEL：019-621-6709

農学部

農業生命科学科 4 7人 2～ 3週間 10人 2～ 3週間
農業生命科学科 2 6人 10～ 14日 10人 10～ 14日
農林環境科学科 2 27人 1～ 2週間 30人 1～ 2週間
農林環境科学科 4 1人 3週間 1人 3週間
獣医学科 2 6人 1～ 2週間 10人 1～ 2週間

工学部

応用化学科 2 2人 2週間

未定

応用化学科 2 1人 4週間
電気電子工学科 2 1人 2週間
機械工学科 2 10人 2週間
機械工学科 2 2人 3週間
建設環境工学科 2 4人 2週間
建設環境工学科 2 2人 3週間
福祉システム工学科 2 7人 2週間

工学研究科 建設環境工学専攻 4 1人 4週間

東北大学

【H16年度実施学生総数 301名】
（うち大学院生数 261名）

仙台市青葉区川内　教育・学生支援部教務課教育支援係　TEL：022-217-3925
農学部 4 0人 半月 未定
工学部 3 40人 把握していない 未定
経済学研究科 2 2人 2週間 2週間
工学研究科 2 226人 把握していない 未定
環境科学研究科 環境科学専攻 2 23人 2週間～ 1ヶ月 30人 2週間～ 1ヶ月
法学研究科 公共法政策専攻 4 6人 2週間 6人 2週間
理学研究科 地球物理学専攻 2 1人 2週間 未定
農学研究科 3 3人 半月 未定

秋田大学

【H16年度実施学生総数 344名】

秋田市手形学園町1-1　学生支援総合センター　TEL：018-889-2262
教育文化学部
学務係
TEL：018-889-2507

地球科学課程 1 65人 1～ 3週間

人間環境課程 2 17人 1～ 3週間

工学資源学部
学務係
TEL：018-889-2312

地球資源学科 3 1人

1～ 3週間

環境物質工学科 3 101人
材料工学科 3 62人
情報工学科 3 50人
機械工学科 3 1人
電気電子工学科 3 3人
土木環境工学科 3 44人
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山形大学

【H16年度実施学生総数 137名】
（うち大学院生数 28名）

山形県山形市小白川町1-4-12　学務部教務課教育企画係　TEL：023-628-4707

人文学部
教務課人文学部担当係
TEL：023-628-4709

人間文化学科 2 4人 5日～ 4週間
未定

総合政策科学科 2 17人 5日～ 4週間

教育学部
教務課教育学部担当
TEL：023-628-4309

学校教育教員養成課程 2 4人
5～ 6日 未定 5～ 10日生涯教育課程 2 6人

人間環境教育課程 2 6人
工学部
米沢市城南4-3-16
教育支援係
TEL：0238-26-3015

2 52人 1週間以上 70人 1週間以上

農学部
鶴岡市若葉町1-23
学務係
TEL：0235-28-2808

生物生産学科 2，3 4人
5～ 15日 30人程度 7～ 14日生物資源学科 2，3 10人

生物環境学科 2，3 6人
理工学研究科 2 23人 2週間以上 30人 2週間以上

農学研究科
生物生産学専攻 0人

10人程度 7～ 14日生物資源学専攻 3人 7～ 10日
生物環境学専攻 2人 7～ 10日

福島大学

【H16年度実施学生総数 59名】

福島県金谷川1　教務課　TEL：024-549-0061・学生課　TEL：024-548-8108

行政社会学部
2 25人 1～ 2週間 未定 約2週間
4 2人 1週間 未定

経済学部
2 29人 1～ 2週間 未定 約2週間
4 2人 1週間 未定

教育学部 4 1人 1週間 未定

茨城大学

【H16年度実施学生総数 181名】
（うち大学院生数 28名）

水戸市文京2-1-1　学生就職支援センター　TEL：029-228-8058・029-228-8797

人文学部
専門員（学務担当）
TEL：029-228-8102

人文学科 2 4人
2週間

10人
2週間社会科学科 2 20人 20人

コミュニケーション学科 2 19人 20人

教育学部
学務第二係
TEL：029-228-8204

情報文化課程 社会情報コース 4 1人
1週間 未定

学校教員養成課程 養護学校コース 4 1人

理学部
学務係
TEL：029-228-8335

数理科学科 2 1人
2週間

約10人
2週間自然機能科学科 2 14人 約20人

地球生命環境科学科 2 14人 約10人

工学部
日立市中成沢町4-1-2-1
学務第一係
TEL：0294-38-5009

機械工学科 2 10人

2週間

10人

2週間
物質工学科 2 10人 10人
電気電子工学科 2 2人 5人
メディア通信工学科 2 2人 5人
都市システム工学科 2 32人 40人

農学部
稲敷郡阿見町中央3-21-1
専門員（学務担当）
TEL：029-888-8518

生物生産科学科 2 8人
2週間 30人 2週間資源生物科学科 2 7人

地域環境科学科 2 8人

理工学（理学系）研究科
自然機能科学専攻 2 2人

2週間
約5人

2週間地球生命環境科学専攻 2 8人 約5人
数理科学専攻 2 0人 約5人

理工学（独立専攻）研究科 応用粒子線科学専攻 2 1人 2週間 約5人 2週間

理工学（工学系）研究科

機械工学専攻 2 3人 2週間 5人 2週間
物質工学専攻 2 3人 2～ 3週間 5人 2～ 3週間
電気電子工学専攻 2 1人 3週間 5人 2～ 3週間
メディア通信工学専攻 2 10人 2～ 4週間 10人 2～ 4週間

国立大学
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※ 1. インターンシップ教育体系の下で必修科目として実施している　2. インターンシップ教育体系の下で選択科目として実施している
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国立大学

筑波大学

【H16年度実施学生総数 336名】
（うち大学院生数 42名）

つくば市天王台1-1-1　
学務課教務担当　TEL：029-853-2208，大学院課教務担当　TEL：029-853-2226，就職課企業・団体担当　TEL：029-853-6091
第二学群
生命環境科学等支援室学群
教務担当
TEL：029-853-4803

生物資源学類 3 30人 1週間～ 1ヶ月 30人 1週間～ 1ヶ月

第三学群
システム情報工学等支援室
第三学群教務担当
TEL：029-853-4977

社会工学類 2 136人 2週間～ 1ヶ月
国際総合学類 2 2人 2週間 若干名 2週間～ 1ヶ月
国際総合学類 3 9人 2～ 5週間
情報学類 2 2人 2週間～ 1ヶ月 未定 2週間～ 1ヶ月
工学システム学類 3 15人 2週間～ 1ヶ月

体育専門学群
人間総合科学等支援室体芸
学群教務担当
TEL：029-853-2793

1 80人 1～ 2週間 100人 1～ 2週間

芸術専門学群
人間総合科学等支援室体芸
学群学務係
TEL：029-853-2804

デザイン専攻 3 20人 1～ 2ヶ月 20人 1～ 2ヶ月

人間総合科学研究科
人間総合科学等支援室
体芸支援室大学院教務担当
TEL：029-853-2575

感性認知脳科学専攻 2 1人 3/15～ 3/31 1人 2/25～ 3/10

地域研究研究科
人文社会科学等支援室
大学院教務担当
TEL：029-853-7294

地域研究専攻 4 3人 10～ 30日 7～ 8人 10～ 60日

理工学研究科
システム情報工学等支援室
大学院教務担当
TEL：029-853-4979

理工学専攻 4 未定 未定

環境科学研究科
生命環境科学等支援室
大学院教務担当
TEL：029-853-7808

環境科学専攻 2 5人 不定期 未定 未定

体育研究科
人間総合科学等支援室
体芸支援室大学院教務担当
TEL：029-853-2575

体育方法学専攻 3 0人
10日

5人
10日コーチ学専攻 3 16人 20人

健康教育学専攻 3 1人 5人
体育研究科
ビジネス科学等支援室
教務係
TEL：03-3942-6814

スポーツ健康科学専攻 3 1人 10日 5人 10日

芸術研究科
人間総合科学等支援室
体芸支援室大学院教務担当
TEL：029-853-2575

デザイン専攻 3 5人 1～ 4週間 4人 1～ 4週間

システム情報工学研究科
システム情報工学等支援室
大学院教務担当
TEL：029-853-4979

リスク工学専攻 2 5人 3ヶ月
コンピュータサイエンス専攻 4 2人 4週間 未定 未定
知能機能システム専攻 2 若干名 2ヶ月

生命環境科学研究科
生命環境科学等支援室
大学院教務担当
TEL：029-853-7808

地球環境科学専攻 3 5人 2～ 3週間
構造生物科学専攻 4 3人 10ヶ月､4ヶ月 2人 10ヶ月
情報生物科学専攻 4 5人 10ヶ月 6人 10ヶ月､3ヶ月

宇都宮大学

【H16年度実施学生総数 61名】
（うち大学院生数 5名）

栃木県宇都宮市峰町350　就職支援室　TEL：028-649-5089
国際学部
栃木県宇都宮市陽東7-1-2
附属ものづくり創成工学センター
TEL：028-689-7070

8人 10日 15人 10日

教育学部 3人 10日 10人 10日
工学部 2 32人 10日 40人 10日
農学部 13人 10日 20人 10日
工学研究科 2，3 5人 10日 10人 10日

※右に掲載されていない窓口

第一学群
人文社会科学等支援室
学群教務担当
TEL：029-853-4021

医学専門学群
人間総合科学等支援室
医学学群教務第一担当
TEL：029-853-3018
人間総合科学等支援室
医学学群教務第二担当
TEL：029-853-3412

図書館情報専門学群
図書館情報等支援室
学群学務係
TEL：029-859-1110

数理物質科学研究科
数理物質科学等支援室
大学院教務担当
TEL：029-853-4030

経営・政策科学研究科
システム情報工学等支援室
大学院教務担当
TEL：029-853-4979

医科学研究科
人間総合科学等支援室
医学支援室大学院教務担当
TEL：029-853-3013

図書館情報メディア研究科
図書館情報等支援室
大学院学務係
TEL：029-853-1120

教育研究科
ビジネス科学等支援室教務係
TEL：03-3942-6814
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群馬大学

【H16年度実施学生総数 103名】
（うち大学院生数 13名）

前橋市荒牧町4-2　学務部学生支援課　TEL：027-220-7647

工学部
桐生市天神町1-5-1
学務係
TEL：0277-30-1006

応用化学科・材料工学科 2 24人

1週間以上 未定 1週間以上
生物化学工学科 2 2人
機械システム工学科 2 47人
電気電子工学科 2 17人

工学研究科

材料工学専攻 2 1人

1週間以上 未定 1週間以上
生物化学工学専攻 2 1人
機械システム工学専攻 2 3人
電気電子工学専攻 2 6人
情報工学専攻 2 2人

埼玉大学

【H16年度実施学生総数 155名】
（うち大学院生数 13名）

埼玉県さいたま市桜区下大久保255　就職支援課　TEL：048-858-9044

教養学部
学務係
TEL：048-858-3044

教養学科 2 5人 2週間 未定 1～ 2週間

学校教育教員養成課程
4 2人 2週間

未定
2週間

4 12人 35日 35日
2 5人 2週間 2週間

人間発達科学課程 2 6人 2週間 未定 2週間

経済学部
学務係
TEL：048-858-3287

経済学科 2 8人 2週間 5人 2週間
経営学科 2 17人 2週間 20人 2週間
社会環境設計学科 2 21人 2週間 20人 2週間
経済学科 4 1人 4週間

未定
経営学科 4 1人 2週間

理学部
学務係
TEL：048-858-3345

数学科 2，3 0人

未定 1～ 2週間
物理学科 2，3 0人
基礎化学科 2，3 4人 5日
分子生物学科 2，3 0人
生体制御学科 2，3 0人

工学部
学務係
TEL：048-858-3429

機械工学科 2 6人 10日

未定
電気電子工学科 2 11人 8～ 10日
応用化学科 2 4人 10～ 21日
建設工学科 2 38人 8～ 19日
情報システム工学科 4 1人 12日

理工学研究科
情報システム工学専攻 4 2人 16～ 19日

未定応用化学専攻 2 10人 7～ 20日
機能材料工学専攻 2 1人 16日

千葉大学

【H16年度実施学生総数 6名】

千葉市稲毛区弥生町1-33　学生部学生支援課　TEL：043-290-2167

工学部
教務課
TEL：043-290-3053

都市環境システム学科 2 3人 2週間

未定
電子機械工学科 2 1人 2週間
情報画像工学科 2 1人 1週間～
物質工学科 2 1人 1週間～

東京大学

【H16年度実施学生総数 約345名】
（うち大学院生数 約40名）

工学部 1 約300人 約2週間
医学部 4 1人 10日
教養学部 4 1人 2週間
経済学部 4 3人 約2週間
工学系研究科 4 約40人 2週間

東京医科歯科大学

【H16年度実施学生総数 26名】

医学部
東京都文京区湯島1-5-45
学務課学務第二掛
TEL：03-5803-5119

保健衛生学科 1 26人 1週間以上 28人 1週間以上

東京外国語大学
【H16年度実施学生総数 3名】

外国語学部 4 3人 1～ 2週間 10人 1～ 2週間

東京学芸大学

【H16年度実施学生総数 5名】

東京都小金井市貫井北町4-1-1　学生サービス課就職支援室企業就職係　TEL：042-329-7197

教育学部

初等教育教員養成課程音楽選修 4 1人 2ヶ月
中等教育教員養成課程国語専攻 4 1人 1年
中等教育教員養成課程美術専攻 4 1人 1週間
国際文化教育課程国際教育専攻 4 1人 1週間
人間福祉課程総合社会システム 4 1人 8ヶ月

国立大学



大学名

【H16年度実施学生総数】

インターンシップ総合窓口の住所　部署　TEL

実施学部
（研究科）

学科
（専攻）

大学の関与
（※）

H16見込み H17計画

実施学生数 実施期間 予定学生数 予定期間

7
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国立大学

東京農工大学

【H16年度実施学生総数 9名】

工学部
東京都小金井市中町2-24-16
教務学生支援チーム
TEL：042-388-7010

応用分子化学科 2 1人 8/23～ 9/3

若干名 8/5～ 9/30
化学システム工学科 2 1人 8/23～ 9/3
機械システム工学科 2 6人 8/23～ 9/17
情報コミュニケーション工学科 2 1人 8/16～ 8/27

東京芸術大学

【H16年度実施学生総数 7名】

美術学部
東京都台東区上野公園12-8
教務係
TEL：03-5685-7676

先端芸術表現学科 2 1人 約40日 1～ 2人 未定

音楽学部
東京都台東区上野公園12-8
教務係
TEL：03-5685-7556

応用音楽学科 2，3 6人 4週間 未定

東京工業大学

【H16年度実施学生総数 103名】

※インターンシップ総合窓口については、学士課程、大学院課程で、学習内容と社会の関連意識及び職業観を育成するための制度や
国内外との調整・支援を図るための機関設置を検討しているところ

工学部

金属工学科 4人
化学工学科 46人
機械科学科 1人
機械宇宙学科 20人
経営システム工学科 27人
電気電子工学科 3人

生命理工学部
生命科学科 1人
生命工学科 1人

東京海洋大学

【H16年度実施学生総数 53名】

商船学部
東京都江東区越中島2-1-6
越中島地区事務室
TEL：03-5245-7320

商船システム工学課程　
（航海学コース） 2 13人

2週間
未定

商船システム工学課程　
（機関学コース） 2 12人

流通情報工学課程 2 20人
交通電子機械工学課程 2 7人
交通電子機械工学課程 2 1人 3週間

お茶の水女子大学

【H16年度実施学生総数 80名】
（うち大学院生数 1名）

文京区大塚2-1-1　学生課　TEL：03-5978-5149

生活科学部
生活環境学科 2 20人

10日～ 2週間 未定 10日～ 2週間
人間生活学科 2 29人

文教育・理・生活科学部
2 17人 2週間 未定 2週間
4 14人 10日～ 2週間 未定

電気通信大学

【H16年度実施学生総数 125名】 
（うち大学院生数 63名）

東京都調布市調布ヶ丘1-5-1　共同研究センター　TEL：0424-43-5778

電気通信学部

情報通信工学科 7人

3～ 4週間

情報工学科 12人
電子工学科 20人
量子・物質工学科 3人
知能機械工学科 4人
システム工学科 6人
人間コミュニケーション学科 10人

電気通信学研究科

情報通信工学専攻 15人

3～ 4週間

情報工学専攻 0人
電子工学専攻 21人
量子・物質工学専攻 2人
知能機械工学専攻 1人
システム工学専攻 12人
人間コミュニケーション学専攻 0人

情報システム学研究科
情報システム設計学専攻 0人

3～ 4週間情報ネットワーク学専攻 9人
情報運用学専攻 3人

一橋大学

【H16年度実施学生総数 4名】

東京都国立市中2-1　学生支援センター就職支援室　TEL：042-580-8146

全（商・経済・法・社会）学部
4 4人 約2週間 20人

約2週間2 30人
（商学・経済学・法学・社会学・
言語社会学）研究科 4 10人
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横浜国立大学

【H16年度実施学生総数 149名】
（うち大学院生数 42名）

横浜市保土ヶ谷区常盤台79-1　学務部教務課大学教育開放係　TEL：045-339-3109

経営学部
横浜市保土ヶ谷区常盤台79-4
国際社会科学研究科等
事務部学務第二係
TEL：045-339-3663

経営学科
会計情報学科
経営システム学科
国際経営学科

2，3 15人 1ヶ月以上 未定 1ヶ月以上

経済システム学科
経済法学科
国際経済学科

4 1人 1週間 未定

工学部

生産工学科 2 13人 2週間～ 1ヶ月 最大
40～ 50人

7月上旬～
9月下旬の
期間で
約2週間

建設学科　建築学コース 2 30人 8月上旬の
1週間 40人程度 8月上旬の

6泊7日
建設学科
シビルエンジニアリングコース 1，2 32人 2～ 3週間 35人 2～ 3週間

電子情報工学科 2 16人 夏期休暇中
の2週間程度 数人 夏期休暇中

の2週間程度

工学府（研究科）

システム総合工学専攻 1，2 10人 2週間～
2ヶ月程度

未定社会空間システム専攻 1，2 3人
物理情報工学専攻 1，2 3人
機能発現工学専攻 1，2 15人

環境情報学府
環境システムデザインコース 3 10人 2週間 未定
環境生命学 3 1人 1ヶ月 1人 1ヶ月

新潟大学

【H16年度実施学生総数 345名】
（うち大学院生数 8名）

新潟市五十嵐二の町8050　就職部就職課　TEL：025-262-7889

人文学部
インターンシップ委員会

4 9人 2週間
2 6人 2週間 10人以上 2週間

教育人間科学部
学務第一係
TEL：025-262-7107

4 14人 2週間
学習社会ネットワーク課程 2 25人

2週間 未定 2週間生活環境科学課程 2 7人
健康スポーツ科学課程 2 30人

法学部
インターンシップ実行委員会
TEL：025-262-6533

4 7人 2週間

法学科 2 94人 1～ 4週間 95人 1～ 4週間

経済学部
学務第三係
TEL：025-262-6284
木下勝一教授
TEL：025-262-6284

4 9人

2週間経済学科 2 9人 2週間

経営学科 2 14人 15人 2週間

理学部
学務係
TEL：025-262-6106

4 2人 2週間

全学科 2 12人 2週間程度 25人 2週間程度

工学部
各学科担当教員
TEL：025-262-6798

4 5人 2週間程度
建設学科 2 36人 2～ 3週間 40人 2～ 3週間
機能材料工学科 2 17人 2週間程度 20人 2週間程度

農学部
学務係
TEL：025-262-6606
学務第四係
TEL：025-262-6826

農業生産科学科 2 20人

約60時間 未定応用生物化学科 2 10人

生産環境科学科 2 47人

医学部 4 10人 2週間
教育学研究科 4 1人 2週間
現代社会文化研究科 4 1人 2週間
自然科学研究科 4 5人 2週間
現代社会文化研究科
博士前期課程

全専攻 2 0人 2週間 4人 2週間
全専攻 3 1人 2週間

国立大学
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国立大学

長岡技術科学大学

【H16年度実施学生総数 347名】

新潟県長岡市上富岡町1603-1　教務部学務課教育交流担当　TEL：0258-47-9247

工学部

機械創造工学課程 1，3 90人

5ヶ月 未定 5ヶ月

創造設計工学課程 1，3 1人
電気電子情報工学課程 1，3 88人
建設工学課程 1，3 29人
環境システム工学課程 1，3 42人
経営情報システム工学課程 1，3 22人
材料開発工学課程 1，3 44人

4ヶ月 未定 4ヶ月
生物機能工学課程 1，3 31人

上越教育大学

【H16年度実施学生総数 2名】

新潟県上越市山屋敷町1　学務部就職支援室　TEL：025-521-3597
学校教育学部 初等教育教員養成課程 4 2人 2～ 6週間 未定 2～ 4週間

学校教育研究科

学校教育専攻 4 0人

未定 2～ 4週間
幼児教育専攻 4 0人
障害児教育専攻 4 0人
教科・領域教育専攻 4 0人

山梨大学

【H16年度実施学生総数 114名】
（うち大学院生数　6名）

甲府市武田4-4-37　学務部教務課　TEL：055-220-8043
教育人間科学部
甲府市武田4-4-37
教務グループ
TEL：055-220-8729

2 19人 1週間 15人 1週間

工学部
甲府市武田4-3-11
教務グループ
TEL：055-220-8734

機械システム工学科 2 7人

1週間

10人

1週間

電気電子システム工学科 2 5人 10人
コンピュータ・メディア工学科 2 3人 10人
土木環境工学科 2 11人 15人
物質生命工学科 2 20人 30人
循環システム工学科 2 43人 43人

医学工学総合教育部

機械システム工学専攻 4 1人

2週間
電気電子システム工学専攻 4 1人
コンピュータ・メディア工学専攻 4 2人
土木環境工学専攻 4 1人
物質・生命工学専攻 4 1人
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信州大学

【H16年度実施学生総数 246名】
（うち大学院生数 15名）

人文学部
松本市旭3-1-1
人文学部学務係
TEL：0263-37-2236

人間情報学科 2 7人
2週間 15人 2週間

文化コミュニケーション学科 2 3人

経済学部
松本市旭3-1-1
経済学部学務係
TEL：0263-37-2304

経済システム法学科 2 11人

2週間 未定 2週間
経済学科 2 14人
経済学科 3 10人
経済システム法学科 3 3人

工学部
長野市若里1-17-1
学務委員
TEL：026-269-5237

電気電子工学科 2 5人 1週間 10人 1週間
社会開発工学科 2 20人 1～ 2週間 40人 1～ 2週間
情報工学科 2 5人 1週間 未定 未定

農学部
上伊那郡南箕輪村8304
学務係
TEL：0265-77-1314

食料生産科学科 2 20人
2週間 未定 2週間森林科学科 2 29人

応用生命科学科 2 12人

繊維学部
上田市常田3-15-1
学務係
TEL：0268-21-5310

素材開発化学科 2 15人 2週間

未定

機能高分子学科 2 12人 1週間
感性工学科 2 11人 2週間
繊維システム工学科 2 3人 1週間
機能機械学科 2 9人 1週間
精密素材工学科 2 12人 1週間

教育学部
長野市西長野6のロ
学務係
TEL：026-238-4006

生涯スポーツ課程 2 30人 1週間 30人 1週間

工学系研究科
感性工学専攻 2 2人 2週間

未定繊維システム工学専攻 2 1人 1週間
精密素材工学専攻 2 12人 1週間

富山大学

【H16年度実施学生総数 151名】

富山市五福3190　学務部教務課教務係　TEL：076-445-6097
人文学部 2 18人

1～ 2週間 1～ 2週間
教育学部 2 10人
経済学部 2 71人
理学部 2 8人
工学部 2 44人

金沢大学

【H16年度実施学生総数 87名】

石川県金沢市角間町　学生部就職支援室　TEL：076-264-5265・6191
文学部
金沢市小立野2-40-20
学務係
TEL：076-234-4560

史学科 1，2 2人 1週間 未定 未定

教育学部 スポーツ科学課程 1 39人 2週間 40人 2週間

法学部
法学科 1，2 31人

1週間 未定
公共システム学科 1，2 5人

経済学部 経済学科 4 6人 1週間 未定

理学部
生物学科 1人

1週間 未定
地球学科 1人

文学部 文学科 1，2 2人 1週間 未定

国立大学
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福井大学

【H16年度実施学生総数 183名】
（うち大学院生数 9名）

福井市文京3-9-1　学務部学生課就職室　TEL：0776-27-8715

教育地域科学部
地域文化課程 1 70人 1週間以上 72人 1週間以上
地域社会課程 1 43人 1週間以上 44人 1週間以上
学校教育課程 4 1人 1週間 2人 1週間

工学部

機械工学科 2 4人

1週間

6人

1週間

電気・電子工学科 2 3人 7人
情報メディア工学科 2 6人 10人
建築建設工学科 2 14人 16人
材料開発工学科 2 3人 6人
生物応用化学科 2 18人 20人
物理工学科 2 6人 10人
知能システム工学科 2 6人 10人

教育学研究科 4 2人 1週間 3人 1週間
工学研究科 4 7人 1週間 10人 1週間

岐阜大学

【H16年度実施学生総数 160名】
（うち大学院生数 65名）

岐阜市柳戸1-1　学務部教務課　TEL：058-293-2134

教育学部
学校教育教員養成課程 2 1人 10日

未定学校教育教員養成課程 2 2人 2週間
生涯教育課程 2 3人 2週間

地域科学部
学務係
TEL：058-293-3326

地域科学科 4 1人 2週間 未定 1～ 2週間

農学部

生物資源生産学科
教学委員
TEL：058-293-2852

2 35人 4～ 14日 35人 5日

生物生産システム学科
教学委員
TEL：058-293-2883

2 23人 5～ 18日 20人 5日

獣医学科
教学委員
TEL：058-293-2929

1 30人 11～ 30日 30人 14日

地域科学研究科
地域政策専攻 4 1人 2週間

未定 1～ 2週間
地域文化専攻 4 0人

工学研究科
大学院係
TEL：058-293-2373

土木工学専攻 1 21人

2～ 6週間 未定 2～ 6週間

機械システム工学専攻 1 9人
応用精密化学専攻 1 19人
生命工学専攻 1 5人
電気電子工学専攻 1 3人
応用情報学専攻 1 4人
環境エネルギーシステム専攻 1 3人
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静岡大学

【H16年度実施学生総数 249名】

静岡市大谷836　学務部就職課（教務関係を除く）TEL：054-238-5492（就職課）
　　　　　　　　学務部教務課（教務関係）TEL：054-238-4252（教務課）

人文学部
学務係
TEL：054-238-4267

社会学科 ※インター
ンシップは
学部就職委
員会で募集
（単位認定
なし）

6人

1～ 2週間 未定 1～ 2週間
言語文化学科 7人
法学科 11人
経済学科 21人

教育学部
学務係
TEL：054-238-4580

総合科学教育課程総合科学専攻 2 11人
1～ 3週間 未定 1～ 3週間

総合科学教育課程消費生活科学専攻 2 10人

情報学部
浜松市城北3-5-1
学務係
TEL：053-478-1511

情報科学科 2 30人 約2週間 未定 約2週間

工学部
浜松市城北3-5-1
教務係
TEL：053-478-2052

機械工学科 2 21人

1～ 2週間 未定 1～ 2週間
物質工学科 2 32人
システム工学科 2 2人
電気電子工学科 2 8人

農学部
学務係
TEL：054-238-4815

人間環境科学科 2 16人

1～ 2週間 未定 1～ 2週間
生物生産科学科 2 19人
森林資源科学科 2 17人
応用生物化学科 2 38人

名古屋大学

【H16年度実施学生総数 146名】
（うち大学院生数 22名）

名古屋市千種区不老町　学務部学生総合支援課　TEL：052-789-2160
教育学部 人間発達科学科 2 14人 2週間 15人 2週間
法学部 法律・政治学科 2 110人 2週間 110人 2週間

工学研究科

応用化学専攻 2 1人

2週間

1人

2週間

科学・生物工学専攻 2 6人 6人
マテリアル理工学専攻 2 6人 6人
電子情報システム専攻 2 1人 2人
マイクロ・ナノシステム専攻 2 1人 2人
航空宇宙工学専攻 2 1人 2人
エネルギー理工学専攻 2 1人 2人
計算理工学専攻 2 1人 2人

国際開発研究科
国際開発 2 3人

4週間
3人

4週間
国際協力 2 1人 2人

愛知教育大学
【H16年度実施学生総数 12名】

愛知県刈谷市井ヶ谷町広沢1　学務部教務課　TEL：0566-26-2679
教育学部 4 12人 5～ 10日 未定 2週間

名古屋工業大学

【H16年度実施学生総数 71名】
（うち大学院生数 34名）

名古屋市昭和区御器所町　学生部学務課　TEL：052-735-5066

工学部

応用学科 4 3人

2週間程度 未定
機械工学科 4 19人
電気情報工学科 2 5人
システムマネジメント工学科 2 10人

工学研究科

物質工学専攻 4 4人

2週間程度 未定
機能工学専攻 4 11人
情報工学専攻 4 3人
社会工学専攻 4 2人
産業戦略専攻 1 14人

国立大学
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国立大学

豊橋技術科学大学

【H16年度実施学生総数 413名】

愛知県豊橋市天伯町雲雀ヶ丘1-1　教務部学務課学務企画係　TEL：0532-44-6544

工学部

機械システム工学課程 1 56人

約2ヶ月
※17年度も16年度と同
じ時期、同程度の人
数で実施予定です

生産システム工学課程 1 58人
電気・電子工学課程 1 54人
情報工学課程 1 49人
物質工学課程 1 42人
建設工学課程 1 53人
知識情報工学課程 1 56人
エコロジー工学課程 1 45人
機械システム工学専攻 2

※大学院では17年度から主に夏期休業中の 
海外での実施を検討中です

生産システム工学専攻 2
電気・電子工学専攻 2
情報工学専攻 2
物質工学専攻 2
建設工学専攻 2
知識情報工学専攻 2
エコロジー工学専攻 2

三重大学

【H16年度実施学生総数 53名】
（うち大学院生数 11名）

津市上浜町1515　学務部教務課教務企画係　TEL：059-231-9055

工学部
学務係
TEL：059-231-9469

機械工学科 2 7人 2～ 3週間 10人

2週間以上

電気電子工学科 2 1人 2週間 5人
分子素材工学科 2 3人 2週間 5人
物理工学科 2 1人 2週間 5人
建築学科 2 2人 2～ 3週間 4人
情報工学科 2 0人 2人

教育学部
家政教育・栗本秀樹
TEL：059-231-9302

消費生活科学 1 11人 2～ 3週間 10人
2週間以上

生涯教育学科 4 2人 2週間 3人

人文学部
文化学科・湯浅陽子
TEL：059-231-9101

4 0人 3人 2週間以上

生物資源学部
学務係
TEL：059-231-9631

資源循環学科 2 4人 2週間以上 5人
2週間以上共生環境学科 2 5人 2週間 8人

生物圏生命科学科 2 6人 2週間～ 8人

工学研究科

機械工学専攻 2 0人 5人

2週間以上

電気電子工学専攻 2 5人 2週間～ 1ヶ月 7人
分子素材工学専攻 2 1人 2週間 3人
建築学専攻 2 5人 2～ 3週間 7人
物理工学専攻 2 0人 2人
情報工学専攻 2 0人 2人

教育学研究科 生涯教育専攻 4 0人 1人 2週間以上
生物資源学研究科 4 0人 2人 2週間以上
医科学研究科
津市江戸橋2-174
竹田寛
TEL：059-231-5029

4 0人 2人 2週間以上

滋賀大学

【H16年度実施学生総数 50名】

経済学部
彦根市馬場1-1-1
教学課
TEL：0749-27-1032

経済学科 2，3 15人

1～ 2週間
ファイナンス学科 2，3 10人
企業経営学科 2，3 9人
会計情報学科 2，3 8人
情報管理学科 2，3 6人 1～ 3週間
社会システム学科 2，3 2人 1週間
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京都大学

【H16年度実施学生総数 327名】
（うち大学院生数 197名）

京都市左京区吉田本町　学生部教務課　TEL：075-753-2492
経済学部 2 20人 20日

工学部
地球工学科 2 70人 3週間
物理工学科 2 30人 2週間

農学部 地球環境工学科 2 10人 2ヶ月
法科大学院 法曹養成専攻 2 50人 10日

工学研究科

社会基盤工学専攻 2 20人 3週間以上
都市社会工学専攻 2 22人 数週間
都市環境工学専攻 2 20人 随時実施
機械工学専攻 2

30人 2週間程度機械物理工学専攻 2
精密工学専攻 2

エネルギー科学研究科 2 20人 2～ 4週間程度

地球環境学舎 環境マネジメント専攻
1 33人 3～ 5ヶ月
1 2人 9 ～ 12ヶ月

京都教育大学
【H16年度実施学生総数 11名】

京都市伏見区深草藤森町1　学生課　TEL：075-644-8164
教育学部 2 11人 2週間 未定

京都工芸繊維大学

【H16年度実施学生総数 29名】
（うち大学院生数 12名）

京都市左京区松ヶ崎橋上町　学務課
工芸学部
学務課学務企画係
TEL：075-724-7133

機械システム工学科 3 1人

織維学部
学務課学務企画係
TEL：075-724-7133

デザイン経営工学科 3 10人

高分子学科 3 6人

工芸科学研究科
学務課学務第一係
TEL：075-724-7134

機械システム工学専攻 3 4人
電子情報工学専攻 3 6人
物質工学専攻 3 1人
応用生物学専攻 3 1人
高分子学専攻 3 0人
デザイン経営工学専攻 3 0人
先端ファイブロ科学専攻 3 0人

大阪大学

【H16年度実施学生総数 190名】
（うち大学院生数 100名）

大阪府吹田市山田丘1-1　学生部学務課学務掛　TEL：06-6879-7107

文学部
人文学科 2 4人 2週間～半年

未定
人文学科 4 1人 約2週間

工学部

応用自然科学科 2 40人 約2週間

未定
応用理工学科 2 2人 約3週間
電子情報エネルギー工学科 4 1人 約1ヶ月を4回
地球総合工学科 2 42人 2～ 3週間

経済学研究科 政策・ビジネス専攻、
経済学専攻、経営学専攻 2 32人 約2週間 40人 未定

工学研究科

物質・生命工学専攻 4 3人 約2週間

未定

応用物理学専攻 4 5人 2～ 3週間
知能機能創成工学専攻 4 4人 2～ 3週間
生産科学専攻 4 1人 約3週間
通信工学専攻 4 3人 約2週間
電子工学専攻 4 1人 約2週間
原子力工学専攻 2 9人 約1週間
船舶海洋工学専攻 4 3人 約2週間
環境工学専攻 2 18人 約2週間

高等司法研究科 法務専攻 4 1人 約3週間 未定

国際公共政策研究科 国際公共政策専攻
比較公共政策専攻 2，3 20人 1～ 4週間 未定

大阪外国語大学

【H16年度実施学生総数 6名】

大阪府箕面市粟生間谷東8-1-1　学生部学生課　TEL：072-730-5085

外国語学部
4 5人 2週間
4 1人 1ヶ月

大阪教育大学
【H16年度実施学生総数 35名】

教育学部 3 35人 1～ 2週間 未定

国立大学
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国立大学

兵庫教育大学 兵庫県加東郡社町下久米942-1　就職相談室　TEL：0795-44-2048
学校教育学部 初等教育教員養成課程 4 0人 0人

学校教育研究科
学校教育専攻 4 0人 0人
障害児教育専攻 4 0人 0人
教科・領域教育専攻 4 0人 0人

神戸大学

【H16年度実施学生総数 250名】
（うち大学院生数 29名）

神戸市灘区鶴甲1-2-1　学務部就職支援室　TEL：078-803-5217・078-803-5218
全学共通 4 35人 1～ 2週間 未定
発達科学部
神戸市灘区鶴甲3-11
教務係
TEL：078-803-7920

2 51人 原則2週間 未定

海事科学部
神戸市東灘区深江南町5-1-1
教育支援係
TEL：078-431-6224

商船システム学課程航海学コース 3 20人

1～ 2週間 未定
商船システム学課程機関学コース 3 12人
輸送情報システム工学課程 3 7人
海洋電子機械工学課程 3 3人
動力システム工学課程 3 4人

法学部
神戸市灘区六甲台町2-1
教務係
TEL：078-803-7234

法律 4 9人 1～ 2週間 未定

経済学部
神戸市灘区六甲台町2-1
TEL：078-803-7250

経済 4 約20人 2週間～ 約20人 2週間～

工学部
神戸市灘区六甲台町1-1
教務係
TEL：078-803-6350

建設（建築系） 2 26人 2週間 45人 2週間
建設（土木系） 3 28人 2週間
電気電子工学 3 1人 2週間
情報知能工学 4 5人 20日

自然科学研究科

建設（建築系） 4 3人 2週間 5人 2週間
電気電子工学 3 10人 2週間
機械工学 3 5人 1ヶ月程度 5人 1ヶ月程度
情報知能工学 4 7人 21日
海事技術マネジメント学 3 2人 2週間 未定

経済学研究科
経済システム分析 4 1人 3週間 1人 3週間
総合経済政策 4 1人 2ヶ月 1人 3週間

奈良教育大学
【H16年度実施学生総数 6名】

奈良市高畑町　学生サービス課　TEL：0742-27-9129
教育学部 4 6人 10日 未定

奈良女子大学

【H16年度実施学生総数 49名】

奈良市北魚屋西町　学務課（正課）TEL：0742-20-3065　学生生活課（就業体験）TEL：0742-20-3948　
※正課としてのインターンシップと就業体験によるインターンシップでそれぞれ全学的窓口を設置

文学部（就業体験） 4 5人 2週間 未定 2週間
理学部（就業体験） 4 3人 2週間 未定 2週間
生活環境学部（就業体験） 4 10人 2週間 未定 2週間
生活環境学部（正課） 人間環境学科 2 31人 2週間 未定 未定

和歌山大学

【H16年度実施学生総数 99名】
（うち大学院生数 10名）

和歌山市栄谷930　教務課　TEL：073-457-7108

教育学部
学校教育教員養成課程 2 1人 10日

未定生涯学習課程 2 1人 5日
自然環境教育課程 2 1人 5日

経済学部
市場環境学科 2 12人

5～ 10日 未定経済学科 2 14人
ビジネスマネジメント学科 2 19人

システム工学部

デザイン情報学科 2 5人

5～ 10日 未定
情報通信システム学科 2 5人
光メカトロニクス学科 2 9人
精密物質学科 2 8人
環境システム学科 2 14人

システム工学研究科 2 10人 5～ 10日 未定

北陸先端科学技術
大学院大学
【H16年度実施学生総数 3名】
（うち大学院生数 3名）

石川県能美市旭台1-1　就職支援室　TEL：0761-51-1969
知識科学研究科 4 1人 12日 未定
情報科学研究科 4 2人 10～ 25日 未定
材料科学研究科 4 0人 未定
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奈良先端科学技術
大学院大学
【H16年度実施学生総数 27名】
（うち大学院生数 27名）

情報科学研究科
生駒市高山町8916-5
情報事務室
TEL：0743-72-5201

情報処理学専攻 3
27人

2～ 4週間
未定 2～ 4週間

情報システム学専攻 3 2～ 4週間

鳥取大学

【H16年度実施学生総数 115名】
（うち大学院生数 12名）

鳥取市湖山町南4-101　学生部教育支援課　TEL：0857-31-5574

教育地域科学部
学科長

地域政策課程 2 15人 2週間
未定 2週間人間文化課程 2 3人 2週間

地域科学課程 2 1人 1週間
医学部 生命科学科 2 2人 2週間 未定 2週間

工学部

機械工学科 2 24人 1～ 2週間

未定

1～ 2週間
物質工学科 2 1人 2週間 1～ 2週間
土木工学科 2 20人 2週間～ 1ヶ月 1ヶ月
社会開発システム工学科 2 2人 2週間 1～ 2週間
知能情報工学科 2 1人 2週間 1～ 2週間

農学部
生物資源環境学科 1 27人

2週間 未定
2週間

獣医学科 2 1人 1～ 2週間
生物資源環境学科 2 6人 1～ 2週間

工学研究科

機械工学専攻 2 1人

2週間 未定 1～ 2週間
社会開発システム工学専攻 2 7人
生物応用工学専攻 2 1人
土木工学専攻 2 1人

農学研究科 生物生産学専攻 2 2人 2週間 未定 1～ 2週間

島根大学

【H16年度実施学生総数 78名】
（うち大学院生数 1名）

松江市西川津町1060　学生支援課就職情報相談室　TEL：0852-32-6061

法文学部
法学科 2，3 10人

1～ 2週間 未定社会システム学科 2，3 22人
言語文化学科 2，3 22人

教育学部
学校教育教員養成課程 4 1人

1週間 未定生涯学習課程 4 3人
生活環境福祉課程 4 1人

総合理工学部
物質科学科 2，3 4人 1～ 2週間

未定材料プロセス工学科 2，3 3人 1週間
電子制御システム工学科 2，3 2人 1週間

生物資源科学部
生物科学科 2，3 1人 3週間

未定
地域開発科学科 2，3 8人 2週間

総合理工学研究科 物質科学専攻 2，3 1人 2週間
（春休み予定） 未定

国立大学
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国立大学

岡山大学

【H16年度実施学生総数 191名】
（うち大学院生数 3名）

岡山市津島中2-1-1　学務部学務企画課　TEL：086-251-8423
文学部
岡山市津島中3-1-1
文・法・経済学部教務学生係
TEL：086-251-7366

行動科学科 2 2人
2週間程度 未定歴史文化学科 2 2人

言語文化学科 2 2人
法学部
文・法・経済学部教務学生係
TEL：086-251-7364

法学科 2 37人 2週間程度 未定

経済学部
文・法・経済学部教務学生係
TEL：086-251-7364

経済学科 2 33人 2週間程度 未定

理学部
岡山市津島中3-1-1
理学部教務学生係
TEL：086-251-7778

生物学科 2 1人
2週間程度 未定

地球科学科 2 1人

工学部
岡山市津島中3-1-1
工学部教務学生係
TEL：086-251-8015

機械工学科 2 22人

2週間程度 未定

物質応用化学科 2 3人
電気電子工学科 2 9人
生物機能工学科 2 12人
システム工学科 2 39人
通信ネットワーク工学科 2 10人

環境理工学部
岡山市津島中3-1-1
環境理工学部教務学生係
TEL：086-251-8817

環境デザイン工学科 2 5人
2週間程度 未定

環境管理工学科 2 9人

農学部
岡山市津島中1-1-1
農学部教務学生係
TEL：086-251-8297

総合農業科学科 4 1人 1週間程度 未定

自然科学研究科
環境システム工学専攻 4 2人

2週間程度 未定
生物資源科学専攻 4 1人
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広島大学

【H16年度実施学生総数 138名】
（うち大学院生数 15名）

東広島市鏡山1-4-5　キャリアセンターキャリア支援グループ　TEL：082-424-5827
総合科学部
東広島市鏡山1-7-1
学生支援グループ
TEL：082-424-6315

総合科学科 2 12人 1～ 2週間 10人 1～ 2週間

文学部
東広島市鏡山1-2-3
学生支援グループ
TEL：082-424-6613

人文学科 2 0人 5人 1～ 2週間

教育学部
東広島市鏡山1-1-1
学生支援グループ
TEL：082-424-6725

第1～ 5類 2 3人 1～ 2週間 50人 1～ 2週間

法学部
東広島市鏡山1-2-1
学生支援グループ
TEL：082-424-5563

法学科 2 6人 1～ 2週間 1人 1～ 2週間

経済学部
東広島市鏡山1-2-1
学生支援グループ
TEL：082-424-5563

経済学科 2 33人 1～ 2週間 50人 1～ 2週間

理学部
東広島市鏡山1-3-1
学生支援グループ
TEL：082-424-7315

数学科外 4 1人 1～ 2週間 28人 1～ 2週間

工学部
東広島市鏡山1-4-1
学生支援グループ
TEL：082-424-7516

第1類・第4類 2 50人 1～ 2週間 110人 1～ 2週間

生物生産学部
東広島市鏡山1-4-4
学生支援グループ
TEL：082-424-5034

生物生産学科 2 18人 1～ 2週間 5人 1～ 2週間

文学研究科
東広島市鏡山1-2-3
学生支援グループ
TEL：082-424-6613

人文学専攻 4 16年度
実施なし 3人 1～ 2週間

教育学研究科
東広島市鏡山1-1-1
学生支援グループ
TEL：082-424-6725

心理学専攻外 4 0人 5人 1～ 2週間

理学研究科
東広島市鏡山1-3-1
学生支援グループ
TEL：082-424-7315

数学専攻外 4 0人 23人 1～ 2週間

先端物質科学研究科
東広島市鏡山1-3-1
学生支援グループ
TEL：082-424-7008

量子物質科学専攻外 4 0人 3人 1～ 2週間

工学研究科
東広島市鏡山1-4-1
学生支援グループ
TEL：082-424-7518

機械システム工学専攻外 4 0人 17年度
実施なし

工学研究科・
国際協力研究科共同 3 15人 1ヶ月

（アジア地域） （未定）

国立大学
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国立大学

山口大学

【H16年度実施学生総数 68名】
（うち大学院生数 8名）

山口市大字吉田1677-1　学務部学務課　TEL：083-933-5062
人文学部
人文・理学部専門職員
TEL：083-933-5215

人文社会学科 3 2人 1週間 2人
7～ 10日

言語文化学科 3 3人 7～ 10日 3人

経済学部
経済学部学生支援係
TEL：083-933-5505

2 21人 1～ 2週間 未定

4 9人 1～ 2週間 未定

理学部
人文・理学部専門職員
TEL：083-933-5215

数理学科 3 1人 10日 2人
7～ 10日

化学・地球科学科 3 2人 7～ 10日 3人

工学部
宇部市常盤台2-16-1
工学部専門職員
TEL：0836-85-9008

機械工学科 2人

2週間 10人 2週間

応用化学学科 1人
社会建設工学科 5人
電気電子工学科 1人
知能情報システム工学科 2人
機能材料工学科 8人
感性デザイン工学科 3人

理工学研究科
山口市大字吉田1677-1
人文・理学部専門職員
TEL：083-933-5215
宇部市常盤台2-16-1
工学部専門職員
TEL：0836-85-9008

自然情報科学専攻 3 1人 12日 1人 10日
機械工学専攻 2 2人 2週間

5人 2週間

応用化学工学専攻 2
社会建設工学専攻 2 1人 2週間
電気電子工学専攻 2 2人 2週間
知能情報システム工学専攻 2
機能材料工学専攻 2
感性デザイン工学専攻 2 1人 2週間
環境共生工学専攻 2 1人 2週間
応用医工学専攻 2

徳島大学

【H16年度実施学生総数 270名】

徳島市南常三島町1-1　学務部教務課教務係　TEL：088-656-7081
総合科学部
学務係
TEL：088-656-7108

人間社会学科 2 65人 1～ 2週間 70人 1～ 2週間

工学部
徳島市南常三島町2-1
学務係
TEL：088-656-7315

建設工学科 2 35人 1～ 3週間 40人 1～ 3週間
機械工学科 2 57人 1～ 2週間 60人 1～ 2週間
化学応用工学科 2 1人 1週間 5人 1週間
電気電子工学科 2 62人 1～ 2週間 70人 1～ 2週間
知能情報工学科 2 8人 1～ 2週間 10人 1～ 2週間
生物工学科 2 9人 1週間 10人 1週間
光応用工学科 2 33人 1～ 2週間 35人 1～ 2週間

香川大学

【H16年度実施学生総数 180名】
（うち大学院生数 9名）

高松市幸町1-1　学務部教務課　TEL：087-832-1143
教育学部
事務部
TEL：087-832-1404

学校教育教員養成課程 2 2人 1週間 未定 1週間

人間発達環境課程 1 34人 1週間 未定 1週間

法学部
香川県高松市幸町2-1
事務部
TEL：087-832-1805

法学科 2 24人 1週間以上 未定 1週間以上

経済学部
香川県高松市幸町2-1
事務部
TEL：087-832-1805

経済学科 2 18人
1週間以上 未定 1週間以上経営システム学科 2 19人

地域システム学科 2 16人

工学部
香川県高松市林町2217-20
学務係
TEL：087-864-2015

安全システム建設工学科 2 11人

2週間以上 未定 2週間以上
信頼性情報システム工学科 2 8人
知能機械システム工学科 2 8人
材料創造工学科 2 17人

農学部
香川県木田郡三木町池戸2393
学務係
TEL：087-891-3015

生物生産学科 2 2人
2週間以上 未定 2週間以上生物資源食糧化学科 2 11人

生命機能科学科 2 1人

工学研究科
安全システム建設工学専攻 2 5人

3週間以上 未定 3週間以上信頼性情報システム工学専攻 2 1人
材料創造工学専攻 2 3人
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愛媛大学

【H16年度実施学生総数 201名】

愛媛県松山市文京町3　教育学生支援部就職課　TEL：089-927-9164
法文学部 2 45人 2週間 80人 2週間
教育学部 2 9人 2週間 40人 2週間
理学部 2 8人 2週間 40人 2週間
工学部 1，2 131人 2週間 220人 2週間
農学部 2 8人 2週間 20人 2週間

高知大学

【H16年度実施学生総数 117名】
（うち大学院生数 27名）

高知市曙町2-5-1　学務部教務課教務・教育実習担当　TEL：088-844-8369

人文学部
人間文化学科 2 2人 10～ 12日 4人

1週間
社会経済学科 2 11人 7～ 10日 10人

教育学部 生涯教育課程（スポーツ科学コース） 1 25人 1週間 20人 1週間

理学部
数理情報科学科 2 1人 10日 3人

1週間物質科学科 2 2人 7～ 10日 3人
自然環境科学科 2 1人 10日 3人

農学部

暖地農学科 2 6人
1週間

5人
1週間栽培漁業学科 2 1人 3人

生産環境工学科 2 29人 20人
生物資源科学科 2 12人 2週間 12人 2週間

理学研究科
数理情報科学専攻 1 1人 12日 3人

12日物質科学専攻 1 13人 12～ 21日 10人
自然環境科学専攻 1 13人 8～ 14日 10人

福岡教育大学

【H16年度実施学生総数 81名】

福岡県宗像市赤間文教町1-1　学生生活課就職支援室　TEL：0940-35-1249

教育学部
共生社会教育課程 2 14人

2～ 4週間 未定 2～ 4週間環境情報教育課程 2 32人
生涯スポーツ芸術課程 2 35人

九州大学

【H16年度実施学生総数 194名】
（うち大学院生数 46名）

福岡市東区箱崎6-10-1　九州大学学務部就職支援室　TEL：092-642-2252
教育学部 2 10人 未定

工学部

物質科学工学科 2 1人

未定
地球環境工学科 1 80人
エネルギー科学科 2 26人
機械航空工学科 1，2 31人

経済学府 2 5人 未定

工学府
物質創造工学専攻群 2 6人

未定都市環境システム工学専攻 1，2 28人
海洋システム工学専攻 1 2人

芸術工学府 芸術工学専攻 2 4人 未定
システム情報科学府 情報理学専攻 4 1人 未定

九州工業大学

【H16年度実施学生総数 186名】
（うち大学院生数 123名）

北九州市戸畑区仙水町1-1　教務課総務係　TEL：093-884-3049

工学部
機械知能工学科 2 1人
建設社会工学科 2 55人
電気工学科 3 2人

情報工学部
知能情報工学科 3 2人
電子情報工学科 3 2人
システム創成情報工学科 3 1人

工学研究科

機械知能工学専攻 3
建設社会工学専攻 3
電気工学専攻 3
物質工学専攻 3
機能システム創成工学専攻 3

情報工学研究科
情報科学専攻 3 1人
情報システム専攻 3 2人
情報創成工学専攻 3 3人

生命体工学研究科
生体機能専攻 1 74人

2，3週間
70人

2，3週間
脳情報専攻 1 43人 40人

国立大学
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国立大学

佐賀大学

【H16年度実施学生総数 49名】

佐賀市本庄町1　教務課　TEL：0952-28-8165

理工学部
機械システム工学科 2 15人 2週間 20人 2週間
都市工学科 2 6人 2週間 未定

農学部 生物生産学科 2 28人 2週間 30人 2週間

文化教育学部
人間環境課程 2 10人 2週間

4 3人 2週間
経済学部 4 11人 2週間
理工学部 4 3人 2週間
農学部 4 2人 2週間

長崎大学 長崎市文教町1-14　学生支援課就職支援班　TEL：095-819-2075
教育学部
学務係 学校教育教員養成課程

経済学部
長崎市片淵4-2-1
学務係
TEL：095-820-6311

総合経済学科

医学部 保健学科

工学部
専門職員
TEL：095-819-2486

機械システム工学科
情報システム工学科
構造工学科
社会開発工学科
材料工学科

環境科学部
学務係
TEL：095-819-2715

環境科学科

水産学部
学務係
TEL：095-819-2796

水産学科

生産科学研究科 物質工学専攻
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　 3. 学生からのインターンシップ報告に基づき単位認定している　　4. 大学としての単位認定はしていないが実態の把握はしている
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熊本大学

【H16年度実施学生総数 418名】
（うち大学院生数 41名）

熊本市黒髪2-40-1　学生部教務課専門教育係　TEL：096-342-2755

文学部
熊本市黒髪2-40-1
文学系教務企画係
TEL：096-342-2317

人間科学科 4 1人

1週間

3人

1週間
地域科学科 4 9人 10人
歴史学科 4 3人 5人
文学科 4 14人 15人
地域科学科 3 9人

1週間
10人

1週間
人間科学科 3 1人 3人

法学部
熊本市黒髪2-40-1
法学系教務企画係
TEL：096-342-2318

法学科 2 65人
1週間

70人
1週間

公共政策学科 2 16人 20人

理学部
熊本市黒髪2-39-1
理学系教務企画係
TEL：096-342-3321

数理学科 2 0人 3人

10日程度

物理学科 2 0人 3人
物質化学科 2 2人 10日程度 3人
地球科学科 4 1人 1週間 3人
生物科学科 2 6人 10日程度 5人
環境理学科 2 6人 10日程度 5人

工学部
熊本市黒髪2-39-1
工学系教務企画係
TEL：096-342-3522

環境システム工学科 2 74人

2週間

80人

2週間
知能生産システム工学科 2 62人 65人
電気システム工学科 2 29人 30人
数理情報システム工学科 2 19人 20人
物質生命化学科 2 60人 60人

文学研究科
熊本市黒髪2-40-1
文学系教務企画係
TEL：096-342-2317

人間科学専攻 2 0人 3人

10日
地域科学専攻 2 0人 3人
歴史学専攻 2 3人 10日 5人
言語文学専攻 2 0人 3人

法学研究科
熊本市黒髪2-40-1
法学系教務企画係
TEL：096-342-2318

法学専攻 2 4人 1週間 5人 1週間

公共政策専攻 2 2人 1週間 3人 1週間

自然科学研究科
熊本市黒髪2-39-1
大学院教務企画係
TEL：096-342-3013

物質科学専攻 2 5人
20日

5人

20日

材料システム専攻 2 5人 5人
機械システム専攻 2 6人 5人
数理科学・情報システム専攻 2 5人
電気システム専攻 2 5人 20日 5人
自然システム専攻 2 5人
環境土木工学専攻 2 11人 20日 10人
建築学専攻 2 5人

大分大学

【H16年度実施学生総数 91名】
（うち大学院生数 9名）

大分市大字旦野原700　教育支援課　TEL：097-554-7132
経済学部
学務係 2 50人 1～ 2週間 未定

工学部
学務係 2 32人 1～ 3週間 未定

工学研究科
学務係 2 8人 2週間､4週間 未定

福祉社会科学研究科 2 1人 2週間 未定

国立大学
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※ 1. インターンシップ教育体系の下で必修科目として実施している　2. インターンシップ教育体系の下で選択科目として実施している
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宮崎大学

【H16年度実施学生総数 234名】
（うち大学院生数 1名）

宮崎市学園木花台西1-1　学務部教務課　TEL：0985-58-7132

教育文化学部
教務厚生係
TEL：0985-58-2891

地域文化課程 2，3 18人
1～ 2週間

20人
1～ 2週間生活文化課程 2，3 22人 20人

社会システム課程 2，3 31人 30人

工学部
教務厚生係
TEL：0985-58-2874

材料物理工学科 2，3 3人 1週間 5人 1週間
物質環境化学科 2，3 8人 1週間 10人 1週間
電気電子工学科 2，3 16人 1～ 2週間 20人 1～ 2週間
土木環境工学科 2，3 19人 2～ 3週間 20人 2週間
機械システム工学科 2，3 1人 2週間 5人 2週間
情報システム工学科 2，3 7人 1週間 10人 1週間

農学部
教務厚生係
TEL：0985-58-3834

食料生産科学科 2，3 50人
1～ 2週間

50人
1～ 2週間生物環境科学科 2，3 29人 30人

地域農業システム学科 2，3 11人 15人
応用生物科学科 2，3 18人 1週間 20人 1週間

工学研究科 物質工学専攻 2，3 1人 1週間 1人 1週間

鹿児島大学

【H16年度実施学生総数 205名】

鹿児島市郡元1-21-30　学生部教務課教務係　TEL：099-285-7351

法文学部
法政策学科 2 50人 5～ 6日
経済情報学科

※自由科目
として実施

18人 5～ 12日
人文学科 18人 5～ 10日

理学部
物理科学科 6人 5～ 10日
生命化学科 7人 5～ 8日
地球環境科学科 2人 5日

工学部

機械工学科 4人 10～ 20日
電気電子工学科 1人 5日
建築学科 11人 5～ 25日
海洋土木工学科 11人 11～ 30日
情報工学科 2人 10～ 19日
生体工学科 2人 5日

農学部
生物生産学科 2 41人 5日
生物資源化学科 2 8人 5～ 9日
生物環境学科 2 3人 10日

水産学部 水産学科 ※自由科目
として実施 21人 5～ 14日

鹿屋体育大学

【H16年度実施学生総数 100名】

鹿児島県鹿屋市白水町1　教務課　TEL：0994-46-4862

体育学部 体育スポーツ課程
武道課程 2，3 100人 1～ 2週間 100人 1～ 2週間

琉球大学

【H16年度実施学生総数 259名】

法文学部 総合社会システム学科 2 57人 平均10日 70人 平均10日

理学部

数理科学科
事務室
TEL：098-895-8097

2 5人 8/9～ 8/20 未定 2週間

海洋自然科学科
事務室
TEL：098-895-8100

2 23人 1週間（5日） 未定 1週間

工学部
各学科インターンシップ担当
教員

機械システム工学科 2 14人

1週間以上 未定 1週間以上
環境建設工学科 2 39人
電気電子工学科 2 22人
情報工学科 2 40人

農学部
生物生産科学科 2 33人

2週間 未定 2週間生物環境科学科 2 11人
生物資源科学科 2 15人

国立大学
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公立大学
公立はこだて未来大学

【H16年度実施学生総数 96名】
（うち大学院生数 2名）

函館市亀田中野町116-2　事務局教務課　TEL：0138-34-6471

システム情報科学部
情報アーキテクチャ学科 2 63人

2～ 4週間
80人

2～ 4週間
複雑系科学科 2 31人 40人

システム情報科学研究科 4 2人 4～ 8週間 10人 4～ 8週間

青森公立大学

【H16年度実施学生総数 26名】

青森市大字合子沢字山崎153-4　総務課キャリアセンター　TEL：017-764-1555
経営経済学部 経営経済学科 3 26人 7～ 10日 30人 7～ 14日
経営経済研究科 経営経済専攻 3 0人 0人

岩手県立大学

【H16年度実施学生総数 50名】

岩手県岩手郡滝沢村滝沢字巣子152-52　事務局学生課　TEL：019-694-2020

社会福祉学部
福祉経営学科 4 2人

1週間程度 未定
福祉臨床学科 4 5人

ソフトウェア情報学部 ソフトウェア情報学科 4 18人 1週間程度 未定
総合政策学部 総合政策学科 4 25人 1週間程度 未定

宮城大学

【H16年度実施学生総数 6名】

宮城県黒川郡大和町学苑1　事務局　学生支援班　TEL：022-377-8318

事業構想学部
事業計画学科 4 1人

10日 未定
デザイン情報学科 4 5人

秋田県立大学

【H16年度実施学生総数 125名】

システム科学技術学部
本荘市土谷字海老ノ口84-4
本荘事務室　学生・就職班
TEL：0184-27-2000

機械知能システム学科 2，3 0人

5日
電子情報システム学科 2，3 10人
建築環境システム学科 2，3 32人
経営システム工学科 2，3 23人

生物資源科学部
秋田市下新城中野字街道端
西241-7
教務学生課　学生・就職班
TEL：018-872-1526

応用生物科学科 2，3 23人

5日生物生産科学科 2，3 16人

生物環境科学科 2，3 21人

会津大学

【H16年度実施学生総数 18名】
（うち大学院生数 6名）

福島県会津若松市一箕町鶴賀字上居合90　学生部学生課厚生係　TEL：0242-37-2515
コンピュータ理工学部 4 12人 1～ 2週間 20人

コンピュータ理工学研究科
情報システム学専攻 4 5人

1～ 2週間 10人 1～ 2週間
コンピュータシステム学専攻 4 1人

群馬県立女子大学

【H16年度実施学生総数 62名】

群馬県佐波郡玉村町大字上之手1395-1　教務学生グループ　TEL：0270-65-8511

文学部
国文学科 2 24人

1～ 2週間
30人

1～ 2週間英文学科 2 23人 30人
美学美術史学科 2 15人 20人

東京都立大学

【H16年度実施学生総数 39名】
（うち大学院生数 5名）

人文学部
史学科 2 1人 8日
心理・教育学科 2 1人 2週間
社会福祉学科 2 1人 2週間

法学部
法律学科 2 1人 2週間
政治学科 2 2人 2週間

経済学部 経済学科 2 4人 8日～ 2週間
理学部 化学科 2 1人 8日

工学部
東京都八王子市南大沢1-1
工学部　各学科
インターンシップ担当教員
TEL：0426-77-1111㈹

機械工学科 2 1人 2週間
精密機械工学科 2 1人 2週間
電気工学科 3 2人 2週間
土木工学科 2 18人 2～ 3週間
建築学科 2 1人 2週間

工学研究科
機械工学専攻 2 1人 2週間
土木工学専攻 4 1人 2週間
応用化学専攻 4 3人 2～ 3週間

東京都立科学技術大学

【H16年度実施学生総数 16名】

東京都日野市旭が丘6-6　教務課学務係　TEL：042-585-8612

工学部
機械システム工学科 2，3 14人

2週間 40人 2週間
電子システム工学科 2，3 2人

横浜市立大学

【H16年度実施学生総数 14名】
（うち大学院生数 1名）

横浜市金沢区瀬戸22-2　学務課　TEL：045-787-2038

商学部
経済学科 4 7人 5～ 30日 未定
経営学科 4 4人 5～ 14日 未定

国際文化学部 欧米文化学科 4 1人 12日 未定
理学部 要素学科 4 1人 10日 未定
国際文化研究科 博士課程前期国際文化研究専攻 2 1人 10日 未定

公立大学
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富山県立大学

【H16年度実施学生総数 49名】

富山県射水郡小杉町黒河5180　事務局教務課　TEL：0766-56-7500

工学部
富山県射水郡小杉町黒河5180
TEL：0766-56-7500

機械システム工学科 2 29人 1～ 2週間
程度 未定 1～ 2週間

程度

電子情報工学科 2 20人 1～ 2週間 未定 1～ 2週間
程度

金沢美術工芸大学
【H16年度実施学生総数 24名】
（うち大学院生数 2名）

美術工芸学部 デザイン科 4 22人 2週間 20人 2週間

美術工芸研究科 デザイン専攻 4 2人 2週間 2人 2週間

情報科学芸術大学院大学 岐阜県大垣市領家町3-95　教務課　TEL：0584-75-6600
メディア表現研究科 メディア表現専攻 4 0人 未定

静岡県立大学

【H16年度実施学生総数 67名】
（うち大学院生数 22名）

静岡市谷田52-1　学生部就職支援スタッフ　TEL：054-264-5011
食品営養科学部
静岡市谷田52-1
学務スタッフ
TEL：054-264-5106

食品学科 2 9人 5～ 10日
未定

栄養学科 2 2人 5日

国際関係学部
国際関係学科 4 13人 5～ 10日

未定
国際言語文化学科 4 17人 5～ 10日

経営情報学部 経営情報学科 4 4人 7日 未定

生活健康科学研究科
食品営養科学専攻 2 17人 5～ 10日

未定
環境物質科学専攻 2 4人 5日

国際関係学研究科 国際関係学専攻 4 1人 10日 未定

愛知県立大学

【H16年度実施学生総数 15名】

愛知県愛知郡長久手町大字熊張字茨ヶ廻間1522-3　学生部学生課　TEL：0561-64-1111
文学部 4 5人 2週間 未定
外国語学部 4 7人 2週間 未定
情報科学部 4 3人 2週間 未定
国際文化研究科 4 0人 未定
情報科学研究科 4 0人 未定

名古屋市立大学

【H16年度実施学生総数 31名】
（うち大学院生数 18名）

名古屋市瑞穂区瑞穂町字山の畑1　学生部学生課厚生係　TEL：052-872-5042

人文社会学部
現代社会学科 4 2人
国際文化学科 4 1人

芸術工学部
視覚情報デザイン学科 4 4人
生活環境デザイン学科 4 6人

芸術工学研究科 芸術工学専攻 1 18人 6週間 6週間

滋賀県立大学

【H16年度実施学生総数 12名】
（うち大学院生数 2名）

彦根市八坂町2500　就職学生課　TEL：0749-28-8297

環境科学部
環境計画学科 1人 1ヶ月
環境生態学科 3人 1～ 3週間
生物資源管理学科 1人 2週間

人間文化学部
地域文化学科 3人 2～ 3週間
生活文化学科 1人 2週間

工学部 材料科学科 1人 2週間
工学研究科 材料科学専攻 2人 1週間

京都府立大学

【H16年度実施学生総数 14名】

京都市左京区下鴨半木町1　学務課学生係　TEL：075-703-5124
※㈶大学コンソーシアム京都が実施しているインターンシップに参加しており大学独自のインターンシップは実施していない

文学部 国際文化学科 4 2人 2週間

人間環境学部
食保健学科 4 2人 2週間
環境デザイン学科 4 8人 2週間

福祉社会学部 福祉社会学科 4 1人 2週間
農学部 生物生産学科 4 1人 2週間

大阪女子大学

【H16年度実施学生総数 6名】

堺市大仙町2-1　学生課　TEL：072-222-4814
人文社会学部
TEL：072-222-4811 人文学科 4 2人 10日 10人 14

理学部
TEL：072-222-4811

環境理学科 4 2人
10日 10人 14

応用数学科 4 2人

大阪市立大学

公立大学
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大阪府立大学

【H16年度実施学生総数 63名】
（うち大学院生数 1名）

堺市学園町1-1　学生部学生課学生支援グループ（就職担当）　TEL：072-254-9119
農学部 獣医学科 2 47人 2週間 50人 2週間
総合科学部 自然環境学科 3 4人 13～ 15日 5人 2週間
その他の学部
（工・経済・社会福祉） 4 11人 2週間程度 2週間

農学生命科学研究科 農学環境科学専攻 4 1人 2週間

5人

2週間
その他の研究科
（工学・経済学・人間文化・
理学・社会福祉学）

4 2週間

神戸市外国語大学
【H16年度実施学生総数 5名】

神戸市西区学園東町9-1　学生課　就職推進室　TEL：078-794-8451
外国語学部 4 5人 7～ 11日 10人 1～ 2週間

兵庫県立大学

【H16年度実施学生総数 4名】

神戸市西区学園西町8-2-1　学生課　TEL：078-794-5220
※平成15年4月以前の入学生（現2回生以上）については卒業まで「神戸商科大学（商経学部）」学生ですので、学部・学科については
「兵庫県立大学（経済学部・経営学部）」と併記してあります。

商経学部

経済学科 4 1人 5日

5人
経営学科 4 1人 3日
管理学科 4
国際商学科 4

経済学部 4
経営学部 4
工学部
兵庫県姫路市書写2167
姫路書写キャンパス事務部
教務課
TEL：0792-67-4817

4 2人 それぞれ
1週間 未定

経済学研究科 0人
経営学研究科 0人

奈良県立大学
【H16年度実施学生総数 25名】

奈良市船橋町10　就職指導室　TEL：0742-22-4978
地域創造学部 4 25人 10日 30人 10日

岡山県立大学

【H16年度実施学生総数 29名】

岡山県総社市窪木111　事務局教学課　TEL：0866-94-9164

情報工学部
情報通信工学科 2 9人 7～ 23日 未定
情報システム工学科 2 8人 10日 未定

デザイン学部 工芸工業デザイン学科 2 12人（見込） 6～ 10日 未定

尾道大学

【H16年度実施学生総数 25名】

広島県尾道市久山田町80-29　進路支援センター　TEL：0848-22-8311
経済情報学部 経済情報学科 2 15人 1～ 2週間 未定

芸術文化学部
日本文学科 2 4人 1～ 2週間 未定
美術学科 2 6人 1～ 3週間 未定

県立広島女子大学

【H16年度実施学生総数 123名】

広島市南区宇品東1-1-71　事務局教務課　TEL：082-251-9710
国際文化学部 国際文化学科 2

生活科学部
生活環境学科 2
健康科学科 2
人間福祉学科 2

広島県立大学

【H16年度実施学生総数 35名】

広島県庄原市七塚町562　事務局教務課　TEL：0824-74-1700

経営学部
経営学科 2 6人

2週間 未定
経営情報学科 2 2人

生物資源学部
生物資源開発学科 2 24人

2週間 未定
生物資源管理学科 2 3人

経営情報学研究科 経営情報学専攻 0人
生物生産システム研究科 生物生産システム専攻 0人

広島県立保健福祉大学
【H16年度実施学生総数 1名】

広島県三原市学園町1-1　学生課　TEL：0848-60-1127
保健福祉学部 看護学科 4 1人

公立大学
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広島市立大学

【H16年度実施学生総数 27名】
（うち大学院生数 8名）

広島市安佐南区大塚東3-4-1　事務局就職学生係　TEL：082-830-1663
国際学部 国際学科 4 9人 2週間程度 未定 2週間程度

情報科学部

情報メディア工学科 3 4人

2週間程度 未定 2週間程度
情報工学科 3 3人
知能情報システム工学科 3 3人
情報機械システム工学科 3 0人

国際学研究科 国際学専攻 4 1人 週1回3ヶ月 未定

情報科学研究科

情報メディア工学専攻 3 2人
2週間～

1ヶ月程度 未定 2週間～
1ヶ月程度

情報工学専攻 3 1人
知能情報システム工学専攻 3 1人
情報機械システム工学専攻 3 3人

下関市立大学

【H16年度実施学生総数 37名】
（うち大学院生数 1名）

下関市大学町2-1-1　学生部補導係　TEL：0832-52-0288

経済学部
経済学科 2 18人 1～ 4週間

未定経済学科 4 1人 1週間
国際商学科 2 17人 1～ 2週間

経済学研究科 国際ビジネスコミュニケーション専攻 4 1人 未定

山口県立大学

【H16年度実施学生総数 13名】

山口市桜畠3-2-1　教務課　TEL：083-928-5637
国際文化学部 国際文化学科 2 4人 1～ 2週間 未定
社会福祉学部 社会福祉学科 2 2人 2週間 未定
生活科学部 環境デザイン学科 2 7人 1週間 未定

高知女子大学

【H16年度実施学生総数 133名】

高知市永国寺町5-15　学生課　TEL：088-873-2157

生活科学部
生活デザイン学科 2 24人

2週間
30人

2週間健康栄養学科 2 4人 10人
環境理学科 2 29人 30人

文化学部 文化学部 2 76人 2週間 60人 2週間

北九州市立大学

【H16年度実施学生総数 110名】
（うち大学院生数 9名）

国際環境工学部
北九州市若松区ひびきの1-1
管理課
TEL：093-695-3350

環境化学プロセス工学科 4 10人 7～ 15日

未定
環境機械システム工学科 4 9人 9～ 15日
情報メディア工学科 4 16人 7～ 33日
環境空間デザイン学科 4 2人 7～ 11日

外国語学部
北九州市小倉南区北方4-2-1
学生課就職係
TEL：093-964-4014

外国語学科 4 4人
1～ 2週間 未定

国際関係学科 4 8人

経済学部
TEL：093-964-4014

経済学科 4 10人
1～ 2週間 未定

経営情報学科 4 12人

文学部
TEL：093-964-4014

比較文化学科 4 8人
1～ 2週間 未定

人間関係学科 4 3人

法学部
TEL：093-964-4014

法律学科 4 12人
1～ 2週間 未定

政策科学学科 4 7人

国際環境工学研究科
環境工学専攻 3 8人 7～ 24日

未定
情報工学専攻 3 0人

経済学研究科 4 1人 2週間 未定

福岡県立大学

【H16年度実施学生総数 30名】

福岡県田川市伊田4395　学生課　TEL：0947-42-2118
人間社会学部 4 30人 未定
看護学部 4 0人 未定

福岡女子大学

【H16年度実施学生総数 42名】

福岡市東区香住ヶ丘1-1-1　学生部学生課　TEL：092-661-2411

文学部
国文学科 4 15人 8～ 19日

未定
英文学科 4 9人 8～ 22日

人間環境学部
環境理学科 4 9人 8～ 18日

未定栄養健康科学科 4 1人 10日
生活環境学科 4 8人 7～ 10日

県立長崎シーボルト大学

【H16年度実施学生総数 35名】

長崎県西彼杵郡長与町まなび野1-1-1　教務課学生係　TEL：095-813-5065

国際情報学部
国際交流学科 2 24人

1～ 2週間 未定
情報メディア学科 2 11人

長崎県立大学

【H16年度実施学生総数 40名】

長崎県佐世保市川下町123　就職支援室　TEL：0956-42-3010

経済学部
経済学科 4

40人 7日 60人 7日
流通学科 4

公立大学
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熊本県立大学

【H16年度実施学生総数 129名】

熊本市月出3-1-100　学生課　TEL：096-383-2929
文学部 4 24人 1週間
環境共生学部 4 20人 1週間
総合管理学部 4 85人 1週間

沖縄県立芸術大学

【H16年度実施学生総数 8名】
（うち大学院生数 1名）

沖縄県那覇市首里当蔵町1-4　教務学生課学生係　TEL：098-882-5080

美術工芸学部
デザイン工芸学科 3 4人 15日 4人 15日
デザイン工芸学科 4 1人 15日 1人 15日
デザイン工芸学科 4 2人 10日 2人 10日

造形芸術研究科 生活造形専攻 4 1人 10日 未定

公立大学
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私立大学

私立大学
札幌学院大学

【H16年度実施学生総数 25名】

商学部 商学科 2 2人 1～ 2週間 5人 1～ 2週間
商学部第二部 商学科 2 1人 1～ 2週間 1人 1～ 2週間
経済学部 経済学科 2 3人 1～ 2週間 3人 1～ 2週間
法学部 法律学科 2 1人 1～ 2週間 1人 1～ 2週間
社会情報学部 社会情報学科 4 13人 1～ 2週間 13人 1～ 2週間
経済学部 経済学科 4 2人 1～ 2週間 2人 1～ 2週間
法学部 法律学科 4 3人 1～ 2週間 3人 1～ 2週間

札幌国際大学

【H16年度実施学生総数 137名】

札幌市清田区4条1-4-1　教務学生課　TEL：011-881-8844

人文社会学部
国際文化学科 2，3 46人 2週間～ 1ヶ月､

又はそれ以上 60人 2週間～ 6ヶ月

社会学科 2，3 58人 2週間～ 1ヶ月 70人 2週間～ 6ヶ月
心理学科

観光学部 観光学科 2，3 33人 2週間～ 1ヶ月 40人 2週間～ 6ヶ月

星槎大学
【H16年度実施学生総数 32名】

神奈川県横浜市緑区十日市場町1726-4　横浜情報処理センター内　事務局履修係　TEL：045-982-5955
共生科学部 共生科学科 2 32人 10～ 14日 60人 10～ 14日

千歳科学技術大学

【H16年度実施学生総数 101名】

北海道千歳市美々 758-65　就職課　TEL：0123-27-6136人

光科学部
光応用システム学科 2 68人 1週間以上
物質光科学科 2 33人 1週間以上

道都大学

【H16年度実施学生総数 20名】

北海道北広島市中の沢149　学生部就職課　TEL：011-372-3111
経営学部 経営学科 4 10人 2週間 未定

美術学部
建築学科 4 6人

2週間 未定
デザイン学科 4 4人

苫小牧駒澤大学

【H16年度実施学生総数 43名】

苫小牧市錦岡521-293　教務課教務係　TEL：0144-61-3111

国際文化学部
国際文化学科 2 38人 1～ 2週間程度 未定 1～ 2週間程度
国際コミュニケーション学科 2 5人 1～ 2週間程度 未定 1～ 2週間程度

函館大学
【H16年度実施学生総数 27名】

函館市高丘町51-1　就職部　TEL：0138-57-1181
商学部 商学科 4 27人 約2週間

北海学園大学

【H16年度実施学生総数 55名】

札幌市豊平区旭町4-1-40　就職部　TEL：011-841-1161

経済学部
経済学科 2，3 11人

2週間 未定 2週間地域経済学科 2，3 3人
経営学科 4 8人

法学部
法律学科 4 8人

2週間 未定 2週間
政治学科 4 5人

人文学部
日本文化学科 2，3 2人

2週間 未定 2週間
英米文化学科 2，3 5人

工学部
土木工学科 2，3 2人

2週間 未定 2週間建築学科 2，3 4人
電子情報学科 2，3 7人

北海道浅井学園大学

【H16年度実施学生総数 42名】

江別市文京台23　キャリア支援課　TEL：011-387-3659

人間福祉学部
介護福祉学科 3 0人

1～ 2週間 未定 1～ 2週間生活福祉学科 3 3人
福祉心理学科 3 11人

生涯学習システム学部
健康プランニング学科 3 17人

1～ 2週間 未定 1～ 2週間
芸術メディア学科 3 11人

北海道医療大学
【H16年度実施学生総数 9名】

北海道石狩郡当別町金沢1757　学務部　TEL：0133-23-1211
心理科学部 臨床心理学科 4 9人 2週間 未定

北海道工業大学
【H16年度実施学生総数 2名】

札幌市手稲区前田7条15-4-1　就職課　TEL：011-688-2384
工学部 福祉生体工学科 4 2人 13日

北海道情報大学

【H16年度実施学生総数 3名】

経営情報学部
経営学科 4 1人 約2週間
情報学科 4 2人 約2週間

情報メディア学部 情報メディア学科
経営情報学研究 経営情報学専攻

私立大学
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私立大学

北海道東海大学

【H16年度実施学生総数 56名】

札幌市南区南沢5条1-1-1　就職部　TEL：011-571-5111

芸術工学部
デザイン学科 4 23人

2週間 未定
建築学科 2，3，4 6人

工学部
海洋環境学科 3，4 7人

2週間 未定
生物工学科 4 3人
情報システム学科 4 1人 2週間 未定

国際文化学部
国際文化学科 4 7人

2週間 未定
北方圏文化学科 4 3人

芸術工学部 くらしデザイン学科 2，3 6人 2週間 未定

酪農学園大学

【H16年度実施学生総数 236名】

酪農学部
食品科学科 1 73人 2週間 75人 2週間
食品流通学科 2 16人 1～ 2週間 30人 1～ 2週間

環境システム学部
経営環境学科 2 34人 2週間 50人 2週間
地域環境学科 2 72人 1週間 50人 1週間

獣医学部 獣医学科 2 41人 1～ 2週間 未定 1～ 2週間

稚内北星学園大学
【H16年度実施学生総数 7名】

稚内市若葉台1-2290-28　就職課　TEL：0162-32-7511
情報メディア学部 情報メディア学科 3 7人 10日 未定 10日

青森大学

【H16年度実施学生総数 10名】

青森県青森市幸畑2-3-11　就職課　TEL：017-764-5222
経営学部 経営学科 4 4人 1週間 未定 1～ 2週間
社会学部 社会学科 4 4人 1週間 未定 1～ 2週間
工学部 情報システム工学科 2，3 2人 1週間 未定 1～ 2週間

青森中央学院大学
【H16年度実施学生総数 21名】

青森市大字横内字神田12　就職指導室　TEL：017-728-0131
経営法学部 経営法学科 2 21人 1～ 2週間

八戸工業大学

【H16年度実施学生総数 18名】

青森県八戸市大字妙字大開88-1　学生部就職課　TEL：0178-25-8028

工学部

環境建設工学科 2 8人 9～ 14 10人

10～ 14

機械情報技術学科 2 0人 10人
システム情報工学科 2 6人 8～ 11 10人
電気電子工学科 2 4人 7～ 12 10人
建築工学科 4 10人
生物環境化学工学科 4 10人

弘前学院大学

【H16年度実施学生総数 4名】

弘前市稔町13-1　就職課　TEL：0172-37-3754

文学部
日本文学科 4 2人 1週間
英米文学科 4 2人 1週間

富士大学

【H16年度実施学生総数 4名】

経済学部
花巻市下根子450-3
就職課
TEL：0198-23-7933

経済学科 4 4人 1週間 10人 1週間

盛岡大学

【H16年度実施学生総数 10名】

岩手郡滝沢村滝沢字砂込808　就職センター　TEL：019-688-5555

文学部
英米文学科 4 2人 9
日本文学科 4 7人 7
児童教育学科 4 1人 5

石巻専修大学

【H16年度実施学生総数 6名】
（うち大学院生数 1名）

石巻市南境新水戸一　就職課　TEL：0225-22-5019

理工学部
基礎理学科 2 1人 10日
生物生産工学科 2 4人 10日

理工学研究科 生命科学専攻 4 1人 10日

東北学院大学
【H16年度実施学生総数 23名】

経済学部 経営学科 2 23人 1～ 3週間 0人

東北工業大学

【H16年度実施学生総数 111名】

仙台市太白区八木山香澄町35-1　就職課　TEL：022-229-1151

工学部

電子工学科 3 3人

2週間

20人

2週間

通信工学科 3 4人 20人
建築学科 3 25人 20人
土木工学科 3 16人 20人
工業意匠学科 3 49人 20人
環境情報工学科 3 14人 20人

東北文化学園大学
【H16年度実施学生総数 1名】

仙台市青葉区国見6-45-1　教務部教務課　TEL：022-233-6116
総合政策学部 総合政策学科 2，3 1人 8/23～ 9/5 5人 3週間
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※ 1. インターンシップ教育体系の下で必修科目として実施している　2. インターンシップ教育体系の下で選択科目として実施している
　 3. 学生からのインターンシップ報告に基づき単位認定している　　4. 大学としての単位認定はしていないが実態の把握はしている

私立大学

秋田経済法科大学

【H16年度実施学生総数 45名】

秋田市下北手桜字守沢46-1　大学事務部教務課　TEL：018-836-1339
経済学部
大学事務部教務課 経済学科 2 24人 5日以上 未定

法学部
大学事務部教務課 法律学科 2 21人 5日以上 未定

東北芸術工科大学

【H16年度実施学生総数 38名】
（うち大学院生数 1名）

山形県山形市上桜田200　学生生活課　TEL：023-627-2194
芸術学部 3 6人 1～ 2週間
デザイン工学部 3 31人 1～ 3週間
芸術工学研究科 芸術文化専攻 4 1人 2週間

東北公益文科大学
【H16年度実施学生総数 46名】

山形県酒田市飯森山3-5-1　学生支援課　教務課　TEL：0234-41-1111
公益学部 公益学科 2 46人 1～ 2週間 60人 1～ 2週間

いわき明星大学

【H16年度実施学生総数 114名】

いわき市中央台飯野5-5-1　教務課　TEL：0246-29-7116

理工学部
環境理学科 2 18人

1～ 2週間
25人

1～ 2週間電子情報学科 2 11人 25人
機械工学科 2 23人 25人

人文学部
言語文化学科 2 15人

1～ 2週間
20人

1～ 2週間現代社会学科 2 15人 20人
心理学科 2 25人 20人

郡山女子大学

【H16年度実施学生総数 1名】

郡山市開成3-25-2　就職部　TEL：024-932-4848

家政学部
人間生活学科 4 0人 未定
食物栄養学科 4 1人 2週間 未定

東日本国際大学
【H16年度実施学生総数 22名】

いわき市平鎌田字寿金沢37　就職指導課　TEL：0246-35-0001
経済学部 国際経済・経済情報学科 2 22人 2週間 30人 2週間

つくば国際大学
【H16年度実施学生総数 2名】

茨城県土浦市真鍋6-20-1　就職指導課　TEL：029-826-6000
産業社会学部 社会福祉学科 4 2人 10日 未定

東京家政学院筑波女子大学

【H16年度実施学生総数 1名】

つくば市吾妻3-1　教務課　TEL：029-858-4813

国際学部
国際社会学科 2 該当なし 未定
比較文化学科 2 1人 1週間前後 未定

流通経済大学

【H16年度実施学生総数 59名】

茨城県龍ケ崎市120　教務課　TEL：0297-60-1155

経済学部
経済学科 14人

2週間
20人

2週間
経営学科 17人 20人

社会学部
社会学科 13人

2週間
20人

2週間
国際観光学科 2人 20人

流通情報学部 流通情報学科 13人 2週間 20人 2週間

足利工業大学

【H16年度実施学生総数 8名】

足利市大前町268-1　就職課　TEL：0284-62-9983

工学部

機械工学科 3 0人 5人 2週間
電子電気工学科 3 1人 2週間 5人 2週間
建築学科 4 0人 5人 2週間
都市環境工学科 3 6人 1ヶ月 5人 1ヶ月
経営情報工学科 3 1人 2週間 5人 2週間

作新学院大学

【H16年度実施学生総数 32名】

宇都宮市竹下町908　学務課教務係　TEL：028-667-7111
経営学部 経営学科 2 21人 1～ 2週間 20人 1～ 2週間
地域発展学部 地方行政学科 2 11人 1～ 2週間 15人 1～ 2週間

那須大学
【H16年度実施学生総数 5名】

栃木県那須塩原市鹿野崎1311　学生課就職相談室　TEL：0287-67-3111
都市経済学部 都市経済学科 4 5人 1週間 5人 1週間

白鴎大学

【H16年度実施学生総数 5名】

栃木県小山市大行寺1117　進路指導部　TEL：0285-22-9722

経営学部
経営学科 4 1人 10日 未定
ビジネスコミュニケーション学科 4 2人 2週間 未定

法学部 法律学科 4 2人 10日 未定

共愛学園前橋国際大学
【H16年度実施学生総数 54名】

群馬県前橋市小屋原町1154-4　就職センター　TEL：027-266-9035
国際社会学部 国際社会学科 2 54人 10日 55人 10日

高崎商科大学
【H16年度実施学生総数 9名】

群馬県高崎市根小屋町741　教学課学生係　TEL：027-347-3399
流通情報学部 情報流通学科 2 9人 1～ 2週間 12人 1～ 2週間
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私立大学

跡見学園女子大学

【H16年度実施学生総数 200名】

マネジメント学部
新座市中野1-9-6
就職部
TEL：048-478-3408

マネジメント学科 1 180人 約2週間 180人 約2週間

就職部
新座市中野1-9-6
TEL：048-478-3408

4 20人 約2週間 約2週間

共栄大学
【H16年度実施学生総数 41名】

埼玉県春日部市内牧4158　教務課　TEL：048-755-2932
国際経営学部 国際経営学科 2 41人 10日､1部1ヶ月 37人 10日､1部1ヶ月

埼玉工業大学

【H16年度実施学生総数 5名】

工学部
機械工学学科 2 98人 未定
応用化学科 2 3人 2週間 18人 未定

人間社会学部
情報社会学科 4 1人 5日 未定
心理学科 4 1人 4日 未定

十文字学園女子大学

【H16年度実施学生総数 41名】

新座市菅沢2-1-28　キャリアセンター　TEL：048-489-1271

社会情報学部
社会情報学科 2 14人 約2週間 未定
コミュニケーション学科 2 27人 約2週間 未定

城西大学

【H16年度実施学生総数 110名】
（うち大学院生数 30名）

坂戸市けやき台1-1　経済学部　TEL：049-271-7727
経済学部 経営学科 2 80人 約2週間 100人 約2週間
経営学部 マネジメント総合 2 30人 約2週間
経営学研究科
TEL：049-271-8006 ビジネスイノベーション専攻 2 30人 約2週間 25人 約2週間

尚美学園大学

【H16年度実施学生総数 55名】

埼玉県川越市豊田町1-1-1　キャリアセンター　TEL：049-246-7143

総合政策学部 総合政策学科 2 35人 8月～ 9月
（2週間～1ヶ月） 70人

芸術情報学部
埼玉県川越市下松原655
キャリアセンター
TEL：049-246-5251

情報表現学科 4 10人 8月～ 9月
（2週間～1ヶ月）

30人

音楽表現学科 4 10人 30人

女子栄養大学

【H16年度実施学生総数 15名】

栄養学部
埼玉県坂戸市千代田3-9-21
就職指導センター
TEL：049-283-2132

栄養学科 4 2人 1ヶ月
栄養学科 4 4人 2週間
栄養学科 4 2人 8日
栄養学科 4 1人 7日
栄養学科 4 1人 6日
栄養学科 4 1人 1週間
文化栄養学科 4 2人 2週間
文化栄養学科 4 1人 8日
文化栄養学科 4 1人 1週間

聖学院大学

【H16年度実施学生総数 7名】

上尾市戸崎1-1　キャリアサポートセンター　TEL：048-725-5441

政治経済学部
政治経済学科 10人

約2週間
コミュニティ政策学科 2，4 6人 約2週間 10人

人文学部
欧米文化学科 5人

約2週間
日本文化学科 4 1人 約2週間 5人

人間福祉学部
児童学科 5人

約2週間
人間福祉学科 5人

西武文理大学

【H16年度実施学生総数 40名】

狭山市柏原新田311-1　就職サービス課　TEL：04-2954-7575

サービス経営学部 サービス経営学科 2 40人 2月～ 3月 70人 2月～ 3月､
7月～ 8月

東京国際大学

日本工業大学

【H16年度実施学生総数 5名】

工学部

機械工学科
埼玉県南埼玉郡宮代町 
学園台4-1
TEL：0480-33-7611

2 3人 2週間 未定 2週間

2 0人 6ヶ月 未定 6ヶ月

情報工学科
TEL：0480-33-7460 2 2人 2週間 未定 2週間

文教大学

【H16年度実施学生総数 5名】

越谷市南荻島3337　就職課（越谷校舎）　TEL：048-974-8811
教育学部 学校教育課程学科 4 1人 2週間

文学部
日本語日本文学科 4 2人 2週間
英米語英米学科 2人 2週間
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※ 1. インターンシップ教育体系の下で必修科目として実施している　2. インターンシップ教育体系の下で選択科目として実施している
　 3. 学生からのインターンシップ報告に基づき単位認定している　　4. 大学としての単位認定はしていないが実態の把握はしている

私立大学

平成国際大学

【H16年度実施学生総数 7名】

埼玉県加須市水深大立野2000　就職課　TEL：0480-66-3355

法学部
法政学科 4 3人 10人

1ヶ月
法ビジネス学科 4 4人 10人

明海大学

【H16年度実施学生総数 73名】

千葉県浦安市明海8　キャリアサポートセンター　TEL：047-355-5118

外国語学部

日本語学科 3 2人

1～ 4週間 未定 1～ 4週間
英米語学科 3 26人
英米語学科 4 2人
中国語学科 3 2人

経済学部 経済学科 3 22人
1～ 4週間 未定 1～ 4週間

不動産学部 不動産学科 3 19人

ものつくり大学

【H16年度実施学生総数 418名】

埼玉県行田市前谷333　学生課就職・インターンシップ係　TEL：048-564-3818

技能工芸学部
製造技能工芸学科 2 116人 8週間 179人 8週間

建設技能工芸学科 2 302人 8週間または
4ヶ月 388人 8週間または

4ヶ月

川村学園女子大学
【H16年度実施学生総数 9名】

千葉県我孫子市下ヶ戸1133　就職課　TEL：04-7183-5553
全学部 全学科 4 9人 1～ 2週間 未定 1～ 2週間

神田外語大学

【H16年度実施学生総数 22名】

千葉市美浜区若葉1-4-1　キャリアセンター　TEL：043-273-1598

外国語学部

英米語学科 2 14人 1～ 3週間 30人

1～ 3週間

中国語学科 2 1人 3週間 7人
スペイン語学科 2 1人 2週間 1人
韓国語学科 2 3人 2週間 0人
国際コミュニケーション学科 2 2人 2週間 10人
国際言語文化学科 2 1人 1～ 3週間 1人

敬愛大学

【H16年度実施学生総数 1名】

※平成17年から本格実施する。モデルケースとして1名実施/単位認定なし

経済学部
千葉市稲毛区穴川1-5-21
就職支援課
TEL：043-284-8333

経済学科 2 1人 2週間 5人 2週間

聖徳大学

【H16年度実施学生総数 38名】

松戸市岩瀬550　インターンシップ室　TEL：047-365-1111　 内線3867

人文学部
現代ビジネス学科 1 30人 6ヶ月 16人 6ヶ月
児童学科 4 3人 2週間 未定 2週間
臨床心理学科 4 5人 2週間 未定 2～ 3週間

清和大学
【H16年度実施学生総数 31名】

千葉県木更津市東太田3-4-5　進路指導室　TEL：0438-30-5621
法学部 法律学科 2 31人 1週間程度 未定

千葉経済大学

【H16年度実施学生総数 3名】

千葉県千葉市稲毛区轟町3-59-5　就職課　TEL：043-253-9928

経済学部
経済学科 4 3人 2週間 未定 未定
経営学科 4 未定 未定

千葉工業大学

【H16年度実施学生総数 約120名】

習志野市津田沼2-17-1　学生部キャリアセンター　TEL：047-478-0232
工学部 4 40人 約2～ 3週間 60人 2～ 3週間
社会システム科学部 3，4 60人 約2～ 3週間 80人 2～ 1ヶ月
情報科学部 4 20人 約2～ 3週間 20人 2～ 3週間

千葉商科大学

【H16年度実施学生総数 59名】

市川市国府台1-3-1　就職課キャリア教育係　TEL：047-372-4111

商経学部
市川市国府台1-3-1
就職課キャリア教育係

商学科 2

59人

2週間

100人

2週間

経済学科 2 2週間 2週間

経営学科 2 2週間 2週間

政策情報学部 政策情報学部 2 2週間 2週間

中央学院大学

【H16年度実施学生総数 14名】

千葉県我孫子市久寺家451　就職部就職課　TEL：04-7183-6520
法学部 法学科 4 10人 2週間 未定 2～ 3週間
商学部 商学科 4 4人 2週間 未定 2～ 3週間

東京成徳大学

【H16年度実施学生総数 14名】

八千代市保品字中台谷2014　就職課　TEL：047-488-7115

人文学部

日本伝統文化学科 4 2人

約2週間
国際言語文化学科 4 1人
福祉心理学科 4 4人
臨床心理学科 4 7人
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私立大学

東洋学園大学

【H16年度実施学生総数 26名】

千葉県流山市鰭ヶ崎1660　キャリアセンター　TEL：04-7150-3019
人文学部
千葉県流山市鰭ヶ崎1660
キャリアセンター
TEL：04-7150-3019

2 19人 2週間 未定 2週間

現代経営学部
東京都文京区本郷1-26-3
キャリアセンター
TEL：03-3811-1905

4 7人 2週間 未定 2週間

麗澤大学

【H16年度実施学生総数 35名】

千葉県柏市光ケ丘2-1-1　就職部　TEL：04-7173-3652

外国語学部

英語学科 4 9人
1週間～
1ヶ月 H16と同規模予定

ドイツ語学科 4 2人
中国語学科 4 4人
日本語学科 0人

国際経済学部
国際経済学科 4 7人

1週間～
1ヶ月 H16と同規模予定国際経営学科 4 11人

国際産業情報学科 4 2人

和洋女子大学

【H16年度実施学生総数 36名】

千葉県市川市国府台2-3-1　学生部就職課　TEL：047-371-1125

人文学部
英文学科 4 1人

平均2週間
5人

平均2週間日本文学科 4 3人 5人
国際社会学科 4 3人 5人

家政学部
服飾造形学科 4 12人

平均2週間
10人

平均2週間健康栄養学科 4 9人 10人
生活環境学科 4 8人 5人

亜細亜大学

【H16年度実施学生総数 5名】

東京都武蔵野市境5-24-10　キャリアセンター及び学生センター教学課
キャリアセンター　TEL：0422-36-3270・教学課　TEL：0422-36-3173
経営学部 2 5人 2週間 未定 2週間
経済学部 2 未定 2週間
法学部 2 未定 2週間
国際関係学部 2 未定 2週間

桜美林大学

【H16年度実施学生総数 211名】

東京都町田市常磐町3758　キャリア開発センター　TEL：042-797-6465
経済学部 経済学科 2 19人 2週間程度 2週間程度
国際学部 国際学科 2 28人 2週間程度 2週間程度
経営政策学部 ビジネスマネジメント学科 2 164人 2週間程度 2週間程度

嘉悦大学
【H16年度実施学生総数 42名】

東京都小平市花小金井南町2-8-4　進路指導センター　TEL：0424-60-7646
経営経済学部 経営経済学科 1 42人 2～ 4週間 50人 2～ 4週間

北里大学

【H16年度実施学生総数 482名】

相模原市北里1-15-1　学生サ-ビス部就職課　TEL：042-778-9745
薬学部 1 302人 2週間 270人 2週間

獣医畜産学部

獣医学科 2 110人

1～ 2週間

130人

1～ 2週間
獣医学科 4 54人 66人
動物資源科学科 2 6人 10人
動物資源科学科 4 7人 12人
生物生産環境学科 4 2人 5人

水産学部 水産生物科学科 4 1人 10日 10人 1～ 2週間
医療衛生学部 衛生技術学科 3 30人 1～ 2週間

共立女子大学

【H16年度実施学生総数 34名】

千代田区一ツ橋2-2-1　就職進路課　TEL：03-3237-2450
国際文化学部 国際文化学科 2 20人
全学部 全学科 4 14人 2週間以上

共立薬科大学

【H16年度実施学生総数 46名】

港区芝公園1-5-30　厚生課（就職担当）　TEL：03-5400-2682

薬学部
薬学科 2 34人 1～ 2週間
生物薬学科 2 12人 1～ 2週間

杏林大学

【H16年度実施学生総数 4名】

外国語学部
八王子市宮下町476
教務課
TEL：0426-91-0011

外国語学科 2 4人 10日～ 1ヶ月 50人 10日～ 1ヶ月

国際協力研究科
教務課
TEL：0426-91-0011

国際開発専攻 2 0人 1人 1～ 3ヶ月
国際文化交流専攻 2 0人 1人 1～ 3ヶ月
国際医療協力専攻 2 0人 1人 1～ 3ヶ月



大学名

【H16年度実施学生総数】

インターンシップ総合窓口の住所　部署　TEL

実施学部
（研究科）

学科
（専攻）

大学の関与
（※）

H16見込み H17計画

実施学生数 実施期間 予定学生数 予定期間
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※ 1. インターンシップ教育体系の下で必修科目として実施している　2. インターンシップ教育体系の下で選択科目として実施している
　 3. 学生からのインターンシップ報告に基づき単位認定している　　4. 大学としての単位認定はしていないが実態の把握はしている

私立大学

慶應義塾大学

【H16年度実施学生総数 137名】

環境情報学部
神奈川県藤沢市遠藤5322
CDPオフィス
TEL：0466-49-3409

1 15人 4週間 35人 4週間

総合政策学部
神奈川県藤沢市遠藤5322
CDPオフィス
TEL：0466-49-3409

1 24人 4週間 35人 4週間

商学部
東京都港区三田2-15-45
学生総合センター就職担当
TEL：03-5427-1571

1 30人 12日 30～ 40人 2～ 3週間

理工学部
神奈川県横浜市港北区日吉
3-14-1
学生総合センター就職担当
TEL：045-566-1465

1 68人 10日 80人 10日

工学院大学

【H16年度実施学生総数 148名】

新宿区西新宿1-24-2　教務部新宿教務課　TEL：03-3340-0649

工学部

機械工学科 2 22人

2～ 3週間

30人

2～ 3週間

機械システム工学科 2 29人 40人
応用化学工学科 2 6人 10人
環境化学工学科 2 1人 10人
マテリアル科学科 2 14人 20人
電気工学科 2 25人 30人
電子工学科 2 13人 20人
情報工学科 2 12人 20人
建築学科 2 19人 25人
建築都市デザイン学科 2 4人 10人

工学部第2部 電気電子情報工学科 2 3人 2～ 3週間 5人 2～ 3週間

國學院大學

【H16年度実施学生総数 16名】

東京都渋谷区東4-10-28　インターンシップ事務局（就職課内）　TEL：03-5466-0151
文学部 2 5人 概ね2週間 未定
法学部 2 7人 概ね2週間 未定
経済学部 2 4人 概ね2週間 未定
神道文化学部 2 0人 概ね2週間 未定

駒沢女子大学

【H16年度実施学生総数 51名】

人文学部
東京都稲城市坂浜238
大学事務部
TEL：042-350-7111

空間造形学科 2 35人 2週間 未定 2週間

映像コミュニケーション学科 2 16人 2週間 未定 2週間

実践女子大学

【H16年度実施学生総数 50名】

東京都日野市大坂上4-1-1　キャリアセンター　TEL：042-585-8825
※大学院はインターンシップの単位認定・実態の把握はしていません

文学部
国文学科 2 6人

1～ 4週間
8人

1～ 4週間英文学科 2 9人 8人
美学美術史学科 2 2人 8人

生活科学部
食生活科学科 2 14人

1～ 4週間
10人

1～ 4週間生活環境学科 2 7人 8人
生活文化学科 2 12人 8人

芝浦工業大学

【H16年度実施学生総数 20名】
（うち大学院生数 3名）

工学部

材料工学科 4 1人

1～ 2週間
応用化学科 4 1人
電気工学科 4 3人
土木工学科 2 6人
建築工学科 4 5人
通信工学科 2 1人

工学研究科
電気電子情報工学専攻 4 1人
材料工学専攻 4 1人
機械工学専攻 4 1人



大学名

【H16年度実施学生総数】

インターンシップ総合窓口の住所　部署　TEL

実施学部
（研究科）

学科
（専攻）

大学の関与
（※）

H16見込み H17計画

実施学生数 実施期間 予定学生数 予定期間

※ 1. インターンシップ教育体系の下で必修科目として実施している　2. インターンシップ教育体系の下で選択科目として実施している
　 3. 学生からのインターンシップ報告に基づき単位認定している　　4. 大学としての単位認定はしていないが実態の把握はしている
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私立大学

昭和女子大学

【H16年度実施学生総数 59名】

世田谷区太子堂1-7　就職支援センター　就職担当　TEL：03-3411-5119

文学部

日本文学科 4 1人

1～ 2週間 未定
英米文学科 4 26人
心理学科 4 6人
日本文化史学科 4 1人

生活科学部
生活環境学科 4 17人

1～ 2週間 未定
生活科学科 4 5人

人間社会学部 現代教養学科 4 3人 1～ 2週間 未定

白百合女子大学
【H16年度実施学生総数 1名】

東京都調布市緑ヶ丘1-25　学生・就職課　TEL：03-3326-9326
文学部 国際国文学科 4 1人 8/2～ 9/3

杉野服飾大学
【H16年度実施学生総数 50名】

品川区上大崎4-6-19　就職部就職課　TEL：03-3491-8828
服飾学部 服飾学科 2 50人 2～ 3週間 50人 2～ 3週間

成蹊大学

【H16年度実施学生総数 91名】
（うち大学院生数 2名）

東京都武蔵野市吉祥寺北町3-3-1　就職進路課　TEL：0422-37-3537
経済学部
授業課
TEL：0422-37-3703

2 68人 1～ 3週間 80人 1～ 2週間

法学部 2 21人 1～ 3週間 30人 1～ 2週間
文学部 2 0人 10人 1～ 2週間
経済学研究科 3 1人 2週間 未定
経営学研究科 3 1人 2週間 未定

成城大学
【H16年度実施学生総数 14名】

世田谷区成城6-1-20　就職部　TEL：03-3482-9063
全学部 14人

清泉女子大学

【H16年度実施学生総数 57名】

品川区東五反田3-16-21　学務部学務課　TEL：03-3447-5551

文学部

日本語日本文学科 2 7人 1週間～ 2ヶ月
英語英文学科 2 30人 1週間～ 3ヶ月
スペイン語スペイン文学科 2 8人 1週間～ 1ヶ月
文化史学科 2 2人 2週間
地球市民学科 2 10人 1週間～ 3ヶ月

創価大学

【H16年度実施学生総数 98名】

八王子市丹木町1-236　キャリアセンター　TEL：0426-91-3523
経済学部 経済学科 2 38人 2週間以上 45人 2週間以上
法学部 法律学科 2 13人 2週間以上 20人 2週間以上

文学部

英文学科 2 6人

2週間以上

10人

2週間以上
社会学科 2 12人 15人
人文学科 2 2人 10人
日本語日本文学科 2 1人 5人
外国語学科 2 5人 5人

経営学部 経営学科 2 16人 2週間以上 25人 2週間以上

教育学部
教育学科 2 3人

2週間以上
5人

2週間以上
児童教育学科 2 0人 0人

工学部
情報システム工学科 2 0人

2週間以上
5人

2週間以上生命情報工学科 2 2人 5人
環境共生工学科 2 0人 5人

大東文化大学

【H16年度実施学生総数 27名】

板橋区高島平1-9-1　就職部就職課　TEL：03-5399-7321

文学部
日本文学科 4 1人 2週間

未定英米文学科 4 2人 2～ 4週間
書道学科 4 1人 2週間

外国語学部 英語学科 4 10人 2～ 4週間 未定
法学部
法学部事務室
TEL：03-5399-7338

法律学科 4 1人 3週間 未定

政治学科 2 8人 2週間 8人 2週間

国際関係学部
国際関係学科 4 1人 3週間

未定
国際文化学科 4 1人 2週間

経営学部
経営学部事務室
TEL：03-5399-7326

経営学科 4 1人 2週間 未定

環境創造学部 環境創造学科 4 1人 2週間 未定

多摩大学
【H16年度実施学生総数 50名】

多摩市聖ヶ丘4-1-1　フロンティアセンター就職グループ　TEL：042-337-7118
経営情報学部 経営情報学科 2，3 50人 10日以上 50人 10日以上
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※ 1. インターンシップ教育体系の下で必修科目として実施している　2. インターンシップ教育体系の下で選択科目として実施している
　 3. 学生からのインターンシップ報告に基づき単位認定している　　4. 大学としての単位認定はしていないが実態の把握はしている

私立大学

中央大学

【H16年度実施学生総数 467名】
（うち大学院生数 1名）

八王子市東中野742-1　キャリア支援課　TEL：0426-74-3496
法学部
法学部事務室
TEL：0426-74-3116

全学科 1 70人 約2週間 60人 約2週間

経済学部
経済学部事務室
TEL：0426-74-3312

全学科 2 118人 約2週間 約130人 約2週間

理工学部
文京区春日1-13-27
理工学部事務室
TEL：03-3817-1733

経営システム工学科 1 7人 約2週間 10人 約2週間

理工学部
文京区春日1-13-27
理工キャリア支援課
TEL：03-3817-1972

精密機械工学科 1 3人 約2週間 10人 約2週間

土木工学科 1 － － 40人 約2週間

文学部
文学部事務室
TEL：0426-74-3714

教育学科心理学コース 2 20人 半期または通年 10人 半期または通年
社会学科社会情報学コース
図書館情報学専修 2 3人 10～ 14日 3人 10～ 14日

総合政策学部
事務室
TEL：0426-74-4116

全学科
（フィールドスタディーズ：オーストラリア） 2 10人 2週間 未定 2週間

全学科
（フィールドスタディーズ：スリランカ） 2 15人 2週間 未定 2週間

全学科
（就業体験：ニュージーランド） 2 1人 半年

文学研究科 社会学専攻 4 1人 3ヶ月
法学研究科
大学院事務室
TEL：0426-74-2621

刑事学専攻 4 1人 6ヶ月

理工学研究科
文京区春日1-13-27
理工キャリア支援課
TEL：03-3817-1972

その他全学部（全学窓口） 4 219人
その他全研究科

津田塾大学

【H16年度実施学生総数 20名】

学芸学部
英文学科 4 8人 1週間～ 1ヶ月 20人

2週間～
1年国際関係学科 4 10人 1週間～ 1年 20人

情報数理学科 4 2人 1週間 10人
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　 3. 学生からのインターンシップ報告に基づき単位認定している　　4. 大学としての単位認定はしていないが実態の把握はしている
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私立大学

帝京大学

【H16年度実施学生総数 99名】
（うち大学院生数 8名）

経済学部
東京都八王子市大塚359
キャリアサポートセンター
TEL：0426-78-3307

経済学科 2 16人 2週間

環境ビジネス学科 2 9人 2週間

法学部
東京都八王子市大塚359
キャリアサポートセンター
TEL：0426-78-3307

法律学科 2 12人 2週間

法律学科 3 1人 1年

文学部
東京都八王子市大塚359
キャリアサポートセンター
TEL：0426-78-3307

日本アジア言語文化学科 2 2人 2週間
日本アジア言語文化学科 3 3人 1年
米英言語文化学科 2 4人 2週間
教育学科 2 2人 2週間
教育学科 3 7人 1年
史学科 2 3人 2週間
史学科 3 2人 1年
史学科 4 2人 1年
社会学科 2 10人 2週間
心理学科 2 3人 2週間
国際文化学科 2 3人 2週間

未定
国際文化学科 3 1人 1年

理工学部
栃木県宇都宮市豊郷台1-1
就職室
TEL：028-627-7215

機械・精密システム学科 2 2人

1～ 2週間 未定
航空宇宙工学科 2 0人
電気・電子システム工学科 2 3人
情報科学科 2 0人
バイオサイエンス学科 2 6人

文学研究科 臨床心理学専攻 4 8人 1年 未定
理工学研究科 総合工学専攻 3 0人 未定

東海大学

【H16年度実施学生総数 116名】

平塚市北金目1117　就職部　TEL：0463-50-2081
文学部 4 29人 2週間～ 1ヶ月 未定
政治経済学部 4 5人 2週間～ 1ヶ月 未定
法学部 4 5人 2週間～ 1ヶ月 未定
教養学部 4 12人 2週間～ 1ヶ月 未定
体育学部 4 1人 2週間～ 1ヶ月 未定
理学部 4 8人 2週間～ 1ヶ月 未定
電子情報学部 4 23人 2週間～ 1ヶ月 未定
工学部 4 23人 2週間～ 1ヶ月 未定
第二工学部
渋谷区富ヶ谷2-28-4
教学課
TEL：03-3485-4951

4 1人 2週間～ 1ヶ月 未定

開発工学部
沼津市西野317
就職部沼津就職課
TEL：055-968-1223

4 2人 2週間～ 1ヶ月 未定

海洋学部
静岡市清水折戸3-20-1
就職部清水就職課
TEL：0543-34-0427

4 6人 2週間～ 1ヶ月 未定

健康科学部
伊勢原市望星台
教学課
TEL：0463-90-2003

4 1人 2週間～ 1ヶ月 未定

東京家政大学

【H16年度実施学生総数 16名】

文学部
埼玉県狭山市稲荷山2-15-1
狭山校舎学務部学務課
TEL：04-2952-1630

英語英文学科 2，4 11人 7～ 29日
未定

心理教育学科 2，4 3人 10～ 14日

家政学部
東京都板橋区加賀1-18-1
進路支援センター
TEL：03-3961-2284

服飾美術学科 4 1人 14日
未定

環境情報学科 4 1人 12日
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※ 1. インターンシップ教育体系の下で必修科目として実施している　2. インターンシップ教育体系の下で選択科目として実施している
　 3. 学生からのインターンシップ報告に基づき単位認定している　　4. 大学としての単位認定はしていないが実態の把握はしている

私立大学

東京家政学院大学 東京都町田市相原町2600　教務課　TEL：042-782-9817
※現在は単位認定はしていないが実態の把握はしている。平成18年度から選択科目として実施する

家政学部
家政学科 4

未定 未定
住居学科 4

人文学部

日本文化学科 4

未定 未定
工芸文化学科 4
人間福祉学科 4
文化情報学科 4

東京経済大学

【H16年度実施学生総数 231名】
（うち大学院生数 12名）

国分寺市南町1-7-34　学生支援部キャリアセンター　TEL：042-328-7750
経済学部
学務課
TEL：042-328-7757

2 28人 10日以上 30人 10日以上

経営学部
TEL：042-328-7757

経営学科 2 30人 1週間
流通マーケティング学科 2 86人 1週間 90人 1週間

コミュニケーション学部
TEL：042-328-7757 コミュニケーション学科 2 25人 1週間 30人 1週間

現代法学部
TEL：042-328-7757 現代法学科 2 25人 1週間 30人 1週間

コミュニケーション学研究科
研究課
TEL：042-328-7741

コミュニケーション学専攻 2 11人 2週間 10人 2週間

現代法学研究科
研究課
TEL：042-328-7741

現代法学専攻 2 1人 2週間 5人 2週間

全学部･全研究科 4 55人 10日以上 40人 10日以上

東京工科大学

【H16年度実施学生総数 80名】

八王子市片倉町1404-1　就職部就職課　TEL：0426-37-2117

工学部

電子工学科 2 11人

2～ 4週間程度 未定 2～ 4週間程度
情報工学科 2 16人
機械制御工学科 2 18人
情報通信工学科 2 28人

メディア学部 メディア学科 4 7人 2～ 4週間程度 未定 2～ 4週間程度
パイオニクス学部 バイオニクス学科 4 0人 2～ 4週間程度 未定 2～ 4週間程度
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 4 0人 2～ 4週間程度 未定 2～ 4週間程度
工学研究科 4 0人 未定 2～ 4週間程度
メディア学研究科 4 0人 未定 2～ 4週間程度

東京工芸大学

【H16年度実施学生総数 46名】

神奈川県厚木市飯山1583　キャリア開発センター厚木就職課　TEL：046-242-9500

芸術学部

写真学科 2 7人

2週間

5人

2週間
映像学科 2 7人
デザイン学科 2 4人
メディアアート表現学科 2 9人

工学部

光情報メディア工学科 2 1人

2週間 2週間
画像工学科 2 3人
応用化学科 2 8人
建築学科 2 5人
電子情報工学科 2 2人

東京女学館大学
【H16年度実施学生総数 60名】

東京都町田市鶴間1105　キャリア開発部インターンシップ専門委員会　TEL：042-799-5336
国際教養学部 国際教養学科 1 60人 1ヶ月 60人 1ヶ月

東京女子大学

【H16年度実施学生総数 6名】

杉並区善福寺2-6-1　就職センター　TEL：03-5382-6275

文理学部
社会学科 4 1人 8/2～ 9/3
社会学科 4 1人 8/17～ 9/1
社会学科 4 1人 8/19～ 9/1

現代文化学部
コミュニケーション学科 4 1人 8/2～ 9/3
言語文化学科 4 1人 8/4～ 9/5
言語文化学科 4 1人 8/23～ 9/16



大学名

【H16年度実施学生総数】

インターンシップ総合窓口の住所　部署　TEL

実施学部
（研究科）

学科
（専攻）

大学の関与
（※）

H16見込み H17計画

実施学生数 実施期間 予定学生数 予定期間

※ 1. インターンシップ教育体系の下で必修科目として実施している　2. インターンシップ教育体系の下で選択科目として実施している
　 3. 学生からのインターンシップ報告に基づき単位認定している　　4. 大学としての単位認定はしていないが実態の把握はしている

40

私立大学

東京電機大学

【H16年度実施学生総数 88名】
（うち大学院生数 2名）

千代田区神田錦町2-2　キャリア支援センター　TEL：03-5280-3477

工学部

電気工学科 2 1人 2週間
電子工学科 2 1人 10日
物質工学科 2 5人 2～ 3週間
機械工学科 2，4 6人 2週間
精密機械工学科 2 15人 10日～ 2週間
情報通信工学科 2，4 13人 10日～ 2週間
情報メディア工学科 2，4 4人 10日～ 3週間
建築学科 2 7人 10日～ 3週間

理工学部

数理科学科 2 1人 10日
情報科学科 2 4人 10～ 15日
建設環境工学科 2 27人 8～ 14日
電子情報工学科 2 1人 10日
情報社会学科 2 1人 10日

工学研究科
電気工学専攻 4 1人 3週間
精密システム工学専攻 4 1人 10日

東京富士大学
【H16年度実施学生総数 21名】

東京都新宿区高田馬場3-8-1　進路支援課　TEL：03-3362-8479
経営学部 ビジネス学科 2 21人 2週間 40～ 50人 2週間

東京薬科大学

【H16年度実施学生総数 136名】
（うち大学院生数 8名）

東京都八王子市堀之内1432-1　学生サポートセンター（就職担当）　TEL：0426-76-5110
薬学部 3 105人 3～ 14日 110人 3～ 14日
生命科学部 3 23人 3～ 14日 30人 3～ 14日
薬学研究科 4 4人 3～ 14日 5人 3～ 14日
生命科学研究科 4 4人 3～ 14日 5人 3～ 14日

東京理科大学

【H16年度実施学生総数 113名】
（うち大学院生数 4名）

東京都新宿区神楽坂1-3　学生支援センター部就職課　TEL：03-5228-8125

理学部第一部

数学科 4 2人

1～ 2週間 未定
物理学科 4 1人
化学科 4 1人
数理情報科学科 4 1人

工学部第一部
建築学科 4 1人

1～ 2週間 未定電気工学科 4 1人
機械工学科 4 99人

薬学部 薬学科 4 1人 1～ 2週間 未定
理工学部 機械工学科 2 2人 1～ 2週間 未定
理学研究科 数学専攻 4 2人 1～ 2週間 未定
工学研究科 建築学専攻 4 1人 1～ 2週間 未定
基礎工学研究科 材料工学専攻 4 1人 1～ 2週間 未定

東邦大学

【H16年度実施学生総数 36名】

理学部
船橋市三山2-2-1
学事部学事課理学部教務担当
TEL：047-472-7209

化学科 2 9人

2週間程度 未定
生物学科 2 5人
生物分子科学科 2 6人
情報科学科 2 16人

東洋大学

【H16年度実施学生総数 356名】

工学部
川越市鯨井2100
川越事務部教学課
TEL：049-239-1315

機械工学科 1 146人

2週間程度

150人

2週間程度
建築学科 2 201人 200人
情報工学科 2 3人 10人
応用化学科 1 16人 20人

日本大学

【H16年度実施学生総数 1529名】

生産工学部
千葉県習志野市泉町1-2-1
教務課
TEL：047-474-2223

機械工学科 1 269人 226人
電気電子工学科 1 231人 205人
土木工学科 1 242人 238人
建築工学科 1 218人 248人
応用分子化学科 1 217人 214人
管理工学科 1 224人 210人
数理情報工学科 1 128人 112人



大学名

【H16年度実施学生総数】

インターンシップ総合窓口の住所　部署　TEL
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（研究科）
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（※）
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※ 1. インターンシップ教育体系の下で必修科目として実施している　2. インターンシップ教育体系の下で選択科目として実施している
　 3. 学生からのインターンシップ報告に基づき単位認定している　　4. 大学としての単位認定はしていないが実態の把握はしている

私立大学

日本女子大学

【H16年度実施学生総数 43名】

文京区目白台2-8-1/神奈川県川崎市多摩区西生田1-1-1
学生生活部就職課　TEL：03-5981-3341・学務部西生田学生生活課　TEL：044-952-6817

家政学部

児童学科 4 2人
1週間～
5ヶ月 未定

食物学科 4 4人
住居学科 4 4人
家政経済学科 4 3人

文学部
日本文学科 4 5人

1週間～
5ヶ月 未定英文学科 4 4人

史学科 4 1人

人間社会学部

現代社会学科 4 3人

1週間～
5ヶ月 未定

社会福祉学科 4 2人
教育学科 4 3人
心理学科 4 3人
文化学科 4 4人

理学部
数物科学科 4 2人 1週間～

5ヶ月 未定
物質生物科学科 4 3人

研究科 専攻 4 未定

日本女子体育大学
【H16年度実施学生総数 10名】

東京都世田谷区北烏山8-19-1　就職課　TEL：03-3300-2279
体育学部 2 10人 1～ 3週間 15人 1～ 3週間

文化女子大学

【H16年度実施学生総数 95名】
（うち大学院生数　2名）

服装学部
東京都渋谷区代々木3-22-1
就職相談室
TEL：03-3299-2321

服装造形学科 2 67人
2～ 3週間 未定 2～ 3週間

服装社会学科 2 12人

現代文化学部
東京都小平市上水南町3-2-1
教学部学生課
TEL：042-327-8884

国際文化学科 2 5人
2～ 3週間 未定 2～ 3週間英語英文学科 2 1人

健康心理学科 2 10人
大学院生活環境学研究科 被服学専攻 4 2人 2～ 3週間 未定

文京学院大学

【H16年度実施学生総数 94名】

経営学部
埼玉県入間郡大井町亀久保
1196
企業実習委員会
TEL：049-266-0253

経営学科 2 94人 2週間以上 90～ 100
人 2週間以上

武蔵大学

【H16年度実施学生総数 66名】
（うち大学院生数 1名）

東京都練馬区豊玉上1-26-1　学務事務部庶務課　TEL：03-5984-3727

経済学部
経済学科 2，3 12人

2週間 未定経営学科 2，3 20人
金融学科 2，3 2人

人文学部

欧米文化学科 2，3 4人 2週間
日本文化学科 2，3 3人 2週間
比較文化学科 2，3 4人 2週間
英米比較文化学科 2，3 未定
ヨーロッパ比較文化学科 2，3 未定
日本・東アジア比較文化学科 2，3 未定

社会学部
社会学科 2，3 20人 2週間 未定
メディア社会学科 2，3 0人 未定

経済学研究科
経済学専攻 4 0人 未定
経営 4 1人 2週間 未定

人文科学研究科
欧米文化 4 0人

未定日本文化専攻 4 0人
社会学専攻 4 0人



大学名

【H16年度実施学生総数】

インターンシップ総合窓口の住所　部署　TEL

実施学部
（研究科）

学科
（専攻）

大学の関与
（※）

H16見込み H17計画

実施学生数 実施期間 予定学生数 予定期間

※ 1. インターンシップ教育体系の下で必修科目として実施している　2. インターンシップ教育体系の下で選択科目として実施している
　 3. 学生からのインターンシップ報告に基づき単位認定している　　4. 大学としての単位認定はしていないが実態の把握はしている
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私立大学

武蔵工業大学

【H16年度実施学生総数 56名】
（うち大学院生数 11名）

東京都世田谷区玉堤1-28-1　教務課　TEL：03-3703-3111

工学部

機械システム工学科 3 2人

原則2週間 未定
電子情報工学科 3 2人
建築学科 3 1人
都市基盤工学科 3 15人
システム情報工学科 3 25人

工学研究科

電気工学専攻 3 8人

原則2週間 未定
建築学専攻 3 1人
都市基盤工学専攻 3 1人
エネルギー量子専攻 3 1人

武蔵野大学

【H16年度実施学生総数 155名】

東京都西東京市新町1-1-20　学生支援部就職課　TEL：0424-68-3196

文学部
日本語・日本文学科 2 12人

2～ 4週間
英語・英米文学科 2 25人

現代社会学部
現代社会学科 2 69人

2～ 4週間
社会福祉学科 2 1人

人間関係学部
人間関係学科 2 45人

2～ 4週間
環境学科 2 3人

文・現代社会・人間関係学部 2 180人 2～ 4週間

武蔵野美術大学
【H16年度実施学生総数 38名】

東京都小平市小川町1-736　学生部就職課　TEL：042-342-6048
造形学部 全学科 4 38人 2～ 3週間 40人 2～ 3週間

明治大学

【H16年度実施学生総数 184名】
（うち大学院生数 1名）

千代田区神田駿河台1-1　教務事務部教務課　TEL：03-3296-4200
商学部
商学部事務室
TEL：03-3296-4161

2 20人 2週間 未定 2週間

政治経済学部
政治経済学部事務室
TEL：03-3296-4173

2 84人 2週間 未定 2週間

理工学部
川崎市多摩区東三田1-1-1
理工学部事務室
TEL：044-934-7561

2 15人 2週間 未定 2週間

経営学部
経営学部事務室
TEL：03-3296-4194

2 46人 2週間 未定 2週間

その他の学部 4 19人 2週間 未定 2週間

明治学院大学
【H16年度実施学生総数 27名】

東京都港区白金台1-2-37　キャリアセンター　TEL：03-5421-5162
全学部 全学科 4 27人

明治薬科大学
【H16年度実施学生総数 50名】

東京都清瀬市野塩2-522-1　入試・進路支援グループ　進路チーム　TEL：0424-95-8864
※H17年度より単位化する

薬学部 4 50人 4～ 7日 60人 4～ 7日

明星大学

【H16年度実施学生総数 10名】

日野市程久保2-1-1　就職課　TEL：042-591-5124

全学部・全研究科 4 10人 5日～ 3週間 30人 1～ 3週間
程度

目白大学

【H16年度実施学生総数 3名】

新宿区中落合4-31-1　進路指導課　TEL：03-5996-3124

人間社会学部
心理カウンセリング学科
メディア表現学科 3 2人 2週間
社会情報学科 3 1人 2週間

経営学部 経営学科

立教大学

【H16年度実施学生総数 235名】

豊島区西池袋3-34-1　キャリアセンター　TEL：03-3985-2433
全学部 全学科 1 205人 約2週間 250人 約2週間
経済学部
豊島区西池袋3-34-1
社会科学系事務室
TEL：03-3985-3377

経済学科 1 2人 約2週間 20人 約2週間

社会学部
TEL：03-3985-3377 産業関係学科 1 28人 約2週間 30人 約2週間
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※ 1. インターンシップ教育体系の下で必修科目として実施している　2. インターンシップ教育体系の下で選択科目として実施している
　 3. 学生からのインターンシップ報告に基づき単位認定している　　4. 大学としての単位認定はしていないが実態の把握はしている

私立大学

立正大学

【H16年度実施学生総数 104名】

品川区大崎4-2-16　キャリアサポートセンター　TEL：03-3492-6697

心理学部 臨床心理学科 2，3 11人
原則として夏
期休暇期間の
うち2週間

地球環境科学部
環境システム学科 2，3 22人 原則として夏

期休暇期間の
うち2週間地理学科 2，3 7人

社会福祉学部
人間福祉学科 2，3 1人 原則として夏

期休暇期間の
うち2週間社会福祉学科 2，3 4人

法学部 法学科 2，3 13人
原則として夏
期休暇期間の
うち2週間

経営学部 経営学科 2，3 20人
原則として夏
期休暇期間の
うち2週間

経済学部 経済学科 2，3 10人
原則として夏
期休暇期間の
うち2週間

文学部

史学科 2，3 3人
原則として夏
期休暇期間の
うち2週間

社会学科 2，3 4人
文学科 2，3 6人
哲学科 2，3 3人

仏教学部
仏教学科 2，3 0人 原則として夏

期休暇期間の
うち2週間宗学科 2，3 0人

LEC東京リーガル
マインド大学
【H16年度実施学生総数 4名】

東京都千代田区三崎町2-7-10　キャリア開発部就職支援課　TEL：03-3222-5178

総合キャリア学部 総合キャリア学科 1 4人 1～ 2週間 50人 1～ 2週間

和光大学

【H16年度実施学生総数 48名】

東京都町田市金井町2160　進路指導課　TEL：044-989-7492

人間関係学部
人間関係学科 2 7人

約2週間 約2週間
人間発達学科 2 6人

表現学部
文学科 2 1人

約2週間
約2週間

表現文化学科 2 5人
芸術学科 2 3人

経済経営学部
経済学科 2 14人

約2週間
経営メディア学科 2 12人
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　 3. 学生からのインターンシップ報告に基づき単位認定している　　4. 大学としての単位認定はしていないが実態の把握はしている
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私立大学

早稲田大学

【H16年度実施学生総数 467名】
（うち大学院生数 170名）

新宿区西早稲田1-6-1　キャリアセンター　インターンシップ・オフィス　TEL：03-5286-3936

政治経済学部 政治学科 2 22人
2～ 8週間経済学科 2 26人

国際政治経済学科 2 1人
法学部

2 60人 2～ 8週間

第一文学部
総合人文学科 2 29人 2～ 8週間

第二文学部
2 42人 2～ 8週間

教育学部

英語英文学科 2 6人

2～ 8週間
教育学科 2 9人
国語国文科 2 3人
社会科 2 11人

商学部 2 21人 2～ 8週間

理工学部

応用物理学科 2 1人

2～ 8週間

経営システム工学科 2 3人
建築学科 2 3人
社会環境工学科 2 5人
情報学科 2 1人
数理科学科 2 1人
物質開発工学科 2 1人

社会科学部 社会科学科 2 25人 2～ 8週間

人間科学部

健康福祉科学科 2 5人

2～ 8週間

人間環境科学科 2 3人
人間基礎科学科 2 2人
人間健康科学科 2 3人
人間情報科学科 2 5人
人間環境科学科 2 1人
スポーツ科学科 2 4人

国際教養学部 国際教養科学科 2 2人 2～ 8週間

スポーツ科学部
スポーツ医科学科 2 1人

2～ 8週間
スポーツ文化学科 2 1人

教育学研究科 2 1人 2～ 8週間
理工学研究科 2 74人 2～ 8週間
アジア太平洋研究科 2 7人 2～ 8週間
公共経営研究科 2 51人 2～ 8週間
法務研究科 2 36人 2～ 8週間
経済学研究科 2 1人 2～ 8週間

麻布大学

【H16年度実施学生総数 6名】

相模原市渕野辺1-17-71　教務課　TEL：042-754-7111
獣医学部 動物応用科学科 2 120人 10日程度
環境保健 環境政策 2 6人 120人 8～ 15日
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※ 1. インターンシップ教育体系の下で必修科目として実施している　2. インターンシップ教育体系の下で選択科目として実施している
　 3. 学生からのインターンシップ報告に基づき単位認定している　　4. 大学としての単位認定はしていないが実態の把握はしている

私立大学

神奈川大学

【H16年度実施学生総数 161名】
（うち大学院生数 1名）

神奈川県横浜市神奈川区六角橋3-27-1　学修進路支援部就職課　TEL：045-481-5661

法学部
法律学科 4 3人

1～ 2週間 未定 1～ 2週間
自治行政学科 4 7人

経済学部
経済学科 4 13人

1～ 3週間 未定 1～ 2週間
貿易学科 4 6人

外国語学部
神奈川県横浜市神奈川区
六角橋3-27-1
TEL：045-481-5661

スペイン語学科 4 28人 1～ 3週間 未定 1～ 2週間

工学部
機械工学科 4 3人

1～ 2週間 未定 1～ 2週間応用化学科 4 2人
経営工学科 4 2人

経営学部
平塚市土屋2946
TEL：0463-59-4111

国際経営学科 2 87人 2～ 3週間 100人 2～ 3週間

国際経営学科 4 4人 1～ 2週間 未定 1～ 2週間

理学部
情報科学科 4 4人

1～ 2週間 未定 1～ 2週間
生物化学科 4 1人

工学研究科 電気電子情報工学専攻 4 1人 1日 未定 1～ 2週間

神奈川工科大学

【H16年度実施学生総数 15名】

厚木市下荻野1030　学務部教務課　TEL：046-241-1213

工学部

機械工学科 2 1人 3週間 未定 2週間～ 1ヶ月
電気電子工学科 2 2人

2週間 未定 2週間～ 1ヶ月
応用化学工学科 2 6人
システムデザイン工学科 2 5人
福祉システム工学科 2 1人

関東学院大学

【H16年度実施学生総数 118名】
（うち大学院生数 2名）

横浜市金沢区六浦東1-50-1　就職課　TEL：045-786-7017

文学部
英語英米文学科 3 4人

2週間
10人

2週間比較文化学科 3 3人 10人
現代社会学科 3 1人 10人

経済学部
経済学科 3 7人

2週間
30人

2週間
経営学科 3 16人 30人

工学部
機械工学科 3 3人

2週間
10人

2週間
電気電子工学科 3 3人 10人

法学部
法律学科 3 27人 2週間 30人 2週間
法政策学科 3 8人 2週間 10人 2週間

人間環境学部

現代コミュニケーション学科 4 36人 2週間 20人 2週間
人間環境デザイン学科 4 4人

2週間
10人

2週間健康栄養学科 4 3人 10人
人間発達学科 4 1人 10人

経済学研究科 経営学専攻 4 1人 2週間 0人
工学研究科 土木工学専攻 4 1人 2週間 0人

相模女子大学

【H16年度実施学生総数 25名】

学芸学部
相模原市文京2-1-1
就職課
TEL：042-742-1734

4 8人 2週間 15人 2週間

学芸学部
相模原市文京2-1-1
人間社会学科
TEL：042-742-1411

人間社会学科 2 17人 2週間 25人 2週間

産能大学

【H16年度実施学生総数 112名】

伊勢原市上粕屋1573　湘南キャンパス事務部　教務課　TEL：0463-92-2213
経営情報学部 経営情報学科 2 68人 2週間･1ヶ月 70人 2週間･1ヶ月
経営学部 経営学科 2 44人 2週間･1ヶ月 50人 2週間･1ヶ月

松蔭大学 厚木市森の里若宮9-1　就職委員会　TEL：046-247-1511

経営文化学部
ビジネスマネージメント学科
異文化コミュニケーション学科
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私立大学

湘南工科大学

【H16年度実施学生総数 41名】

藤沢市辻堂西海岸1-1-25　教務課　TEL：0466-30-0273

工学部

機械システム工学科 2，3 16人

8月～ 9月

15人

8月～ 9月

電気電子メディア工学科 2，3 1人 5人
情報工学科 2，3 7人 5人
マテリアル工学科 2，3 11人 8人
システムコミュニケーション工学科 2，3 6人 12人
機械デザイン工学科 2，3 － － 8人

昭和音楽大学

【H16年度実施学生総数 35名】

音楽芸術運営学科
神奈川県厚木市関口808
TEL：046-245-1055

アートマネジメントコース 1，2 34人 2週間程度 30人 2週間程度

音楽芸術運営専攻
TEL：046-245-1055 1 1人 2週間 1人 2週間

桐蔭横浜大学

【H16年度実施学生総数 7名】
（うち大学院生数 2名）

横浜市青葉区鉄町1614　キャリア情報センター　TEL：045-974-5006
法学部 法律学科 4 3人 2週間～ 1ヶ月
工学部 電子情報学科 3 2人 2週間～ 1ヶ月

工学研究科
医用工学専攻 4 1人 2週間
情報・機械専攻 4 1人 1週間

フェリス女学院大学

【H16年度実施学生総数 73名】

横浜市泉区緑園4-5-3　就職課　TEL：045-812-9148

文学部

英文学科 2 8人 2週間
英文学科 2 7人 4週間
英文学科 3 1人 4週間
日本文学科 2 5人 2週間
日本文学科 2 3人 4週間
日本文学科 3 2人 6ヶ月
コミュニケーション学科 2 5人 2週間

国際交流学部
国際交流学科 2 19人 2週間
国際交流学科 2 15人 4週間
国際交流学科 3 5人 4週間

音楽学部
声楽科 2 1人 2週間
器楽科 2 1人 2週間
音楽芸術学科 2 1人 2週間

横浜商科大学

【H16年度実施学生総数 9名】

横浜市鶴見区東寺尾4-11-1　学務部就職指導室　TEL：045-583-9009

商学部
商学科 4 2人 2週間

未定 2週間程度貿易・観光学科 4 5人 1～ 2週間
経営情報学科 4 2人 1～ 2週間

国際大学

【H16年度実施学生総数 39名】
（うち大学院生数 39名）

新潟県南魚沼郡大和町大字穴地新田777　学生センター事務室　TEL：025-779-1103

国際関係学研究科
国際関係学専攻 4 5人

1～ 3ヶ月
7人

1～ 3ヶ月
国際開発学専攻 4 4人 14人

国際経営学研究科
国際経営学専攻 4 26人 3週間～ 3ヶ月 13人

1～ 3ヶ月
Eビジネス経営学専攻 4 4人 2週間～ 3ヶ月 1人

長岡大学
【H16年度実施学生総数 20名】

新潟県長岡市御山町80-8　インターンシップ委員会　TEL：0258-39-1607
産業経営学部 産業経営学科 2 20人 2週間 20人 2週間

長岡造形大学

【H16年度実施学生総数 21名】

長岡市宮関町197　就職進路開発課　TEL：0258-21-3341

造形学部
環境デザイン学科 3 12人

夏休み中 未定
産業デザイン学科 4 9人

新潟経営大学
【H16年度実施学生総数 2名】

新潟県加茂市希望ヶ丘2909-2　就職指導課　TEL：0256-53-3016
経営情報学部 経営情報学科 2 2人 2週間 20人 2週間程度

新潟国際情報大学

【H16年度実施学生総数 69名】

新潟市みずき野3-1-1　学務課　TEL：025-239-3111

情報文化学部
情報システム学科 2 51人 夏期休業期間

約10日 未定 夏期休業期間
情報文化学科 4 18人

新潟産業大学

【H16年度実施学生総数 21名】

柏崎市軽井川4730　就職課　TEL：0257-24-8437
経済学部 経済学科 2 16人

2週間
約20人

2週間
人文学部 環日本海文化学科 2 5人 約10人
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※ 1. インターンシップ教育体系の下で必修科目として実施している　2. インターンシップ教育体系の下で選択科目として実施している
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私立大学

新潟薬科大学

【H16年度実施学生総数 85名】

新潟県新津市東島265-1　就職支援室　TEL：0250-25-5000

応用生命科学部

応用生命科学科 4 31人 1週間 50人 1～ 2週間
応用生命科学科 4 5人 10日
応用生命科学科 4 1人 2週間
食品科学科 4 34人 1週間 50人 1～ 2週間
食品科学科 4 10人 10日
食品科学科 4 4人 2週間

帝京科学大学
【H16年度実施学生総数 12名】

山梨県北都留郡上野原町八ツ沢2525　教務課　TEL：0554-63-6913
理工学部 2 12人 7～ 15日 30人 7～ 15日

身延山大学
【H16年度実施学生総数 1名】

山梨県南巨摩郡身延町身延3567　就職情報室　TEL：0556-62-0107
仏教学部 仏教学科 3 1人 2週間 2人 2週間

山梨学院大学

【H16年度実施学生総数 68名】

山梨県甲府市酒折2-4-5　教務部学務課　TEL：055-224-1310

法学部
法学科 2 10人 1～ 2週間 10～ 20人 1～ 2週間
政治行政学科 2 26人 1～ 2週間 20人 1～ 2週間

商学部 商学科 2 13人 1～ 2週間 10～ 20人 1～ 2週間
経営情報学部 経営情報学科 2 19人 1～ 2週間 20人 1～ 2週間

長野大学
【H16年度実施学生総数 15名】

産業社会学部
産業社会学科 2 5人 2週間 10人 2週間
産業情報学科 2 10人 2週間 10人 2週間

高岡法科大学
【H16年度実施学生総数 29名】

富山県高岡市戸出石代307-3　就職委員会　就職課　TEL：0766-63-3388
法学部 法律学科 2，3 29人 1～ 2週間 35人 1～ 2週間

富山国際大学

【H16年度実施学生総数 44名】

富山県上新川郡大山町東黒牧65-1　学生部学生課　TEL：076-483-8000
人文社会学部 人文社会学科 2 20人 1～ 2週間 未定 1～ 2週間
地域学部 環境情報ビジネス学科 2 24人 1～ 2週間 未定 1～ 2週間

金沢星稜大学
【H16年度実施学生総数 53名】
（うち大学院生数 1名）

金沢市御所町丑10-1　学生課　TEL：076-253-3918

経済学部 3 53人

北陸大学

【H16年度実施学生総数 53名】

金沢市太陽が丘1-1　就職指導室　TEL：076-229-6001

外国語学部
英米語学科 4 16人 8～ 9月

約7～ 10日 8月予定
中国語学科 4 1人

法学部
政治学科 4 6人 8～ 9月

約7～ 10日 8月予定
法律学科 4 30人

仁愛大学

【H16年度実施学生総数 30名】

福井県武生市大手町3-1-1　学生部教務課　TEL：0778-27-2010

人間学部
心理学科 2，3 22人 1週間 15人 1週間
コミュニケーション学科 2，3 8人 1週間 15人 1週間

福井工業大学
【H16年度実施学生総数 24名】

福井市学園3-6-1　就職支援課　TEL：0776-29-7868
工学部 全学科 2 24人 1～ 2週間 50人 1～ 2週間

朝日大学

【H16年度実施学生総数 20名】

岐阜県瑞穂市穂積1851　就職・課外活動支援課　TEL：058-329-1062
法学部 法学科 2 3人

経営学部
経営学科 2 2人
情報管理学科 2 8人
ビジネス企画学科 2 7人

岐阜経済大学

【H16年度実施学生総数 21名】

大垣市北方町5-50　学生支援部 キャリア支援課　TEL：0584-77-3500

経済学部
経済学科 2 11人
コミュニティ福祉政策学科 2 4人

経営学部
ビジネス戦略学科 2 1人
経営情報学科 2 5人

東海女子大学

【H16年度実施学生総数 1名】

岐阜県各務原市那加桐野町5　就職部　TEL：0583-89-2200

人間関係学部
心理学科 2 1人 10日 5人 10日
人間関係学科 2 5人 10日

文学部 総合文化学科 2 5人 10日

静岡産業大学
【H16年度実施学生総数 12名】

経営学部 経営環境学科
情報マネジメント学科 2 12人 4～ 10日 未定
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私立大学

静岡文化芸術大学

【H16年度実施学生総数 171名】
（うち大学院生数 8名）

浜松市野口町1794-1　教務室　TEL：053-457-6114

文化政策学部
国際文化学科 2 40人

約2週間 未定 約2週間文化政策学科 2 22人
芸術文化学科 2 32人

デザイン学部
生産造形学科 2 30人

約2週間 未定 約2週間技術造形学科 2 16人
空間造形学科 2 23人

文化政策研究科 2 未定
デザイン研究科 1 8人 約1ヶ月 未定

静岡理工科大学

【H16年度実施学生総数 84名】

袋井市豊沢2200-2　学生事務部学務課　TEL：0538-45-0114

理工学部

機械工学科 2 18人

2週間程度

20人程度

2週間程度
電気電子情報工学科 2 11人 20人程度
情報システム学科 2 31人 30人程度
物質生命科学科 2 24人 20人程度

浜松大学

【H16年度実施学生総数 39名】

国際経済学部

国際経済学科 2 7人 2～ 4週 5 2～ 4週

国際経済学科 2 19人
4月～ 7月 
夏休み

9月～ 1月
10 夏休み

2月～ 3月

経営情報学部 2 9人
4月～ 7月 
夏休み

9月～ 1月
全学部（2学部） 2 4人 約1ヶ月 4 約1ヶ月

愛知大学

【H16年度実施学生総数 72名】

豊橋市町畑町1-1　キャリア支援課　TEL：0532-47-4119
文学部 4 6人 約2週間
経済学部 4 16人 約2週間
国際コミュニケーション学部 4 7人 約2週間
法学部 4 12人 約2週間
経営学部 4 29人 約2週間
現代中国学部 4 2人 約2週間

愛知学院大学

【H16年度実施学生総数 150名】

愛知県日進市岩崎町阿良池12　就職部　TEL：0561-73-1111
文学部 宗教学科 4 1人 10日 10人 10日

文学部
歴史学科 4 8人

10日
10人

10日国際文化学科 4 12人 20人
日本文化学科 4 5人 10人

心身科学部
心理学科 4 12人

10日
20人

10日
健康科学科 0人 5人

商学部
商学科 2，3 10人

10日
20人

10日
産業情報学科 2，3 2人 20人

経営学部
経営学科 2，3 25人

10日～ 1ヶ月
30人

10日
国際経営学科 2，3 18人 30人

法学部
法律学科 4 17人

10日
30人

10日
現代社会法律学科 4 13人 30人

情報社会政策学部 情報社会政策学科 2，3 27人 10日 40人 10日

愛知学泉大学

【H16年度実施学生総数 49名】

経営学部
豊田市大池町汐取1
教務課
TEL：0565-35-1313

経営学科 2 33人
2週間 2週間

経営情報学科 2 16人

愛知工科大学 蒲郡市西迫町馬乗50-2　就職指導室　TEL：0533-68-1135

工学部
電子情報工学科 4 0人
機械システム工学科 4 0人



大学名

【H16年度実施学生総数】

インターンシップ総合窓口の住所　部署　TEL

実施学部
（研究科）

学科
（専攻）

大学の関与
（※）

H16見込み H17計画

実施学生数 実施期間 予定学生数 予定期間

49

※ 1. インターンシップ教育体系の下で必修科目として実施している　2. インターンシップ教育体系の下で選択科目として実施している
　 3. 学生からのインターンシップ報告に基づき単位認定している　　4. 大学としての単位認定はしていないが実態の把握はしている

私立大学

愛知工業大学

【H16年度実施学生総数 129名】

豊田市八草町八千草1247　インターンシップ支援センター　TEL：㈹0565-48-8121　内線1060

工学部

電気工学科 2 22人

2週間以上

20人
電子工学科 2 11人 20人
応用化学科 2 13人 20人
機械工学科 2 17人 20人
土木工学科 2 15人 20人
建築学科 2 4人 20人
建築工学科 2 5人 20人
情報通信工学科 2 4人 20人

経営情報科学部
経営情報学科 2 33人

2週間以上
20人

マーケティング情報学科 2 5人 20人

愛知産業大学

【H16年度実施学生総数 31名】

岡崎市岡町原山12-5　インターンシップ委員会　TEL：0564-48-3191
経営学部 経営学科 2 18人 2週間 20人 2週間

造形学部
産業デザイン学科 2 11人 2週間 10人 2週間
建築学科 2 2人 2週間 5人 2週間

愛知淑徳大学

【H16年度実施学生総数 49名】

名古屋市千種区桜ヶ丘23　星が丘キャンパス　進路支援センター　TEL：052-782-6035
文学部
愛知県愛知郡長久手町長湫
片平9　長久手キャンパス
教授　上原衛
TEL：0561-62-4111

国文学科 4 2人 10日､19日 10人 10日

英文学科 4 4人 8日､10日 10人 10日

図書館情報学科 4 1人 10日 10人 10日

現代社会学部 現代社会学科 4 11人 7日､9日､
10日､11日 30人 10日

ビジネス学部 ビジネス学科 2 16人 10日 30人 10日

コミュニケーション学部

ビジネスコミュニケーション
学科 4 2人 10日､13日 20人 10日

言語ビジネスコミュニケー
ション学科 4 4人 8日､10日､

11日 10人 10日

文化創造学部 文化創造学科 4 9人
7日､8日､9日､
10日､20日､
22日､26日

20人 10日

医療福祉学部
医療貢献学科 4 0人 5人 10日
福祉貢献学科 4 0人 5人 10日

愛知文教大学 小牧市大字大草字年上坂5969-3　就職指導部　TEL：0568-78-2211
国際文化学部 国際文化学科 4 1～ 2週間

桜花学園大学

【H16年度実施学生総数 20名】

豊田市太平町七曲12-1　教務課　TEL：0565-35-3131
人文学部
豊明市栄町武侍48
教務課
TEL：0562-97-1306

人間関係学科 2，3 10人 3週間 10人 2～ 3週間

観光文化学科 2，3 10人 3週間 10人 2～ 3週間

保育学部 保育学科 2，3 3人 2～ 3週間 5人 2～ 3週間

金城学院大学

【H16年度実施学生総数 186名】

名古屋市守山区大森2-1723　大学インターンシップ委員会　TEL：052-798-0180
文学部 全学科 2 30人 2週間 50人 2週間
生活環境学部 全学科 2 33人 2週間 50人 2週間
現代文化学部 全学科 2 94人 2週間 100人 2週間
人間科学部 全学科 2 39人 2週間 50人 2週間

大同工業大学

【H16年度実施学生総数 38名】
（うち大学院生数 1名）

工学部
機械工学科 2 20人 2週間 25人 2週間
情報機械システム工学科 2 5人 2週間 10人 2週間
建築学科 2 12人 2週間 15人 2週間

工学研究科 建設工学専攻 2 1人 2週間 3人 2週間
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　 3. 学生からのインターンシップ報告に基づき単位認定している　　4. 大学としての単位認定はしていないが実態の把握はしている
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私立大学

中京大学

【H16年度実施学生総数 88名】

名古屋市昭和区八事本町101-2　キャリアセンター　TEL：052-835-7166
文学部
TEL：052-835-7111 国文学科 4 2人 1～ 4週間

120人 1～ 4週間

心理学部 心理学科 4 4人 1～ 4週間
社会学部 社会学科 4 5人 1～ 4週間
法学部
※単位認定型もあります
（教授指導）

法律学科 4 11人
1～ 4週間

法律学科 2，3 7人

経済学部 経済学科 4 9人 1～ 4週間
経営学部 経営学科 2，3 17人 1～ 4週間
商学部 商学科 2，3 11人

1～ 4週間
情報科学部

情報科学科 4 4人
認知科学科 4 1人 1～ 4週間

体育学部
体育科学科 4 1人

1～ 4週間
健康科学科 4 4人

国際英語学部
国際英語学科 4 5人

1～ 4週間
英米文化学科 4 7人

中京女子大学 大府市横根町名高山55　学生進路支援室　TEL：0562-46-1219

健康科学部、人文学部
健康スポーツ科学科、
栄養科学科、児童学科、
アジア学科

3 3人 1週間未満 0人 1週間未満

中部大学

【H16年度実施学生総数 89名】
（うち大学院生数 3名）

春日井市松本町1200　教務部　教務課　TEL：0568-51-1111

工学部

機械工学科 2 2人

2週間 未定 2週間

電気工学科 2 1人
電子工学科 2 3人
土木工学科 2 4人
建築学科 2 6人
応用化学学科 2 7人

経営情報学部
経営情報学科 2 34人

2週間 未定 2週間
経営学科 2 13人

国際関係学部 国際関係学科 2 2人 2週間 未定 2週間
人文学部 コミュニケーション学科 2 1人 2週間 未定 2週間

応用生物学部
応用生物化学科 2 2人

2週間 未定 2週間
環境生物科学科 2 11人

工学研究科
電気電子工学専攻 4 2人

2週間 未定 2週間
情報工学専攻 4 1人

同朋大学
【H16年度実施学生総数 6名】

社会福祉学部 社会福祉学科 4 6人
1～ 2週間､
不定期で半年
程度もあり

10人
1～ 2週間､
不定期で半年
程度もあり

東邦学園大学
【H16年度実施学生総数 35名】

名古屋市名東区平和が丘3-11　進路支援センター　TEL：052-782-1964
経営学部 地域ビジネス学科 2 35人 2週間 100人 2週間

豊橋創造大学

【H16年度実施学生総数 21名】

豊橋市牛川町字松下20-1　インターンシップ委員会　TEL：0532-54-2111

経営情報学部
経営情報学科 2 16人 2週間 15人 2週間
メディア・ネットワーク学科 2 5人 2週間 15人 2週間

名古屋学院大学

【H16年度実施学生総数 132名】

瀬戸市上品野町1350　キャリアセンター　TEL：0561-42-0340

経済学部
経済学科 2 35人 30人
政策学科 2 24人 20人

商学部
商学科 2 31人 30人
情報ビジネスコミュニケーション学科 2 7人 10人

外国語学部
英米語学科 2 29人 30人
中国語学科 2 6人 5人

名古屋経済大学

【H16年度実施学生総数 5名】

犬山市字内久保61-の1　教務部　TEL：0568-67-0511
経済学部 2 2人 2週間 10人 2週間
経営学部 2 3人 2週間 10人 2週間
法学部 2 14人 2週間

名古屋産業大学
【H16年度実施学生総数 4名】

尾張旭市新居町山の田3255-5　就職課　TEL：0561-55-3078
環境情報ビジネス学部 環境情報ビジネス学科 4 4人 1週間 未定
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※ 1. インターンシップ教育体系の下で必修科目として実施している　2. インターンシップ教育体系の下で選択科目として実施している
　 3. 学生からのインターンシップ報告に基づき単位認定している　　4. 大学としての単位認定はしていないが実態の把握はしている

私立大学

名古屋商科大学

【H16年度実施学生総数 8名】

愛知県日進市米野木町三ヶ峯4-4　教学部門教務担当・進路支援センター　TEL：0561-73-3005

総合経営学部
経営学科 2，4 4人 2週間 未定
マーケティング学科 4 1人 4週間 未定

経営情報学部 経営情報学科 4 1人 2週間 未定
外国語学部 英語コミュニケーション学科 4 2人 4週間 未定

名古屋女子大学
【H16年度実施学生総数 22名】

名古屋市瑞穂区汐路町3-40　学事課キャリア支援オフィス　TEL：052-852-1117
全学 4 22人 2週間 40人 2週間

名古屋文理大学

【H16年度実施学生総数 11名】

稲沢市稲沢町前田365　インターンシップ委員会　TEL：0587-23-2400

情報文化学部
情報文化学科 2 7人 1～ 2週間 20人 1～ 2週間
社会情報学科 2 4人 1～ 2週間 5人 1～ 2週間

南山大学

【H16年度実施学生総数 153名】

名古屋市昭和区山里町18　インターンシップ委員会事務局　TEL：052-832-3126

人文学部
人類文化学科 2 8人

2週間心理人間学科 2 6人
日本文化学科 2 5人

外国語学部

英米学科 2 16人

2週間
スペイン・ラテンアメリカ学科 2 4人
ドイツ学科 2 4人
アジア学科 2 3人

経済学部 経済学科 2 24人 2週間
経営学部 経営学科 2 19人 2週間
法学部 法律学科 2 20人 2週間
総合政策学部 総合政策学科 2 31人 2週間

数理情報学部
情報通信学科 2 6人

2週間
数理科学科 2 3人

外国語学部 フランス学科 2 4人 2週間
全学部 全学科 2 160人 2週間

日本福祉大学

【H16年度実施学生総数 163名】

愛知県知多郡美浜町奥田会下前35-6　学習支援・キャリア開発課　TEL：0569-87-2321

経済学部
経済学科 2 61人

2週間
73人

2週間･4週間
経営開発学科 2 61人 1人

社会福祉学部
社会福祉学科 2 4人

2週間
1人

2週間
保健福祉学科 2 2人 4人

情報社会科学部 情報社会科学科 2 35人 2週間 2週間

福祉経営学部
医療・福祉マネジメント学科 2 0人 103人

2週間
国際福祉開発マネジメント学科 2 0人 22人

人間環境大学

【H16年度実施学生総数 24名】

岡崎市本宿町上三本松6-2　就職・進路相談室　TEL：0564-66-6120

人間環境学部 人間環境学科 2 24人 7月～ 9月の
2週間 30人 7月～ 9月の

2週間

名城大学

【H16年度実施学生総数 318名】

名古屋市天白区塩釜口1-501　就職センター　TEL：052-838-2039

法学部
法学科 2 27人

1～ 2週間 未定 2週間程度
応用実務法学科 2 31人

経営学部
経営学科 2 21人

1～ 2週間 未定 2週間程度
国際経営学科 2 43人

経済学部
経済学科 2 30人

1～ 2週間 未定 2週間程度
産業社会学科 2 8人

理工学部

数学科 4 2人

1～ 2週間 未定 2週間程度
機械システム工学科 2 39人
建設システム工学科 2 42人
環境創造学科 2 19人
建築学科 2 19人

農学部
生物資源学科 2 10人

1～ 2週間 未定 2週間程度
応用生物化学科 2 16人

都市情報学部 都市情報学科 2 8人 1～ 2週間 未定 2週間程度
人間学部 人間学科 4 3人 1～ 2週間 未定 2週間程度
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私立大学

鈴鹿国際大学

【H16年度実施学生総数 8名】

鈴鹿市郡山町663-222　キャリア支援センター　TEL：0593-72-3938

国際学部

国際関係学科 2 2人

2週間 未定
国際文化学科 2 3人
観光学科 2 2人
英米語学科 2 1人

松阪大学 三重県松阪市久保町1846　就職指導室　TEL：0598-29-1122

政策学部
政策学科 2 0人

約12日 未定 約12日
地域経営学科 4 0人

四日市大学

【H16年度実施学生総数 31名】

四日市市萱生町1200　渉外部就職課　TEL：0593-65-6721
経済学部 経営学科 4 1人 10日 未定
環境情報学部 環境情報学科 2 18人 10日以上 未定
総合政策学部 総合政策学科 2 12人 8日以上 未定

成安造形大学

【H16年度実施学生総数 45名】

大津市仰木の里東4-3-1　就職進路課　TEL：077-574-2111

造形学部
デザイン科 2 26人 夏期休暇中

約2週間 35人

造形美術科 2 19人 夏期休暇中
約2週間 25人

平安女学院大学

【H16年度実施学生総数 34名】

生活環境学部
大阪府高槻市南平台5-81-1
TEL：072-696-4924

生活環境学科 2 19人 2週間～ 1ヶ月 未定

現代文化学部

国際コミュニケーション学科
滋賀県守山市三宅町250
TEL：077-581-9015

1 15人 2週間～ 1ヶ月 未定

現代福祉学科 4 1人 6ヶ月 未定

大谷大学

【H16年度実施学生総数 11名】

京都市北区小山上総町　進路就職センター　TEL：075-411-8118

文学部

真宗学科 2 0人

2～ 4週間 未定 2～ 4週間

仏教学科 2 0人
哲学科 2 3人
社会学科 2 6人
史学科 2 0人
文学科 2 0人
国際文化学科 2 2人
人文情報学科 2 0人

文学研究科 4 0人 2～ 4週間 未定 2～ 4週間

京都外国語大学
【H16年度実施学生総数 75名】

京都市右京区西院笠目町6　キャリアサポートセンター　TEL：075-322-6017～ 8
外国語学部 2 75人 2～ 4週間 未定 2～ 4週間

京都学園大学

【H16年度実施学生総数 39名】

京都府亀岡市曽我部町南条大谷1-1　キャリアサポートセンター　TEL：0771-29-2260
全学部
（キャリアサポートセンター） 全学科 3 28人 2週間程度 30人 2週間程度

経済学部
教務課
TEL：0771-29-2372

経済学科 3 3人 2週間程度 5人 2週間程度

経営学部
教務課
TEL：0771-29-2373

経営学科 3 8人 2週間程度 未定
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※ 1. インターンシップ教育体系の下で必修科目として実施している　2. インターンシップ教育体系の下で選択科目として実施している
　 3. 学生からのインターンシップ報告に基づき単位認定している　　4. 大学としての単位認定はしていないが実態の把握はしている

私立大学

京都産業大学

【H16年度実施学生総数 188名】

京都市北区上賀茂本山　教務部教育企画　TEL：075-705-1754
経済学部 経済学科 2 23人 2週間以上 2週間以上
経営学部 経営学科 2 40人 2週間以上 2週間以上
法学部 法律学科 2 39人 2週間以上 2週間以上

外国語学部

英米語学科 2 19人

2週間以上 2週間以上
ドイツ語学科 2 4人
フランス語学科 2 4人
中国語学科 2 2人
言語学科 2 10人

理学部
数理科学科 2 3人

2週間以上 2週間以上物理科学科 2 4人
コンピュータ科学科 2 9人

工学部
情報通信工学科 2 12人

2週間以上 2週間以上
生物工学科 2 2人

文化学部 国際文化学科 17人
2週間以上 2週間以上

大学院全研究科 4 0人

京都情報大学院大学
【H16年度実施学生総数 2名】
（うち大学院生数 2名）

京都府京都市南区西九条寺ノ前町10-5　京都コンピュータ学院京都駅前校内　就職進路部　TEL：075-671-1756

応用情報技術研究科
ウェブビジネス技術専攻 3 2人 2週間 5人 6ヶ月
ウェブビジネス技術専攻 5人 2週間

京都女子大学 ※財団法人大学コンソーシアム京都の実施するインターンシップのみ参加

京都橘大学
（2005年4月校名変更・男女共学化）

【H16年度実施学生総数 42名】

京都市山科区大宅山田町34　学生支援課キャリアセンターインターンシップ事務局　TEL：075-574-4117

文学部

英語コミュニケーション学科 2，3 5人
8/1～ 9/20
までの

2週間程度
未定

8/1～ 9/20
までの

2週間程度

日本語日本文学科 2，3 3人
歴史学科 2，3 9人
文化財学科 2，3 3人

文化政策学部 文化政策学科 2，3 22人
8/1～ 9/20
までの

2週間程度
未定

8/1～ 9/20
までの

2週間程度

京都ノートルダム女子大学 ※本学は「大学コンソーシアム京都」「大阪ハローワークユース」のインターンシップを受け入れております。単位認定はしていません。

京都文教大学

【H16年度実施学生総数 18名】

京都府宇治市槇島町千足80　学生部キャリアサポート課　TEL：0774-25-2524

人間学部
文化人類学科 2 5人 2週間
臨床心理学科 2 9人 2週間
臨床心理学科 4 4人 10日

京都薬科大学
【H16年度実施学生総数 17名】

京都市山科区御陵四丁野町1　進路支援部進路支援課　TEL：075-595-4617
薬学部 薬学科 4 17人 1週間 未定 1週間

同志社大学

【H16年度実施学生総数 265名】
（うち大学院生数 7名）

京都市上京区烏丸通上立売下ル御所八幡町103　キャリアセンターキャリア支援課　TEL：075-251-3310
神学部 2 2人 2週間程度 未定 2週間程度
文学部 2 61人 2週間程度 未定 2週間程度
法学部 2 51人 2週間程度 未定 2週間程度
経済学部 2 44人 2週間程度 未定 2週間程度
商学部 2 61人 2週間程度 未定 2週間程度
工学部 2 39人 2週間程度 未定 2週間程度
商学研究科 2 2人 2週間程度 未定 2週間程度
総合政策科学研究科 2 3人 2週間程度 未定 2週間程度
法学研究科 2 1人 2週間程度 未定 2週間程度
工学研究科 2 1人 2週間程度 未定 2週間程度
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私立大学

同志社女子大学

【H16年度実施学生総数 198名】

京都府京田辺市興戸　キャリアサポートセンター　TEL：0774-65-8415
※学科事務室が窓口のインターンシップは、大学側の関与度合2に含まれています

学芸学部
研究室事務室
TEL：0774-65-8701

英語英文学科 2 31人 5～ 32日 40人 10日以上
英語英文学科 4 4人 5～ 10日
日本語日本文学科 2 10人 5～ 32日 15人 10日以上
日本語日本文学科 4 3人 5～ 10日
音楽学科 2 8人 5～ 32日 15人 10日以上
音楽学科 4 2人 5～ 10日
情報メディア学科 2 11人 5～ 32日 15人 10日以上
情報メディア学科 4 2人 5～ 10日

現代社会学部
研究室事務室
TEL：0774-65-8540

社会システム学科 2 83人 5～ 32日 90人 10日以上

社会システム学科 4 7人 5～ 10日

生活科学部

人間生活学科 2 16人 5～ 32日 20人 10日以上
人間生活学科 4 2人 5～ 10日
食物栄養科学科 2 16人 5～ 10日 20人 10日以上
食物栄養科学科 4 3人 5～ 10日

花園大学
【H16年度実施学生総数 1名】

京都市中京区西ノ京壺ノ内町8-1　教務課又は就職課　TEL：075-811-5181
文学部 国文学科 2 1人 2週間

立命館大学

【H16年度実施学生総数 734名】
（うち大学院生数 89名）

京都市北区等持院北町56-1　インターンシップオフィス　TEL：075-465-8172
全学部（2回生～ 4回生） 全学科 2，3 440人 1週間以上 500人 1週間以上
全学部 全学科 4 48人 1週間以上
法学部 2 70人 1週間以上
経営学部 2 7人 1週間以上
政策科学部 2 15人 1週間以上
文学部 2 49人 1週間以上
理工学部 2 7人 1週間以上
文理総合インスティテュート 2 9人 1週間以上
法学研究科 法学専攻 2 24人 1週間以上
経済学研究科 経済学専攻 2 1人 1週間以上
社会学研究科 応用社会学専攻 2 10人 3ヶ月以内
国際関係研究科 国際関係学専攻 2 15人 3ヶ月以上
理工学研究科 2 24人 1週間以上
全研究科 4 15人 1週間以上

龍谷大学

【H16年度実施学生総数 458名】
（うち大学院生数 3名）

※大学の関与度合い3以下の場合、実施期間は主に2004.8.1～ 2004.9.15から2週間であり、大学コンソーシアム京都主催

文学部 3，4 3人 2週間
経済学部 3 9人 2週間
経営学部 3 22人 2週間
法学部
京都市伏見区深草塚本町67
法学部教務課
TEL：075-645-7896

3 11人 2週間

1 10人

社会学部 3，4 11人 2週間
理工学部
大津市大江町横谷1-5
理工学部教務課
TEL：077-543-7400

3，4 7人 2週間

1，2 373人 約3週間 450人 約3週間

国際文化学部
大津市大江町横谷1-5
国際文化学部教務課
TEL：077-543-7670

3 9人 2週間

1，2 0人

法学研究科 法律学専攻 3 3人

大阪音楽大学
【H16年度実施学生総数 32名】

大阪府豊中市庄内幸町1-1-8　エクステンション・センター　TEL：06-6334-2249
音楽学部 全 2 32人 10日 40人 10日
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※ 1. インターンシップ教育体系の下で必修科目として実施している　2. インターンシップ教育体系の下で選択科目として実施している
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私立大学

大阪経済大学

【H16年度実施学生総数 433名】

大阪市東淀川区大隅2-2-8　進路支援センター　インターンシップ課　TEL：06-6328-2431

経済学部
経済学科 2，3 121人

1～ 4週間 未定
地域政策学科 2，3 56人

経営学部 経営学科 2，3 62人 1～ 4週間 未定
経営情報学部 経営情報学科 2，3 126人 1～ 4週間 未定
人間科学部 人間科学科 2，3 68人 1～ 4週間 未定

大阪経済法科大学

【H16年度実施学生総数 38名】

大阪府八尾市楽音寺6-10　学生就職指導部就職課　TEL：0729-41-8211

経済学部 経済学科 2 13人 8～ 9月の
2週間 20～ 25人 8～ 9月の

2週間

法学部 法律学科 2 25人 2週間～
1ヶ月 20～ 25人 8～ 9月の

2週間

大阪芸術大学
【H16年度実施学生総数 181名】

大阪府南河内郡河南町東山469　就職部　TEL：0721-93-3371
芸術学部 4 181人 7～ 30日

大阪工業大学

【H16年度実施学生総数 101名】
（うち大学院生数 26名）

大阪市旭区大宮5-16-1　就職部　TEL：06-6954-4093

工学部

都市デザイン工学科 3 14人 1～ 4週間
建築学科 3 6人 1～ 2週間
電気電子システム工学科 3 18人 1～ 3週間
機械工学科 3 6人 1～ 2週間
応用化学科 3 10人 1～ 2週間
電子情報通信工学科 3 9人 1～ 3週間
経営工学科 3 6人 1～ 2週間

情報科学部
情報科学科 4 3人 2～ 4週間
情報システム学科 4 3人 2週間

工学研究科
機械工学専攻 3 4人 2～ 3週間
経営工学専攻 3 1人 2週間

情報科学研究科 情報科学専攻 3 21人 1～ 4週間

大阪国際大学

【H16年度実施学生総数 105名】

経営情報学部
枚方市杉3-50-1
キャリアセンター
TEL：072-858-1897

経営情報学科 3 11人

約2週間 未定
法政経学部
枚方市杉3-50-1
キャリアセンター

法政経学科 3 3人

人間科学部
守口市藤田町6-21-57
キャリアセンター
TEL：06-6902-0791

心理コミュニケーション学科 3 23人

約2週間 未定
国際コミュニケーション学科 3 10人
人間健康科学科 3 22人
スポーツ行動学科 3 36人

大阪産業大学

【H16年度実施学生総数 133名】

大東市中垣内3-1-1　就職センター　TEL：072-875-3001

人間環境学部
文化環境学科 2 8人

2週間程度

200人

都市環境学科 2 19人

経営学部
経営学科 4 9人

2週間程度
流通学科 4 18人

経済学部
経済学科 4 13人

2週間程度
国際経済学科 4 8人

工学部

機械工学科 2，4 7人

2週間程度

交通機械工学科 4 10人
土木工学科 2 17人
電気電子学科 4 3人
情報システム工学科 4 8人
環境デザイン学科 4 13人

大阪商業大学

【H16年度実施学生総数 66名】

東大阪市御厨栄町4-1-10　就職課　TEL：06-6781-0383人

経済学部人
経済学科（OBPコース） 1 3人 1～ 2週間 6人 1～ 2週間
経済学科 2 14人 1～ 2週間 20人 1～ 2週間
経済学科 4 2人 1～ 2週間

総合経営学部

経営学科（OBPコース） 1 7人 1～ 4週間 10人 1～ 2週間
流通学科（OBPコース） 1 4人 1～ 2週間 4人 1～ 2週間
経営学科 2 22人 1～ 2週間 20人 1～ 2週間
流通学科 2 14人 1～ 2週間 20人 1～ 2週間
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私立大学

大阪体育大学

【H16年度実施学生総数 157名】
（うち大学院生数 4名）

体育学部
大阪府泉南郡熊取町朝代台1-1
B316教室
インターンシップ実行委員会
TEL：0724-53-8890

生涯スポーツ学科 1 153人 2週間 152人 2週間

スポーツ科学研究科 スポーツ科学専攻 2 4人 2～ 3週間 3人 2週間

大阪電気通信大学

【H16年度実施学生総数 63名】

大阪府寝屋川市初町18-8　就職部就職課　TEL：072-824-1131

工学部第一部
電子工学科 2 33人 2週間以上 未定 2週間以上
機械工学科 2 26人 2週間以上 未定 2週間以上
電子材料工学科 4 2人 10日

総合情報学部
メディア情報文化学科 4 1人 40日
情報工学科 4 1人 10日

大阪人間科学大学

大阪薬科大学
【H16年度実施学生総数 27名】

高槻市奈佐原4-20-1　就職課　TEL：072-690-1015
※実施しているが、全て1週間以内の短期のものである。H16年度実績12社27名（単位認定なし）

追手門学院大学

【H16年度実施学生総数 133名】

大阪府茨木市西安威2-1-15　キャリア開発課　TEL：072-641-9633

経済学部
経済学科 2 17人

約10日 200人 約10日

国際経済学科 2 8人

経営学部
経営学科 2 32人
国際経営学科 2 15人

人間学部
心理学科 2 13人
社会学科 2 22人

文学部
アジア文化学科 2 13人
英語文化学科 2 13人

関西大学

【H16年度実施学生総数 702名】
（うち大学院生数 30名）

大阪府吹田市山手町3-3-35　キャリアセンター　TEL：06-6368-0344

法学部
工学部教室事務室
TEL：06-6368-0253

法律学科　政治学科
※法学部はH17年度以降大学
の関与度合は4ではなく3と
なる予定

4 50人 2週間程度 60人 2週間程度

文学部 総合人文学科 3 192人 2週間程度 200人 2週間程度
経済学部 経済学科 3 48人 2週間程度 50人 2週間程度
商学部 商学科 3 58人 2週間程度 60人 2週間程度
社会学部 社会学科 3 72人 2週間程度 80人 2週間程度
総合情報学部 総合情報学科 3 90人 2週間程度 100人 2週間程度

工学部
機械工学科
機械システム工学科 3 28人 2週間程度 30人 2週間程度

工学部の全学科 3 134人 2週間程度 140人 2週間程度
法学研究科 法学、政治学専攻 3 0人 2週間程度 5人 2週間程度

文学研究科
英文学、国文学、哲学、史学、
ドイツ文学、フランス文学、
中国文学、地理学、教育学専攻

3 4人 2週間程度 10人 2週間程度

経済学研究科 経済学専攻 3 0人 2週間程度 5人 2週間程度
商学研究科 商学、会計学専攻 3 0人 2週間程度 5人 2週間程度

社会学研究科
社会学、産業社会学、 
社会心理学、 
マス・コミュニケーション学専攻

3 1人 2週間程度 5人 2週間程度

総合情報学研究科 社会情報学、知識情報学専攻 3 0人 2週間程度 5人 2週間程度

工学研究科
機械工学、電気工学、化学工学、
材料工学、応用化学、土木工学、
建築学、電子工学、生物工学、
管理工学専攻

3 20人 2週間程度 25人 2週間程度

外国語教育研究科 外国語教育学専攻 3 5人 2週間程度 10人 2週間程度

関西外国語大学

【H16年度実施学生総数 135名】

枚方市中宮東之町16-1　キャリアセンター　TEL：072-805-2851

外国語学部
英米語学科 2 86人 2～ 4週間 90人 2～ 4週間
スペイン語学科 2 21人 2～ 4週間 30人 2～ 4週間

国際言語学部 国際言語コミュニケーション学科 2 28人 2～ 4週間 30人 2～ 4週間
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私立大学

近畿大学

【H16年度実施学生総数 298名】

東大阪市小若江3-4-1　就職部　TEL：06-6721-2332
法学部 全学科 2，3 48人 夏期休暇中
経済学部 全学科 4 1人 夏期休暇中
経営学部 全学科 4 35人 夏期休暇中
理工学部 全学科 2 29人 夏期休暇中
文芸学部 全学科 3 12人 夏期休暇中 15人 夏期休暇中
農学部 全学科 2 42人 夏期休暇中
生物理工学部 全学科 2 32人 夏期休暇中 30人 夏期休暇中
工学部 全学科 2 39人 夏期休暇中 50人 夏期休暇中
産業理工学部 全学科 1 60人 夏期休暇中
薬学部 全学科 4 0人 0人
工業技術研究科 4 0人 5人 夏期休暇中

四天王寺国際仏教大学
【H16年度実施学生総数 1名】

人文社会学部 社会学科 4 1人 4日

摂南大学

【H16年度実施学生総数 66名】

大阪府寝屋川市池田中町17-8　教務部教務課　TEL：072-839-9106

工学部

都市環境システム工学科
<土木工学科> 2 0人

約2週間 希望者全員 約2週間
建築学科 2 0人
電気電子工学科<電気工学科> 2 3人
機械工学科 2 0人
マネジメントシステム工学科
<経営工学科> 2 0人

国際言語文化学部 国際言語文化学科 2 12人 約2週間 希望者全員 約2週間

経営情報学部
経営情報学科 2 23人

約2週間 希望者全員 約2週間
経営環境情報学科 2 11人

法学部 法律学科 2 17人 約2週間 希望者全員 約2週間

帝塚山学院大学

【H16年度実施学生総数 4名】

文学部
大阪府大阪狭山市今熊2-1823
キャリア支援センター
TEL：072-368-3109

英語コミュニケーション学科 3 2人 2週間

人間文化学部
大阪府堺市晴美台4-2-2
キャリア支援センター
TEL：072-296-2034

人間学科 3 2人 2週間

梅花女子大学
【H16年度実施学生総数 1名】
（うち大学院生数 1名）

茨木市宿久庄2-19-5　キャリア支援部　TEL：072-643-6221

文学研究科 児童文学専攻 4 1人 1週間 未定

阪南大学

【H16年度実施学生総数 108名】

松原市天美東5-4-33　阪南大学インターンシップ運営委員会　TEL：072-332-1224
経済学部 経済学科 2 26人 2週間 30人 2週間
流通学部 流通学科 2 15人 2週間 20人 2週間
経営情報学部 経営情報学科 2 34人 2～ 4週間 40人 2～ 4週間

国際コミュニケ-ション学部
文化コミュニケ-ション学科 2 4人 2週間 15人 2週間
国際観光学科 2 29人 2週間 45人 2週間

プール学院大学
【H16年度実施学生総数 9名】

堺市槇塚台4-5-1　キャリアサポートセンター　TEL：072-292-7266
国際文化学部 国際文化学科 2 9人 約2週間 15人 約2週間

桃山学院大学

【H16年度実施学生総数 60名】

大阪府和泉市まなび野1-1　学長室事務室　TEL：0725-54-3131
経済学部 経済学科 2 10人 2週間
経営学部 経営学科 2 16人 2週間
社会学部 社会学科 2 24人 2週間

文学部
英語英米文学科 2 1人 2週間
国際文化学科 2 8人 2週間

法学部 法律学科 4 1人 2週間
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私立大学

大手前大学

【H16年度実施学生総数 29名】

西宮市御茶家所町6-42　キャリアサポ-ト室　TEL：0798-32-5011

人文科学部

美術学科 4 3人 1～ 2週間
史学科 4 6人 1～ 2週間
日本文化学科 4人 8～ 10日
英語文化学科 4人 1～ 2週間

社会文化学部
社会情報学科 9人 1～ 2週間
人間環境学科 3人 1～ 2週間
ライフデザイン総合学科 2人 12日

関西学院大学　　　
【H16年度実施学生総数 9名】
（うち大学院生数 9名）

大学院　全研究科
西宮市上ケ原1番町1-155
大学院課
TEL：54-6454

全専攻 2，3 9人 2週間～半年 10人 約2週間

近畿福祉大学

【H16年度実施学生総数 3名】

兵庫県神崎郡福崎町高岡1966-5　就職部　TEL：0790-22-7269

社会福祉学部
社会福祉学科 4 1人

10日 2人 10日
福祉産業学科 4 2人

甲子園大学

【H16年度実施学生総数 5名】

宝塚市紅葉ガ丘10-1　就職課　TEL：0797-87-2496

経営情報学部
経営情報学科 3 5人 2週間
経営情報学科 2 25人 2週間

人間文化学部
心理学科 4 0 10人
比較文化学科 4 0 5人

甲南大学

【H16年度実施学生総数 96名】

神戸市東灘区岡本8-9-1　キャリアセンター　TEL：078-431-4341
経営学部 経営学科 1，4 43人 60時間 60人 60時間

文学部

日本語・日本文学科 4 6人 1～ 2週間 10人

1～ 2週間
英語・英米文学科 4 4人 1～ 2週間 10人
社会学科 4 4人 1～ 2週間 10人
人間科学科 4 2人 1～ 2週間 10人
歴史文化学科 4 0人 10人

理工学部

物理学科 4 3人

1～ 2週間

5人

1～ 2週間
生物学科 4 1人 5人
機能分子化学科 4 2人 5人
情報システム工学科 4 1人 5人

経済学部 経済学科 4 21人 1～ 2週間 40人 1～ 2週間
法学部 法学科 4 7人 1～ 2週間 20人 1～ 2週間
EBA総合コース 4 2人 1～ 2週間 10人 1～ 2週間

甲南女子大学

【H16年度実施学生総数 48名】

神戸市東灘区森北町6-2-23　就職部就職課　TEL：078-431-0391

文学部

日本語日本文学科 4 12人

1～ 2週間 未定
英語英米文学科 4 7人
フランス語フランス文学科 4 1人
多文化共生学科 4 3人

人間科学部

心理学科 4 7人

1～ 2週間 未定
人間教育学科 4 7人
行動社会学科 4 8人
人間環境学科 4 3人

神戸海星女子学院大学

【H16年度実施学生総数 9名】

神戸市灘区青谷町2-7-1　就職課　TEL：078-801-2277

文学部
英語英米文学科 4 4人 2週間 5人 2週間
フランス語フランス文学科 4 5人 2週間 5人 2週間

神戸学院大学

【H16年度実施学生総数 82名】

神戸市西区伊川谷町有瀬518　就職部就職課　TEL：078-974-1551

法学部
法学科 4 5人

5～ 10日 未定
国際関係法学科 4 1人

経済学部
経済学科 2 12人

5～ 10日 未定
国際経済学科 2 25人

人文学部
人間文化学科 2 29人

5～ 10日 未定
人間行動学科 2 10人

神戸国際大学 神戸市東灘区向洋町中1-9-6　学生課　TEL：078-845-3110
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※ 1. インターンシップ教育体系の下で必修科目として実施している　2. インターンシップ教育体系の下で選択科目として実施している
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私立大学

神戸松蔭女子学院大学

【H16年度実施学生総数 29名】

神戸市灘区篠原伯母野山町1-2-1　キャリアサポートセンター　TEL：078-882-6131

文学部

英語英米文学科 4 20人 1～ 4週間

未定 1～ 4週間
国文学科 4 5人 2～ 4週間
総合文芸学科 4 3人 1～ 4週間
心理学科 4 1人 1週間

神戸女子大学

【H16年度実施学生総数 14名】
（うち大学院生数 1名）

神戸市須磨区東須磨青山2-1　就職課　TEL：078-737-2328

文学部
文学科 2 4人 1週間 未定
史学科 2 1人 3週間 未定
教育学科 2 1人 1週間 未定

家政学部
家政学科 2 2人 1週間 未定
栄養課程 2 1人 1週間 未定

神戸親和女子大学

【H16年度実施学生総数 4名】

神戸市北区鈴蘭台北町7-13-1　就職課　TEL：078-591-3744

文学部
国文学科 4 1人 10日

10人 1～ 2週間児童教育学科 4 1人 1ヶ月
人間科学科 4 2人 1週間､2週間

神戸薬科大学

【H16年度実施学生総数 52名】

神戸市東灘区本山北町4-19-1　就職部　TEL：078-441-7511
薬学部 4 52人 1週間 60人 1週間
薬学研究科 4 0人 2人

聖和大学
【H16年度実施学生総数 14名】

人文学部 2，4 14人

兵庫大学

【H16年度実施学生総数 27名】

兵庫県加古川市平岡町新在家2301　学生センター教務課　TEL：0794-27-6601
経済情報学部 経済情報学科 1 27人 1～ 2週間 未定 1～ 2週間
経済情報研究科 経済情報専攻 1 0人 1～ 2週間 未定

武庫川女子大学

【H16年度実施学生総数 53名】

兵庫県西宮市池開町6-46　教務部または就職部　TEL：0798-47-1212

文学部
（学科担当職員）

日本語日本文学科 4 36人 1～ 3週間 未定 1～ 3週間
英語英米文学科 4 7人 1～ 4週間 5～ 10人 1～ 4週間
健康・スポーツ科学科 4 2人 4週間 未定
人間科学科 4 1人 4週間 未定

生活環境学部
生活環境学科 4 3人 1週間 2～ 3人 1週間
食物栄養学科 4 1人 1週間 未定
情報メディア学科 4 3人 1～ 4週間 未定

帝塚山大学

【H16年度実施学生総数 108名】

奈良市帝塚山7-1-1　キャリアセンター　TEL：0742-48-9688

人文科学部
人間文化学科 2 16人

10日
14人

10日日本文化学科 2 1人 1人
英語文化学科 2 13人 3人

経済学部 経済学科 2 12人 10日 23人 10日
経営情報学部 経営情報学科 2 58人 10日 71人 10日
法政策学部 法政策学科 2 8人 10日 12人 10日

奈良大学

【H16年度実施学生総数 31名】

奈良市山陵町1500　就職課　TEL：074-41-9506

文学部

国文学科 2 2人
10日 10日

史学科 2 0人
地理学科 2 3人

10日 10日
文化財学科 2 2人

社会学部
人間関係学科 2 13人

10日 10日
現代社会学科 2 11人

岡山学院大学

【H16年度実施学生総数 9名】

人間生活学部
岡山県倉敷市有城787
インターンシップ担当教授
TEL：086-428-2651

人間情報学科 2 8人 7日 8人 7日

食物栄養学科 2 1人 10日 1人 10日

岡山商科大学

【H16年度実施学生総数 28名】

岡山市津島京町2-10-1　就職部　TEL：086-256-6655

商学部
商学科 3 7人

1～ 2週間
10人

1～ 2週間産業経営学科 3 1人 10人
国際観光学科 2 8人 10人

法経学部
法学科 3 4人

1～ 2週間
10人

1～ 2週間
経済学科 3 8人 10人
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私立大学

岡山理科大学

【H16年度実施学生総数 39名】

岡山市理大町1-1　教務部　TEL：086-256-8447
理学部 2 11人 約2週間 8人 約2週間
工学部 2 19人 約2週間 18人 約2週間
総合情報学部 2 9人 約2週間 6人 約2週間

倉敷芸術科学大学
【H16年度実施学生総数 8名】

国際教養学部
倉敷市連島町西之浦2640
TEL：086-440-1111

起業学科 2 8人 5月 未定

くらしき作陽大学

【H16年度実施学生総数 8名】

食文化学部
倉敷市玉島長尾3515
教育支援室
TEL：086-523-0827

フードシステム学科 2 8人
2週間

10人
2週間

食生活学科 2 0人 10人

山陽学園大学
【H16年度実施学生総数 8名】

岡山市平井1-14-1　就職センター　TEL：086-272-6254
コミュニケーション学部 コミュニケーション学科 2 8人 5～ 11日 20人 未定

就実大学

【H16年度実施学生総数 6名】

人文科学部
岡山市西川原1-6-1
就職課
TEL：086-271-8273

表現文化学科 4 3人 8月中旬～
9月中旬

実践英語学科 4 2人 8月中旬～
9月中旬

総合歴史学科 4 1人 8月中旬～
9月中旬

ノートルダム清心女子大学

【H16年度実施学生総数 36名】

岡山市伊福町2-16-9　学生部キャリアサポートセンター　TEL：086-252-6655

文学部
英語英文学科 4 13人

5～ 10日
10人

5～ 12日
日本語日本文学科 4 12人 10人

人間生活学部
人間生活学科 4 4人

5～ 10日
5人

5～ 12日
児童学科 4 4人 5人
食品栄養学科 4 3人 5～ 7日 5人 5～ 12日

比治山大学
【H16年度実施学生総数 5名】

広島市東区牛田新町4-1-1　就職課　TEL：082-229-8835
現代文化学部 言語文化学科 4 5人 10日 10人 10日

広島経済大学

【H16年度実施学生総数 95名】

広島市安佐南区祇園5-37-1　インターンシップ推進室　TEL：082-871-1025

経済学部

経済学科 2 24人 1～ 2週間

未定

1～ 4週間
経営学科 2 28人 1～ 4週間 1～ 4週間
国際地域経済学科 2 36人 1～ 4週間 1～ 4週間
ビジネス情報学科 2 7人 1～ 2週間 1～ 2週間
メディアビジネス学科 2 0人 1～ 2週間 1～ 2週間

広島国際大学

【H16年度実施学生総数 42名】

広島県東広島市黒瀬学園台555-36　就職部就職課　TEL：0823-70-4534
医療福祉学部 医療経営学科 3 1人 2週間 未定

人間環境学部
臨床心理学科 3 12人 1～ 2週間

未定言語コミュニケ-ション学科 3 7人 1～ 2週間
感性情報学科 3 18人 1～ 3週間

社会環境科学部 情報通信学科 3 4人 1～ 2週間 未定

広島修道大学

【H16年度実施学生総数 112名】
（うち大学院生数 2名）

広島市安佐南区大塚東1-1-1　教務課　TEL：082-830-1121
商学部 2 44人 1週間～ 10日 未定 1週間～ 10日
人文学部 2 8人 10日 未定 1週間～ 10日

法学部
法律学科 2 9人 1週間～ 10日

未定 1週間～ 10日
国際政治学科 2 17人 1週間

経済科学部 2 11人 1週間～ 10日 未定 1週間～ 10日
人間環境学部 2 21人 1週間～ 10日 未定 1週間～ 10日
法学研究科 国際政治学専攻 2 1人 1週間 未定 1週間～ 10日
経済科学研究科 2 1人 10日 未定 1週間～ 10日

広島女学院大学

【H16年度実施学生総数 56名】

広島市東区牛田東4-13-1　就職課　TEL：082-228-0386

文学部
日本語日本文学科 2 8人

2週間 未定 2週間英米言語文化学科 2 9人
人間・社会文化学科 2 12人

生活科学部
生活文化学科 2 21人

2週間 未定 2週間
生活科学学科 2 6人
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私立大学

安田女子大学

【H16年度実施学生総数 17名】

広島市安佐南区安東6-13-1　キャリアセンター　TEL：082-878-8564

文学部

日本文学科 4 4人 5～ 10日
英語英米文学科 4 3人 7～ 11日
児童教育学科 4 1人 10日
人間科学科 4 9人 5～ 12日

東亜大学

【H16年度実施学生総数 10名】

山口県下関市一の宮学園町2-1　就職部　TEL：0832-56-1111
総合人間・文化学部 総合人間・文化学科 5人

経営学部
経営学科 3 3人 5人
開発経済学科 3 3人

工学部 機械工学科 3 3人 5人
全学部 全学科 3 1人 5人

徳山大学

【H16年度実施学生総数 2名】

周南市久米栗ヶ迫843-4-2　エクステンションセンター　TEL：0834-28-5566

経済学部
経済学科 2 2人 10日
経営学科 2

山口東京理科大学

【H16年度実施学生総数 23名】

山口県小野田市大学通1-1-1　事務部就職課　TEL：0836-88-4506

基礎工学部
電子・情報工学科 4 6人 1～ 2週間

夏期休暇中 10人 主に1～ 2週間
夏期休暇中

物質・環境工学科 2 17人 1～ 2週間
夏期休暇中 20人 主に1～ 2週間

夏期休暇中

基礎工学研究科 基礎工学専攻 4 0人 1人 1～ 2週間
夏期休暇中

四国大学

【H16年度実施学生総数 93名】

徳島市応神町古川字戎子野123-1　インターンシップ推進室　TEL：088-665-9916

文学部
日本文学科 1 2人

14日 未定
英語文化学科 1 3人

経営情報学部
経営学科 1 39人

14日 未定
情報学科 1 49人

徳島文理大学

【H16年度実施学生総数 37名】
（うち大学院生数 1名）

徳島市山城町西浜傍示180　学生部　TEL：088-622-9611
総合政策学部 総合政策学科 4 32人 1～ 2週間 30～ 50人 1～ 2週間

工学部
機械電子工学科 4 1人

2週間
4～ 5人

1～ 2週間情報システム工学科 4 1人 4～ 5人
環境システム工学科 4 2人 4～ 5人

工学研究科 システム制御工学専攻 4 1人 2週間 2～ 3人 2週間

高松大学

【H16年度実施学生総数 2名】

香川県高松市春日町960　教務課　TEL：087-841-3255

経営学部
マネジメントシステム学科 2 2人 2週間 13人 2週間
経営学科 2 2人 2週間

松山大学

【H16年度実施学生総数 145名】

松山市文京町4-2　教務部学務課　TEL：089-925-7111
経済学部 2 48人 5～ 10日 57人 5～ 10日
経営学部 2 48人 5～ 10日 56人 5～ 10日
人文学部 2 29人 5～ 10日 32人 5～ 10日
法学部 2 20人 5～ 10日 31人 5～ 10日

松山東雲女子大学

【H16年度実施学生総数 14名】

愛媛県松山市桑原3-2-1　キャリアサポートセンター　TEL：089-931-6211

人文学部
人間文化学科 4 3人

5～ 10日 未定 5～ 10日国際文化学科 4 5人
人間心理学科 4 6人

高知工科大学

【H16年度実施学生総数 381名】
（うち大学院生数 5名）

高知県香美郡土佐山田町宮ノ口185　就職部　TEL：0887-57-2536

工学部

物質・環境システム工学科 2 90人

2週間

80人

2週間
知能機械システム工学科 2 72人 70人
電子・光システム工学科 2 60人 60人
情報システム工学科 2 59人 60人
社会システム工学科 2 95人 90人

工学研究科（大学院） 基盤工学専攻 2 5人 2週間 未定 2週間

九州共立大学

【H16年度実施学生総数 10名】

北九州市八幡西区自由ヶ丘1-8　就職課　TEL：093-693-3081

経済学部
経済学科 2 5人 14～ 31日
経営学科 2 2人 4日

工学部 環境化学科 2 3人 5～ 14日



大学名

【H16年度実施学生総数】

インターンシップ総合窓口の住所　部署　TEL

実施学部
（研究科）

学科
（専攻）

大学の関与
（※）

H16見込み H17計画

実施学生数 実施期間 予定学生数 予定期間

※ 1. インターンシップ教育体系の下で必修科目として実施している　2. インターンシップ教育体系の下で選択科目として実施している
　 3. 学生からのインターンシップ報告に基づき単位認定している　　4. 大学としての単位認定はしていないが実態の把握はしている
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私立大学

九州国際大学

【H16年度実施学生総数 10名】

北九州市八幡東区平野1-6-1　就職・進路相談室　TEL：093-671-8917

法学部
法律学科 4 2人 12日
法律学科 4 1人 18日
総合実践法学科 4 1人 1日

経済学部
経済学科 4 1人 21日
経営学科 4 1人 12日

国際商学部

国際ビジネス学科 4 1人 14日
国際ビジネス学科 4 1人 12日
国際ビジネス学科 2 1人 12日
アジア共生学科 2 1人 16日

九州産業大学

【H16年度実施学生総数 259名】

福岡県福岡市東区松香台2-3-1
就職部就職課　TEL：092-673-5555 （就職部）・教務部教務課　TEL：092-673-5504（教務部）
経済学部 経済学科 2 30人 1～ 2週間

商学部第一部
商学科 4 20人

1～ 2週間観光産業学科 4 16人
観光産業学科 2 35人

商学部第二部 観光産業学科 2 5人 1～ 2週間

経営学部
国際経営学科 4 7人 1～ 2週間
産業経営学科 4 2人 1～ 2週間

工学部

機械工学科 4 1人

1～ 2週間

電気工学科 4 2人
物質生命化学科
（2003年度以前は工業化学科） 2 7人

都市基盤デザイン工学科
（2003年度以前は土木工学科） 4 4人

建築学科 4 4人

芸術学部

美術学科 4 1人

1～ 2週間
芸術工芸科 4 1人
デザイン学科 4 13人
デザイン学科 2 79人
写真学科 4 2人

国際文化学部
国際文化学科 4 6人

1～ 2週間
地域文化学科 4 3人

情報科学部
4 1人

1～ 2週間
2 20人

九州女子大学

【H16年度実施学生総数 97名】

北九州市八幡西区自由ヶ丘1-1　学生部就職課　TEL：093-693-3326

文学部 人間文化学科
心理社会学科 2 83人 10日以上 90人 10日以上

家政学部 栄養学科 2 14人 10日以上 20人 10日以上

久留米大学
【H16年度実施学生総数 29名】

久留米御井町1635　教育・学習支援センター事務室　TEL：0942-43-4413
全学 1，4 29人 10～ 14

西南学院大学

【H16年度実施学生総数 96名】

福岡市早良区西新6-2-92　学生部就職課　TEL：092-823-3370

文学部

英文学科 4 8人

1～ 3週間 未定
外国語学科 4 11人
児童教育 4 1人
国際文化学科 4 11人
社会福祉学科 4 4人

商学部
商学科 4 15人

1～ 3週間 未定
経営学科 4 10人

経済学部 経済学科 4 12人 1～ 3週間 未定

法学部
法律学科 4 16人

1～ 3週間 未定
国際関係法学科 4 8人

第一経済大学

【H16年度実施学生総数 103名】

福岡県太宰府市五条3-11-25　インターンシップ事務局（教務課）　TEL：092-921-9813

経済学部
大宰府市五条3-11-25
教務課
TEL：092-921-9813

経済学科 2，3 51人
2週間､

夏7～ 8月

43人
2週間､

夏7～ 8月経営学科 2，3 46人 38人

貿易学科 2，3 6人 11人



大学名

【H16年度実施学生総数】

インターンシップ総合窓口の住所　部署　TEL

実施学部
（研究科）

学科
（専攻）

大学の関与
（※）

H16見込み H17計画

実施学生数 実施期間 予定学生数 予定期間
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※ 1. インターンシップ教育体系の下で必修科目として実施している　2. インターンシップ教育体系の下で選択科目として実施している
　 3. 学生からのインターンシップ報告に基づき単位認定している　　4. 大学としての単位認定はしていないが実態の把握はしている

私立大学

筑紫女学園大学

【H16年度実施学生総数 41名】

太宰府市石坂2-12-1　就職対策室　TEL：092-925-9977

文学部

日本語・日本文学科 2 5人

1～ 2週間 未定

日本語・日本文学科 4 5人
英語学科 2 16人
英語学科 4 1人
アジア文化学科 4 1人
人間福祉学科 2 7人
人間福祉学科 4 1人
発達臨床心理学科 2 2人
発達臨床心理学科 4 3人

東和大学
【H16年度実施学生総数 15名】

福岡市南区筑紫丘1-1-1　就職課　TEL：092-541-1512
工学部 4 15人 2週間 15人 2週間

中村学園大学
【H16年度実施学生総数 40名】
（うち大学院生数 1名）

流通科学部
福岡市城南区別府5-7-1
TEL：092-851-6514

流通科学科 2，4 39人 2週間 50人 2週間

西日本工業大学
【H16年度実施学生総数 21名】
（うち大学院生数 4名）

福岡県京都郡苅田町新津1-11　就職課　TEL：0930-25-3191

工学部
機械電気土木建築工学科 3 17人 10日～ 2週間
建築学部

福岡大学

【H16年度実施学生総数 406名】

福岡市城南区七隈8-19-1　就職・進路支援センター　TEL：092-871-6631
工学部
就職支援課
TEL：0776-29-7868

社会デザイン工学科 1 115人 1ヶ月

スポーツ科学部 健康運動科学科 2 40人 2週間
経済学部 経済学科・産業経済学科 3 3人 2～ 3週間
その他 その他 4 248人 2～ 3週間

福岡工業大学

【H16年度実施学生総数 34名】
（うち大学院生数 1名）

福岡市東区和白東3-30-1　学生部就職課　TEL：092-606-0672

工学部

電気工学科 2 2人
知能機械工学科 2 7人
電子情報工学科 2 1人
機能材料工学科 2 2人

情報工学部
情報工学科 2 7人
情報通信工学科 2 8人
情報システム工学科 2 1人

社会環境学部 社会環境学科 4 5人
工学研究科 情報工学専攻 4 1人

福岡女学院大学

【H16年度実施学生総数 46名】

福岡市南区曰佐3-42-1　進路就職課　TEL：092-575-2477

人文学部
現代文化学科 2 14人

2週間 未定
表現学科 2 19人

人間関係学部
人間関係学科 2 8人

2週間 未定
人間発達学科 2 5人

活水女子大学

【H16年度実施学生総数 26名】

文学部
英語学科 3 15人

1～ 2週間 未定現代日本文化学科 3 6人
人間関係学科 3 3人

音楽学部
演奏学科 3 1人

1～ 2週間 未定
応用音楽学科 3 1人

健康生活学部 食生活健康学科 3 0人 未定

長崎ウエスレヤン大学
【H16年度実施学生総数 3名】

長崎県諫早市栄田町1057　キャリア支援室　TEL：0957-26-8402
現代社会学部 福祉コミュニケーション学科 4 3人 2週間 20人 2週間

長崎外国語大学
【H16年度実施学生総数 15名】

長崎市横尾3-15-1　学生部就職課　TEL：095-840-2004
外国語学部 国際コミュニケーション学科 4 15人 5～ 14日 約15人 約2週間

長崎国際大学
【H16年度実施学生総数 44名】

佐世保市ハウステンボス町2825-7　学生部就職課　TEL：0956-39-2020
人間社会学部 国際観光学科 2 44人 2週間程度 60人 2週間程度



大学名

【H16年度実施学生総数】

インターンシップ総合窓口の住所　部署　TEL

実施学部
（研究科）

学科
（専攻）

大学の関与
（※）

H16見込み H17計画

実施学生数 実施期間 予定学生数 予定期間

※ 1. インターンシップ教育体系の下で必修科目として実施している　2. インターンシップ教育体系の下で選択科目として実施している
　 3. 学生からのインターンシップ報告に基づき単位認定している　　4. 大学としての単位認定はしていないが実態の把握はしている
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私立大学

長崎総合科学大学

【H16年度実施学生総数 37名】

長崎市網場町536　教務課　TEL：095-838-5308

工学部

船舶工学科 2 8人 1～ 2週間 10人

2週間
機械工学科 2 5人 7～ 10日 10人
電気電子情報工学科 2 7人 7～ 10日 10人
建築学科 2 9人 7～ 30日 15人
経営システム工学科 2 2人 9～ 12日 10人

人間環境学部 環境文化学科 4 6人 7～ 12日 10人 2週間

九州東海大学

【H16年度実施学生総数 41名】

工学部
熊本県熊本市渡鹿9-1-1
就職部熊本就職課
TEL：096-386-2630

宇宙地球情報工学科 4 0人

未定
電気電子システム工学科 4 4人

3～ 14日
機械システム工学科 4 3人
建築学科 4 4人
都市工学科 4 2人

応用情報学部
TEL：096-386-2630

情報システム学科 4 7人
3～ 14日 未定

情報マネジメント学科 4 5人
農学部
熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陽
阿蘇学務課
TEL：0967-67-3902

応用植物科学科 2 8人
10日 未定

応用動物科学科 2 8人

九州ルーテル学院大学
【H16年度実施学生総数 70名】

熊本市黒髪3-12-16　就職室　TEL：096-341-1168
人文学部 人文学科 2 70人 1週間 70人 1週間

熊本学園大学
【H16年度実施学生総数 90名】

商学部
熊本市大江2-5-1
TEL：096-364-5161

商学科 2，3 61人 1週間

経営学科 2，3 29人 1週間

尚絅大学 熊本市楡木6-5-1　就職課　TEL：096-338-8840
※3～ 5日の短期間しかありません

崇城大学

【H16年度実施学生総数 60名】

熊本県熊本市池田4-22-1　就職課　TEL：096-326-6815

工学部

電子情報ネットワーク工学科 4 2人
応用電気情報工学科 4 3人
機械工学科 4 4人
応用化学科 4 13人
環境建設工学科 4 3人
建設学科 4 5人
宇宙航空システム工学科 4 5人
応用微生物工学科 4 18人
応用生命科学科 4 5人

芸術学部 デザイン学科 4 2人

別府大学

【H16年度実施学生総数 28名】

別府市北石垣82　進路情報課　TEL：0977-66-9623

文学部

国文学科 2 1人 1週間

未定
※実施予定

英文学科 2 7人 1～ 2週間
芸術文化学科 2 4人 1～ 2週間
史学科 2 9人 1～ 2週間
文化財学科 2 3人 1～ 2週間
人間関係学科 2 4人 1～ 2週間

南九州大学
【H16年度実施学生総数 9名】

園芸学部 食品工学科 4 9人 8日 10人 8日程度

宮崎国際大学
【H16年度実施学生総数 3名】

宮崎県宮崎郡清武町加納1405　就職指導室　TEL：0985-85-6781
比較文化学部 比較文化学科 4 3人 7～ 8月 5人 7～ 8月

宮崎産業経営大学

【H16年度実施学生総数 7名】

宮崎市古城町丸尾100　学務課　TEL：0986-52-3199
法学部 法律学科 2 6人 1～ 2週間 未定
経営学部 経営学科 2 1人 10日 未定

鹿児島純心女子大学

【H16年度実施学生総数 11名】

鹿児島県薩摩川内市天辰町2365　就職課　TEL：0996-23-5311

国際人間学部
国際人間学科 2 9人 7～ 14日
英語コミュニケーション学科 2 2人 7日



大学名

【H16年度実施学生総数】

インターンシップ総合窓口の住所　部署　TEL

実施学部
（研究科）

学科
（専攻）

大学の関与
（※）

H16見込み H17計画

実施学生数 実施期間 予定学生数 予定期間
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※ 1. インターンシップ教育体系の下で必修科目として実施している　2. インターンシップ教育体系の下で選択科目として実施している
　 3. 学生からのインターンシップ報告に基づき単位認定している　　4. 大学としての単位認定はしていないが実態の把握はしている

私立大学

第一工業大学

【H16年度実施学生総数 16名】

鹿児島県国分市中央町1-10　インターンシップ活動支援センター　TEL：0995-45-0640

工学部

航空工学科 4 2人

1週間
実施予定未定

電子工学科 2 1人
機械工学科 2，3 1人
土木工学科 2，3 2人
建築学科 2，3 10人 1～ 2週間

沖縄大学

【H16年度実施学生総数 126名】

沖縄県那覇市字国場555　教務部　TEL：098-832-1768
法経学部 法経学科 1 110人 10日 未定 10日

人文学部
国際コミュニケーション学科 2 15人

10日 未定 10日
福祉文化学科 2 1人

沖縄国際大学

【H16年度実施学生総数 177名】

沖縄県宜野湾市宜野湾2-6-1　就職課　TEL：098-892-1111

法学部
法律学科 2 26人 2～ 3週間 未定 2～ 3週間
地域行政学科 2 38人 2～ 3週間 未定 2～ 3週間

商経学部
経済学科 2 21人

2～ 3週間 未定 2～ 3週間
商学科 2 57人

総合文化学部

日本文化学科 2 3人

2～ 3週間 未定 2～ 3週間
英米言語文化学科 2 8人
社会文化学科 2 16人
人間福祉学科 2 8人

名桜大学

【H16年度実施学生総数 153名】

沖縄県名護市字為又1220-1　学務部教務課・就職課　TEL：0980-51-1055

国際学部
沖縄県名護市字為又1220-1
TEL：0980-51-1055

経営情報学科 1 123人 3週間 120人 3週間

観光産業学科 2 40人 3週間 40人 3週間
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今後実施予定大学

青山学院大学

拓殖大学

多摩美術大学

名古屋音楽大学

長浜バイオ大学
就職・キャリア係
滋賀県長浜市田村町1266番地

バイオサイエンス学部 バイオサイエンス学科

インターンシップ教育体系の
下で選択科目として実施。 
学生からのインターンシップ
報告に基づき単位認定。 

30人 7日間

びわこ成蹊スポーツ大学
教務課
滋賀県滋賀郡志賀町大字北比良
字尾所1204番　 
TEL：077-596-8420
※平成17年度より実施のため窓口は
設置している

スポーツ学部 生涯スポーツ学科 インターンシップ教育体系の
下で必修科目として実施。 150人 2週間

聖カタリナ大学 社会福祉学部 福祉経営学科 インターンシップ教育体系の
下で選択科目として実施 8人 6月13日～ 17日

または18日

福岡国際大学

今後実施予定大学

大学名
全学的窓口

計画学部 計画学科 計画大学側関与度合 計画学生数 計画期間
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No. 社（機関）名 住所
企業URL 企業PR 学生・大学への要望

インターンシップ窓口 H16受入実績 H17受入計画

部署
TEL
FAX

URL
メールアドレス 対象学生 人数 受入

時期 募集時期 受入期間 研修地 募集の方法 報酬 宿泊施設や
交通費の提供 人数 時期 期間

No. 社（機関）名 住所
企業URL 企業PR 学生・大学への要望

インターンシップ窓口 H16受入実績 H17受入計画

部署
TEL
FAX

URL
メールアドレス 対象学生 人数 受入

時期 募集時期 受入期間 研修地 募集の方法 報酬 宿泊施設や
交通費の提供 人数 時期 期間

1. 農・林・漁業、鉱業

1 ラブリー牧場

〒911-0824
福井県勝山市平泉寺町小矢谷
http://www.home.cs.puon.
net/lovely/

牧場経営を通して自然環境保護
を実践、研究する農場です。

専攻分野の専門知識
目的意識

牧場
0779-87-0047
0779-87-6147

大学生
理系 1～ 10 夏期

秋期
7月～ 8月
9月～ 10月

1週間
1ヶ月 福井県 地域経営者協会 支給して

いない
食事代
宿泊施設 1～ 10 随時

夏期

1週間
2週間
3週間
1ヶ月

3ヶ月以上

2 栃木県酪農業
協同組合

〒321-0985
栃木県宇都宮市東町76番地
http://www.tochiraku.or.jp

当組合ではインターンシップは
主に牧場で行なっており、広大
な大自然での体験は好評を得て
います。

一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
守秘義務の厳守

総務課
028-662-7311
028-664-2199

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 3週間 栃木県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない

食事代
宿泊施設 1～ 10 随時 2週間

2. 建設業

1 太啓建設㈱
〒471-0071
豊田市東梅坪町10-3-3
http://www.taikei-con.co.jp/

「人、自然、都市の調和」を基本
に、開発力・技術力を結集し、
社会への貢献と信頼をテーマに
頑張っています。

事前教育の実施
専攻分野の専門知識
パソコン技能

総務課
0565-31-1271
0565-31-9173

大学生
理系 100以上 夏期 7月～ 8月 2週間 愛知県 大学教官等からの 

個別要請対応
アルバイ
ト程度 1～ 10 夏期 2週間

2 大和ハウス工
業㈱金沢支店

〒920-8203
金沢市鞍月5丁目57
http://www.daiwahouse.co.jp/

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
パソコン技能
目的意識

建築設計課
076-239-5000
03-239-5005

石川高専生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間～ 10日 大学教官等からの 

個別要請対応
アルバイ
ト程度 通勤交通費 1～ 10 夏期 1週間～ 10日

3 藤丸建設㈲
〒870-0944
大分県大分市米良8組の3
http://www.e-fuz.com

若い社員大工が一生懸命頑張っ
ています。

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
目的意識

097-567-3067
097-567-3965

大学生
理系 1～ 10 随時 大分県

大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

支給して
いない 寸志として 1～ 10 随時

4 長崎船舶装備㈱
〒850-0933
長崎県長崎市西琴平町
1番5号

海と陸と云う二つの大きな
フィールドでインテリア内装業
を展開（海:船舶居住区内装、陸:
商業物件内装）

研修中の教職員による巡
回訪問
大学窓口の一本化
協調性・チームワーク
目的意識

総務部総務課
095-828-6576
095-823-2242

soumu1@nssjpn.co.jp
大学生
理系 1～ 10 夏期 3月～ 4月 2週間 長崎県 大学教官等からの 

個別要請対応
1日1000
円程度 通勤交通費 1～ 10 夏期 2週間

5 キザイテクト㈱

〒451-0055
愛知県名古屋市西区堀越
二丁目3番20
http://www.kizaitecto.co.jp/

土木業の施工管理の方法等の現
場見学

事前教育の実施
パソコン技能
守秘義務の厳守

総務部
052-521-6436
052-521-6439

somu@kizaitecto.co.jp
大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 愛知県 大学教官等からの 

個別要請対応
アルバイ
ト程度 赴任旅費 未定

6 岩根鉄工㈱
〒023-1101
岩手県江刺市岩谷堂字
松長根13

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
専攻分野の専門知識

工務課
0197-35-0001
0197-35-0003

大学生
理系 1～ 10 随時 9月～ 10月 1週間 支給して

いない 通勤交通費 1～ 10 随時 1週間

7 ㈱日本ピーエス 〒914-0027
福井県敦賀市若泉町3

人事管理課
0770-22-1400
0770-22-5208

大学生
理系 1～ 10 夏期 2週間 福井県

大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

支給して
いない
1日1000
円程度

食事代
宿泊施設 未定

8 硝和硝子㈱
〒910-0842
福井市開発二丁目121
http://www.g-showa.co.jp/

“先ず、人から”当社の基本理念
です。 協調性・チームワーク

総務
0776-54-3355
0776-53-2735

大学生
文理問わず 1～ 10 秋期 5月～ 6月 1週間 福井県 支給して

いない 1～ 10 随時 1週間

9 光陽電機工事㈱

〒320-0061
宇都宮市宝木町2丁目
880番地
http://www.koyonet.com

専攻分野の専門知識
管理本部
028-652-6000
028-652-6009

大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 栃木県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 2週間

大学院生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 栃木県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 2週間

10 ㈱福田組
〒951-8668
新潟市一番堀通町3番地10
http://www.fkd.co.jp

守秘義務の厳守
目的意識

管理本部
人事部
025-266-9119
025-266-5591

大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 千葉県

新潟県

大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

支給して
いない 宿泊施設 1～ 10 夏期 2週間

11 ㈱リモデル

〒386-0005
長野県上田市古里98-3
モネービル2F-A
http://www3.ocn.ne.jp/
̃remodel/

当社は、別荘・住宅の設計・施
工・リフォームを行っています。
住みやすく、使いやすく、長く
住める家を提供する為に、伝統
の技術と最新の技術を駆使して
います。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
目的意識

総務課雇用係
0268-26-1345
0268-26-1645

remodel@athena.ocn.ne.jp
大学生
理系 1～ 10 随時 9月～ 10月 2週間 長野県 上田職業安定協会 支給して

いない 通勤交通費 1～ 10 随時 2週間

12 ㈱中筋組
〒693-0061
島根県出雲市姫原町293
http://www.nakasuji.co.jp

総合建設業として島根県内で多
くの施工実績を積み重ねて来ま
した。地元島根で就業体験をし
たい土木・建築工学履修中の学
生さんの受入が可能です。

大学窓口の一本化
挨拶など基本的社会マナー
専攻分野の専門知識
目的意識

事務本部
0853-22-8111
0853-24-2331

大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1週間 島根県

大学教官等からの 
個別要請対応
（財）ふるさと島根定住財
団

支給して
いない 1～ 10 夏期 1週間

2.1　企業
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http://www.home.cs.puon.
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牧場経営を通して自然環境保護
を実践、研究する農場です。

専攻分野の専門知識
目的意識

牧場
0779-87-0047
0779-87-6147

大学生
理系 1～ 10 夏期

秋期
7月～ 8月
9月～ 10月

1週間
1ヶ月 福井県 地域経営者協会 支給して

いない
食事代
宿泊施設 1～ 10 随時

夏期

1週間
2週間
3週間
1ヶ月

3ヶ月以上

2 栃木県酪農業
協同組合

〒321-0985
栃木県宇都宮市東町76番地
http://www.tochiraku.or.jp

当組合ではインターンシップは
主に牧場で行なっており、広大
な大自然での体験は好評を得て
います。

一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
守秘義務の厳守

総務課
028-662-7311
028-664-2199

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 3週間 栃木県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない

食事代
宿泊施設 1～ 10 随時 2週間

2. 建設業

1 太啓建設㈱
〒471-0071
豊田市東梅坪町10-3-3
http://www.taikei-con.co.jp/

「人、自然、都市の調和」を基本
に、開発力・技術力を結集し、
社会への貢献と信頼をテーマに
頑張っています。

事前教育の実施
専攻分野の専門知識
パソコン技能

総務課
0565-31-1271
0565-31-9173

大学生
理系 100以上 夏期 7月～ 8月 2週間 愛知県 大学教官等からの 

個別要請対応
アルバイ
ト程度 1～ 10 夏期 2週間

2 大和ハウス工
業㈱金沢支店

〒920-8203
金沢市鞍月5丁目57
http://www.daiwahouse.co.jp/

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
パソコン技能
目的意識

建築設計課
076-239-5000
03-239-5005

石川高専生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間～ 10日 大学教官等からの 

個別要請対応
アルバイ
ト程度 通勤交通費 1～ 10 夏期 1週間～ 10日

3 藤丸建設㈲
〒870-0944
大分県大分市米良8組の3
http://www.e-fuz.com

若い社員大工が一生懸命頑張っ
ています。

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
目的意識

097-567-3067
097-567-3965

大学生
理系 1～ 10 随時 大分県

大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

支給して
いない 寸志として 1～ 10 随時

4 長崎船舶装備㈱
〒850-0933
長崎県長崎市西琴平町
1番5号

海と陸と云う二つの大きな
フィールドでインテリア内装業
を展開（海:船舶居住区内装、陸:
商業物件内装）

研修中の教職員による巡
回訪問
大学窓口の一本化
協調性・チームワーク
目的意識

総務部総務課
095-828-6576
095-823-2242

soumu1@nssjpn.co.jp
大学生
理系 1～ 10 夏期 3月～ 4月 2週間 長崎県 大学教官等からの 

個別要請対応
1日1000
円程度 通勤交通費 1～ 10 夏期 2週間

5 キザイテクト㈱

〒451-0055
愛知県名古屋市西区堀越
二丁目3番20
http://www.kizaitecto.co.jp/

土木業の施工管理の方法等の現
場見学

事前教育の実施
パソコン技能
守秘義務の厳守

総務部
052-521-6436
052-521-6439

somu@kizaitecto.co.jp
大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 愛知県 大学教官等からの 

個別要請対応
アルバイ
ト程度 赴任旅費 未定

6 岩根鉄工㈱
〒023-1101
岩手県江刺市岩谷堂字
松長根13

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
専攻分野の専門知識

工務課
0197-35-0001
0197-35-0003

大学生
理系 1～ 10 随時 9月～ 10月 1週間 支給して

いない 通勤交通費 1～ 10 随時 1週間

7 ㈱日本ピーエス 〒914-0027
福井県敦賀市若泉町3

人事管理課
0770-22-1400
0770-22-5208

大学生
理系 1～ 10 夏期 2週間 福井県

大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

支給して
いない
1日1000
円程度

食事代
宿泊施設 未定

8 硝和硝子㈱
〒910-0842
福井市開発二丁目121
http://www.g-showa.co.jp/

“先ず、人から”当社の基本理念
です。 協調性・チームワーク

総務
0776-54-3355
0776-53-2735

大学生
文理問わず 1～ 10 秋期 5月～ 6月 1週間 福井県 支給して

いない 1～ 10 随時 1週間

9 光陽電機工事㈱

〒320-0061
宇都宮市宝木町2丁目
880番地
http://www.koyonet.com

専攻分野の専門知識
管理本部
028-652-6000
028-652-6009

大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 栃木県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 2週間

大学院生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 栃木県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 2週間

10 ㈱福田組
〒951-8668
新潟市一番堀通町3番地10
http://www.fkd.co.jp

守秘義務の厳守
目的意識

管理本部
人事部
025-266-9119
025-266-5591

大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 千葉県

新潟県

大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

支給して
いない 宿泊施設 1～ 10 夏期 2週間

11 ㈱リモデル

〒386-0005
長野県上田市古里98-3
モネービル2F-A
http://www3.ocn.ne.jp/
̃remodel/

当社は、別荘・住宅の設計・施
工・リフォームを行っています。
住みやすく、使いやすく、長く
住める家を提供する為に、伝統
の技術と最新の技術を駆使して
います。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
目的意識

総務課雇用係
0268-26-1345
0268-26-1645

remodel@athena.ocn.ne.jp
大学生
理系 1～ 10 随時 9月～ 10月 2週間 長野県 上田職業安定協会 支給して

いない 通勤交通費 1～ 10 随時 2週間

12 ㈱中筋組
〒693-0061
島根県出雲市姫原町293
http://www.nakasuji.co.jp

総合建設業として島根県内で多
くの施工実績を積み重ねて来ま
した。地元島根で就業体験をし
たい土木・建築工学履修中の学
生さんの受入が可能です。

大学窓口の一本化
挨拶など基本的社会マナー
専攻分野の専門知識
目的意識

事務本部
0853-22-8111
0853-24-2331

大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1週間 島根県

大学教官等からの 
個別要請対応
（財）ふるさと島根定住財
団

支給して
いない 1～ 10 夏期 1週間

企業（農・林・漁業、鉱業）
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13 朽木塗装㈱
エコペイント

〒880-2101
宮崎市跡江386-4
http://www.kuchiki.co.jp

「エコロジー &エコノミー」「感
動の共有化」が理念です。

一般的教養・知識・社会
常識
パソコン技能
目的意識

総務部 イン
ターンシップ
担当
0985-47-3585
0985-47-3586

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期

秋期
5月～ 6月
7月～ 8月 1週間 宮崎県 地域経営者協会 支給して

いない 通勤交通費 1～ 10 夏期
秋期 1週間

14 五洋建設㈱
〒112-0004
東京都文京区後楽2-2-8
http://www.penta-ocean.co.jp

海洋土木国内No.1。陸上、建築、
環境関連と幅広く事業を展開し
ています。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
目的意識

人事部
03-3817-7557
03-3816-7508

hrd@mail.penta-ocean.co.jp
大学生
理系 11～ 30 夏期 5月～ 6月 2週間 全国 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない

赴任旅費
通勤交通費
宿泊施設

11～ 30 夏期 2週間

15 井上建設㈱

〒772-0012
徳島県鳴門市撫養町小桑島
字前組16-12
http://www.inoue-no1.co.jp/

総合建設業　一般土木　
港湾土木　建築

事前教育の実施
大学窓口の一本化
目的意識

総務部
088-686-5145
088-686-5596

大学生
理系 1～ 10 夏期 9月～ 10月 2週間 徳島県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 1～ 10 夏期 2週間

16 三友建設㈱

〒192-0041
東京都八王子市中野上町
4丁目39番2号
http://www.sanyu-kensetsu.
co.jp

民間、官庁ともに建築工事を主
力とし創業50年になる。住宅
から病院、公共施設に至るまで
巾広く実績があり、寺社建築等
の特殊な建築も手掛けている。

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
パソコン技能
守秘義務の厳守

総務部
0426-25-7661
0426-24-4486

1～ 10 夏期 1週間

17 ㈱奥村組
〒545-8555
大阪市阿倍野区松崎町2-2-2
http://www.okumuragumi.co.jp

トンネル貫通時に吹き抜ける風
と、射し込む光の足場解体時に
見上げた巨大構築物の外観。竣
工検査時に掛けられる感謝の
声。これら大きな「やりがい」に
出会える奥村組です。

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク

人事部人事課
06-6625-3607
06-6627-5295

大学生
理系 11～ 30 夏期 5月～ 6月 2週間

宮城県
東京都
埼玉県
千葉県
神奈川県
大阪府
京都府
福岡県
長崎県
沖縄県

大学教官等からの 
個別要請対応

支給して
いない

赴任旅費
通勤交通費 未定

大学院生
理系 11～ 30 夏期 5月～ 6月 2週間

宮城県
東京都
埼玉県
千葉県
神奈川県
大阪府
京都府
福岡県
長崎県
沖縄県

大学教官等からの 
個別要請対応

支給して
いない

赴任旅費
通勤交通費 未定

18 ㈱穴吹工務店 〒760-0071
香川県高松市藤塚町1-11-22

事前教育の実施
目的意識

人事部人事課
087-835-7117
087-835-7278

大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 香川県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 1～ 10 夏期 2週間

19 中村建設㈱
〒430-0904
浜松市中沢町71番23号
http://www.habi.ne.jp/nakaken/

当社は、今年創立50周年、創業
85年を迎え、地域社会に貢献
すると共に環境のリーディング
カンパニーをめざしています。
インターンシップも平成13年
より実施しています。

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
目的意識

管理本部 
人事部
053-471-3421
053-472-4066

大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1週間 静岡県

自社HPによる公募
大学教官等からの 
個別要請対応

支給して
いない 1～ 10 夏期 1週間

3. 製造業/食品

1 ㈱本家松浦 
酒造場

〒779-0303
徳島県鳴門市大麻町池谷字
柳ノ本19番地

当社は、研究開発に重点を置い
ており、インターンシップも従来
より継続して実施している。大
学側からの要請も定期的にある。

専攻分野の専門知識
守秘義務の厳守
目的意識

総務部 大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 通勤交通費 1～ 10 随時 1週間

2 ㈱弘乳舎 〒860-0085
熊本県熊本市高平3-43-2

挨拶など基本的社会マナー
目的意識

管理部
096-344-7211
096-344-7625

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 1週間 熊本県 地域経営者協会 支給して

いない 食事代 1～ 10 随時 1週間

3 ㈲大京協同 
食産グループ

〒613-0046
京都府久世郡久御山町大字
大橋辺小字提外縁26番地5
http://www.kyoto-rondo.com

学部、学科、成績一切不問。周
囲に良い環境を与えられるリー
ダーシップ（率先垂範）やコミュニ
ティ能力等に対して、足マメ、手
マメ、心マメに思いやりのある人
間学を磨く職場である。

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
目的意識

総務
075-633-2839
075-632-0036

大学生
文系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 自社HPによる公募 支給して

いない 食事代 1～ 10 夏期 1ヶ月

大学院生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 3ヶ月以上 自社HPによる公募 支給して

いない 食事代 未定

企業（建設業）
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13 朽木塗装㈱
エコペイント

〒880-2101
宮崎市跡江386-4
http://www.kuchiki.co.jp

「エコロジー &エコノミー」「感
動の共有化」が理念です。

一般的教養・知識・社会
常識
パソコン技能
目的意識

総務部 イン
ターンシップ
担当
0985-47-3585
0985-47-3586

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期

秋期
5月～ 6月
7月～ 8月 1週間 宮崎県 地域経営者協会 支給して

いない 通勤交通費 1～ 10 夏期
秋期 1週間

14 五洋建設㈱
〒112-0004
東京都文京区後楽2-2-8
http://www.penta-ocean.co.jp

海洋土木国内No.1。陸上、建築、
環境関連と幅広く事業を展開し
ています。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
目的意識

人事部
03-3817-7557
03-3816-7508

hrd@mail.penta-ocean.co.jp
大学生
理系 11～ 30 夏期 5月～ 6月 2週間 全国 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない

赴任旅費
通勤交通費
宿泊施設

11～ 30 夏期 2週間

15 井上建設㈱

〒772-0012
徳島県鳴門市撫養町小桑島
字前組16-12
http://www.inoue-no1.co.jp/

総合建設業　一般土木　
港湾土木　建築

事前教育の実施
大学窓口の一本化
目的意識

総務部
088-686-5145
088-686-5596

大学生
理系 1～ 10 夏期 9月～ 10月 2週間 徳島県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 1～ 10 夏期 2週間

16 三友建設㈱

〒192-0041
東京都八王子市中野上町
4丁目39番2号
http://www.sanyu-kensetsu.
co.jp

民間、官庁ともに建築工事を主
力とし創業50年になる。住宅
から病院、公共施設に至るまで
巾広く実績があり、寺社建築等
の特殊な建築も手掛けている。

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
パソコン技能
守秘義務の厳守

総務部
0426-25-7661
0426-24-4486

1～ 10 夏期 1週間

17 ㈱奥村組
〒545-8555
大阪市阿倍野区松崎町2-2-2
http://www.okumuragumi.co.jp

トンネル貫通時に吹き抜ける風
と、射し込む光の足場解体時に
見上げた巨大構築物の外観。竣
工検査時に掛けられる感謝の
声。これら大きな「やりがい」に
出会える奥村組です。

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク

人事部人事課
06-6625-3607
06-6627-5295

大学生
理系 11～ 30 夏期 5月～ 6月 2週間

宮城県
東京都
埼玉県
千葉県
神奈川県
大阪府
京都府
福岡県
長崎県
沖縄県

大学教官等からの 
個別要請対応

支給して
いない

赴任旅費
通勤交通費 未定

大学院生
理系 11～ 30 夏期 5月～ 6月 2週間

宮城県
東京都
埼玉県
千葉県
神奈川県
大阪府
京都府
福岡県
長崎県
沖縄県

大学教官等からの 
個別要請対応

支給して
いない

赴任旅費
通勤交通費 未定

18 ㈱穴吹工務店 〒760-0071
香川県高松市藤塚町1-11-22

事前教育の実施
目的意識

人事部人事課
087-835-7117
087-835-7278

大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 香川県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 1～ 10 夏期 2週間

19 中村建設㈱
〒430-0904
浜松市中沢町71番23号
http://www.habi.ne.jp/nakaken/

当社は、今年創立50周年、創業
85年を迎え、地域社会に貢献
すると共に環境のリーディング
カンパニーをめざしています。
インターンシップも平成13年
より実施しています。

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
目的意識

管理本部 
人事部
053-471-3421
053-472-4066

大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1週間 静岡県

自社HPによる公募
大学教官等からの 
個別要請対応

支給して
いない 1～ 10 夏期 1週間

3. 製造業/食品

1 ㈱本家松浦 
酒造場

〒779-0303
徳島県鳴門市大麻町池谷字
柳ノ本19番地

当社は、研究開発に重点を置い
ており、インターンシップも従来
より継続して実施している。大
学側からの要請も定期的にある。

専攻分野の専門知識
守秘義務の厳守
目的意識

総務部 大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 通勤交通費 1～ 10 随時 1週間

2 ㈱弘乳舎 〒860-0085
熊本県熊本市高平3-43-2

挨拶など基本的社会マナー
目的意識

管理部
096-344-7211
096-344-7625

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 1週間 熊本県 地域経営者協会 支給して

いない 食事代 1～ 10 随時 1週間

3 ㈲大京協同 
食産グループ

〒613-0046
京都府久世郡久御山町大字
大橋辺小字提外縁26番地5
http://www.kyoto-rondo.com

学部、学科、成績一切不問。周
囲に良い環境を与えられるリー
ダーシップ（率先垂範）やコミュニ
ティ能力等に対して、足マメ、手
マメ、心マメに思いやりのある人
間学を磨く職場である。

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
目的意識

総務
075-633-2839
075-632-0036

大学生
文系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 自社HPによる公募 支給して

いない 食事代 1～ 10 夏期 1ヶ月

大学院生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 3ヶ月以上 自社HPによる公募 支給して

いない 食事代 未定

企業（建設業）
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No. 社（機関）名 住所
企業URL 企業PR 学生・大学への要望

インターンシップ窓口 H16受入実績 H17受入計画

部署
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時期 募集時期 受入期間 研修地 募集の方法 報酬 宿泊施設や
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No. 社（機関）名 住所
企業URL 企業PR 学生・大学への要望

インターンシップ窓口 H16受入実績 H17受入計画

部署
TEL
FAX

URL
メールアドレス 対象学生 人数 受入

時期 募集時期 受入期間 研修地 募集の方法 報酬 宿泊施設や
交通費の提供 人数 時期 期間

4

北陸 
コカ・コーラ 
プロダクツ㈱ 
砺波工場

〒939-1401
砺波市東保1202-1
http://www.hokuriku.ccbc.co.jp

当工場は、コカ・コーラ、ジョー
ジアコーヒー等の缶、PET入飲
料の製造を行なっている。日本
でも最新鋭の工場です。ほぼ毎
年2名のインターンシップを受
入れており学生の学んでいる教
科に関連した現場に配属して実
体験をしてもらっています。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
目的意識

総務グループ
0763-37-8100
0763-37-8110

大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1週間 富山県 地域経営者協会 支給して

いない 食事代 未定

5 エイシン・
フーズ㈱

〒101-0047
千代田区内神田2-5-6
亀田ビル9F
http://www.eishinfoods.co.jp

あくまで、学生の主体性を尊重
した上で、学生にとって収穫の
ある経験の場を提供できる。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
目的意識

事業戦略室
03-5296-1051
03-5296-1050

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 3月～ 4月

7月～ 8月 3ヶ月以上 その他 アルバイ
ト程度

通勤交通費
食事代 1～ 10 随時 3ヶ月以上

6 小田象製粉㈱
〒711-0934
倉敷市児島塩生2767-68
http://www.odazo.jp/

家族的である。 協調性・チームワーク
専攻分野の専門知識

総務
086-475-2211
086-475-2213

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間 外部推進支援機関 支給して

いない

通勤交通費
食事代
宿泊施設

1～ 10 夏期 1週間

大学院生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間 外部推進支援機関 支給して

いない

通勤交通費
食事代
宿泊施設

1～ 10 夏期 1週間

7 カバヤ食品㈱

〒709-2117
岡山県御津郡御津町野々口
1100
http://www.kabaya.co.jp/

“子供たちに夢と希望をプレゼ
ントしたい”そんな情熱から菓
子づくりを始めて50有余年。個
性と創造性あふれる「夢いっぱ
いの食文化」を提案しています。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク

人事課
0867-24-4300
0867-24-4301

大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 岡山県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 2週間

大学院生
理系 1～ 10 夏期 2週間

8 片山食品㈱
〒957-0231
新潟県北蒲原郡紫雲寺町大
字藤塚浜字石山3310番地3

目的意識
管理部
0254-41-3110
0254-41-2929

大学生
理系 1～ 10 随時 5月～ 6月

9月～ 10月 1週間 新潟県 大学教官等からの 
個別要請対応

支給して
いない 1～ 10 随時 1週間

9 キンシ正宗㈱
〒612-8081
京都市伏見区新町11丁目
337番地-1

化学のしくみや、農産物の加工
発酵を通じて、人の生活に生か
される、また健康飲料としての
アルコール飲料を手がけていま
す。人生の楽しさを味わっても
らいたい。

製造物流部
075-611-5201
075-611-0080

大学生
文理問わず 1～ 10 冬期 9月～ 10月 2週間 京都府 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 1～ 10 冬期 2週間

10 ㈱斎弥酒造店
〒015-0011
秋田県本荘市石脇字石脇53
http://www.yukinobousha.jp/

有機JAS認定工場。全国新酒鑑
評会6年連続金賞受賞。

挨拶など基本的社会マナー
目的意識

総務部
0184-22-0536
0184-24-4558

大学生
理系 1～ 10 冬期 9月～ 10月 1週間 秋田県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない

食事代
宿泊施設 1～ 10 冬期 1週間

11 ㈲かぎや菓子舗 〒024-0011
岩手県北上市堤ケ丘2-9-1

和洋菓子を製造から販売まで一
貫して行っている会社です。目
的を持ってインターンシップに
参加して下さい。

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク 0197-65-3531

0197-65-3538

大学生
文理問わず 1～ 10 随時

夏期 5月～ 6月 1週間 岩手県 地域経営者協会 支給して
いない 1～ 10 随時

夏期 1週間

12 一正蒲鉾㈱ 〒950-0801
新潟市津島屋7丁目77番地

総務 
人事グループ
025-270-7111
025-271-4146

大学院生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 新潟県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 2週間

13 キリンビール
㈱北陸工場

〒924-0021
石川県松任市竹松町2480

日本海側唯一のビール工場。
ISO9000、14000、さらには昨
年度石川県初のOSHMS（安全
衛生マネジメントシステム）の
認証を取得。

事前教育の実施
研修中の教職員による巡
回訪問
挨拶など基本的社会マナー

総務部
076-274-8888
076-274-8890

大学生
理系 11～ 30 夏期 7月～ 8月 1週間 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 1週間

大学生
理系 1～ 10 

14 日清製粉 
グループ

〒101-0054
千代田区神田錦町1-25
http://www.nisshin.com

粉粒体の制御技術で世界トップ
クラスの技術水準を誇る日清製
粉グループで工学等の技術体験
ができます。

大学窓口の一本化
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
専攻分野の専門知識
守秘義務の厳守
目的意識

㈱日清製粉 
グループ本社
J-center
0120-02-2424

大学生
理系 1～ 10 春期 1月～ 2月 2週間

㈱JMAMチェンジコンサ
ルティング「JMAMイン
ターンシップ」

アルバイ
ト程度 1～ 10 春期 2週間

大学院生
理系 1～ 10 春期 1月～ 2月 2週間

㈱JMAMチェンジコンサ
ルティング「JMAMイン
ターンシップ」

アルバイ
ト程度 1～ 10 春期 2週間

15 敷島堂㈱ 
竹久夢二本舗

〒701-4221
岡山県瀬戸内市邑久町尾張
1153-1
http://www.shikishima.co.jp

お菓子づくりを通して、「夢を持
ち」「人間的な成長を目指し」「す
べてにおいて幸せになること」
を経営理念「お菓子づくりは夢
づくり、お菓子づくりは人づ
くり、お菓子づくりは幸せづく
り」としています。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
目的意識

0869-22-0059
0869-22-0562

info@shikishima.co.jp
大学生

文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 岡山県 大学教官等からの 
個別要請対応

支給して
いない 1～ 10 夏期 2週間

16 キャパトル 
イシイ㈱

〒636-0072
奈良県北葛城郡河合町
中山台2丁目13

ベーカリーレストラン2店舗と、
ベーカリー（焼き立てパン）店
舗を17店舗展開。奈良県下一
番のベーカリーショップ。

一般的教養・知識・社会
常識

キャパトル 
西大和店
0745-72-1213
0745-72-1144

cyapatol@trust.ocn.ne.jp
大学生

文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 奈良県 地域経営者協会 支給して
いない 1～ 10 夏期 2週間

企業（製造業 /食品）
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No. 社（機関）名 住所
企業URL 企業PR 学生・大学への要望

インターンシップ窓口 H16受入実績 H17受入計画

部署
TEL
FAX

URL
メールアドレス 対象学生 人数 受入

時期 募集時期 受入期間 研修地 募集の方法 報酬 宿泊施設や
交通費の提供 人数 時期 期間

4

北陸 
コカ・コーラ 
プロダクツ㈱ 
砺波工場

〒939-1401
砺波市東保1202-1
http://www.hokuriku.ccbc.co.jp

当工場は、コカ・コーラ、ジョー
ジアコーヒー等の缶、PET入飲
料の製造を行なっている。日本
でも最新鋭の工場です。ほぼ毎
年2名のインターンシップを受
入れており学生の学んでいる教
科に関連した現場に配属して実
体験をしてもらっています。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
目的意識

総務グループ
0763-37-8100
0763-37-8110

大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1週間 富山県 地域経営者協会 支給して

いない 食事代 未定

5 エイシン・
フーズ㈱

〒101-0047
千代田区内神田2-5-6
亀田ビル9F
http://www.eishinfoods.co.jp

あくまで、学生の主体性を尊重
した上で、学生にとって収穫の
ある経験の場を提供できる。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
目的意識

事業戦略室
03-5296-1051
03-5296-1050

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 3月～ 4月

7月～ 8月 3ヶ月以上 その他 アルバイ
ト程度

通勤交通費
食事代 1～ 10 随時 3ヶ月以上

6 小田象製粉㈱
〒711-0934
倉敷市児島塩生2767-68
http://www.odazo.jp/

家族的である。 協調性・チームワーク
専攻分野の専門知識

総務
086-475-2211
086-475-2213

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間 外部推進支援機関 支給して

いない

通勤交通費
食事代
宿泊施設

1～ 10 夏期 1週間

大学院生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間 外部推進支援機関 支給して

いない

通勤交通費
食事代
宿泊施設

1～ 10 夏期 1週間

7 カバヤ食品㈱

〒709-2117
岡山県御津郡御津町野々口
1100
http://www.kabaya.co.jp/

“子供たちに夢と希望をプレゼ
ントしたい”そんな情熱から菓
子づくりを始めて50有余年。個
性と創造性あふれる「夢いっぱ
いの食文化」を提案しています。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク

人事課
0867-24-4300
0867-24-4301

大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 岡山県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 2週間

大学院生
理系 1～ 10 夏期 2週間

8 片山食品㈱
〒957-0231
新潟県北蒲原郡紫雲寺町大
字藤塚浜字石山3310番地3

目的意識
管理部
0254-41-3110
0254-41-2929

大学生
理系 1～ 10 随時 5月～ 6月

9月～ 10月 1週間 新潟県 大学教官等からの 
個別要請対応

支給して
いない 1～ 10 随時 1週間

9 キンシ正宗㈱
〒612-8081
京都市伏見区新町11丁目
337番地-1

化学のしくみや、農産物の加工
発酵を通じて、人の生活に生か
される、また健康飲料としての
アルコール飲料を手がけていま
す。人生の楽しさを味わっても
らいたい。

製造物流部
075-611-5201
075-611-0080

大学生
文理問わず 1～ 10 冬期 9月～ 10月 2週間 京都府 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 1～ 10 冬期 2週間

10 ㈱斎弥酒造店
〒015-0011
秋田県本荘市石脇字石脇53
http://www.yukinobousha.jp/

有機JAS認定工場。全国新酒鑑
評会6年連続金賞受賞。

挨拶など基本的社会マナー
目的意識

総務部
0184-22-0536
0184-24-4558

大学生
理系 1～ 10 冬期 9月～ 10月 1週間 秋田県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない

食事代
宿泊施設 1～ 10 冬期 1週間

11 ㈲かぎや菓子舗 〒024-0011
岩手県北上市堤ケ丘2-9-1

和洋菓子を製造から販売まで一
貫して行っている会社です。目
的を持ってインターンシップに
参加して下さい。

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク 0197-65-3531

0197-65-3538

大学生
文理問わず 1～ 10 随時

夏期 5月～ 6月 1週間 岩手県 地域経営者協会 支給して
いない 1～ 10 随時

夏期 1週間

12 一正蒲鉾㈱ 〒950-0801
新潟市津島屋7丁目77番地

総務 
人事グループ
025-270-7111
025-271-4146

大学院生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 新潟県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 2週間

13 キリンビール
㈱北陸工場

〒924-0021
石川県松任市竹松町2480

日本海側唯一のビール工場。
ISO9000、14000、さらには昨
年度石川県初のOSHMS（安全
衛生マネジメントシステム）の
認証を取得。

事前教育の実施
研修中の教職員による巡
回訪問
挨拶など基本的社会マナー

総務部
076-274-8888
076-274-8890

大学生
理系 11～ 30 夏期 7月～ 8月 1週間 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 1週間

大学生
理系 1～ 10 

14 日清製粉 
グループ

〒101-0054
千代田区神田錦町1-25
http://www.nisshin.com

粉粒体の制御技術で世界トップ
クラスの技術水準を誇る日清製
粉グループで工学等の技術体験
ができます。

大学窓口の一本化
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
専攻分野の専門知識
守秘義務の厳守
目的意識

㈱日清製粉 
グループ本社
J-center
0120-02-2424

大学生
理系 1～ 10 春期 1月～ 2月 2週間

㈱JMAMチェンジコンサ
ルティング「JMAMイン
ターンシップ」

アルバイ
ト程度 1～ 10 春期 2週間

大学院生
理系 1～ 10 春期 1月～ 2月 2週間

㈱JMAMチェンジコンサ
ルティング「JMAMイン
ターンシップ」

アルバイ
ト程度 1～ 10 春期 2週間

15 敷島堂㈱ 
竹久夢二本舗

〒701-4221
岡山県瀬戸内市邑久町尾張
1153-1
http://www.shikishima.co.jp

お菓子づくりを通して、「夢を持
ち」「人間的な成長を目指し」「す
べてにおいて幸せになること」
を経営理念「お菓子づくりは夢
づくり、お菓子づくりは人づ
くり、お菓子づくりは幸せづく
り」としています。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
目的意識

0869-22-0059
0869-22-0562

info@shikishima.co.jp
大学生

文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 岡山県 大学教官等からの 
個別要請対応

支給して
いない 1～ 10 夏期 2週間

16 キャパトル 
イシイ㈱

〒636-0072
奈良県北葛城郡河合町
中山台2丁目13

ベーカリーレストラン2店舗と、
ベーカリー（焼き立てパン）店
舗を17店舗展開。奈良県下一
番のベーカリーショップ。

一般的教養・知識・社会
常識

キャパトル 
西大和店
0745-72-1213
0745-72-1144

cyapatol@trust.ocn.ne.jp
大学生

文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 奈良県 地域経営者協会 支給して
いない 1～ 10 夏期 2週間

企業（製造業 /食品）
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4. 製造業/繊維・アパレル

1 エフワン㈱

〒541-0059
大阪府大阪市中央区博労町
2-6-8
http://www.f-one.co.jp

総務部
06-6241-8520
06-6241-5558

大学生
文系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 大阪府 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 1～ 10 夏期 2週間

2 ㈱ワコール 未定（毎年変更可能性有）
http://www.wacoal.co.jp

大学生また
は大学院生
文理問わず

1～ 10 夏期 1週間 （財）大学コンソーシアム
京都

支給して
いない 未定

5. 製造業/パルプ・紙

1 北辰機材㈱

〒370-0101
群馬県伊勢崎市境東新井
1270-8
http://www.hokushin-inc.co.jp

包装、物流機器に併せ群馬県唯
一の産業廃棄物リサイクル事業
を今年4月より開始します。時
代のニーズに合った企業です。

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
目的意識

総務部
0270-76-1515
0270-76-1518

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 群馬県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 食事代 1～ 10 夏期 2週間

2 ワコン 
段ボール㈱

〒649-6425
和歌山県那賀郡打田町
中井阪361

改善活動が活発な会社。フレッ
シュな学生の知恵を発揮しても
らいたい。

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
目的意識

総務部
0736-77-2203
0736-77-5563

info@wakon.co.jp
大学生

文理問わず 1～ 10 
春期
夏期
冬期

3月～ 4月
7月～ 8月

11月～ 12月
2週間 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない

通勤交通費
食事代 1～ 10 随時 2週間

3
恵和㈱ 
アタックテクノ
センター

〒649-1532
和歌山県日高郡印南町
印南原4026-13
http://www.keiwa.co.jp/

守秘義務の厳守
総務ユニット
0738-44-0853
0738-44-0793

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 和歌山県 （社）大阪府経営合理化 

協会
支給して
いない

通勤交通費
食事代 未定

4 東中江和紙 
加工生産組合

〒939-1905
富山県南栃市東中江582

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー

0763-66-2420
0763-66-2420

yukyushi@pp.tst.ne.jp
大学生

文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間 大学教官等からの 
個別要請対応

支給して
いない 食事代 1～ 10 随時 1週間

5 ㈱マルアイ

〒409-3601
山梨県西八代郡市川大門町
2603
http://www.maruai.co.jp

挨拶など基本的社会マナー
総経
055-272-1119
055-272-1118

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 山梨県 地域経営者協会 支給して

いない 食事代 1～ 10 夏期 2週間

6. 製造業/化学・ゴム

1 田村薬品工業㈱
〒639-2316
奈良県御所市西寺田50番地
http://www.tamura-p.co.jp

YES、元気の田村薬品です。“未
来にチャレンジする健康開発企
業”を理念に健康を創造し、提供
する企業を目指し、常にお客様
の要望にお応えできるマーケティ
ング発想を大切にしています。

研修中の教職員による巡
回訪問
挨拶など基本的社会マナー
パソコン技能
守秘義務の厳守
目的意識

総務部総務課
0745-66-1521
0745-66-1840

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 奈良県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 2週間

2 ダイヤ 
テックス㈱

〒938-0013
富山県黒部市沓掛2000

商品開発型のプラスチック加工
メーカー。

守秘義務の厳守
目的意識

商品開発 
グループ
0765-54-4619
0765-52-2691

大学生
理系 1～ 10 随時 2週間 富山県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 1～ 10 随時 2週間

3 タイメック㈱
〒719-1164
岡山県都窪郡山手村大字
西郡197番地の1

・平均年齢30才。
・BGM、冷暖房完備。
・試作業（自分で工法を考え物
づくりを行なうので楽しい、反
面苦しい?）

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
守秘義務の厳守

労務部
0866-93-1678
0866-93-6993

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月

9月～ 10月
1週間
2週間 岡山県

大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

支給して
いない 1～ 10 夏期 1週間

2週間

大学院生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月

9月～ 10月
1週間
2週間 岡山県

大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

支給して
いない 1～ 10 夏期 1週間

2週間

4 新中村 
化学工業㈱

〒640-8390
和歌山市有本687
http://www.shin-nakamura.
com/

誠実・努力・協力一致を基本
に、感謝の心をもつ豊かな人間
形成を目指し、人生講座研究会
を実施。創造の歓びによる自己
の潜在能力の探求を促し、自己
実現へ。また、社員旅行、ゴル
フコンペ、ボーリング大会など
によってひとりひとりが発意す
る明るいチームワークづくりを
推進し社員教育の充実をはかっ
ている。

目的意識
総務部
073-423-3256
073-432-8571

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月

9月～ 10月 2週間 和歌山県 地域経営者協会 支給して
いない 食事代 1～ 10 夏期 2週間

大学院生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月

9月～ 10月 2週間 和歌山県 地域経営者協会 支給して
いない 食事代 1～ 10 夏期 2週間

5 日東電工㈱
〒567-0041
大阪府茨木市下穂積1-1-2
http://www.nitto.co.jp

大学窓口の一本化
パソコン技能
目的意識

人財マネージ
メント部
072-621-0215
072-621-0301

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 3週間 愛知県

大阪府 地域経営者協会 1日1000
円程度

通勤交通費
宿泊施設 未定

大学院生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 3週間 愛知県

大阪府 地域経営者協会 1日1000
円程度

通勤交通費
宿泊施設 未定

企業（製造業 /繊維・アパレル、パルプ・紙、化学・ゴム）
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4. 製造業/繊維・アパレル

1 エフワン㈱

〒541-0059
大阪府大阪市中央区博労町
2-6-8
http://www.f-one.co.jp

総務部
06-6241-8520
06-6241-5558

大学生
文系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 大阪府 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 1～ 10 夏期 2週間

2 ㈱ワコール 未定（毎年変更可能性有）
http://www.wacoal.co.jp

大学生また
は大学院生
文理問わず

1～ 10 夏期 1週間 （財）大学コンソーシアム
京都

支給して
いない 未定

5. 製造業/パルプ・紙

1 北辰機材㈱

〒370-0101
群馬県伊勢崎市境東新井
1270-8
http://www.hokushin-inc.co.jp

包装、物流機器に併せ群馬県唯
一の産業廃棄物リサイクル事業
を今年4月より開始します。時
代のニーズに合った企業です。

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
目的意識

総務部
0270-76-1515
0270-76-1518

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 群馬県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 食事代 1～ 10 夏期 2週間

2 ワコン 
段ボール㈱

〒649-6425
和歌山県那賀郡打田町
中井阪361

改善活動が活発な会社。フレッ
シュな学生の知恵を発揮しても
らいたい。

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
目的意識

総務部
0736-77-2203
0736-77-5563

info@wakon.co.jp
大学生

文理問わず 1～ 10 
春期
夏期
冬期

3月～ 4月
7月～ 8月

11月～ 12月
2週間 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない

通勤交通費
食事代 1～ 10 随時 2週間

3
恵和㈱ 
アタックテクノ
センター

〒649-1532
和歌山県日高郡印南町
印南原4026-13
http://www.keiwa.co.jp/

守秘義務の厳守
総務ユニット
0738-44-0853
0738-44-0793

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 和歌山県 （社）大阪府経営合理化 

協会
支給して
いない

通勤交通費
食事代 未定

4 東中江和紙 
加工生産組合

〒939-1905
富山県南栃市東中江582

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー

0763-66-2420
0763-66-2420

yukyushi@pp.tst.ne.jp
大学生

文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間 大学教官等からの 
個別要請対応

支給して
いない 食事代 1～ 10 随時 1週間

5 ㈱マルアイ

〒409-3601
山梨県西八代郡市川大門町
2603
http://www.maruai.co.jp

挨拶など基本的社会マナー
総経
055-272-1119
055-272-1118

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 山梨県 地域経営者協会 支給して

いない 食事代 1～ 10 夏期 2週間

6. 製造業/化学・ゴム

1 田村薬品工業㈱
〒639-2316
奈良県御所市西寺田50番地
http://www.tamura-p.co.jp

YES、元気の田村薬品です。“未
来にチャレンジする健康開発企
業”を理念に健康を創造し、提供
する企業を目指し、常にお客様
の要望にお応えできるマーケティ
ング発想を大切にしています。

研修中の教職員による巡
回訪問
挨拶など基本的社会マナー
パソコン技能
守秘義務の厳守
目的意識

総務部総務課
0745-66-1521
0745-66-1840

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 奈良県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 2週間

2 ダイヤ 
テックス㈱

〒938-0013
富山県黒部市沓掛2000

商品開発型のプラスチック加工
メーカー。

守秘義務の厳守
目的意識

商品開発 
グループ
0765-54-4619
0765-52-2691

大学生
理系 1～ 10 随時 2週間 富山県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 1～ 10 随時 2週間

3 タイメック㈱
〒719-1164
岡山県都窪郡山手村大字
西郡197番地の1

・平均年齢30才。
・BGM、冷暖房完備。
・試作業（自分で工法を考え物
づくりを行なうので楽しい、反
面苦しい?）

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
守秘義務の厳守

労務部
0866-93-1678
0866-93-6993

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月

9月～ 10月
1週間
2週間 岡山県

大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

支給して
いない 1～ 10 夏期 1週間

2週間

大学院生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月

9月～ 10月
1週間
2週間 岡山県

大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

支給して
いない 1～ 10 夏期 1週間

2週間

4 新中村 
化学工業㈱

〒640-8390
和歌山市有本687
http://www.shin-nakamura.
com/

誠実・努力・協力一致を基本
に、感謝の心をもつ豊かな人間
形成を目指し、人生講座研究会
を実施。創造の歓びによる自己
の潜在能力の探求を促し、自己
実現へ。また、社員旅行、ゴル
フコンペ、ボーリング大会など
によってひとりひとりが発意す
る明るいチームワークづくりを
推進し社員教育の充実をはかっ
ている。

目的意識
総務部
073-423-3256
073-432-8571

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月

9月～ 10月 2週間 和歌山県 地域経営者協会 支給して
いない 食事代 1～ 10 夏期 2週間

大学院生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月

9月～ 10月 2週間 和歌山県 地域経営者協会 支給して
いない 食事代 1～ 10 夏期 2週間

5 日東電工㈱
〒567-0041
大阪府茨木市下穂積1-1-2
http://www.nitto.co.jp

大学窓口の一本化
パソコン技能
目的意識

人財マネージ
メント部
072-621-0215
072-621-0301

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 3週間 愛知県

大阪府 地域経営者協会 1日1000
円程度

通勤交通費
宿泊施設 未定

大学院生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 3週間 愛知県

大阪府 地域経営者協会 1日1000
円程度

通勤交通費
宿泊施設 未定

企業（製造業 /繊維・アパレル、パルプ・紙、化学・ゴム）
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時期 募集時期 受入期間 研修地 募集の方法 報酬 宿泊施設や
交通費の提供 人数 時期 期間

6 正和産業㈱ 〒649-0304
和歌山県有田市箕島812-9

製造スタッフは若い人ばかり
で、これからの成長が期待され
る。合成ゴムは色々な分野で活
用される製品で将来も有望であ
る。また当社は昨年末に中国進
出を図り、事業の拡大を進めて
いる。

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
目的意識

総務G
0737-82-4151
0737-82-4153

1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 和歌山県 地域経営者協会 支給して
いない 1～ 10 夏期 2週間

7 花王㈱
〒131-0044
東京都墨田区文花2-1-3
http://www.kao.co.jp

花王は常に顧客の立場に立っ
て、心をこめた「よきモノづく
り」にチャレンジしています。
家庭用品、化粧品、食品、化学
製品（各種工業用品）をコア事業
として、世界へ向けて積極的に
ビジネスを展開しています。花
王の「よきモノづくり」にかける
研究技術開発部門の活動の一端
に触れてみて下さい。

専攻分野の専門知識
守秘義務の厳守
目的意識

花王㈱ 
研究開発部門 
人事・人材開発
グループ
03-5630-9606
03-5630-9424

http://www.kao.co.jp/saiyo/
intern/engineer/index.html
tech.internship@kao.co.jp

大学院生
理系 11～ 30 夏期 5月～ 6月 2週間

東京都
栃木県
和歌山県

自社HPによる公募
㈱JMAMチェンジコンサ
ルティング「JMAMイン
ターンシップ」

支給して
いない

赴任旅費
通勤交通費
食事代
宿泊施設

11～ 30 夏期 2週間

7. 製造業/石油・石炭製品

1 昭和シェル
石油㈱

〒135-0091
東京都港区台場2-3-2
台場フロンティアビル
http://www.showa-shell.co.jp

これまで4年間インターンシッ
プ生を受け入れてきており、受
入体制はできていると思いま
す。参加学生の満足度も高く、
非常に好評を得ています。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
パソコン技能
守秘義務の厳守
目的意識

人事部プロ
ジェクト課
03-5531-5555
03-5531-5559

http://www.showa-shell.co.jp
recruit@showa-shell.co.jp

大学院生
文理問わず 11～ 30 夏期 5月～ 6月

7月～ 8月 2週間 東京都

自社HPによる公募
「Bi助っ人」
㈱リクルート 
「リクナビ」
㈱ドリームキャリア「イ
ンターンナビ」

アルバイ
ト程度

赴任旅費
宿泊施設 11～ 30 夏期 2週間

8. 製造業/窯業

1 ㈱武井工業所
〒315-0018
茨城県石岡市若松1-3-26
http://www.takei21.co.jp

茨城・栃木でシェア№1のコン
クリート二次製品メーカー。顧
客ニーズに対応した様々な製品
を提供している。

事前教育の実施
守秘義務の厳守

総務グループ
0299-24-5218
0299-24-5215

大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1ヶ月 茨城県 大学教官等からの 

個別要請対応
アルバイ
ト程度 未定

2 中島硝子工業㈱
〒715-0004
岡山県井原市木之子町5301-2
http://www.ngei.co.jp

環境、省エネに向けた高機能ガ
ラスの製造、販売

事前教育の実施
目的意識

総務部
0866-62-1237
0866-62-1875

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 岡山県 地域経営者協会 支給して

いない 食事代 1～ 10 夏期 2週間

3 敦賀セメント㈱

〒914-0071
福井県敦賀市泉2号6番地1
http://www.tsuruga.cement.
co.jp

セメント製造工程の特色を活か
し、他産業から排出される廃棄
物を活用、処理する事で環境保
全に貢献している。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク

総務人事 
グループ
0770-22-9701
0770-22-9603

大学生
理系 夏期 7月～ 8月 1週間 地域経営者協会 支給して

いない 宿泊施設 1～ 10 夏期 1週間

大学院生
理系 夏期 7月～ 8月 1週間 地域経営者協会 支給して

いない 宿泊施設 1～ 10 夏期 1週間

9. 製造業/金属

1 武生特殊鋼材㈱
〒915-0857
福井県武生市四郎丸町21-2-1
http://www.e-tokko.com/

当社は金属複合材料のリード
メーカーです。開発型企業とし
て、独自の技術と設備から独創
的製品を生み出し、躍動果敢に
事業を営むユニークな会社です。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
目的意識

総務部
0778-24-3666
0778-24-3719

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1ヶ月 地域経営者協会 支給して

いない 食事代 未定

2 ㈱ユニゾーン 〒930-0845
富山県富山市綾田町1-9-38

挨拶など基本的社会マナー
目的意識

総務部
076-441-4421
076-431-8021

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 富山県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 2週間

大学院生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 富山県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 2週間

3 桑原鋳工㈱ 〒511-0806
三重県桑名市大字東汰上518 協調性・チームワーク

製造課
0594-21-2141
0594-22-6212

大学生
理系 未定

4 アイシン 
軽金属㈱

〒934-0031
富山県新湊市奈呉の江12-3
http://www.aisin-ak.co.jp

自動車用アルミ製品の製造販売
をしており、インターンシップで
は、部品の設計から評価までの
業務を体験していただきます。

協調性・チームワーク
目的意識

総務部人事グ
ループ
0766-82-8812
0766-82-1109

大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1週間 富山県 地域経営者協会 支給して

いない 食事代 1～ 10 夏期 1週間

5 富士 
ダイカスト㈱

〒343-0825
越谷市大成町2-244-2
http://www.fuji-dc.co.jp

ダイカストの材質と種類が豊富
である。

一般的教養・知識・社会
常識
守秘義務の厳守
目的意識

048-985-2986
048-985-2987

大学生
理系 1～ 10 随時 7月～ 8月 2週間 埼玉県 関東地域インターンシッ

プ推進協会「KIPC」
支給して
いない

通勤交通費
食事代 1～ 10 随時

1週間
2週間
3週間
1ヶ月

3ヶ月以上

企業（製造業 /石油・石炭製品、窯業、金属）
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No. 社（機関）名 住所
企業URL 企業PR 学生・大学への要望

インターンシップ窓口 H16受入実績 H17受入計画

部署
TEL
FAX

URL
メールアドレス 対象学生 人数 受入

時期 募集時期 受入期間 研修地 募集の方法 報酬 宿泊施設や
交通費の提供 人数 時期 期間

6 正和産業㈱ 〒649-0304
和歌山県有田市箕島812-9

製造スタッフは若い人ばかり
で、これからの成長が期待され
る。合成ゴムは色々な分野で活
用される製品で将来も有望であ
る。また当社は昨年末に中国進
出を図り、事業の拡大を進めて
いる。

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
目的意識

総務G
0737-82-4151
0737-82-4153

1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 和歌山県 地域経営者協会 支給して
いない 1～ 10 夏期 2週間

7 花王㈱
〒131-0044
東京都墨田区文花2-1-3
http://www.kao.co.jp

花王は常に顧客の立場に立っ
て、心をこめた「よきモノづく
り」にチャレンジしています。
家庭用品、化粧品、食品、化学
製品（各種工業用品）をコア事業
として、世界へ向けて積極的に
ビジネスを展開しています。花
王の「よきモノづくり」にかける
研究技術開発部門の活動の一端
に触れてみて下さい。

専攻分野の専門知識
守秘義務の厳守
目的意識

花王㈱ 
研究開発部門 
人事・人材開発
グループ
03-5630-9606
03-5630-9424

http://www.kao.co.jp/saiyo/
intern/engineer/index.html
tech.internship@kao.co.jp

大学院生
理系 11～ 30 夏期 5月～ 6月 2週間

東京都
栃木県
和歌山県

自社HPによる公募
㈱JMAMチェンジコンサ
ルティング「JMAMイン
ターンシップ」

支給して
いない

赴任旅費
通勤交通費
食事代
宿泊施設

11～ 30 夏期 2週間

7. 製造業/石油・石炭製品

1 昭和シェル
石油㈱

〒135-0091
東京都港区台場2-3-2
台場フロンティアビル
http://www.showa-shell.co.jp

これまで4年間インターンシッ
プ生を受け入れてきており、受
入体制はできていると思いま
す。参加学生の満足度も高く、
非常に好評を得ています。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
パソコン技能
守秘義務の厳守
目的意識

人事部プロ
ジェクト課
03-5531-5555
03-5531-5559

http://www.showa-shell.co.jp
recruit@showa-shell.co.jp

大学院生
文理問わず 11～ 30 夏期 5月～ 6月

7月～ 8月 2週間 東京都

自社HPによる公募
「Bi助っ人」
㈱リクルート 
「リクナビ」
㈱ドリームキャリア「イ
ンターンナビ」

アルバイ
ト程度

赴任旅費
宿泊施設 11～ 30 夏期 2週間

8. 製造業/窯業

1 ㈱武井工業所
〒315-0018
茨城県石岡市若松1-3-26
http://www.takei21.co.jp

茨城・栃木でシェア№1のコン
クリート二次製品メーカー。顧
客ニーズに対応した様々な製品
を提供している。

事前教育の実施
守秘義務の厳守

総務グループ
0299-24-5218
0299-24-5215

大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1ヶ月 茨城県 大学教官等からの 

個別要請対応
アルバイ
ト程度 未定

2 中島硝子工業㈱
〒715-0004
岡山県井原市木之子町5301-2
http://www.ngei.co.jp

環境、省エネに向けた高機能ガ
ラスの製造、販売

事前教育の実施
目的意識

総務部
0866-62-1237
0866-62-1875

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 岡山県 地域経営者協会 支給して

いない 食事代 1～ 10 夏期 2週間

3 敦賀セメント㈱

〒914-0071
福井県敦賀市泉2号6番地1
http://www.tsuruga.cement.
co.jp

セメント製造工程の特色を活か
し、他産業から排出される廃棄
物を活用、処理する事で環境保
全に貢献している。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク

総務人事 
グループ
0770-22-9701
0770-22-9603

大学生
理系 夏期 7月～ 8月 1週間 地域経営者協会 支給して

いない 宿泊施設 1～ 10 夏期 1週間

大学院生
理系 夏期 7月～ 8月 1週間 地域経営者協会 支給して

いない 宿泊施設 1～ 10 夏期 1週間

9. 製造業/金属

1 武生特殊鋼材㈱
〒915-0857
福井県武生市四郎丸町21-2-1
http://www.e-tokko.com/

当社は金属複合材料のリード
メーカーです。開発型企業とし
て、独自の技術と設備から独創
的製品を生み出し、躍動果敢に
事業を営むユニークな会社です。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
目的意識

総務部
0778-24-3666
0778-24-3719

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1ヶ月 地域経営者協会 支給して

いない 食事代 未定

2 ㈱ユニゾーン 〒930-0845
富山県富山市綾田町1-9-38

挨拶など基本的社会マナー
目的意識

総務部
076-441-4421
076-431-8021

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 富山県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 2週間

大学院生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 富山県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 2週間

3 桑原鋳工㈱ 〒511-0806
三重県桑名市大字東汰上518 協調性・チームワーク

製造課
0594-21-2141
0594-22-6212

大学生
理系 未定

4 アイシン 
軽金属㈱

〒934-0031
富山県新湊市奈呉の江12-3
http://www.aisin-ak.co.jp

自動車用アルミ製品の製造販売
をしており、インターンシップで
は、部品の設計から評価までの
業務を体験していただきます。

協調性・チームワーク
目的意識

総務部人事グ
ループ
0766-82-8812
0766-82-1109

大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1週間 富山県 地域経営者協会 支給して

いない 食事代 1～ 10 夏期 1週間

5 富士 
ダイカスト㈱

〒343-0825
越谷市大成町2-244-2
http://www.fuji-dc.co.jp

ダイカストの材質と種類が豊富
である。

一般的教養・知識・社会
常識
守秘義務の厳守
目的意識

048-985-2986
048-985-2987

大学生
理系 1～ 10 随時 7月～ 8月 2週間 埼玉県 関東地域インターンシッ

プ推進協会「KIPC」
支給して
いない

通勤交通費
食事代 1～ 10 随時

1週間
2週間
3週間
1ヶ月

3ヶ月以上

企業（製造業 /石油・石炭製品、窯業、金属）
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No. 社（機関）名 住所
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部署
TEL
FAX

URL
メールアドレス 対象学生 人数 受入
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6 東洋電化工業㈱
〒780-8006
高知市萩町2-2-25
http://www.toyodenka.co.jp

鉄鋼・化学関連の製造業です
が、分析・情報システムなど幅
広い業種を手がけています。イ
ンターンは5年前から受入をし
ており総務、分析センター、情
報システムセンターで受入実績
があります。

大学窓口の一本化
挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守

総務課
088-834-4800
088-833-2250

recruit@toyodenka.co.jp

大学生
文理問わず 1～ 10 春期

夏期
5月～ 6月

11月～ 12月 1週間 高知県 地域経営者協会 支給して
いない

通勤交通費
昼食 未定

大学院生
文理問わず 1～ 10 春期

夏期
5月～ 6月

11月～ 12月 1週間 高知県 地域経営者協会 支給して
いない

通勤交通費
昼食 未定

7 ㈱山本製作所
〒355-0071
埼玉県東松山市新郷88-26
http://www.fb-yamamoto.co.jp

自動車部品製造設計から部品製
造までを行いファインブランキ
ング加工国内トップメーカー。

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
目的意識

総務部
0493-23-9021
0493-24-0253

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月

9月～ 10月 3週間 埼玉県 大学教官等からの 
個別要請対応

支給して
いない 食事代 1～ 10 夏期 3週間

8 魚岸精機工業㈱

〒939-0281
富山県射水郡大島町北高木
118-1
http://www.uogishi.co.jp/

一般的教養・知識・社会
常識
守秘義務の厳守
目的意識

総務課
0766-52-5222
0766-52-5223

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 富山県 自社HPによる公募 支給して

いない 食事代 1～ 10 夏期 2週間

大学院生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 富山県 自社HPによる公募 支給して

いない 食事代 1～ 10 夏期 2週間

9 ㈱アタゴ 
製作所

〒379-2311
群馬県新田郡笠懸町阿左美
590-6
http://www.atago-mfg.co.jp/

技術力を生かした開発提案型企
業です。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク

管理部
0277-76-4411
0277-76-8666

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1ヶ月 群馬県 大学教官等からの 

個別要請対応
アルバイ
ト程度

通勤交通費
食事代 1～ 10 夏期 1ヶ月

10 ㈱ノーリツ
〒650-0033
兵庫県神戸市中央区江戸町93
http://www.noritz.co.jp

給湯機器のトップメーカー。最
先端の技術で業界をリードする
かたわら、若手が活躍できる自
由闊達な企業風土が自慢です。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
専攻分野の専門知識
守秘義務の厳守
目的意識

人事部 
人事グループ
078-334-2803
078-332-3046

http://jinji.noritz.co.jp

大学生また
は大学院生

理系 
H17検討中

1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 兵庫県 自社HPによる公募 支給して
いない

通勤交通費
その他 1～ 10 夏期 2週間

11 ㈱三栄

〒939-0101
富山県西砺波郡福岡町赤丸
710
http://www.saneikumaki.co.jp

事前教育の実施
一般的教養・知識・社会
常識
目的意識

常務取締役
0766-31-2810
0766-31-3355

大学生
文理問わず 1～ 10 随時

夏期
3月～ 4月
5月～ 6月 2週間

自社HPによる公募
大学教官等からの 
個別要請対応

アルバイ
ト程度 食事代 1～ 10 随時 2週間

12 日本鋳鍛鋼㈱

〒804-0002
北九州市戸畑区大字
中原先の浜46-59
http://www.jcfc.jp

国内唯一の大型鍛鋼品専業メー
カーで100トン電気炉・8000ト
ンプレス機・300トン施盤等によ
り製造される大型特殊製品は、
特に精度や強度が要求される発
電プラント・産業機械・大型船舶・
製鉄機械等の心臓部として、世
界各国の需要に応えている。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
専攻分野の専門知識
目的意識

総務グループ
093-884-0012
093-873-1050

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 福岡県 大学教官等からの 

個別要請対応
1日1000
円程度

通勤交通費
宿泊施設 1～ 10 夏期 2週間

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 福岡県 大学教官等からの 

個別要請対応
1日1000
円程度

通勤交通費
宿泊施設 未定

13 ㈱中本鉄工

〒920-0211
石川県金沢市湊3丁目8番地
http://www.nakamototekkou.
co.jp

共存共栄の理念をもって前進す
る板金パーツサプライヤー。

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
目的意識

総務・財務部
076-238-5111
076-238-5227

1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 石川県 地域経営者協会 支給して
いない 1～ 10 随時 2週間

14 ㈱田中製作所

〒689-0216
鳥取県鳥取市気高町宝木
1562番地132
http://www.heart-tanaka.co.jp

実績を評価し、年功序列にこだ
わらない会社です。

一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
専攻分野の専門知識

管理部
0857-82-3355
0857-82-1006

大学生
理系 1～ 10 秋期 9月～ 10月 1週間 地域経営者協会 

（経営者協会）
1日1000
円程度 1～ 10 夏期

秋期

15 日立電線㈱

〒100-8166
東京都千代田区大手町
1-6-1大手町ビル9F
http://www.hitachi-cable.co.jp

エネルギーと情報を「伝える技
術」で豊かなネットワーク社会
づくりに貢献しています。

挨拶など基本的社会マナー
専攻分野の専門知識
パソコン技能
目的意識

人事部 
人事グループ
03-5252-3225
03-3214-5779

大学生また
は大学院生

理系
1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 茨城県 大学教官等からの 

個別要請対応
1日1000
円程度

通勤交通費
宿泊施設 1～ 10 夏期 2週間

16 ㈱上島熱処理 
工業所

〒146-0081
東京都大田区仲池上
二丁目23-13
http://www.kamijima.co.jp

現場らしい現場の体験ができま
す。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
目的意識

技術部
03-3753-7788
03-3751-5684

大学生また
は大学院生

理系
1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 東京都

大学教官等からの 
個別要請対応
外部推進支援機関

支給して
いない

通勤交通費
食事代 1～ 10 夏期 2週間

17 ㈱関谷製作所
〒308-0847
茨城県下館市玉戸2940
http://www.sekiyass.com

中小企業ですから、製造（購買、
生産計画、製造、検査、出荷）
のすべてが学ぶことが出来ます。

事前教育の実施
研修中の教職員による巡
回訪問

0296-28-3535
0296-28-3616

大学生
文理問わず 栃木県 関東地域インターンシッ

プ推進協会「KIPC」
支給して
いない 食事代 1～ 10 夏期 2週間

18 三和シャッター
工業㈱

〒160-0023
東京都新宿区西新宿2-1-1
http://www.sanwa-ss.co.jp

事前教育の実施
協調性・チームワーク

人事部　 
人材企画課
03-3346-3447
03-3346-3468

saiyou@sip.sanwa-ss.co.jp
大学生

文理問わず 11～ 30 夏期 3月～ 4月 2週間 関東
関西

大学教官等からの 
個別要請対応
関東地域インターンシッ
プ推進協会「KIPC」

支給して
いない

通勤交通費
食事代 11～ 30 夏期 2週間

企業（製造業 /金属）
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No. 社（機関）名 住所
企業URL 企業PR 学生・大学への要望

インターンシップ窓口 H16受入実績 H17受入計画

部署
TEL
FAX

URL
メールアドレス 対象学生 人数 受入

時期 募集時期 受入期間 研修地 募集の方法 報酬 宿泊施設や
交通費の提供 人数 時期 期間

6 東洋電化工業㈱
〒780-8006
高知市萩町2-2-25
http://www.toyodenka.co.jp

鉄鋼・化学関連の製造業です
が、分析・情報システムなど幅
広い業種を手がけています。イ
ンターンは5年前から受入をし
ており総務、分析センター、情
報システムセンターで受入実績
があります。

大学窓口の一本化
挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守

総務課
088-834-4800
088-833-2250

recruit@toyodenka.co.jp

大学生
文理問わず 1～ 10 春期

夏期
5月～ 6月

11月～ 12月 1週間 高知県 地域経営者協会 支給して
いない

通勤交通費
昼食 未定

大学院生
文理問わず 1～ 10 春期

夏期
5月～ 6月

11月～ 12月 1週間 高知県 地域経営者協会 支給して
いない

通勤交通費
昼食 未定

7 ㈱山本製作所
〒355-0071
埼玉県東松山市新郷88-26
http://www.fb-yamamoto.co.jp

自動車部品製造設計から部品製
造までを行いファインブランキ
ング加工国内トップメーカー。

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
目的意識

総務部
0493-23-9021
0493-24-0253

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月

9月～ 10月 3週間 埼玉県 大学教官等からの 
個別要請対応

支給して
いない 食事代 1～ 10 夏期 3週間

8 魚岸精機工業㈱

〒939-0281
富山県射水郡大島町北高木
118-1
http://www.uogishi.co.jp/

一般的教養・知識・社会
常識
守秘義務の厳守
目的意識

総務課
0766-52-5222
0766-52-5223

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 富山県 自社HPによる公募 支給して

いない 食事代 1～ 10 夏期 2週間

大学院生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 富山県 自社HPによる公募 支給して

いない 食事代 1～ 10 夏期 2週間

9 ㈱アタゴ 
製作所

〒379-2311
群馬県新田郡笠懸町阿左美
590-6
http://www.atago-mfg.co.jp/

技術力を生かした開発提案型企
業です。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク

管理部
0277-76-4411
0277-76-8666

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1ヶ月 群馬県 大学教官等からの 

個別要請対応
アルバイ
ト程度

通勤交通費
食事代 1～ 10 夏期 1ヶ月

10 ㈱ノーリツ
〒650-0033
兵庫県神戸市中央区江戸町93
http://www.noritz.co.jp

給湯機器のトップメーカー。最
先端の技術で業界をリードする
かたわら、若手が活躍できる自
由闊達な企業風土が自慢です。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
専攻分野の専門知識
守秘義務の厳守
目的意識

人事部 
人事グループ
078-334-2803
078-332-3046

http://jinji.noritz.co.jp

大学生また
は大学院生

理系 
H17検討中

1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 兵庫県 自社HPによる公募 支給して
いない

通勤交通費
その他 1～ 10 夏期 2週間

11 ㈱三栄

〒939-0101
富山県西砺波郡福岡町赤丸
710
http://www.saneikumaki.co.jp

事前教育の実施
一般的教養・知識・社会
常識
目的意識

常務取締役
0766-31-2810
0766-31-3355

大学生
文理問わず 1～ 10 随時

夏期
3月～ 4月
5月～ 6月 2週間

自社HPによる公募
大学教官等からの 
個別要請対応

アルバイ
ト程度 食事代 1～ 10 随時 2週間

12 日本鋳鍛鋼㈱

〒804-0002
北九州市戸畑区大字
中原先の浜46-59
http://www.jcfc.jp

国内唯一の大型鍛鋼品専業メー
カーで100トン電気炉・8000ト
ンプレス機・300トン施盤等によ
り製造される大型特殊製品は、
特に精度や強度が要求される発
電プラント・産業機械・大型船舶・
製鉄機械等の心臓部として、世
界各国の需要に応えている。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
専攻分野の専門知識
目的意識

総務グループ
093-884-0012
093-873-1050

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 福岡県 大学教官等からの 

個別要請対応
1日1000
円程度

通勤交通費
宿泊施設 1～ 10 夏期 2週間

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 福岡県 大学教官等からの 

個別要請対応
1日1000
円程度

通勤交通費
宿泊施設 未定

13 ㈱中本鉄工

〒920-0211
石川県金沢市湊3丁目8番地
http://www.nakamototekkou.
co.jp

共存共栄の理念をもって前進す
る板金パーツサプライヤー。

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
目的意識

総務・財務部
076-238-5111
076-238-5227

1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 石川県 地域経営者協会 支給して
いない 1～ 10 随時 2週間

14 ㈱田中製作所

〒689-0216
鳥取県鳥取市気高町宝木
1562番地132
http://www.heart-tanaka.co.jp

実績を評価し、年功序列にこだ
わらない会社です。

一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
専攻分野の専門知識

管理部
0857-82-3355
0857-82-1006

大学生
理系 1～ 10 秋期 9月～ 10月 1週間 地域経営者協会 

（経営者協会）
1日1000
円程度 1～ 10 夏期

秋期

15 日立電線㈱

〒100-8166
東京都千代田区大手町
1-6-1大手町ビル9F
http://www.hitachi-cable.co.jp

エネルギーと情報を「伝える技
術」で豊かなネットワーク社会
づくりに貢献しています。

挨拶など基本的社会マナー
専攻分野の専門知識
パソコン技能
目的意識

人事部 
人事グループ
03-5252-3225
03-3214-5779

大学生また
は大学院生

理系
1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 茨城県 大学教官等からの 

個別要請対応
1日1000
円程度

通勤交通費
宿泊施設 1～ 10 夏期 2週間

16 ㈱上島熱処理 
工業所

〒146-0081
東京都大田区仲池上
二丁目23-13
http://www.kamijima.co.jp

現場らしい現場の体験ができま
す。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
目的意識

技術部
03-3753-7788
03-3751-5684

大学生また
は大学院生

理系
1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 東京都

大学教官等からの 
個別要請対応
外部推進支援機関

支給して
いない

通勤交通費
食事代 1～ 10 夏期 2週間

17 ㈱関谷製作所
〒308-0847
茨城県下館市玉戸2940
http://www.sekiyass.com

中小企業ですから、製造（購買、
生産計画、製造、検査、出荷）
のすべてが学ぶことが出来ます。

事前教育の実施
研修中の教職員による巡
回訪問

0296-28-3535
0296-28-3616

大学生
文理問わず 栃木県 関東地域インターンシッ

プ推進協会「KIPC」
支給して
いない 食事代 1～ 10 夏期 2週間

18 三和シャッター
工業㈱

〒160-0023
東京都新宿区西新宿2-1-1
http://www.sanwa-ss.co.jp

事前教育の実施
協調性・チームワーク

人事部　 
人材企画課
03-3346-3447
03-3346-3468

saiyou@sip.sanwa-ss.co.jp
大学生

文理問わず 11～ 30 夏期 3月～ 4月 2週間 関東
関西

大学教官等からの 
個別要請対応
関東地域インターンシッ
プ推進協会「KIPC」

支給して
いない

通勤交通費
食事代 11～ 30 夏期 2週間

企業（製造業 /金属）
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No. 社（機関）名 住所
企業URL 企業PR 学生・大学への要望

インターンシップ窓口 H16受入実績 H17受入計画
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URL
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時期 募集時期 受入期間 研修地 募集の方法 報酬 宿泊施設や
交通費の提供 人数 時期 期間

19 リョービ㈱
〒726-8628
広島県府中市目崎町762
http://www.ryobi-group.co.jp

リョービは世界トップクラスのダ
イカストメーカーです。シリンダー
ブロックやトランスミッション
ケースなどの自動車部品をはじ
め、さまざまな産業分野にダイカ
スト製品を提供しています。一方
で印刷機器、パワーツール建築
用品などの完成商品分野に展開
し、人々のゆとりと豊かさを支え
ています。

大学窓口の一本化
挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守

人事部人事課
0847-41-1171
0847-41-7472

pers@ryobi-group.co.jp

大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 広島県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない

通勤交通費
食事代
宿泊施設

1～ 10 夏期 2週間

大学院生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 広島県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない

通勤交通費
食事代
宿泊施設

1～ 10 夏期 2週間

20 旭産業㈱

〒236-0004
横浜市金沢区福浦2丁目
10番5号
http://www.asahisangyo.net

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク

総務
045-781-1236
045-781-1246

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 神奈川県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない

通勤交通費
宿泊施設 1～ 10 夏期 2週間

21 ㈱アルス 
製作所

〒770-0004
徳島市南田宮1丁目1番62号

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
目的意識

総務部人事課
088-631-2191
088-631-2306

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間

2週間

大学教官等からの 
個別要請対応
徳島大学工学部機械工学
科、建設工学科

支給して
いない
1日1000
円程度

1～ 10 夏期 1週間
2週間

22
茨城プレイ
ティング 
工業㈱

〒319-1541
茨城県北茨城市磯原町磯原
1611-5
http://www.i-plating.co.jp

表面処理（主にめっき加工）の技
術者集団を目指しています。 目的意識 0293-42-1820

0293-43-4100
p.sakamoto@i-plating.co.jp

大学生
理系 1～ 10 随時 5月～ 6月 2週間 茨城県

関東地域インターンシッ
プ推進協会「KIPC」
地域経営者協会
その他

支給して
いない

食事代
宿泊施設 1～ 10 随時 2週間

10. 製造業/機械

1 新東工業㈱
〒442-0061
愛知県豊川市穂ノ原三丁目1番
http://www.sinto.co.jp/

当社は基幹産業として社会に役
立つ技術を世界に送り続け、特
に鋳造装置の分野では世界トッ
プシェアを誇ります。

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
専攻分野の専門知識
パソコン技能
守秘義務の厳守

人事労務部
0533-85-3111
0533-89-1221

大学生
理系 1～ 10 冬期 2ヶ月 愛知県 大学教官等からの 

個別要請対応
アルバイ
ト程度

通勤交通費
宿泊施設 1～ 10 夏期

冬期
2週間
2ヶ月

2 ㈱マキタ
〒446-8502
愛知県安城市住吉町3-11-8
http://www.makita.co.jp/

・電動工具で世界的トップブラン
ド
・安定した財務力を持っています
・インターンシップでは例年丁寧
な指導とまとまりのある実務を
体験することにより、中味の濃
いカリキュラムを提供しています。

守秘義務の厳守
目的意識
研修への積極性

人事部人事課
0566-97-1722
0566-98-5580

jinjibu@mj.makita.co.jp
大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 3週間 愛知県

大学教官等からの 
個別要請対応
東海地域インターンシッ
プ推進協議会

支給して
いない

通勤交通費
食事代
制服、安全靴の
利用

未定

3 ㈱東北佐竹 
製作所

〒024-0032
北上市川岸一丁目16番1号 挨拶など基本的社会マナー

人事課
0197-64-1111
0197-61-0002

大学生
文理問わず 1～ 10 冬期 11月～ 12月 1週間 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 冬期 1週間

4 ルート設計㈱
〒386-1211
長野県上田市大字下之郷813-83
http://www.root-design.co.jp

地域でのお客様との関係が密接
で営業を必要としていない。

専攻分野の専門知識
目的意識

0268-37-1570
0268-37-1579

大学生
理系 1～ 10 随時 1週間 長野県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 1～ 10 随時 1週間

5 千保木精工㈱
〒372-0801
群馬県伊勢崎市宮子町1203
http://www.weirong.com

知識と技を磨く当社で働いてみ
ませんか!

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
専攻分野の専門知識
目的意識

業務管理部総
務課
0270-25-0455
0270-23-3163

ookuma@mail.weirong.com
大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間

2週間 群馬県

自社HPによる公募
大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会
学校直接

支給して
いない 食事現物支給 未定

6 ㈱明和工作所 〒720-0013
広島県福山市千田町千田4123 労働感を教える。 挨拶など基本的社会マナー

目的意識
084-955-2122
084-955-3597

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月

9月～ 10月 2週間 広島県
大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

支給して
いない 宿泊施設 1～ 10 随時

夏期
2週間
1ヶ月

7 ㈱リケン
〒102-0073
東京都千代田区九段北1-13-5
http://www.riken.co.jp

大学窓口の一本化
人材開発部
03-3230-3918
03-3230-3919

大学生
理系 1～ 10 秋期 5月～ 6月 2週間 新潟県

埼玉県
大学教官等からの 
個別要請対応

1日1000
円程度

赴任旅費
通勤交通費
食事代
宿泊施設

1～ 10 秋期 2週間

大学院生
理系 1～ 10 秋期 5月～ 6月 2週間 新潟県

埼玉県
大学教官等からの 
個別要請対応

1日1000
円程度

赴任旅費
通勤交通費
食事代
宿泊施設

1～ 10 秋期 2週間

8 ㈱コスモ・ 
サイエンス

〒254-0014
神奈川県平塚市四之宮
7丁目3番10号

1、新築工場（2004年9月完成）
で作業環境がすばらしい。
2、最先端の業種（真空装置）で
将来性は無限に拡がっている。

総務部
0463-51-2031
0463-51-2034

cosmo-ff@ninus.ocn.ne.jp
大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 関東 大学教官等からの 

個別要請対応
1日1000
円程度

通勤交通費
食事代 1～ 10 夏期 2週間

企業（製造業 /機械）
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19 リョービ㈱
〒726-8628
広島県府中市目崎町762
http://www.ryobi-group.co.jp

リョービは世界トップクラスのダ
イカストメーカーです。シリンダー
ブロックやトランスミッション
ケースなどの自動車部品をはじ
め、さまざまな産業分野にダイカ
スト製品を提供しています。一方
で印刷機器、パワーツール建築
用品などの完成商品分野に展開
し、人々のゆとりと豊かさを支え
ています。

大学窓口の一本化
挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守

人事部人事課
0847-41-1171
0847-41-7472

pers@ryobi-group.co.jp

大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 広島県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない

通勤交通費
食事代
宿泊施設

1～ 10 夏期 2週間

大学院生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 広島県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない

通勤交通費
食事代
宿泊施設

1～ 10 夏期 2週間

20 旭産業㈱

〒236-0004
横浜市金沢区福浦2丁目
10番5号
http://www.asahisangyo.net

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク

総務
045-781-1236
045-781-1246

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 神奈川県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない

通勤交通費
宿泊施設 1～ 10 夏期 2週間

21 ㈱アルス 
製作所

〒770-0004
徳島市南田宮1丁目1番62号

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
目的意識

総務部人事課
088-631-2191
088-631-2306

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間

2週間

大学教官等からの 
個別要請対応
徳島大学工学部機械工学
科、建設工学科

支給して
いない
1日1000
円程度

1～ 10 夏期 1週間
2週間

22
茨城プレイ
ティング 
工業㈱

〒319-1541
茨城県北茨城市磯原町磯原
1611-5
http://www.i-plating.co.jp

表面処理（主にめっき加工）の技
術者集団を目指しています。 目的意識 0293-42-1820

0293-43-4100
p.sakamoto@i-plating.co.jp

大学生
理系 1～ 10 随時 5月～ 6月 2週間 茨城県

関東地域インターンシッ
プ推進協会「KIPC」
地域経営者協会
その他

支給して
いない

食事代
宿泊施設 1～ 10 随時 2週間

10. 製造業/機械

1 新東工業㈱
〒442-0061
愛知県豊川市穂ノ原三丁目1番
http://www.sinto.co.jp/

当社は基幹産業として社会に役
立つ技術を世界に送り続け、特
に鋳造装置の分野では世界トッ
プシェアを誇ります。

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
専攻分野の専門知識
パソコン技能
守秘義務の厳守

人事労務部
0533-85-3111
0533-89-1221

大学生
理系 1～ 10 冬期 2ヶ月 愛知県 大学教官等からの 

個別要請対応
アルバイ
ト程度

通勤交通費
宿泊施設 1～ 10 夏期

冬期
2週間
2ヶ月

2 ㈱マキタ
〒446-8502
愛知県安城市住吉町3-11-8
http://www.makita.co.jp/

・電動工具で世界的トップブラン
ド
・安定した財務力を持っています
・インターンシップでは例年丁寧
な指導とまとまりのある実務を
体験することにより、中味の濃
いカリキュラムを提供しています。

守秘義務の厳守
目的意識
研修への積極性

人事部人事課
0566-97-1722
0566-98-5580

jinjibu@mj.makita.co.jp
大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 3週間 愛知県

大学教官等からの 
個別要請対応
東海地域インターンシッ
プ推進協議会

支給して
いない

通勤交通費
食事代
制服、安全靴の
利用

未定

3 ㈱東北佐竹 
製作所

〒024-0032
北上市川岸一丁目16番1号 挨拶など基本的社会マナー

人事課
0197-64-1111
0197-61-0002

大学生
文理問わず 1～ 10 冬期 11月～ 12月 1週間 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 冬期 1週間

4 ルート設計㈱
〒386-1211
長野県上田市大字下之郷813-83
http://www.root-design.co.jp

地域でのお客様との関係が密接
で営業を必要としていない。

専攻分野の専門知識
目的意識

0268-37-1570
0268-37-1579

大学生
理系 1～ 10 随時 1週間 長野県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 1～ 10 随時 1週間

5 千保木精工㈱
〒372-0801
群馬県伊勢崎市宮子町1203
http://www.weirong.com

知識と技を磨く当社で働いてみ
ませんか!

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
専攻分野の専門知識
目的意識

業務管理部総
務課
0270-25-0455
0270-23-3163

ookuma@mail.weirong.com
大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間

2週間 群馬県

自社HPによる公募
大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会
学校直接

支給して
いない 食事現物支給 未定

6 ㈱明和工作所 〒720-0013
広島県福山市千田町千田4123 労働感を教える。 挨拶など基本的社会マナー

目的意識
084-955-2122
084-955-3597

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月

9月～ 10月 2週間 広島県
大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

支給して
いない 宿泊施設 1～ 10 随時

夏期
2週間
1ヶ月

7 ㈱リケン
〒102-0073
東京都千代田区九段北1-13-5
http://www.riken.co.jp

大学窓口の一本化
人材開発部
03-3230-3918
03-3230-3919

大学生
理系 1～ 10 秋期 5月～ 6月 2週間 新潟県

埼玉県
大学教官等からの 
個別要請対応

1日1000
円程度

赴任旅費
通勤交通費
食事代
宿泊施設

1～ 10 秋期 2週間

大学院生
理系 1～ 10 秋期 5月～ 6月 2週間 新潟県

埼玉県
大学教官等からの 
個別要請対応

1日1000
円程度

赴任旅費
通勤交通費
食事代
宿泊施設

1～ 10 秋期 2週間

8 ㈱コスモ・ 
サイエンス

〒254-0014
神奈川県平塚市四之宮
7丁目3番10号

1、新築工場（2004年9月完成）
で作業環境がすばらしい。
2、最先端の業種（真空装置）で
将来性は無限に拡がっている。

総務部
0463-51-2031
0463-51-2034

cosmo-ff@ninus.ocn.ne.jp
大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 関東 大学教官等からの 

個別要請対応
1日1000
円程度

通勤交通費
食事代 1～ 10 夏期 2週間

企業（製造業 /機械）
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9 四国化工機㈱

〒771-0202
徳島県板野郡北島町太郎八
須字西の川10番地1
http://www.shikoku-kakoki.
co.jp

私達の食生活から切り離せない
牛乳やジュースなどの乳飲料等
を詰める紙・プラスチック容器
等の成形・充填を自動的に行う
システムが当社のメイン商品で
す。国内では屋根型紙容器の牛
乳パックは当社で作られた商品
は70%を占めています。又、さと
の雪ブランドで大豆加工食品の
製造を行っており、1日40万丁の
豆腐を製造しており、日本のトッ
プメーカーになっております。当
社は「開発型企業」として、着実
に前進を続け、明日の食文化の
発展と人々の健康に貢献します。

事前教育の実施
目的意識

経営管理課人
事課
088-698-4141
088-698-7391

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 徳島県 大学教官等からの 

個別要請対応
アルバイ
ト程度 食事代 1～ 10 夏期 2週間

10 日工㈱
〒674-0064
明石市大久保町江井島1013-1
http://www.nikko-net.co.jp

アスファルトプラント、コンクリー
トプラントのトップメーカー。若
い世代でも、積極的に大型物件
に参画できる。

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
専攻分野の専門知識
守秘義務の厳守

総務室
078-947-5263
078-947-7674

jinzai@nikko-net.co.jp

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間

大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

支給して
いない

赴任旅費
通勤交通費
食事代
宿泊施設

大学院生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間

大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

支給して
いない

赴任旅費
通勤交通費
食事代
宿泊施設 
（遠方者のみ）

1～ 10 夏期 2週間

11 京都機械
工具㈱

〒613-0034
京都府久世郡久御山町佐山
新開地128番地
http://www.kyototool.co.jp

当社は日本を代表するハンド
ツールメーカーとして、アイテム
数、生産量ともに、国内№1の
実績と信頼を得ています。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク

総務・人事部
人事グループ
0774-46-3700
0774-46-3734

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 2週間 京都府

大学教官等からの 
個別要請対応
（財）大学コンソーシアム
京都

支給して
いない 食事代 1～ 10 夏期 2週間

12 ㈱大川原製作所
〒421-0304
静岡県榛原郡吉田町神戸1235
http://www.okawara.co.jp

乾燥装置の専門企業です。やり
がいのある仕事を提供します。

大学窓口の一本化
挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
パソコン技能

総務部総務課
0548-32-3211
0548-32-7784

t-masuda@okawara.co.jp
大学生
理系 1～ 10 7月～ 8月 2週間 静岡県 大学教官等からの 

個別要請対応
アルバイ
ト程度 宿泊施設 1～ 10 夏期 2週間

13 ㈱奈良機械 
製作所

〒143-0002
東京都大田区城南島2-5-7
http://www.nara-m.co.jp

1921年創業。技術開発型企業。
一般的教養・知識・社会
常識
目的意識

総務部
03-3790-8021
03-3790-8026

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 関東

北海道
大学教官等からの 
個別要請対応

支給して
いない 1～ 10 夏期 2週間

14 エス・イー・
エス㈱

〒186-0002
東京都国立市東1-4-13
大和国立ビル3F
http://www.ses-corp.co.jp

研究開発から販売までを一貫し
て行なう半導体洗浄装置メー
カーです。洗浄に特化し、高い
技術力で勝ち残ってきました。
世界でも有数の半導体デバイス
メーカーがお客さまです。

挨拶など基本的社会マナー
目的意識

総務・ 
人事グループ
042-580-0389
042-580-0838

jinji@ses-corp.co.jp 1～ 10 
2週間
3週間
1ヶ月

東京都
埼玉県

大学教官等からの 
個別要請対応

アルバイ
ト程度 1～ 10 夏期

2週間
3週間
1ヶ月

15 ㈱オジマ
〒448-0851
愛知県刈谷市神田町1-62-1
http://www.kk-ojima.com

プレス金型用カムスライドに特
化した企業で人間中心の経営を
している。

目的意識
代表取締役
0566-21-0196
0566-22-5084

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 2週間 愛知県 愛知中小企業家同友会 支給して

いない
通勤交通費
食事代 1～ 10 随時 2週間

16 ㈱日野 〒510-0942
四日市市東日野町775

地元密着型の企業で転勤もなく
長く自分自身を相手企業にPR
できる。

一般的教養・知識・社会
常識
目的意識

営業部
0593-21-5324
0593-21-5322

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 3月～ 4月 1週間 三重県 東海地域インターンシッ

プ推進協議会
支給して
いない 赴任旅費 1～ 10 春期 1週間

17 ㈱サトー医研
〒104-0042
中央区入船1-2-8
サンパーク東京銀座705

血圧計カフに関して世界でも有
数の実績があります。

一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
守秘義務の厳守
目的意識

03-3553-5805
03-3553-5836

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 東京都 外部推進支援機関 支給して

いない
通勤交通費
食事代 1～ 10 夏期 2週間

18 ㈱小松製作所
小山工場

〒323-8558
栃木県小山市横倉新田400
http://www.komatsu.co.jp

建設機械のコンポーネント（主要
部分）であるディーゼルエンジン・
油圧機器の最先端の開発や実
験業務に携わることができる。

一般的教養・知識・社会
常識
目的意識

総務部総務 
グループ
0285-28-8111
0285-28-8118

大学生また
は大学院生

理系
1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 栃木県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない

赴任旅費
食事代
宿泊施設

1～ 10 夏期 2週間

大学生
理系 1～ 10 随時 7月～ 8月 3ヶ月以上 栃木県 大学教官等からの 

個別要請対応
1日1000
円程度

赴任旅費
食事代
宿泊施設

未定

19 アマノ㈱

〒222-8558
神奈川県横浜市港北区
大豆戸町275番地
http://www.amano.co.jp/

企業テーマは、「Time&Ecology」。
タイムレコーダー、駐車場システ
ム、環境関連事業（集塵機、清
掃機器等）では、トップシェアを
維持しています。無借金経営も
大きな特長です。

挨拶など基本的社会マナー
目的意識

人事課
045-435-1651
045-439-1120

大学生また
は大学院生

理系
1～ 10 夏期 7月～ 8月

9月～ 10月
2週間
3週間 神奈川県 大学教官等からの 

個別要請対応
アルバイ
ト程度 食事代 1～ 10 夏期 2週間

3週間

企業（製造業 /機械）
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No. 社（機関）名 住所
企業URL 企業PR 学生・大学への要望

インターンシップ窓口 H16受入実績 H17受入計画

部署
TEL
FAX

URL
メールアドレス 対象学生 人数 受入

時期 募集時期 受入期間 研修地 募集の方法 報酬 宿泊施設や
交通費の提供 人数 時期 期間

9 四国化工機㈱

〒771-0202
徳島県板野郡北島町太郎八
須字西の川10番地1
http://www.shikoku-kakoki.
co.jp

私達の食生活から切り離せない
牛乳やジュースなどの乳飲料等
を詰める紙・プラスチック容器
等の成形・充填を自動的に行う
システムが当社のメイン商品で
す。国内では屋根型紙容器の牛
乳パックは当社で作られた商品
は70%を占めています。又、さと
の雪ブランドで大豆加工食品の
製造を行っており、1日40万丁の
豆腐を製造しており、日本のトッ
プメーカーになっております。当
社は「開発型企業」として、着実
に前進を続け、明日の食文化の
発展と人々の健康に貢献します。

事前教育の実施
目的意識

経営管理課人
事課
088-698-4141
088-698-7391

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 徳島県 大学教官等からの 

個別要請対応
アルバイ
ト程度 食事代 1～ 10 夏期 2週間

10 日工㈱
〒674-0064
明石市大久保町江井島1013-1
http://www.nikko-net.co.jp

アスファルトプラント、コンクリー
トプラントのトップメーカー。若
い世代でも、積極的に大型物件
に参画できる。

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
専攻分野の専門知識
守秘義務の厳守

総務室
078-947-5263
078-947-7674

jinzai@nikko-net.co.jp

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間

大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

支給して
いない

赴任旅費
通勤交通費
食事代
宿泊施設

大学院生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間

大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

支給して
いない

赴任旅費
通勤交通費
食事代
宿泊施設 
（遠方者のみ）

1～ 10 夏期 2週間

11 京都機械
工具㈱

〒613-0034
京都府久世郡久御山町佐山
新開地128番地
http://www.kyototool.co.jp

当社は日本を代表するハンド
ツールメーカーとして、アイテム
数、生産量ともに、国内№1の
実績と信頼を得ています。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク

総務・人事部
人事グループ
0774-46-3700
0774-46-3734

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 2週間 京都府

大学教官等からの 
個別要請対応
（財）大学コンソーシアム
京都

支給して
いない 食事代 1～ 10 夏期 2週間

12 ㈱大川原製作所
〒421-0304
静岡県榛原郡吉田町神戸1235
http://www.okawara.co.jp

乾燥装置の専門企業です。やり
がいのある仕事を提供します。

大学窓口の一本化
挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
パソコン技能

総務部総務課
0548-32-3211
0548-32-7784

t-masuda@okawara.co.jp
大学生
理系 1～ 10 7月～ 8月 2週間 静岡県 大学教官等からの 

個別要請対応
アルバイ
ト程度 宿泊施設 1～ 10 夏期 2週間

13 ㈱奈良機械 
製作所

〒143-0002
東京都大田区城南島2-5-7
http://www.nara-m.co.jp

1921年創業。技術開発型企業。
一般的教養・知識・社会
常識
目的意識

総務部
03-3790-8021
03-3790-8026

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 関東

北海道
大学教官等からの 
個別要請対応

支給して
いない 1～ 10 夏期 2週間

14 エス・イー・
エス㈱

〒186-0002
東京都国立市東1-4-13
大和国立ビル3F
http://www.ses-corp.co.jp

研究開発から販売までを一貫し
て行なう半導体洗浄装置メー
カーです。洗浄に特化し、高い
技術力で勝ち残ってきました。
世界でも有数の半導体デバイス
メーカーがお客さまです。

挨拶など基本的社会マナー
目的意識

総務・ 
人事グループ
042-580-0389
042-580-0838

jinji@ses-corp.co.jp 1～ 10 
2週間
3週間
1ヶ月

東京都
埼玉県

大学教官等からの 
個別要請対応

アルバイ
ト程度 1～ 10 夏期

2週間
3週間
1ヶ月

15 ㈱オジマ
〒448-0851
愛知県刈谷市神田町1-62-1
http://www.kk-ojima.com

プレス金型用カムスライドに特
化した企業で人間中心の経営を
している。

目的意識
代表取締役
0566-21-0196
0566-22-5084

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 2週間 愛知県 愛知中小企業家同友会 支給して

いない
通勤交通費
食事代 1～ 10 随時 2週間

16 ㈱日野 〒510-0942
四日市市東日野町775

地元密着型の企業で転勤もなく
長く自分自身を相手企業にPR
できる。

一般的教養・知識・社会
常識
目的意識

営業部
0593-21-5324
0593-21-5322

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 3月～ 4月 1週間 三重県 東海地域インターンシッ

プ推進協議会
支給して
いない 赴任旅費 1～ 10 春期 1週間

17 ㈱サトー医研
〒104-0042
中央区入船1-2-8
サンパーク東京銀座705

血圧計カフに関して世界でも有
数の実績があります。

一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
守秘義務の厳守
目的意識

03-3553-5805
03-3553-5836

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 東京都 外部推進支援機関 支給して

いない
通勤交通費
食事代 1～ 10 夏期 2週間

18 ㈱小松製作所
小山工場

〒323-8558
栃木県小山市横倉新田400
http://www.komatsu.co.jp

建設機械のコンポーネント（主要
部分）であるディーゼルエンジン・
油圧機器の最先端の開発や実
験業務に携わることができる。

一般的教養・知識・社会
常識
目的意識

総務部総務 
グループ
0285-28-8111
0285-28-8118

大学生また
は大学院生

理系
1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 栃木県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない

赴任旅費
食事代
宿泊施設

1～ 10 夏期 2週間

大学生
理系 1～ 10 随時 7月～ 8月 3ヶ月以上 栃木県 大学教官等からの 

個別要請対応
1日1000
円程度

赴任旅費
食事代
宿泊施設

未定

19 アマノ㈱

〒222-8558
神奈川県横浜市港北区
大豆戸町275番地
http://www.amano.co.jp/

企業テーマは、「Time&Ecology」。
タイムレコーダー、駐車場システ
ム、環境関連事業（集塵機、清
掃機器等）では、トップシェアを
維持しています。無借金経営も
大きな特長です。

挨拶など基本的社会マナー
目的意識

人事課
045-435-1651
045-439-1120

大学生また
は大学院生

理系
1～ 10 夏期 7月～ 8月

9月～ 10月
2週間
3週間 神奈川県 大学教官等からの 

個別要請対応
アルバイ
ト程度 食事代 1～ 10 夏期 2週間

3週間

企業（製造業 /機械）
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No. 社（機関）名 住所
企業URL 企業PR 学生・大学への要望

インターンシップ窓口 H16受入実績 H17受入計画

部署
TEL
FAX

URL
メールアドレス 対象学生 人数 受入

時期 募集時期 受入期間 研修地 募集の方法 報酬 宿泊施設や
交通費の提供 人数 時期 期間

No. 社（機関）名 住所
企業URL 企業PR 学生・大学への要望

インターンシップ窓口 H16受入実績 H17受入計画

部署
TEL
FAX

URL
メールアドレス 対象学生 人数 受入

時期 募集時期 受入期間 研修地 募集の方法 報酬 宿泊施設や
交通費の提供 人数 時期 期間

20 トーヨー 
エイテック㈱

〒734-0003
広島市南区宇品東5-3-38
http://www.toyo-at.co.jp

創業から75年にわたって蓄積
してきた技術と技能により、
「モノづくり」のエクセレント
カンパニーを目指しています。
「TOYO」ブランドの内面研削盤
やワイヤソーは内外の顧客から
高い信頼を受けています。

目的意識
業務部
082-252-5212
082-256-0264

大学生また
は大学院生

理系
1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 広島県 地域経営者協会 支給して

いない
通勤交通費
食事代一部補助 1～ 10 夏期 2週間

21 ㈱協立製作所
茨城工場

〒309-1105
茨城県真壁郡協和町
三郷土原1239

1、油圧機器精密部品の加工技
術は業界トップレベルにあり国
内大手油圧機メーカー各社と取
引している。
2、茨城工場を主力に本社（東
京）、上海（中国）の三拠点で生
産活動を行っている。

守秘義務の厳守
目的意識

総務部
0296-57-6151
0296-57-9869

大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1週間 茨城県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 1週間

22 ㈱テイエルブイ

〒675-0016
兵庫県加古川市野口町長砂
881
http://www.tlv.com

①全製品が特許製品。
②環境保全、省エネ産業である。

事前教育の実施
守秘義務の厳守
目的意識

総務部
0794-22-1122
0794-27-1825

大学生また
は大学院生

理系
1～ 10 夏期 5月～ 6月 1ヶ月 兵庫県 その他 アルバイ

ト程度
食事代
宿泊施設 1～ 10 夏期 1ヶ月

23 ㈱郷鉄工所
〒503-2122
岐阜県不破郡垂井町表佐58-2
http://www.gohiron.co.jp

大阪・名古屋証券取引所2部上
場。破砕機・橋梁・ライニング
製品・その他製造販売、近年環
境関連事業に尽力している。

協調性・チームワーク
専攻分野の専門知識
パソコン技能
守秘義務の厳守
目的意識

総務課
0584-22-1122
0584-22-5672

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 1ヶ月 岐阜県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 寸志 未定

24 ㈱共立盛岡工場

〒020-0173
岩手県岩手郡滝沢村滝沢字
巣子10-2
http://www.kioritz.co.jp

2サイクルエンジンのトップメー
カーとして、チェンソー、刈払機
を世界100ケ国に輸出。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
目的意識

盛岡工場 
管理課
019-641-6111
019-641-4636

大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1週間 岩手県

大学教官等からの 
個別要請対応
外部推進支援機関

支給して
いない

食事代
通勤バス利用
（無償）

1～ 10 夏期 2週間

25 光洋サーモ 
システム㈱

〒632-0084
奈良県天理市嘉幡町229
http://www.koyo-thermos.co.jp

熱処理装置の総合メーカーとし
て自動車からプラズマディスプレ
イ迄幅広い産業分野で当社の装
置が活躍しています。

事前教育の実施
目的意識

人事グループ
0743-64-0981
0743-64-2873

shingo-m@koyo-thermos.
co.jp

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1週間 奈良県 地域経営者協会 支給して

いない
食事代
宿泊施設 1～ 10 夏期 1週間

大学院生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1週間 奈良県 地域経営者協会 支給して

いない
食事代
宿泊施設 1～ 10 夏期 1週間

26 ㈱マルキンサ
トー

〒060-0053
札幌市中央区南3条東3丁目
18番地

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
パソコン技能

総務部 未定

27 北野エンジニア
リング㈱

〒773-0008
小松島市田野町宇月の輪
98番地の1

省力機械の設計、製造技術力に
おいて国内はもとより海外にお
いても高い評価を受けている。

一般的教養・知識・社会
常識

総務部
08853-3-1133
08853-3-1674

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 1週間 徳島県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 1～ 10 随時 1週間

28 ㈱牧野フライス
製作所

〒243-0303
神奈川県愛甲郡愛川町中津
4023
http://www.makino.co.jp

高速、高精度の工作機械で世界
のものづくりを支えています。
最先端のものづくり技術に触れ
ることができます。

挨拶など基本的社会マナー
専攻分野の専門知識
守秘義務の厳守
目的意識

総務部総務課
046-284-1710
046-286-0285

大学生
理系 11～ 30 夏期 7月～ 8月

2週間
3週間
1ヶ月

神奈川県
山梨県

大学教官等からの 
個別要請対応

1日1000
円程度

赴任旅費
通勤交通費
食事代
宿泊施設

未定

29 旭エンジニア
リング㈱

〒025-0312
岩手県花巻市二枚橋3-120

小規模の企業でありながら、設
計人員の占有率も高く、他社に
負けない技術力を以って産業機
械の自動化ライン、省力化機器
の受注～設置迄を担っています。

事前教育の実施
目的意識

総務部
0198-30-2211
0198-30-2213

大学生
理系 1～ 10 秋期 9月～ 10月 1週間 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 秋期 1週間

30
立山科学 
グループ立山
マシン㈱

〒930-1305
富山県上新川郡大山町下番30
http://www.tateyama.or.jp/
tateyama/

ロボットを中心とした生産設備
の開発設計、製造販売が事業内
容。FAソリューション、受託生産、
検査-計測-加工装置など3事業を
中心。生・学・官連携に積極的
である。

研修中の教職員による巡
回訪問
挨拶など基本的社会マナー
専攻分野の専門知識
守秘義務の厳守
目的意識

総務部
インターン
シップ担当
076-483-4612
076-483-4150

大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 富山県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 1～ 10 夏期 2週間

大学院生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 富山県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 1～ 10 夏期 2週間

31 東京エンジニア
リング工業㈱

〒270-2231
千葉県松戸市稔台360
http://www.tokyo-eng.com

業界大手として、商品開発に注
力しており、生産設備の合理化
や環境保全に貢献しておりま
す。小企業ですがISO9001認証
等確実な経営に努めています。

挨拶など基本的社会マナー
目的意識

管理経理部
047-394-8666
047-364-2343

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1週間 千葉県 千葉県経営者協会 支給して

いない 食事代 1～ 10 夏期 1週間

32 ㈱柳澤鉄工所
〒018-5201
秋田県鹿角市花輪字六月田
28番地

総務課
0186-23-2233
0186-23-2244

未定

企業（製造業 /機械）
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20 トーヨー 
エイテック㈱

〒734-0003
広島市南区宇品東5-3-38
http://www.toyo-at.co.jp

創業から75年にわたって蓄積
してきた技術と技能により、
「モノづくり」のエクセレント
カンパニーを目指しています。
「TOYO」ブランドの内面研削盤
やワイヤソーは内外の顧客から
高い信頼を受けています。

目的意識
業務部
082-252-5212
082-256-0264

大学生また
は大学院生

理系
1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 広島県 地域経営者協会 支給して

いない
通勤交通費
食事代一部補助 1～ 10 夏期 2週間

21 ㈱協立製作所
茨城工場

〒309-1105
茨城県真壁郡協和町
三郷土原1239

1、油圧機器精密部品の加工技
術は業界トップレベルにあり国
内大手油圧機メーカー各社と取
引している。
2、茨城工場を主力に本社（東
京）、上海（中国）の三拠点で生
産活動を行っている。

守秘義務の厳守
目的意識

総務部
0296-57-6151
0296-57-9869

大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1週間 茨城県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 1週間

22 ㈱テイエルブイ

〒675-0016
兵庫県加古川市野口町長砂
881
http://www.tlv.com

①全製品が特許製品。
②環境保全、省エネ産業である。

事前教育の実施
守秘義務の厳守
目的意識

総務部
0794-22-1122
0794-27-1825

大学生また
は大学院生

理系
1～ 10 夏期 5月～ 6月 1ヶ月 兵庫県 その他 アルバイ

ト程度
食事代
宿泊施設 1～ 10 夏期 1ヶ月

23 ㈱郷鉄工所
〒503-2122
岐阜県不破郡垂井町表佐58-2
http://www.gohiron.co.jp

大阪・名古屋証券取引所2部上
場。破砕機・橋梁・ライニング
製品・その他製造販売、近年環
境関連事業に尽力している。

協調性・チームワーク
専攻分野の専門知識
パソコン技能
守秘義務の厳守
目的意識

総務課
0584-22-1122
0584-22-5672

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 1ヶ月 岐阜県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 寸志 未定

24 ㈱共立盛岡工場

〒020-0173
岩手県岩手郡滝沢村滝沢字
巣子10-2
http://www.kioritz.co.jp

2サイクルエンジンのトップメー
カーとして、チェンソー、刈払機
を世界100ケ国に輸出。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
目的意識

盛岡工場 
管理課
019-641-6111
019-641-4636

大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1週間 岩手県

大学教官等からの 
個別要請対応
外部推進支援機関

支給して
いない

食事代
通勤バス利用
（無償）

1～ 10 夏期 2週間

25 光洋サーモ 
システム㈱

〒632-0084
奈良県天理市嘉幡町229
http://www.koyo-thermos.co.jp

熱処理装置の総合メーカーとし
て自動車からプラズマディスプレ
イ迄幅広い産業分野で当社の装
置が活躍しています。

事前教育の実施
目的意識

人事グループ
0743-64-0981
0743-64-2873

shingo-m@koyo-thermos.
co.jp

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1週間 奈良県 地域経営者協会 支給して

いない
食事代
宿泊施設 1～ 10 夏期 1週間

大学院生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1週間 奈良県 地域経営者協会 支給して

いない
食事代
宿泊施設 1～ 10 夏期 1週間

26 ㈱マルキンサ
トー

〒060-0053
札幌市中央区南3条東3丁目
18番地

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
パソコン技能

総務部 未定

27 北野エンジニア
リング㈱

〒773-0008
小松島市田野町宇月の輪
98番地の1

省力機械の設計、製造技術力に
おいて国内はもとより海外にお
いても高い評価を受けている。

一般的教養・知識・社会
常識

総務部
08853-3-1133
08853-3-1674

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 1週間 徳島県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 1～ 10 随時 1週間

28 ㈱牧野フライス
製作所

〒243-0303
神奈川県愛甲郡愛川町中津
4023
http://www.makino.co.jp

高速、高精度の工作機械で世界
のものづくりを支えています。
最先端のものづくり技術に触れ
ることができます。

挨拶など基本的社会マナー
専攻分野の専門知識
守秘義務の厳守
目的意識

総務部総務課
046-284-1710
046-286-0285

大学生
理系 11～ 30 夏期 7月～ 8月

2週間
3週間
1ヶ月

神奈川県
山梨県

大学教官等からの 
個別要請対応

1日1000
円程度

赴任旅費
通勤交通費
食事代
宿泊施設

未定

29 旭エンジニア
リング㈱

〒025-0312
岩手県花巻市二枚橋3-120

小規模の企業でありながら、設
計人員の占有率も高く、他社に
負けない技術力を以って産業機
械の自動化ライン、省力化機器
の受注～設置迄を担っています。

事前教育の実施
目的意識

総務部
0198-30-2211
0198-30-2213

大学生
理系 1～ 10 秋期 9月～ 10月 1週間 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 秋期 1週間

30
立山科学 
グループ立山
マシン㈱

〒930-1305
富山県上新川郡大山町下番30
http://www.tateyama.or.jp/
tateyama/

ロボットを中心とした生産設備
の開発設計、製造販売が事業内
容。FAソリューション、受託生産、
検査-計測-加工装置など3事業を
中心。生・学・官連携に積極的
である。

研修中の教職員による巡
回訪問
挨拶など基本的社会マナー
専攻分野の専門知識
守秘義務の厳守
目的意識

総務部
インターン
シップ担当
076-483-4612
076-483-4150

大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 富山県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 1～ 10 夏期 2週間

大学院生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 富山県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 1～ 10 夏期 2週間

31 東京エンジニア
リング工業㈱

〒270-2231
千葉県松戸市稔台360
http://www.tokyo-eng.com

業界大手として、商品開発に注
力しており、生産設備の合理化
や環境保全に貢献しておりま
す。小企業ですがISO9001認証
等確実な経営に努めています。

挨拶など基本的社会マナー
目的意識

管理経理部
047-394-8666
047-364-2343

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1週間 千葉県 千葉県経営者協会 支給して

いない 食事代 1～ 10 夏期 1週間

32 ㈱柳澤鉄工所
〒018-5201
秋田県鹿角市花輪字六月田
28番地

総務課
0186-23-2233
0186-23-2244

未定

企業（製造業 /機械）
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33 スター農機㈱
〒066-8555
北海道千歳市上長都1061-2
http://www.star-web.jp/

私たちの目標は、私たちの創造
性や技術力で、豊かな自然の中
で人と農業の生き生きとした関
係を築き上げるお手伝いをする
こと、農家の方々の情熱と一体
となって新しい時代の農業の確
かな力になることです。

目的意識

総務・ 
人事グループ
0123-26-1122
0123-26-2097

大学生
理系 1～ 10 7月～ 8月 2週間 北海道

大学教官等からの 
個別要請対応
北海道地域インターン
シップ推進協議会

アルバイ
ト程度

通勤交通費
食事代 1～ 10 夏期 2週間

34 アリオス㈱
〒196-0021
東京都昭島市武蔵野3-2-20
http://www.arios.co.jp

真空技術を通して、絶えず「新
しいものづくり」を追いかけて
いる会社とはどんなところかを
肌で実感していただける場を提
供できます。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
守秘義務の厳守
目的意識

技術部
042-546-4811
042-546-4814

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 東京都 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 通勤交通費 1～ 10 夏期 2週間

35 日本ボン 
コート㈱

〒310-0852
茨城県水戸市笠原町600-14

小さな企業の大きな貢献。製品
のデファクト・スタンダード化。目的意識

開発技術&
海外営業技術
029-241-2725
029-241-2726

11. 製造業/電気・電子機器

1 寺崎電気産業㈱
〒545-0021
大阪市阿倍野区阪南町7-2-10
http://www.terasaki.co.jp

当社ではできるだけ実社会に近
い仕事を経験してもらう為に、
参加者を4～ 6班に分けて、そ
れぞれを1週間本社、1週間工
場と現場を知ってもらうように
しています。

大学窓口の一本化
目的意識
大学側の書類の統一化

人事部
06-6692-1131
06-6692-2122

http://www.terasaki.co.jp
jinjibu@terasaki.co.jp

大学生
文系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 大阪府

大学教官等からの 
個別要請対応
（財）大学コンソーシアム
京都

支給して
いない

赴任旅費
通勤交通費
食事代
宿泊施設

1～ 10 夏期 2週間

大学生
理系 11～ 30 夏期 5月～ 6月 2週間 大阪府

大学教官等からの 
個別要請対応
（財）大学コンソーシアム
京都

支給して
いない

赴任旅費
通勤交通費
食事代
宿泊施設

11～ 30 夏期 2週間

2 東京光音電波㈱

〒224-0043
神奈川県横浜市都筑区
折本町56番地
http://www.ko-on.co.jp

当社はハイテクとハイタッチの
両方を追及し業界において独自
の地位を占めております。現場
作業におけるインターンシップ
を長年行なっております。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク

総務部
045-470-9340
045-470-9347

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 3週間 神奈川県 地域経営者協会 支給して

いない
通勤交通費
食事代 1～ 10 夏期 3週間

3 サクサテクノ
栃木㈱

〒329-2712
栃木県那須塩原市下永田
5-1400

事前教育の実施
専攻分野の専門知識

管理部
0287-39-1100
0287-39-1181

大学生
文理問わず

支給して
いない 食事代 未定

4 日東工業㈱

〒480-1189
愛知県愛知郡長久手町蟹原
2201番地
http://www.nito.co.jp

電設資材、情報通信関連製品の
製造販売を行っている。特に電
設用キャビネットについては業
界のリーディングカンパニーで
もある。

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
パソコン技能
目的意識

総務人事部
0561-64-0113
0561-62-1300

大学生
理系 11～ 30 夏期

冬期 3月～ 4月 3週間

静岡県
愛知県
栃木県
佐賀県

大学教官等からの 
個別要請対応
関東地域インターンシッ
プ推進協会「KIPC」
東海地域インターンシッ
プ推進協議会

アルバイ
ト程度

赴任旅費
通勤交通費
宿泊施設

11～ 30 随時 3週間

大学院生
理系 11～ 30 夏期

冬期 3月～ 4月 3週間

静岡県
愛知県
栃木県
佐賀県

大学教官等からの 
個別要請対応
関東地域インターンシッ
プ推進協会「KIPC」
東海地域インターンシッ
プ推進協議会

アルバイ
ト程度

赴任旅費
通勤交通費
宿泊施設

11～ 30 随時 3週間

5 デンヨー㈱ 
福井工場

〒919-1397
福井県三方郡三方町相田38-1 目的意識

総務課
0770-45-2211
0770-45-9010

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 1週間 福井県 インターンシップ推進支

援センター
支給して
いない 1～ 10 1週間

6 オルガン 
テクニクス㈱

〒386-0155
長野県上田市大字蒼久保
1160番地
http://www.organtec.co.jp/

当社は電子機器・精密機器関連
部品の製造及び販売をしており
ます。インターンシップ体験をさ
れて、入社につながることを希望
します。

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守
目的意識

総務課
0268-36-4311
0268-36-4220

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 長野県 上田職業安定協会 支給して

いない
通勤交通費
食事代 未定

7 ㈱大昌電子 
岩手工場

〒029-3403
岩手県東磐井郡藤沢町
砂子田字宮ノ脇30
http://www.daisho-denshi.
co.jp/

プリント配線基板のトップメー
カー最新技術で業界を常にリー
ドしています。

挨拶など基本的社会マナー
専攻分野の専門知識
目的意識

総務部
0191-63-5111
0191-63-5110

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間 岩手県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない

食事代
宿泊施設 1～ 10 夏期 1週間

8 エスペック㈱
〒530-0041
大阪市北区天神橋3-5-6
http://www.espec.co.jp

国内シェア60%を誇る、環境試
験器のトップメーカーです。イン
ターンシップでは、当社のR&D
拠点である、技術開発本部テク
ニカルセンター（神戸）での受入
を予定しています。

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク

総務部 
人事グループ
06-6358-8820
06-6358-5500

大学生
理系 1～ 10 夏期 9月～ 10月 1週間 （社）大阪府経営合理化協会 支給して

いない
通勤交通費
食事代 1～ 10 夏期 2週間

企業（製造業 /電気・電子機器）
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33 スター農機㈱
〒066-8555
北海道千歳市上長都1061-2
http://www.star-web.jp/

私たちの目標は、私たちの創造
性や技術力で、豊かな自然の中
で人と農業の生き生きとした関
係を築き上げるお手伝いをする
こと、農家の方々の情熱と一体
となって新しい時代の農業の確
かな力になることです。

目的意識

総務・ 
人事グループ
0123-26-1122
0123-26-2097

大学生
理系 1～ 10 7月～ 8月 2週間 北海道

大学教官等からの 
個別要請対応
北海道地域インターン
シップ推進協議会

アルバイ
ト程度

通勤交通費
食事代 1～ 10 夏期 2週間

34 アリオス㈱
〒196-0021
東京都昭島市武蔵野3-2-20
http://www.arios.co.jp

真空技術を通して、絶えず「新
しいものづくり」を追いかけて
いる会社とはどんなところかを
肌で実感していただける場を提
供できます。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
守秘義務の厳守
目的意識

技術部
042-546-4811
042-546-4814

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 東京都 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 通勤交通費 1～ 10 夏期 2週間

35 日本ボン 
コート㈱

〒310-0852
茨城県水戸市笠原町600-14

小さな企業の大きな貢献。製品
のデファクト・スタンダード化。目的意識

開発技術&
海外営業技術
029-241-2725
029-241-2726

11. 製造業/電気・電子機器

1 寺崎電気産業㈱
〒545-0021
大阪市阿倍野区阪南町7-2-10
http://www.terasaki.co.jp

当社ではできるだけ実社会に近
い仕事を経験してもらう為に、
参加者を4～ 6班に分けて、そ
れぞれを1週間本社、1週間工
場と現場を知ってもらうように
しています。

大学窓口の一本化
目的意識
大学側の書類の統一化

人事部
06-6692-1131
06-6692-2122

http://www.terasaki.co.jp
jinjibu@terasaki.co.jp

大学生
文系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 大阪府

大学教官等からの 
個別要請対応
（財）大学コンソーシアム
京都

支給して
いない

赴任旅費
通勤交通費
食事代
宿泊施設

1～ 10 夏期 2週間

大学生
理系 11～ 30 夏期 5月～ 6月 2週間 大阪府

大学教官等からの 
個別要請対応
（財）大学コンソーシアム
京都

支給して
いない

赴任旅費
通勤交通費
食事代
宿泊施設

11～ 30 夏期 2週間

2 東京光音電波㈱

〒224-0043
神奈川県横浜市都筑区
折本町56番地
http://www.ko-on.co.jp

当社はハイテクとハイタッチの
両方を追及し業界において独自
の地位を占めております。現場
作業におけるインターンシップ
を長年行なっております。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク

総務部
045-470-9340
045-470-9347

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 3週間 神奈川県 地域経営者協会 支給して

いない
通勤交通費
食事代 1～ 10 夏期 3週間

3 サクサテクノ
栃木㈱

〒329-2712
栃木県那須塩原市下永田
5-1400

事前教育の実施
専攻分野の専門知識

管理部
0287-39-1100
0287-39-1181

大学生
文理問わず

支給して
いない 食事代 未定

4 日東工業㈱

〒480-1189
愛知県愛知郡長久手町蟹原
2201番地
http://www.nito.co.jp

電設資材、情報通信関連製品の
製造販売を行っている。特に電
設用キャビネットについては業
界のリーディングカンパニーで
もある。

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
パソコン技能
目的意識

総務人事部
0561-64-0113
0561-62-1300

大学生
理系 11～ 30 夏期

冬期 3月～ 4月 3週間

静岡県
愛知県
栃木県
佐賀県

大学教官等からの 
個別要請対応
関東地域インターンシッ
プ推進協会「KIPC」
東海地域インターンシッ
プ推進協議会

アルバイ
ト程度

赴任旅費
通勤交通費
宿泊施設

11～ 30 随時 3週間

大学院生
理系 11～ 30 夏期

冬期 3月～ 4月 3週間

静岡県
愛知県
栃木県
佐賀県

大学教官等からの 
個別要請対応
関東地域インターンシッ
プ推進協会「KIPC」
東海地域インターンシッ
プ推進協議会

アルバイ
ト程度

赴任旅費
通勤交通費
宿泊施設

11～ 30 随時 3週間

5 デンヨー㈱ 
福井工場

〒919-1397
福井県三方郡三方町相田38-1 目的意識

総務課
0770-45-2211
0770-45-9010

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 1週間 福井県 インターンシップ推進支

援センター
支給して
いない 1～ 10 1週間

6 オルガン 
テクニクス㈱

〒386-0155
長野県上田市大字蒼久保
1160番地
http://www.organtec.co.jp/

当社は電子機器・精密機器関連
部品の製造及び販売をしており
ます。インターンシップ体験をさ
れて、入社につながることを希望
します。

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守
目的意識

総務課
0268-36-4311
0268-36-4220

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 長野県 上田職業安定協会 支給して

いない
通勤交通費
食事代 未定

7 ㈱大昌電子 
岩手工場

〒029-3403
岩手県東磐井郡藤沢町
砂子田字宮ノ脇30
http://www.daisho-denshi.
co.jp/

プリント配線基板のトップメー
カー最新技術で業界を常にリー
ドしています。

挨拶など基本的社会マナー
専攻分野の専門知識
目的意識

総務部
0191-63-5111
0191-63-5110

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間 岩手県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない

食事代
宿泊施設 1～ 10 夏期 1週間

8 エスペック㈱
〒530-0041
大阪市北区天神橋3-5-6
http://www.espec.co.jp

国内シェア60%を誇る、環境試
験器のトップメーカーです。イン
ターンシップでは、当社のR&D
拠点である、技術開発本部テク
ニカルセンター（神戸）での受入
を予定しています。

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク

総務部 
人事グループ
06-6358-8820
06-6358-5500

大学生
理系 1～ 10 夏期 9月～ 10月 1週間 （社）大阪府経営合理化協会 支給して

いない
通勤交通費
食事代 1～ 10 夏期 2週間

企業（製造業 /電気・電子機器）
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9 ㈱長野 
サンコー

〒392-0015
長野県諏訪市中洲4600-17
http://www.naganosankoh.jp/

プレス加工の中でもむずかしい
絞り物を得意としており、海外に
てまだ生産できないステッピン
グモーターケース部品。コネクタ
部品を手がけ多方面のお客様か
ら高い評価を得る。

目的意識
なるべく帰省先から通え
る人を望む

総務課
0266-52-2432
0266-58-1882

ito@naganosankoh.jp
大学生
理系 1～ 10 夏期 3月～ 4月 2週間 長野県

大学教官等からの 
個別要請対応
関東地域インターンシッ
プ推進協会「KIPC」

支給して
いない

食事代
宿泊施設 1～ 10 夏期 2週間

10
ソニーイーエム
シーエス㈱ 
千厩テック

〒029-0803
岩手県東磐井郡千厩町
千厩字下駒場254
http://www.sonyemcs.web/
senmaya.tec/index.html

当テックはソニー GPの製造事
業所として設計・製造・カスタ
マーサービス迄を業務としてお
り、通信技術、実装技術に特に
優秀なエンジニアが多数入社し
ております。

人事総務部 
人事課
0191-53-2311
0191-53-2304

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 3週間 岩手県 大学教官等からの 

個別要請対応
1日1000
円程度

赴任旅費
通勤交通費
宿泊施設

1～ 10 夏期 3週間

大学院生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 3週間 岩手県 大学教官等からの 

個別要請対応
1日1000
円程度

赴任旅費
通勤交通費
宿泊施設

1～ 10 夏期 3週間

11 キヤノン㈱
〒146-8501
東京都大田区下丸子3-30-2
http://www.canon.co.jp

個人の能力が発揮しやすい。人
間尊重主義によって培われた自
由闊達な社風。

挨拶など基本的社会マナー

人事本部 
採用センター
03-5482-8219
03-5482-5127

大学生また
は大学院生

理系
1～ 10 夏期 5月～ 6月 1ヶ月 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない

赴任旅費
通勤交通費
食事代
宿泊施設

1～ 10 夏期 1ヶ月

大学生また
は大学院生

理系
1～ 10 春期 9月～ 10月 1ヶ月 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない

赴任旅費
通勤交通費
食事代
宿泊施設

1～ 10 春期 1ヶ月

12 東和電機工業㈱

〒038-1216
青森県南津軽郡常盤村大字
榊字和田88-1
http://www.towagp.co.jp

制御配電システムメーカー。
挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
目的意識

0172-69-5111
0172-69-5122

大学生
理系 1～ 10 随時 7月～ 8月 1週間 インターンシップ推進支

援センター
支給して
いない 1～ 10 随時 1週間

13 オムロン㈱
〒600-8530
京都市下京区塩小路通
堀川東入

健康機器のイメージが強いです
が、FA業界を始めたくさんの
業界に活躍している企業です。

挨拶など基本的社会マナー
専攻分野の専門知識
守秘義務の厳守

人材開発部
075-344-7030
075-344-7061

大学生
文理問わず 11～ 30 夏期 5月～ 6月 2週間 京都府 大学教官等からの 

個別要請対応
1日1000
円程度

通勤交通費
宿泊施設 11～ 30 夏期 2週間

14 三洋電機㈱
〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田2-1-22
桜橋アストリアビル8F

一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
目的意識

三洋ヒューマン
ネットワークリ
クルーティング
事業部
06-6348-2603

大学院生
文理問わず 31～ 100 春期

夏期
1月～ 2月
3月～ 4月 1ヶ月

大阪府
群馬県
東京都

海外大学キャリアセン
ター訪問

アルバイ
ト程度

通勤交通費
宿泊施設 31～ 100 春期

夏期 1ヶ月

大学生
文理問わず 11～ 30 春期

夏期
3月～ 4月
5月～ 6月 2週間

東京都
群馬県
大阪府

大学教官等からの 
個別要請対応

支給して
いない

通勤交通費
宿泊施設 31～ 100 春期

夏期 2週間

15 日本サーボ㈱
桐生工場

〒376-0011
群馬県桐生市相生町3-93
http://www.japanservo.co.jp

新分野における飛翔をめざす精
密小形モータのパイオニア企
業。エレクトロニクス、ソフト
技術さらにはデジタル制御等の
新分野の技術開発・システム製
品開発のメカトロニクスメー
カーをめざしている。

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
目的意識

総務課
0277-53-8811
0277-53-8810

大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 群馬県 地域経営者協会 支給して

いない 未定

16 COM 
電子開発㈱

〒358-0002
埼玉県入間市東町7丁目
1番3号
http://www.com-denshi.co.jp

専攻分野の専門知識
パソコン技能

総務部
04-2965-3700
04-2965-3711

大学生
理系 1～ 10 随時 7月～ 8月 2週間 埼玉県 関東地域インターンシッ

プ推進協会「KIPC」
支給して
いない

通勤交通費
食事代
寮空室可

1～ 10 随時 2週間

17 東洋電機㈱

〒480-0304
愛知県春日井市神屋町字
引沢1-39
http://www.toyo-elec.co.jp

時代のニーズに呼応した事業展
開を続けている産業用電気制御
器総合メーカーです。お客様と
のパートナーシップを第一に信
頼性の高い制御技術製品を世に
送り出しています。

一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
専攻分野の専門知識
目的意識

総務部人事課
0568-88-1700
0568-88-0701

大学生
理系 1～ 10 夏期 9月～ 10月 1週間 愛知県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない

通勤交通費
食事代 1～ 10 夏期 1週間

18 日本無線㈱
〒181-0013
東京都三鷹市下連雀5-1-1
http://www.jrc.co.jp

無線通信技術をコア技術に、
PHSから公共ネットワークシス
テムまで、ワールドワイドに活
躍する企業。

挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守
目的意識

研究開発、設計
（電気機械）部門
0422-45-9166
0422-45-9362

大学生また
は大学院生

理系
11～ 30 夏期 7月～ 8月

9月～ 10月 3週間 東京都
大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

1日1000
円程度

赴任旅費
通勤交通費
日当（食事代補
助）

11～ 30 夏期 3週間

19 安田電機㈱ 高校生のインターンシップを行
なっています。

一般的教養・知識・社会
常識
パソコン技能

0979-22-0533
0979-25-2122

20 ㈱富士通北陸
システムズ

〒921-8611
石川県金沢市増泉3-4-30
http://www.fjh.fujitsu.com

北陸3県を中心に、あらゆる業
種のお客様に対してビジネスを
展開しています。高度なスキル
を保有したエンジニアとするた
め人材育成には特に力を入れて
います。

パソコン技能
守秘義務の厳守
目的意識

事業推進統括部
076-241-4500
076-241-4590

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 石川県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 2週間

大学院生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 石川県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 2週間

企業（製造業 /電気・電子機器）
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9 ㈱長野 
サンコー

〒392-0015
長野県諏訪市中洲4600-17
http://www.naganosankoh.jp/

プレス加工の中でもむずかしい
絞り物を得意としており、海外に
てまだ生産できないステッピン
グモーターケース部品。コネクタ
部品を手がけ多方面のお客様か
ら高い評価を得る。

目的意識
なるべく帰省先から通え
る人を望む

総務課
0266-52-2432
0266-58-1882

ito@naganosankoh.jp
大学生
理系 1～ 10 夏期 3月～ 4月 2週間 長野県

大学教官等からの 
個別要請対応
関東地域インターンシッ
プ推進協会「KIPC」

支給して
いない

食事代
宿泊施設 1～ 10 夏期 2週間

10
ソニーイーエム
シーエス㈱ 
千厩テック

〒029-0803
岩手県東磐井郡千厩町
千厩字下駒場254
http://www.sonyemcs.web/
senmaya.tec/index.html

当テックはソニー GPの製造事
業所として設計・製造・カスタ
マーサービス迄を業務としてお
り、通信技術、実装技術に特に
優秀なエンジニアが多数入社し
ております。

人事総務部 
人事課
0191-53-2311
0191-53-2304

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 3週間 岩手県 大学教官等からの 

個別要請対応
1日1000
円程度

赴任旅費
通勤交通費
宿泊施設

1～ 10 夏期 3週間

大学院生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 3週間 岩手県 大学教官等からの 

個別要請対応
1日1000
円程度

赴任旅費
通勤交通費
宿泊施設

1～ 10 夏期 3週間

11 キヤノン㈱
〒146-8501
東京都大田区下丸子3-30-2
http://www.canon.co.jp

個人の能力が発揮しやすい。人
間尊重主義によって培われた自
由闊達な社風。

挨拶など基本的社会マナー

人事本部 
採用センター
03-5482-8219
03-5482-5127

大学生また
は大学院生

理系
1～ 10 夏期 5月～ 6月 1ヶ月 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない

赴任旅費
通勤交通費
食事代
宿泊施設

1～ 10 夏期 1ヶ月

大学生また
は大学院生

理系
1～ 10 春期 9月～ 10月 1ヶ月 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない

赴任旅費
通勤交通費
食事代
宿泊施設

1～ 10 春期 1ヶ月

12 東和電機工業㈱

〒038-1216
青森県南津軽郡常盤村大字
榊字和田88-1
http://www.towagp.co.jp

制御配電システムメーカー。
挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
目的意識

0172-69-5111
0172-69-5122

大学生
理系 1～ 10 随時 7月～ 8月 1週間 インターンシップ推進支

援センター
支給して
いない 1～ 10 随時 1週間

13 オムロン㈱
〒600-8530
京都市下京区塩小路通
堀川東入

健康機器のイメージが強いです
が、FA業界を始めたくさんの
業界に活躍している企業です。

挨拶など基本的社会マナー
専攻分野の専門知識
守秘義務の厳守

人材開発部
075-344-7030
075-344-7061

大学生
文理問わず 11～ 30 夏期 5月～ 6月 2週間 京都府 大学教官等からの 

個別要請対応
1日1000
円程度

通勤交通費
宿泊施設 11～ 30 夏期 2週間

14 三洋電機㈱
〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田2-1-22
桜橋アストリアビル8F

一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
目的意識

三洋ヒューマン
ネットワークリ
クルーティング
事業部
06-6348-2603

大学院生
文理問わず 31～ 100 春期

夏期
1月～ 2月
3月～ 4月 1ヶ月

大阪府
群馬県
東京都

海外大学キャリアセン
ター訪問

アルバイ
ト程度

通勤交通費
宿泊施設 31～ 100 春期

夏期 1ヶ月

大学生
文理問わず 11～ 30 春期

夏期
3月～ 4月
5月～ 6月 2週間

東京都
群馬県
大阪府

大学教官等からの 
個別要請対応

支給して
いない

通勤交通費
宿泊施設 31～ 100 春期

夏期 2週間

15 日本サーボ㈱
桐生工場

〒376-0011
群馬県桐生市相生町3-93
http://www.japanservo.co.jp

新分野における飛翔をめざす精
密小形モータのパイオニア企
業。エレクトロニクス、ソフト
技術さらにはデジタル制御等の
新分野の技術開発・システム製
品開発のメカトロニクスメー
カーをめざしている。

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
目的意識

総務課
0277-53-8811
0277-53-8810

大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 群馬県 地域経営者協会 支給して

いない 未定

16 COM 
電子開発㈱

〒358-0002
埼玉県入間市東町7丁目
1番3号
http://www.com-denshi.co.jp

専攻分野の専門知識
パソコン技能

総務部
04-2965-3700
04-2965-3711

大学生
理系 1～ 10 随時 7月～ 8月 2週間 埼玉県 関東地域インターンシッ

プ推進協会「KIPC」
支給して
いない

通勤交通費
食事代
寮空室可

1～ 10 随時 2週間

17 東洋電機㈱

〒480-0304
愛知県春日井市神屋町字
引沢1-39
http://www.toyo-elec.co.jp

時代のニーズに呼応した事業展
開を続けている産業用電気制御
器総合メーカーです。お客様と
のパートナーシップを第一に信
頼性の高い制御技術製品を世に
送り出しています。

一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
専攻分野の専門知識
目的意識

総務部人事課
0568-88-1700
0568-88-0701

大学生
理系 1～ 10 夏期 9月～ 10月 1週間 愛知県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない

通勤交通費
食事代 1～ 10 夏期 1週間

18 日本無線㈱
〒181-0013
東京都三鷹市下連雀5-1-1
http://www.jrc.co.jp

無線通信技術をコア技術に、
PHSから公共ネットワークシス
テムまで、ワールドワイドに活
躍する企業。

挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守
目的意識

研究開発、設計
（電気機械）部門
0422-45-9166
0422-45-9362

大学生また
は大学院生

理系
11～ 30 夏期 7月～ 8月

9月～ 10月 3週間 東京都
大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

1日1000
円程度

赴任旅費
通勤交通費
日当（食事代補
助）

11～ 30 夏期 3週間

19 安田電機㈱ 高校生のインターンシップを行
なっています。

一般的教養・知識・社会
常識
パソコン技能

0979-22-0533
0979-25-2122

20 ㈱富士通北陸
システムズ

〒921-8611
石川県金沢市増泉3-4-30
http://www.fjh.fujitsu.com

北陸3県を中心に、あらゆる業
種のお客様に対してビジネスを
展開しています。高度なスキル
を保有したエンジニアとするた
め人材育成には特に力を入れて
います。

パソコン技能
守秘義務の厳守
目的意識

事業推進統括部
076-241-4500
076-241-4590

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 石川県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 2週間

大学院生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 石川県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 2週間

企業（製造業 /電気・電子機器）
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21 タカヤ㈱
〒715-8503
井原市井原町661-1
http://www.takaya.co.jp

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
目的意識

総務部
0866-62-2015
0866-62-2017

info@takaya.co.jp　

大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 東京都

岡山県 地域経営者協会 支給して
いない 通勤交通費 1～ 10 夏期 2週間

大学院生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 東京都

岡山県 地域経営者協会 支給して
いない 通勤交通費 1～ 10 夏期 2週間

22 マイウェイ 
技研㈱

〒222-0033
横浜市港北区新横浜1-14-15
http://www.myway-labs.co.jp

当社はパワーエレクトロニクス
分野において、電気エネルギー
変換技術No.1を目指しています。
少数精鋭の当社で、社員それぞ
れの能力を存分発揮し、一緒に
新しい「マイウェイ」を作り上げま
す。インターンシップを通して社
員登録制度もあります。

一般的教養・知識・社会
常識
専攻分野の専門知識
目的意識

総務Gr.
045-476-3722
045-476-3723

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1ヶ月 神奈川県 自社HPによる公募 アルバイ

ト程度 通勤交通費 1～ 10 随時 1ヶ月

大学院生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1ヶ月 神奈川県 自社HPによる公募 アルバイ

ト程度 通勤交通費 1～ 10 随時 1ヶ月

23
㈱富士通岡山
エンジニアリ
ング

〒700-0826
岡山市磨屋町10-12
http://www.foe.fujitsu.com

目的意識
ビジネス支援部
086-226-7510
086-226-7525

大学生
理系 1～ 10 夏期 3月～ 4月 2週間 岡山県 地域経営者協会 支給して

いない 未定

24 岡山指月㈱ 〒719-1152
岡山県総杜市見延1626-2

自動車業界の好調さに支えら
れ、業績も良く、若手中心に活
気が有、現段階では順調な会社
です。

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守
目的意識

管理部管理課
0866-95-8211
0866-95-8683

大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1週間 岡山県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない

通勤交通費
食事代 未定

25 アンリツエンジ
ニアリング㈱

〒243-0032
神奈川県厚木市恩名1800
http://www.aek.co.jp

当社は、情報通信関連のソフト
からハードまでを統合設計する
高度技術レベルの専門集団で
す。あなたが本当にやりたい事を
実現するために、インターンシッ
プでの経験を役立てて下さい。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
パソコン技能
守秘義務の厳守
目的意識
自主性、積極性

SP推進部
046-296-6689
046-223-2925

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月

9月～ 10月 3週間 神奈川県

大学教官等からの 
個別要請対応
関東地域インターンシッ
プ推進協会「KIPC」

支給して
いない

通勤交通費
食事代 1～ 10 夏期 3週間

大学院生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月

9月～ 10月 3週間 神奈川県

大学教官等からの 
個別要請対応
関東地域インターンシッ
プ推進協会「KIPC」

支給して
いない

通勤交通費
食事代 1～ 10 夏期 3週間

26 朝日音響㈱

〒771-1350
徳島県板野郡上板町瀬部字
鳥屋354番地の3
http://www.asahionkyo.co.jp

挨拶など基本的社会マナー
専攻分野の専門知識
パソコン技能

総務課
088-694-3980
088-694-5495

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間 徳島県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 未定

27 古野電気㈱
〒662-0842
兵庫県西宮市芦原町9-52
http://www.furuno.co.jp

船舶用電子機器の開発部門を中
心に受け入れている。インター
ンシップに参加した学生が後に
入社するケースも多い。

挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守
目的意識

人事総務部人
材開発課
0798-63-1027
0798-63-1030

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月

9月～ 10月 2週間 兵庫県 採用実績校中心に案内 1日1000
円程度

赴任旅費
通勤交通費
食事代
宿泊施設

1～ 10 夏期 2週間

大学院生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月

9月～ 10月 2週間 兵庫県 採用実績校中心に案内 1日1000
円程度

赴任旅費
通勤交通費
食事代
宿泊施設

1～ 10 夏期 2週間

28 ㈱メステック
〒351-0101
埼玉県和光市白子2-17-2
http://www.mess-tek.co.jp/

専攻分野の専門知識
パソコン技能
目的意識

総務
048-464-5001
048-461-3552

大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 埼玉県「埼玉県インター

ンシップ」
支給して
いない

通勤交通費
食事代 1～ 10 夏期 2週間

大学院生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 埼玉県「埼玉県インター

ンシップ」
支給して
いない

通勤交通費
食事代 1～ 10 夏期 2週間

29 イサハヤ電子㈱
〒854-0065
長崎県諌早市津久葉町6-41
http://www.idc-com.co.jp/

半導体の開発・設計・製造・販
売まで手掛けており、広い視野
で仕事をすることができます。
アナログ技術を基盤とし、顧客
要望に応じた技術・サービスを、
世界各国に提供するworld wide
なメーカーです。

事前教育の実施
大学窓口の一本化
挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守
目的意識

総務部
0957-26-3592
0957-26-5257

大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 長崎県

大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

1日1000
円程度 食事代 未定

30

本多エレクト
ロン㈱ 
花巻R&Dセン
ター

〒025-0312
岩手県花巻市二枚橋5-6-38
本多エレクトロン㈱
花巻R&Dセンター
http://www.honda-elc.com

研修中の教職員による巡
回訪問
挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守

技術管理G
0198-26-1161
0198-27-2801

大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 岩手県 地域経営者協会 支給して

いない 通勤交通費 1～ 10 春期 2週間

31 富士電機ホール
ディングス㈱

〒141-0032
東京都品川区大崎1-11-2　
ゲートシティ大崎イースト
タワー
http://www.fujielectric.co.jp/

大学窓口の一本化
目的意識

人事企画部
03-5435-7224
03-5435-7491

helper@fujielectric.co.jp

大学生
理系 11～ 30 

夏期
秋期
冬期

7月～ 8月 2週間
3ヶ月以上

大学教官等からの 
個別要請対応

1日1000
円程度

食事代
宿泊施設 未定

大学院生
理系 11～ 30 

夏期
秋期
冬期

7月～ 8月 2週間
3ヶ月以上

大学教官等からの 
個別要請対応

1日1000
円程度

食事代
宿泊施設 未定

企業（製造業 /電気・電子機器）
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21 タカヤ㈱
〒715-8503
井原市井原町661-1
http://www.takaya.co.jp

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
目的意識

総務部
0866-62-2015
0866-62-2017

info@takaya.co.jp　

大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 東京都

岡山県 地域経営者協会 支給して
いない 通勤交通費 1～ 10 夏期 2週間

大学院生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 東京都

岡山県 地域経営者協会 支給して
いない 通勤交通費 1～ 10 夏期 2週間

22 マイウェイ 
技研㈱

〒222-0033
横浜市港北区新横浜1-14-15
http://www.myway-labs.co.jp

当社はパワーエレクトロニクス
分野において、電気エネルギー
変換技術No.1を目指しています。
少数精鋭の当社で、社員それぞ
れの能力を存分発揮し、一緒に
新しい「マイウェイ」を作り上げま
す。インターンシップを通して社
員登録制度もあります。

一般的教養・知識・社会
常識
専攻分野の専門知識
目的意識

総務Gr.
045-476-3722
045-476-3723

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1ヶ月 神奈川県 自社HPによる公募 アルバイ

ト程度 通勤交通費 1～ 10 随時 1ヶ月

大学院生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1ヶ月 神奈川県 自社HPによる公募 アルバイ

ト程度 通勤交通費 1～ 10 随時 1ヶ月

23
㈱富士通岡山
エンジニアリ
ング

〒700-0826
岡山市磨屋町10-12
http://www.foe.fujitsu.com

目的意識
ビジネス支援部
086-226-7510
086-226-7525

大学生
理系 1～ 10 夏期 3月～ 4月 2週間 岡山県 地域経営者協会 支給して

いない 未定

24 岡山指月㈱ 〒719-1152
岡山県総杜市見延1626-2

自動車業界の好調さに支えら
れ、業績も良く、若手中心に活
気が有、現段階では順調な会社
です。

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守
目的意識

管理部管理課
0866-95-8211
0866-95-8683

大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1週間 岡山県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない

通勤交通費
食事代 未定

25 アンリツエンジ
ニアリング㈱

〒243-0032
神奈川県厚木市恩名1800
http://www.aek.co.jp

当社は、情報通信関連のソフト
からハードまでを統合設計する
高度技術レベルの専門集団で
す。あなたが本当にやりたい事を
実現するために、インターンシッ
プでの経験を役立てて下さい。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
パソコン技能
守秘義務の厳守
目的意識
自主性、積極性

SP推進部
046-296-6689
046-223-2925

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月

9月～ 10月 3週間 神奈川県

大学教官等からの 
個別要請対応
関東地域インターンシッ
プ推進協会「KIPC」

支給して
いない

通勤交通費
食事代 1～ 10 夏期 3週間

大学院生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月

9月～ 10月 3週間 神奈川県

大学教官等からの 
個別要請対応
関東地域インターンシッ
プ推進協会「KIPC」

支給して
いない

通勤交通費
食事代 1～ 10 夏期 3週間

26 朝日音響㈱

〒771-1350
徳島県板野郡上板町瀬部字
鳥屋354番地の3
http://www.asahionkyo.co.jp

挨拶など基本的社会マナー
専攻分野の専門知識
パソコン技能

総務課
088-694-3980
088-694-5495

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間 徳島県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 未定

27 古野電気㈱
〒662-0842
兵庫県西宮市芦原町9-52
http://www.furuno.co.jp

船舶用電子機器の開発部門を中
心に受け入れている。インター
ンシップに参加した学生が後に
入社するケースも多い。

挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守
目的意識

人事総務部人
材開発課
0798-63-1027
0798-63-1030

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月

9月～ 10月 2週間 兵庫県 採用実績校中心に案内 1日1000
円程度

赴任旅費
通勤交通費
食事代
宿泊施設

1～ 10 夏期 2週間

大学院生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月

9月～ 10月 2週間 兵庫県 採用実績校中心に案内 1日1000
円程度

赴任旅費
通勤交通費
食事代
宿泊施設

1～ 10 夏期 2週間

28 ㈱メステック
〒351-0101
埼玉県和光市白子2-17-2
http://www.mess-tek.co.jp/

専攻分野の専門知識
パソコン技能
目的意識

総務
048-464-5001
048-461-3552

大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 埼玉県「埼玉県インター

ンシップ」
支給して
いない

通勤交通費
食事代 1～ 10 夏期 2週間

大学院生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 埼玉県「埼玉県インター

ンシップ」
支給して
いない

通勤交通費
食事代 1～ 10 夏期 2週間

29 イサハヤ電子㈱
〒854-0065
長崎県諌早市津久葉町6-41
http://www.idc-com.co.jp/

半導体の開発・設計・製造・販
売まで手掛けており、広い視野
で仕事をすることができます。
アナログ技術を基盤とし、顧客
要望に応じた技術・サービスを、
世界各国に提供するworld wide
なメーカーです。

事前教育の実施
大学窓口の一本化
挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守
目的意識

総務部
0957-26-3592
0957-26-5257

大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 長崎県

大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

1日1000
円程度 食事代 未定

30

本多エレクト
ロン㈱ 
花巻R&Dセン
ター

〒025-0312
岩手県花巻市二枚橋5-6-38
本多エレクトロン㈱
花巻R&Dセンター
http://www.honda-elc.com

研修中の教職員による巡
回訪問
挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守

技術管理G
0198-26-1161
0198-27-2801

大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 岩手県 地域経営者協会 支給して

いない 通勤交通費 1～ 10 春期 2週間

31 富士電機ホール
ディングス㈱

〒141-0032
東京都品川区大崎1-11-2　
ゲートシティ大崎イースト
タワー
http://www.fujielectric.co.jp/

大学窓口の一本化
目的意識

人事企画部
03-5435-7224
03-5435-7491

helper@fujielectric.co.jp

大学生
理系 11～ 30 

夏期
秋期
冬期

7月～ 8月 2週間
3ヶ月以上

大学教官等からの 
個別要請対応

1日1000
円程度

食事代
宿泊施設 未定

大学院生
理系 11～ 30 

夏期
秋期
冬期

7月～ 8月 2週間
3ヶ月以上

大学教官等からの 
個別要請対応

1日1000
円程度

食事代
宿泊施設 未定

企業（製造業 /電気・電子機器）
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32 アンリツ㈱
〒243-8555
神奈川県厚木市恩名1800
http://www.anritsu.co.jp

事前教育の実施
目的意識

人材開発部
046-296-6501
046-296-6776

大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1ヶ月 神奈川県 大学教官等からの 

個別要請対応
1日1000
円程度

赴任旅費
通勤交通費
宿泊施設

1～ 10 夏期 1ヶ月

大学院生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1ヶ月 神奈川県 大学教官等からの 

個別要請対応
1日1000
円程度

赴任旅費
通勤交通費
宿泊施設

1～ 10 夏期 1ヶ月

33
㈱アドテック
プラズマ
テクノロジー

〒721-0942
福山市引野町5-6-10
http://www.adtec-rf.com

専攻分野の専門知識
総務・経理部
084-945-1405
084-945-1440

1～ 10 随時 2週間 広島県 その他 支給して
いない 未定

34 ファミリー㈱
〒689-3224
鳥取県西伯郡名和町高田1220
http://www.family-chair.co.jp

マッサージチェアのトップメー
カー。名和町の工場は大山の麓
にあり、環境は抜群である。当
地から最新の機能を搭載した
マッサージチェアを国内及び海
外に送り出している。

大学窓口の一本化
協調性・チームワーク
目的意識

総務人事部
0859-54-4911
0859-54-4916

1～ 10 夏期 1週間

12. 製造業/輸送機械

1 尾道造船㈱
〒722-8602
広島県尾道市山波町1005番地
http://www.onozo.co.jp/

一人ひとりの能力を充分に発揮
できる、夢と希望に満ちた人間
性豊かな企業を目指しています。

挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守

労務部労務課
0848-20-2956
0848-20-2969

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月

9月～ 10月 2週間 広島県 大学教官等からの 
個別要請対応

1日1000
円程度

食事代
宿泊施設 1～ 10 夏期 2週間

大学院生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月

9月～ 10月 2週間 広島県 大学教官等からの 
個別要請対応

1日1000
円程度

食事代
宿泊施設 1～ 10 夏期 2週間

2 ㈱エクセディ 〒572-0822
大阪府寝屋川市木田元宮1-1-1

パソコン技能
英語力
守秘義務の厳守
目的意識

人事室
072-824-7002
072-824-3837

大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月

7月～ 8月 2週間 大阪府 大学は決まっている 支給して
いない 食事代 1～ 10 夏期 2週間

大学生
文系 1～ 10 春期 5月～ 6月

7月～ 8月 2週間 大阪府 大学は決まっている 支給して
いない 食事代 1～ 10 春期 2週間

3 川崎重工業㈱

〒650-8680
兵庫県神戸市中央区東川崎
町1-1-3 
神戸クリスタルタワー
http://www.khi.co.jp

現場での実習を通じ、モノづく
りの醍醐味を感じてもらう良い
機会です。

挨拶など基本的社会マナー
目的意識

人事労政部 
採用グループ
078-371-9540
078-371-9579

大学生
理系 11～ 30 夏期 5月～ 6月 2週間 岐阜県

兵庫県
大学教官等からの 
個別要請対応

1日1000
円程度

赴任旅費
通勤交通費
食事代
宿泊施設

未定

大学院生
理系 11～ 30 夏期 5月～ 6月 2週間 岐阜県

兵庫県
大学教官等からの 
個別要請対応

1日1000
円程度

赴任旅費
通勤交通費
食事代
宿泊施設

未定

4 日本車輌 
製造㈱ 受入は非公開です

大学生また
は大学院生

理系
1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 愛知県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない

赴任旅費
通勤交通費
食事代補助のみ

1～ 10 夏期 2週間

5 ㈱ミクニ 
盛岡事業所

〒020-0173
岩手県岩手郡滝沢村滝沢字
外山309
http://www.mikuni-lifetec.jp/

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
守秘義務の厳守
目的意識

総務グループ
019-687-2026
019-687-3231

takumi_saiki@mikuni.co.jp
大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1週間

大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

支給して
いない 食事代 1～ 10 夏期 1週間

6 栃木富士産業㈱

〒328-8502
栃木県栃木市大宮町
2388番地
http://www.tfsk.co.jp

駆動系部品の開発から製造まで
のものづくりの体験が出来る。
将来の就職活動の参考になる。
又インターンシップ体験者も入
社する様になって来ている。

英語力
目的意識

総務人事部 
人事課
0282-29-7566
0282-29-7615

大学生
理系 1～ 10 夏期 9月～ 10月 2週間 栃木県 地域経営者協会 支給して

いない

通勤交通費
食事代
宿泊施設

未定

7 和同産業㈱
〒025-0035
花巻市実相寺410番地
http://www.wadosng.jp

学生を育てる企業。 一般的教養・知識・社会
常識

総務部
0198-24-3667
0198-41-1221

大学生
理系 1～ 10 秋期 9月～ 10月 1週間 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 1～ 10 秋期 1週間

8 ㈱モディー
〒021-0852
岩手県一関市字沢297-14
http://www.modi.co.jp

夢を形にするモノ造りの会社で
す。（自動車を中心とした試作開
発を行っています）

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
専攻分野の専門知識
パソコン技能
守秘義務の厳守
目的意識

企画開発室
0191-23-4373
0191-23-2919

大学生
理系 未定

9 日本ノッズル
精機㈱

〒340-0203
埼玉県北葛飾郡鷲宮町桜田
5-17-1
http://www.nippon-nozzle.com

機械加工、ものつくりに興味の
ある方歓迎します。

専攻分野の専門知識
目的意識

総務部総務課
0480-58-7554
0480-58-7555

大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 埼玉県

関東地域インターンシッ
プ推進協会「KIPC」
埼玉県「埼玉県インター
ンシップ」

支給して
いない

通勤交通費
食事代 1～ 10 夏期 2週間

10 ㈱中島自動車
電装

〒372-0016
群馬県伊勢崎市連取町705
http://nakajimadensou.co.jp

環境保全に役立つ独創的な技術
や商品を提供します。顧客重視
に徹し、心のこもったサービス
とメンテナンスを提供します。

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守
目的意識

総務
0270-24-5678
0270-23-5567

大学生
理系 1～ 10 秋期 9月～ 10月 1週間 地域経営者協会 支給して

いない
通勤交通費
食事代 1～ 10 秋期 1週間

企業（製造業 /輸送機械）
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32 アンリツ㈱
〒243-8555
神奈川県厚木市恩名1800
http://www.anritsu.co.jp

事前教育の実施
目的意識

人材開発部
046-296-6501
046-296-6776

大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1ヶ月 神奈川県 大学教官等からの 

個別要請対応
1日1000
円程度

赴任旅費
通勤交通費
宿泊施設

1～ 10 夏期 1ヶ月

大学院生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1ヶ月 神奈川県 大学教官等からの 

個別要請対応
1日1000
円程度

赴任旅費
通勤交通費
宿泊施設

1～ 10 夏期 1ヶ月

33
㈱アドテック
プラズマ
テクノロジー

〒721-0942
福山市引野町5-6-10
http://www.adtec-rf.com

専攻分野の専門知識
総務・経理部
084-945-1405
084-945-1440

1～ 10 随時 2週間 広島県 その他 支給して
いない 未定

34 ファミリー㈱
〒689-3224
鳥取県西伯郡名和町高田1220
http://www.family-chair.co.jp

マッサージチェアのトップメー
カー。名和町の工場は大山の麓
にあり、環境は抜群である。当
地から最新の機能を搭載した
マッサージチェアを国内及び海
外に送り出している。

大学窓口の一本化
協調性・チームワーク
目的意識

総務人事部
0859-54-4911
0859-54-4916

1～ 10 夏期 1週間

12. 製造業/輸送機械

1 尾道造船㈱
〒722-8602
広島県尾道市山波町1005番地
http://www.onozo.co.jp/

一人ひとりの能力を充分に発揮
できる、夢と希望に満ちた人間
性豊かな企業を目指しています。

挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守

労務部労務課
0848-20-2956
0848-20-2969

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月

9月～ 10月 2週間 広島県 大学教官等からの 
個別要請対応

1日1000
円程度

食事代
宿泊施設 1～ 10 夏期 2週間

大学院生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月

9月～ 10月 2週間 広島県 大学教官等からの 
個別要請対応

1日1000
円程度

食事代
宿泊施設 1～ 10 夏期 2週間

2 ㈱エクセディ 〒572-0822
大阪府寝屋川市木田元宮1-1-1

パソコン技能
英語力
守秘義務の厳守
目的意識

人事室
072-824-7002
072-824-3837

大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月

7月～ 8月 2週間 大阪府 大学は決まっている 支給して
いない 食事代 1～ 10 夏期 2週間

大学生
文系 1～ 10 春期 5月～ 6月

7月～ 8月 2週間 大阪府 大学は決まっている 支給して
いない 食事代 1～ 10 春期 2週間

3 川崎重工業㈱

〒650-8680
兵庫県神戸市中央区東川崎
町1-1-3 
神戸クリスタルタワー
http://www.khi.co.jp

現場での実習を通じ、モノづく
りの醍醐味を感じてもらう良い
機会です。

挨拶など基本的社会マナー
目的意識

人事労政部 
採用グループ
078-371-9540
078-371-9579

大学生
理系 11～ 30 夏期 5月～ 6月 2週間 岐阜県

兵庫県
大学教官等からの 
個別要請対応

1日1000
円程度

赴任旅費
通勤交通費
食事代
宿泊施設

未定

大学院生
理系 11～ 30 夏期 5月～ 6月 2週間 岐阜県

兵庫県
大学教官等からの 
個別要請対応

1日1000
円程度

赴任旅費
通勤交通費
食事代
宿泊施設

未定

4 日本車輌 
製造㈱ 受入は非公開です

大学生また
は大学院生

理系
1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 愛知県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない

赴任旅費
通勤交通費
食事代補助のみ

1～ 10 夏期 2週間

5 ㈱ミクニ 
盛岡事業所

〒020-0173
岩手県岩手郡滝沢村滝沢字
外山309
http://www.mikuni-lifetec.jp/

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
守秘義務の厳守
目的意識

総務グループ
019-687-2026
019-687-3231

takumi_saiki@mikuni.co.jp
大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1週間

大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

支給して
いない 食事代 1～ 10 夏期 1週間

6 栃木富士産業㈱

〒328-8502
栃木県栃木市大宮町
2388番地
http://www.tfsk.co.jp

駆動系部品の開発から製造まで
のものづくりの体験が出来る。
将来の就職活動の参考になる。
又インターンシップ体験者も入
社する様になって来ている。

英語力
目的意識

総務人事部 
人事課
0282-29-7566
0282-29-7615

大学生
理系 1～ 10 夏期 9月～ 10月 2週間 栃木県 地域経営者協会 支給して

いない

通勤交通費
食事代
宿泊施設

未定

7 和同産業㈱
〒025-0035
花巻市実相寺410番地
http://www.wadosng.jp

学生を育てる企業。 一般的教養・知識・社会
常識

総務部
0198-24-3667
0198-41-1221

大学生
理系 1～ 10 秋期 9月～ 10月 1週間 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 1～ 10 秋期 1週間

8 ㈱モディー
〒021-0852
岩手県一関市字沢297-14
http://www.modi.co.jp

夢を形にするモノ造りの会社で
す。（自動車を中心とした試作開
発を行っています）

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
専攻分野の専門知識
パソコン技能
守秘義務の厳守
目的意識

企画開発室
0191-23-4373
0191-23-2919

大学生
理系 未定

9 日本ノッズル
精機㈱

〒340-0203
埼玉県北葛飾郡鷲宮町桜田
5-17-1
http://www.nippon-nozzle.com

機械加工、ものつくりに興味の
ある方歓迎します。

専攻分野の専門知識
目的意識

総務部総務課
0480-58-7554
0480-58-7555

大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 埼玉県

関東地域インターンシッ
プ推進協会「KIPC」
埼玉県「埼玉県インター
ンシップ」

支給して
いない

通勤交通費
食事代 1～ 10 夏期 2週間

10 ㈱中島自動車
電装

〒372-0016
群馬県伊勢崎市連取町705
http://nakajimadensou.co.jp

環境保全に役立つ独創的な技術
や商品を提供します。顧客重視
に徹し、心のこもったサービス
とメンテナンスを提供します。

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守
目的意識

総務
0270-24-5678
0270-23-5567

大学生
理系 1～ 10 秋期 9月～ 10月 1週間 地域経営者協会 支給して

いない
通勤交通費
食事代 1～ 10 秋期 1週間

企業（製造業 /輸送機械）
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No. 社（機関）名 住所
企業URL 企業PR 学生・大学への要望

インターンシップ窓口 H16受入実績 H17受入計画

部署
TEL
FAX

URL
メールアドレス 対象学生 人数 受入

時期 募集時期 受入期間 研修地 募集の方法 報酬 宿泊施設や
交通費の提供 人数 時期 期間

No. 社（機関）名 住所
企業URL 企業PR 学生・大学への要望

インターンシップ窓口 H16受入実績 H17受入計画

部署
TEL
FAX

URL
メールアドレス 対象学生 人数 受入

時期 募集時期 受入期間 研修地 募集の方法 報酬 宿泊施設や
交通費の提供 人数 時期 期間

11
ウエスト 
レーシング 
カーズ㈱

〒513-0825
三重県鈴鹿市住吉町5769-8
http://www.west-racing.co.jp

独自の設計・企画による、レー
シングカーを製作して、販売を
していく、物作り集団。

専攻分野の専門知識 0593-79-0939
0593-78-9272

大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 三重県 インターンシップ推進支

援センター
支給して
いない 食事代 1～ 10 夏期 2週間

13. 製造業/精密機械

1 ニューロング
精密工業㈱

〒949-6757
新潟県南魚沼市津久野1112-7
http://www.newlong.co.jp/

総務課
025-772-7121
025-772-7508

大学生
理系 1～ 10 随時 2週間

2 シード㈱

〒312-0052
茨城県ひたちなか市東石川
2-6-17
http://www.seed-sys.co.jp/

自由な発想を具体化し社会に貢
献する。シードはそんな会社です。専攻分野の専門知識

情報技術部
029-354-0050
029-354-0051

kurosawa@seed-sys.co.jp 11～ 30 随時
春期

1週間
2週間

3 ㈱ダイヤ精機
製作所

〒394-0084
長野県岡谷市長地片間町
一丁目4番20号
http://www.daiya.co.jp

F1エンジン部品等、高度技術
を要する他分野の特殊技術精密
部品の製造。自社開発製品の製
造販売（微細穴加工機）。

事前教育の実施
研修中の教職員による巡
回訪問

総務部
0266-27-7733
0266-27-9751

大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 長野県

関東地域インターンシッ
プ推進協会「KIPC」
地域経営者協会

支給して
いない 食事代 1～ 10 夏期 2週間

4 ㈱ミスズ工業
〒392-0012
長野県諏訪市四賀3090
http://www.kmisuzu.co.jp/

従業員個々の技能・技術が、ミ
スズブランドであるというプラ
イド。

専攻分野の専門知識
目的意識

総務部
人事担当
0266-52-6611
0266-58-8810

saiyo@kmisuzu.co.jp

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1ヶ月 長野県 関東地域インターンシッ

プ推進協会「KIPC」
支給して
いない 作業服貸与。 1～ 10 夏期 1ヶ月

大学院生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1ヶ月 長野県 関東地域インターンシッ

プ推進協会「KIPC」
支給して
いない 作業服貸与。 1～ 10 夏期 1ヶ月

5 ㈱渡辺精機

〒409-3606
山梨県西八代郡市川大門町
高田527-1
http://www.watanabe-sk.co.jp

一般的教養・知識・社会
常識

企画
055-272-2300
055-272-1330

大学生
理系 1～ 10 随時

相談 2週間 山梨県 地域経営者協会 支給して
いない

通勤交通費
食事代 1～ 10 随時 2週間

6 河口湖精密㈱

〒401-0395
山梨県南都留郡富士河口湖
町船津6663-2
http://www3.kawa.co.jp

腕時計部品・自動車ABS部品
の生産量は世界トップクラス!
超一流精密加工技術を武器に、
次々と新たな分野の可能性を切
り拓いています。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識

人事部
0555-23-1231
0555-24-6500

jinji@kawa.co.jp
大学生また
は大学院生

理系
1～ 10 夏期 7月～ 8月 3週間 山梨県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない

食事代
宿泊施設 1～ 10 夏期 3週間

7 ㈱千田精密工業
〒029-4202
岩手県胆沢郡前沢町白山字
反畑7-3

研修中の教職員による巡
回訪問
一般的教養・知識・社会
常識
目的意識

0197-56-2464
0197-56-2418

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間 岩手県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 1～ 10 随時 1ヶ月

3ヶ月以上

8 オフロム㈱

〒910-3608
福井県丹生郡清水町三留
72-10
http://www.ofrom.com

いち早く、ISO-9001、ISO-14001
を取り入れ、IT産業を活用した高
度実装技術を確保している企業。

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
パソコン技能

管理部
0776-98-3800
0776-98-3598

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1ヶ月 福井県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 2週間

9 ㈱新興製作所
〒025-0076
岩手県花巻市城内4-3
http://www.shinko-exc.co.jp

先進テクノロジーを随所に配し
た設備や人の創造力を、充分活
かす環境のもとで、より高度な
新製品が次々に誕生している優
良企業です。

事前教育の実施
目的意識

総務部人事課
0198-24-4311
0198-24-4327

大学生
理系 1～ 10 秋期 9月～ 10月 1週間 岩手県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 秋期 1週間

10 上尾精密㈱
〒024-0002
岩手県北上市北工業団地
2番25号

挨拶など基本的社会マナー

総務部
事業管理課
0197-66-2301
0197-66-4173

1～ 10 随時 1週間

11 アトー㈱
〒113-0033
文京区本郷1-25-23
http://www.atto.co.jp

パソコン技能
守秘義務の厳守

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 インターンシップ推進支

援センター
支給して
いない 未定

12 ㈱アイオー精密
〒025-0015
岩手県花巻市東十二丁目
19-10-54

日本でトップクラスの機械加工
業。小ロット・短納期。供給能
力（600台設備、300名人員）

大学窓口の一本化
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識

総務部
0198-22-4330
0198-22-4361

ben_itoh@aio-precision.co.jp
大学生

文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間 岩手県 外部推進支援機関 支給して
いない 1～ 10 夏期 1週間

14. 製造業/その他

1 オリエンタル
シューズ

〒639-1042
奈良県大和郡山市小泉町2475-2
http://www.oriental-shoes.
co.jp/

メンズシューズのトップメー
カーとして全国的に取引先を持
ち、堅実経営。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
守秘義務の厳守
目的意識

総務部
0743-55-1111
0743-55-1115

大学生
文理問わず 1～ 10 秋期 9月～ 10月 2週間 奈良県 奈良県インターンシップ

運営委員会
支給して
いない 未定

2 北日本印刷㈱
〒930-0094
富山県富山市安住町7番36号
http://www.knpkk.co.jp

・印刷を通しての「ものづくり」
と「感性」。
・デジタルコンテンツ印刷への
研究・開発。

事前教育の実施
目的意識

総務経理部
076-432-2126
076-444-6362

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月

9月～ 10月 2週間 富山県
大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

支給して
いない 1～ 10 夏期 2週間

企業（製造業 /精密機械、その他）
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No. 社（機関）名 住所
企業URL 企業PR 学生・大学への要望

インターンシップ窓口 H16受入実績 H17受入計画

部署
TEL
FAX

URL
メールアドレス 対象学生 人数 受入

時期 募集時期 受入期間 研修地 募集の方法 報酬 宿泊施設や
交通費の提供 人数 時期 期間

11
ウエスト 
レーシング 
カーズ㈱

〒513-0825
三重県鈴鹿市住吉町5769-8
http://www.west-racing.co.jp

独自の設計・企画による、レー
シングカーを製作して、販売を
していく、物作り集団。

専攻分野の専門知識 0593-79-0939
0593-78-9272

大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 三重県 インターンシップ推進支

援センター
支給して
いない 食事代 1～ 10 夏期 2週間

13. 製造業/精密機械

1 ニューロング
精密工業㈱

〒949-6757
新潟県南魚沼市津久野1112-7
http://www.newlong.co.jp/

総務課
025-772-7121
025-772-7508

大学生
理系 1～ 10 随時 2週間

2 シード㈱

〒312-0052
茨城県ひたちなか市東石川
2-6-17
http://www.seed-sys.co.jp/

自由な発想を具体化し社会に貢
献する。シードはそんな会社です。専攻分野の専門知識

情報技術部
029-354-0050
029-354-0051

kurosawa@seed-sys.co.jp 11～ 30 随時
春期

1週間
2週間

3 ㈱ダイヤ精機
製作所

〒394-0084
長野県岡谷市長地片間町
一丁目4番20号
http://www.daiya.co.jp

F1エンジン部品等、高度技術
を要する他分野の特殊技術精密
部品の製造。自社開発製品の製
造販売（微細穴加工機）。

事前教育の実施
研修中の教職員による巡
回訪問

総務部
0266-27-7733
0266-27-9751

大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 長野県

関東地域インターンシッ
プ推進協会「KIPC」
地域経営者協会

支給して
いない 食事代 1～ 10 夏期 2週間

4 ㈱ミスズ工業
〒392-0012
長野県諏訪市四賀3090
http://www.kmisuzu.co.jp/

従業員個々の技能・技術が、ミ
スズブランドであるというプラ
イド。

専攻分野の専門知識
目的意識

総務部
人事担当
0266-52-6611
0266-58-8810

saiyo@kmisuzu.co.jp

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1ヶ月 長野県 関東地域インターンシッ

プ推進協会「KIPC」
支給して
いない 作業服貸与。 1～ 10 夏期 1ヶ月

大学院生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1ヶ月 長野県 関東地域インターンシッ

プ推進協会「KIPC」
支給して
いない 作業服貸与。 1～ 10 夏期 1ヶ月

5 ㈱渡辺精機

〒409-3606
山梨県西八代郡市川大門町
高田527-1
http://www.watanabe-sk.co.jp

一般的教養・知識・社会
常識

企画
055-272-2300
055-272-1330

大学生
理系 1～ 10 随時

相談 2週間 山梨県 地域経営者協会 支給して
いない

通勤交通費
食事代 1～ 10 随時 2週間

6 河口湖精密㈱

〒401-0395
山梨県南都留郡富士河口湖
町船津6663-2
http://www3.kawa.co.jp

腕時計部品・自動車ABS部品
の生産量は世界トップクラス!
超一流精密加工技術を武器に、
次々と新たな分野の可能性を切
り拓いています。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識

人事部
0555-23-1231
0555-24-6500

jinji@kawa.co.jp
大学生また
は大学院生

理系
1～ 10 夏期 7月～ 8月 3週間 山梨県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない

食事代
宿泊施設 1～ 10 夏期 3週間

7 ㈱千田精密工業
〒029-4202
岩手県胆沢郡前沢町白山字
反畑7-3

研修中の教職員による巡
回訪問
一般的教養・知識・社会
常識
目的意識

0197-56-2464
0197-56-2418

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間 岩手県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 1～ 10 随時 1ヶ月

3ヶ月以上

8 オフロム㈱

〒910-3608
福井県丹生郡清水町三留
72-10
http://www.ofrom.com

いち早く、ISO-9001、ISO-14001
を取り入れ、IT産業を活用した高
度実装技術を確保している企業。

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
パソコン技能

管理部
0776-98-3800
0776-98-3598

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1ヶ月 福井県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 2週間

9 ㈱新興製作所
〒025-0076
岩手県花巻市城内4-3
http://www.shinko-exc.co.jp

先進テクノロジーを随所に配し
た設備や人の創造力を、充分活
かす環境のもとで、より高度な
新製品が次々に誕生している優
良企業です。

事前教育の実施
目的意識

総務部人事課
0198-24-4311
0198-24-4327

大学生
理系 1～ 10 秋期 9月～ 10月 1週間 岩手県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 秋期 1週間

10 上尾精密㈱
〒024-0002
岩手県北上市北工業団地
2番25号

挨拶など基本的社会マナー

総務部
事業管理課
0197-66-2301
0197-66-4173

1～ 10 随時 1週間

11 アトー㈱
〒113-0033
文京区本郷1-25-23
http://www.atto.co.jp

パソコン技能
守秘義務の厳守

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 インターンシップ推進支

援センター
支給して
いない 未定

12 ㈱アイオー精密
〒025-0015
岩手県花巻市東十二丁目
19-10-54

日本でトップクラスの機械加工
業。小ロット・短納期。供給能
力（600台設備、300名人員）

大学窓口の一本化
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識

総務部
0198-22-4330
0198-22-4361

ben_itoh@aio-precision.co.jp
大学生

文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間 岩手県 外部推進支援機関 支給して
いない 1～ 10 夏期 1週間

14. 製造業/その他

1 オリエンタル
シューズ

〒639-1042
奈良県大和郡山市小泉町2475-2
http://www.oriental-shoes.
co.jp/

メンズシューズのトップメー
カーとして全国的に取引先を持
ち、堅実経営。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
守秘義務の厳守
目的意識

総務部
0743-55-1111
0743-55-1115

大学生
文理問わず 1～ 10 秋期 9月～ 10月 2週間 奈良県 奈良県インターンシップ

運営委員会
支給して
いない 未定

2 北日本印刷㈱
〒930-0094
富山県富山市安住町7番36号
http://www.knpkk.co.jp

・印刷を通しての「ものづくり」
と「感性」。
・デジタルコンテンツ印刷への
研究・開発。

事前教育の実施
目的意識

総務経理部
076-432-2126
076-444-6362

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月

9月～ 10月 2週間 富山県
大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

支給して
いない 1～ 10 夏期 2週間

企業（製造業 /精密機械、その他）
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No. 社（機関）名 住所
企業URL 企業PR 学生・大学への要望

インターンシップ窓口 H16受入実績 H17受入計画

部署
TEL
FAX

URL
メールアドレス 対象学生 人数 受入

時期 募集時期 受入期間 研修地 募集の方法 報酬 宿泊施設や
交通費の提供 人数 時期 期間

3 三協フロンテア 〒277-0804
千葉県柏市新十余二5番地

自社オリジナル商品「ユニット
ハウス」で新たな空間づくりを
目指しています。若さと創造性
を活かして新建築目指しましょ
う。

目的意識
人事部（窓口）
04-7133-3361
04-7133-3362

大学生
理系 1～ 10 随時 1週間 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない

通勤交通費
食事代 1～ 10 随時 1週間

大学院生
理系 1～ 10 随時 1週間 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない

通勤交通費
食事代 1～ 10 随時 1週間

4 ㈱北斗 
プリント社

〒606-0864
京都市左京区下鴨高木町
38の2
http://www.hokuto-p.co.jp

「プロとしての自覚を持ち、お
客様に夢と感動を与えられる仕
事をしよう!」
2004年11月、当社は創立50周
年を向かえ、新たな50年に向
かって取り組んでいます。営業
部門、印刷事業部の全工程を
持っている。また社長以下スタッ
フの平均年齢も若く、進取の気
風に満ちており、常に業界をリー
ドする力量を堅持している。

事前教育の実施
守秘義務の厳守
目的意識

総務部総務課
075-791-6125
075-791-7290

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 京都府 （財）大学コンソーシアム

京都 1～ 10 夏期 2週間

5 ㈱エイチ・
エス・ピー

〒701-0204
岡山県岡山市大福82番地
http://www.hsp-net.co.jp

人や環境に優しい、新衛生管理
システム<殺菌水生成装置>の
開発・製造・販売・施工をトー
タルで提供できる。オンリーワ
ン認定企業のベンチャー企業で
す。社員一人ひとりが、課題目
標を持って自由活発に活動して
います。若い人のパワーを期待
しています。是非、自分の学ん
でいる事がどう活かされるか体
験して下さい。

研修中の教職員による巡
回訪問
守秘義務の厳守
目的意識

総務部
086-282-8100
086-282-8811

大学生
理系 1～ 10 夏期 2週間 岡山県

大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

支給して
いない 昼食（現物支給） 1～ 10 夏期 2週間

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 2週間 岡山県

大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

支給して
いない 昼食（現物支給） 1～ 10 夏期 2週間

大学院生
文理問わず 1～ 10 夏期 2週間 岡山県

大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

支給して
いない 昼食（現物支給） 1～ 10 夏期 2週間

6 共同印刷㈱
〒112-8501
東京都文京区小石川4-14-12
http://www.kyodoprinting.co.jp

「“次の今”を共に創る、情報価値
創造企業」です。インターンシッ
プでは、より実践的な実習が体
験できるようになっています。

挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守
目的意識

人事部 
人材開発課
03-3817-2072
03-3817-2617

大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 東京都 自社HPによる公募 支給して

いない 食事代 1～ 10 夏期 2週間

7 アークテック㈱

〒321-0202
栃木県下都賀郡壬生町
おもちゃのまち4-11-16
http://www.arktech.co.jp

小さいながらも存在価値の有る
企業をめざす。

一般的教養・知識・社会
常識
パソコン技能
守秘義務の厳守

総務
0282-86-0276
0282-86-0365

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 2週間 栃木県 関東地域インターンシッ

プ推進協会「KIPC」
支給して
いない 食事代 1～ 10 随時 2週間

8 須山木材㈱

〒693-0006
島根県出雲市白枝町139番地
http://www.suyamalumber.
co.jp

当社は住宅関連の総合的な取り
扱いをする木材関連企業です。
木材・建材の販売・製材・プレ
カット加工の他不動産事業（賃
貸マンション・店舗他）も営業
しており積極的な学生の方を歓
迎致します。

事前教育の実施
目的意識

総務部総務課
0853-28-0888
0853-28-1530

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 5月～ 6月 1週間 島根県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 相談の上 1～ 10 随時 1週間

9 シロテックス㈱
〒372-0812
群馬県伊勢崎市連取町1335-1
http://www.cirotex.co.jp

企画開発に力を入れ、最新の生
産設備にて高品質付加価値の商
品を製造。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
目的意識

総務部
0270-24-1311
0270-24-1313

kanri@cirotex.co.jp
大学生

文理問わず 1～ 10 随時 7月～ 8月 2週間 群馬県 支給して
いない 中止

10 ㈱ケイクリエ
イト

〒493-0005
愛知県葉栗郡木曽川町里小
牧寺東125

タウン誌の発行とその他印刷全
般を取扱っています。インター
ンシップ受入についても毎年
行っております。

挨拶など基本的社会マナー

プリンティング
事業部
0586-86-0608
0586-86-0670

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 3月～ 4月 2週間 愛知県 愛知県中小企業家同友会 支給して

いない 通勤交通費 1～ 10 夏期 2週間

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 2週間 愛知県 愛知県中小企業家同友会 支給して

いない 通勤交通費 1～ 10 夏期 2週間

11 東成エレクト
ロビーム㈱

〒190-1203
東京都西多摩郡瑞穂町高根
651-6
http://www.tosei.co.jp

電子ビーム、レーザ加工では日
本で最も優秀な技術を持つ会社
で、高エネルギービーム溶接学
会、レーザ協会等、各種業界紙
に発表している。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
目的意識

管理部
042-556-0574
042-556-1391

hagihara@tosei.co.jp
大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 東京都 大学教官等からの 

個別要請対応
1日1000
円程度

赴任旅費
通勤交通費
食事代
宿泊施設

1～ 10 夏期 2週間
1ヶ月

12 共同精版印刷㈱ 〒630-8013
奈良市三条大路二丁目2番6号

総務部　次長
0742-33-1221
0742-33-7035

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 奈良県 支給して

いない 1～ 10 夏期 2週間

13 福岡酸素㈱
〒830-0032
久留米市東町33番地の21
http://www.fksanso.co.jp

九州各地に生産と営業の拠点を
有しており、「技術の福酸」とい
われている。インターンシップ
は技術と営業に限って実施して
いる。

事前教育の実施
大学窓口の一本化
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
守秘義務の厳守
目的意識

総務部
0942-33-0412
0942-35-6932

http://www.fksanso.co.jp/
groups/recruit/index.htm
ooharat@fksanso.co.jp

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 福岡県

熊本県

大学教官等からの 
個別要請対応
福岡県インターンシップ
推進協議会

支給して
いない 提供できない 1～ 10 夏期 2週間

企業（製造業 /その他）
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No. 社（機関）名 住所
企業URL 企業PR 学生・大学への要望

インターンシップ窓口 H16受入実績 H17受入計画

部署
TEL
FAX

URL
メールアドレス 対象学生 人数 受入

時期 募集時期 受入期間 研修地 募集の方法 報酬 宿泊施設や
交通費の提供 人数 時期 期間

3 三協フロンテア 〒277-0804
千葉県柏市新十余二5番地

自社オリジナル商品「ユニット
ハウス」で新たな空間づくりを
目指しています。若さと創造性
を活かして新建築目指しましょ
う。

目的意識
人事部（窓口）
04-7133-3361
04-7133-3362

大学生
理系 1～ 10 随時 1週間 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない

通勤交通費
食事代 1～ 10 随時 1週間

大学院生
理系 1～ 10 随時 1週間 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない

通勤交通費
食事代 1～ 10 随時 1週間

4 ㈱北斗 
プリント社

〒606-0864
京都市左京区下鴨高木町
38の2
http://www.hokuto-p.co.jp

「プロとしての自覚を持ち、お
客様に夢と感動を与えられる仕
事をしよう!」
2004年11月、当社は創立50周
年を向かえ、新たな50年に向
かって取り組んでいます。営業
部門、印刷事業部の全工程を
持っている。また社長以下スタッ
フの平均年齢も若く、進取の気
風に満ちており、常に業界をリー
ドする力量を堅持している。

事前教育の実施
守秘義務の厳守
目的意識

総務部総務課
075-791-6125
075-791-7290

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 京都府 （財）大学コンソーシアム

京都 1～ 10 夏期 2週間

5 ㈱エイチ・
エス・ピー

〒701-0204
岡山県岡山市大福82番地
http://www.hsp-net.co.jp

人や環境に優しい、新衛生管理
システム<殺菌水生成装置>の
開発・製造・販売・施工をトー
タルで提供できる。オンリーワ
ン認定企業のベンチャー企業で
す。社員一人ひとりが、課題目
標を持って自由活発に活動して
います。若い人のパワーを期待
しています。是非、自分の学ん
でいる事がどう活かされるか体
験して下さい。

研修中の教職員による巡
回訪問
守秘義務の厳守
目的意識

総務部
086-282-8100
086-282-8811

大学生
理系 1～ 10 夏期 2週間 岡山県

大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

支給して
いない 昼食（現物支給） 1～ 10 夏期 2週間

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 2週間 岡山県

大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

支給して
いない 昼食（現物支給） 1～ 10 夏期 2週間

大学院生
文理問わず 1～ 10 夏期 2週間 岡山県

大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

支給して
いない 昼食（現物支給） 1～ 10 夏期 2週間

6 共同印刷㈱
〒112-8501
東京都文京区小石川4-14-12
http://www.kyodoprinting.co.jp

「“次の今”を共に創る、情報価値
創造企業」です。インターンシッ
プでは、より実践的な実習が体
験できるようになっています。

挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守
目的意識

人事部 
人材開発課
03-3817-2072
03-3817-2617

大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 東京都 自社HPによる公募 支給して

いない 食事代 1～ 10 夏期 2週間

7 アークテック㈱

〒321-0202
栃木県下都賀郡壬生町
おもちゃのまち4-11-16
http://www.arktech.co.jp

小さいながらも存在価値の有る
企業をめざす。

一般的教養・知識・社会
常識
パソコン技能
守秘義務の厳守

総務
0282-86-0276
0282-86-0365

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 2週間 栃木県 関東地域インターンシッ

プ推進協会「KIPC」
支給して
いない 食事代 1～ 10 随時 2週間

8 須山木材㈱

〒693-0006
島根県出雲市白枝町139番地
http://www.suyamalumber.
co.jp

当社は住宅関連の総合的な取り
扱いをする木材関連企業です。
木材・建材の販売・製材・プレ
カット加工の他不動産事業（賃
貸マンション・店舗他）も営業
しており積極的な学生の方を歓
迎致します。

事前教育の実施
目的意識

総務部総務課
0853-28-0888
0853-28-1530

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 5月～ 6月 1週間 島根県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 相談の上 1～ 10 随時 1週間

9 シロテックス㈱
〒372-0812
群馬県伊勢崎市連取町1335-1
http://www.cirotex.co.jp

企画開発に力を入れ、最新の生
産設備にて高品質付加価値の商
品を製造。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
目的意識

総務部
0270-24-1311
0270-24-1313

kanri@cirotex.co.jp
大学生

文理問わず 1～ 10 随時 7月～ 8月 2週間 群馬県 支給して
いない 中止

10 ㈱ケイクリエ
イト

〒493-0005
愛知県葉栗郡木曽川町里小
牧寺東125

タウン誌の発行とその他印刷全
般を取扱っています。インター
ンシップ受入についても毎年
行っております。

挨拶など基本的社会マナー

プリンティング
事業部
0586-86-0608
0586-86-0670

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 3月～ 4月 2週間 愛知県 愛知県中小企業家同友会 支給して

いない 通勤交通費 1～ 10 夏期 2週間

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 2週間 愛知県 愛知県中小企業家同友会 支給して

いない 通勤交通費 1～ 10 夏期 2週間

11 東成エレクト
ロビーム㈱

〒190-1203
東京都西多摩郡瑞穂町高根
651-6
http://www.tosei.co.jp

電子ビーム、レーザ加工では日
本で最も優秀な技術を持つ会社
で、高エネルギービーム溶接学
会、レーザ協会等、各種業界紙
に発表している。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
目的意識

管理部
042-556-0574
042-556-1391

hagihara@tosei.co.jp
大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 東京都 大学教官等からの 

個別要請対応
1日1000
円程度

赴任旅費
通勤交通費
食事代
宿泊施設

1～ 10 夏期 2週間
1ヶ月

12 共同精版印刷㈱ 〒630-8013
奈良市三条大路二丁目2番6号

総務部　次長
0742-33-1221
0742-33-7035

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 奈良県 支給して

いない 1～ 10 夏期 2週間

13 福岡酸素㈱
〒830-0032
久留米市東町33番地の21
http://www.fksanso.co.jp

九州各地に生産と営業の拠点を
有しており、「技術の福酸」とい
われている。インターンシップ
は技術と営業に限って実施して
いる。

事前教育の実施
大学窓口の一本化
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
守秘義務の厳守
目的意識

総務部
0942-33-0412
0942-35-6932

http://www.fksanso.co.jp/
groups/recruit/index.htm
ooharat@fksanso.co.jp

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 福岡県

熊本県

大学教官等からの 
個別要請対応
福岡県インターンシップ
推進協議会

支給して
いない 提供できない 1～ 10 夏期 2週間

企業（製造業 /その他）
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企業URL 企業PR 学生・大学への要望

インターンシップ窓口 H16受入実績 H17受入計画
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時期 募集時期 受入期間 研修地 募集の方法 報酬 宿泊施設や
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No. 社（機関）名 住所
企業URL 企業PR 学生・大学への要望

インターンシップ窓口 H16受入実績 H17受入計画

部署
TEL
FAX

URL
メールアドレス 対象学生 人数 受入

時期 募集時期 受入期間 研修地 募集の方法 報酬 宿泊施設や
交通費の提供 人数 時期 期間

14 ㈱佐文工業所

〒950-0143
新潟県中蒲原郡亀田町元町
2丁目1番41号
http://www.sabun.co.jp

工業用ミシン部品の「崟」の世界
3大メーカーの一つです。「コバ
ン」ブランドでシェア40%を誇
ります。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
専攻分野の専門知識
目的意識

総務課
025-382-8100
025-382-7352

koban-soumu@sabun.co.jp
大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 新潟県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 1～ 10 随時 2週間

15 ㈱加貫ローラ
製作所

〒544-0005
大阪市生野区中川5-3-13
http://katsura-roller.co.jp

主要製品であるゴムローラは、
印刷・製鉄・製紙業界をはじめ
液晶基盤や食品包装等のフィル
ム業界、合板やOA機器業界へ
と各産業界で幅広く利用され、
皆さんが日常生活で必要な製品
づくりに役立っています。

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
目的意識

総務部　総務
課
06-6751-1630
06-6754-2500

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月

9月～ 10月 2週間 大阪府

大学教官等からの 
個別要請対応
（財）大学コンソーシアム
京都

支給して
いない

通勤交通費
食事補助（現物
支給）

1～ 10 夏期 2週間

16 ㈱クラタニ
〒934-0032
富山県新湊市片口341-1
http://www.kuratani.co.jp

総務
0766-83-7201
0766-82-7722

大学生
理系 1～ 10 夏期 3月～ 4月 2週間 富山県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 1～ 10 夏期 2週間

大学院生
理系 1～ 10 夏期 3月～ 4月 2週間 富山県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 1～ 10 夏期 2週間

17 ㈱タカヨシ

〒950-0141
新潟県中蒲原郡亀田町亀田
工業団地1丁目3-21
http://www.takayoshi.co.jp

商業印刷やラベル、パッケー
ジなど様々な印刷物をはじめ、
ホームページやCD-ROMなどデ
ジタルコンテンツの企画制作も
行うマルチコミュニケーション
企業です。

事前教育の実施
一般的教養・知識・社会
常識

管理部総務課
025-381-2000
025-381-4800

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 新潟県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 1～ 10 夏期 2週間

15. 電気・ガス

1
北陸電力 
エネルギー 
科学館

〒930-0085
富山県富山市牛島町18-7
アーバンプレイス3F
http://www.rikuden.co.jp/
wonder/

全国から著明な実験名人を招待
し、常に最新の実験を体験でき
るユニークな科学館です。毎週
異なるプログラムを開催する、
物ではなく人が主役の科学館を
目指しています。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
目的意識

076-433-9933
076-433-9934

大学生
理系 11～ 30 夏期 5月～ 6月 1週間 富山県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 1週間

16. 情報通信

1 ㈱コア

〒154-0024
東京都世田谷区三軒茶屋1-22-3
コアビル
http://www.core.co.jp/

コアグループは1969年の創立以
来、独立系の情報通信サービス
企業集団として、一貫して同分
野で事業を展開してきました。
・情報ソリューションサービス事業
・ビジネスソリューションサービ
ス事業
・プロダクト、販売等事業
の3つのセグメントで全方位の
ニーズに対応し、上流から下流
まで一気通貫のソリューションを
提供

大学窓口の一本化
一般的教養・知識・社会
常識
専攻分野の専門知識
パソコン技能
守秘義務の厳守
目的意識

人事部
03-3795-5115
03-3795-5199

大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 3週間

東京都
千葉県
神奈川県

大学教官等からの 
個別要請対応

アルバイ
ト程度 通勤交通費 1～ 10 夏期 3週間

2 ㈱システム技研

〒161-0034
東京都新宿区上落合2-22-11 
パインフィールドビル
http://www.sela.co.jp

ユーザーは大手が多く、開発業
務についても、大型アプリケー
ションが主体となっています。
従って技術環境についてもあら
ゆる最新の技術に関わる環境を
持っています。

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
守秘義務の厳守
目的意識

総務部総務課
03-3362-6701
03-3362-6740

jinji@sela.co.jp
大学生

文理問わず 1～ 10 秋期 3月～ 4月 2週間 東京都 大学教官等からの 
個別要請対応

支給して
いない

通勤交通費
食事代
宿泊施設

1～ 10 秋期 2週間

3 ㈲関西テレホン
サービス

〒665-0881
兵庫県宝塚市山本東1丁目3-6
http://www.rakuten.co.jp/knet

当店は、1998年から、日本最大
インターネットショッピングモー
ル楽天市場に出店しているネット
ショップの老舗である。今まで、
ネット上の様々なビジネスモデル
を構築して来た。日本のインター
ネットオークション誕生にも大き
くかかわった。

大学窓口の一本化
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
パソコン技能
守秘義務の厳守

ケイネット
楽天市場店
0797-88-0080
0797-88-0970

http://www.consortium.or.jp
大学院生
文理問わず 1～ 10 随時 1ヶ月

3ヶ月以上 兵庫県

大学教官等からの 
個別要請対応
（財）大学コンソーシアム
京都

支給して
いない

通勤交通費
食事代 1～ 10 随時 1ヶ月

3ヶ月以上

4 コアテック㈱
〒719-1121
岡山県総社市赤浜500番地
http://www.coretec.co.jp/

大学窓口の一本化
専攻分野の専門知識

管理本部
0866-94-9000
0866-94-9018

s-shiraishi@coretec.co.jp
大学生
理系 1～ 10 夏期 2週間 岡山県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 1ヶ月

5
㈱京都ソフト
アプリケー
ション

〒600-8813
京都府京都市下京区中堂寺
南町134番地
http://www.kysa.co.jp

情報技術を中心とした人材育成
事業を実施しており、人材資源
の大切さを少しでも理解して貰
える。

事前教育の実施
パソコン技能
目的意識

総務部
075-325-2040
075-325-2041

東京都
茨城県
埼玉県
岐阜県

支給して
いない 通勤交通費 未定

企業（電気・ガス、情報通信）
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企業URL 企業PR 学生・大学への要望
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14 ㈱佐文工業所

〒950-0143
新潟県中蒲原郡亀田町元町
2丁目1番41号
http://www.sabun.co.jp

工業用ミシン部品の「崟」の世界
3大メーカーの一つです。「コバ
ン」ブランドでシェア40%を誇
ります。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
専攻分野の専門知識
目的意識

総務課
025-382-8100
025-382-7352

koban-soumu@sabun.co.jp
大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 新潟県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 1～ 10 随時 2週間

15 ㈱加貫ローラ
製作所

〒544-0005
大阪市生野区中川5-3-13
http://katsura-roller.co.jp

主要製品であるゴムローラは、
印刷・製鉄・製紙業界をはじめ
液晶基盤や食品包装等のフィル
ム業界、合板やOA機器業界へ
と各産業界で幅広く利用され、
皆さんが日常生活で必要な製品
づくりに役立っています。

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
目的意識

総務部　総務
課
06-6751-1630
06-6754-2500

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月

9月～ 10月 2週間 大阪府

大学教官等からの 
個別要請対応
（財）大学コンソーシアム
京都

支給して
いない

通勤交通費
食事補助（現物
支給）

1～ 10 夏期 2週間

16 ㈱クラタニ
〒934-0032
富山県新湊市片口341-1
http://www.kuratani.co.jp

総務
0766-83-7201
0766-82-7722

大学生
理系 1～ 10 夏期 3月～ 4月 2週間 富山県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 1～ 10 夏期 2週間

大学院生
理系 1～ 10 夏期 3月～ 4月 2週間 富山県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 1～ 10 夏期 2週間

17 ㈱タカヨシ

〒950-0141
新潟県中蒲原郡亀田町亀田
工業団地1丁目3-21
http://www.takayoshi.co.jp

商業印刷やラベル、パッケー
ジなど様々な印刷物をはじめ、
ホームページやCD-ROMなどデ
ジタルコンテンツの企画制作も
行うマルチコミュニケーション
企業です。

事前教育の実施
一般的教養・知識・社会
常識

管理部総務課
025-381-2000
025-381-4800

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 新潟県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 1～ 10 夏期 2週間

15. 電気・ガス

1
北陸電力 
エネルギー 
科学館

〒930-0085
富山県富山市牛島町18-7
アーバンプレイス3F
http://www.rikuden.co.jp/
wonder/

全国から著明な実験名人を招待
し、常に最新の実験を体験でき
るユニークな科学館です。毎週
異なるプログラムを開催する、
物ではなく人が主役の科学館を
目指しています。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
目的意識

076-433-9933
076-433-9934

大学生
理系 11～ 30 夏期 5月～ 6月 1週間 富山県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 1週間

16. 情報通信

1 ㈱コア

〒154-0024
東京都世田谷区三軒茶屋1-22-3
コアビル
http://www.core.co.jp/

コアグループは1969年の創立以
来、独立系の情報通信サービス
企業集団として、一貫して同分
野で事業を展開してきました。
・情報ソリューションサービス事業
・ビジネスソリューションサービ
ス事業
・プロダクト、販売等事業
の3つのセグメントで全方位の
ニーズに対応し、上流から下流
まで一気通貫のソリューションを
提供

大学窓口の一本化
一般的教養・知識・社会
常識
専攻分野の専門知識
パソコン技能
守秘義務の厳守
目的意識

人事部
03-3795-5115
03-3795-5199

大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 3週間

東京都
千葉県
神奈川県

大学教官等からの 
個別要請対応

アルバイ
ト程度 通勤交通費 1～ 10 夏期 3週間

2 ㈱システム技研

〒161-0034
東京都新宿区上落合2-22-11 
パインフィールドビル
http://www.sela.co.jp

ユーザーは大手が多く、開発業
務についても、大型アプリケー
ションが主体となっています。
従って技術環境についてもあら
ゆる最新の技術に関わる環境を
持っています。

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
守秘義務の厳守
目的意識

総務部総務課
03-3362-6701
03-3362-6740

jinji@sela.co.jp
大学生

文理問わず 1～ 10 秋期 3月～ 4月 2週間 東京都 大学教官等からの 
個別要請対応

支給して
いない

通勤交通費
食事代
宿泊施設

1～ 10 秋期 2週間

3 ㈲関西テレホン
サービス

〒665-0881
兵庫県宝塚市山本東1丁目3-6
http://www.rakuten.co.jp/knet

当店は、1998年から、日本最大
インターネットショッピングモー
ル楽天市場に出店しているネット
ショップの老舗である。今まで、
ネット上の様々なビジネスモデル
を構築して来た。日本のインター
ネットオークション誕生にも大き
くかかわった。

大学窓口の一本化
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
パソコン技能
守秘義務の厳守

ケイネット
楽天市場店
0797-88-0080
0797-88-0970

http://www.consortium.or.jp
大学院生
文理問わず 1～ 10 随時 1ヶ月

3ヶ月以上 兵庫県

大学教官等からの 
個別要請対応
（財）大学コンソーシアム
京都

支給して
いない

通勤交通費
食事代 1～ 10 随時 1ヶ月

3ヶ月以上

4 コアテック㈱
〒719-1121
岡山県総社市赤浜500番地
http://www.coretec.co.jp/

大学窓口の一本化
専攻分野の専門知識

管理本部
0866-94-9000
0866-94-9018

s-shiraishi@coretec.co.jp
大学生
理系 1～ 10 夏期 2週間 岡山県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 1ヶ月

5
㈱京都ソフト
アプリケー
ション

〒600-8813
京都府京都市下京区中堂寺
南町134番地
http://www.kysa.co.jp

情報技術を中心とした人材育成
事業を実施しており、人材資源
の大切さを少しでも理解して貰
える。

事前教育の実施
パソコン技能
目的意識

総務部
075-325-2040
075-325-2041

東京都
茨城県
埼玉県
岐阜県

支給して
いない 通勤交通費 未定

企業（製造業 /電気・ガス、情報通信）
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No. 社（機関）名 住所
企業URL 企業PR 学生・大学への要望

インターンシップ窓口 H16受入実績 H17受入計画

部署
TEL
FAX

URL
メールアドレス 対象学生 人数 受入

時期 募集時期 受入期間 研修地 募集の方法 報酬 宿泊施設や
交通費の提供 人数 時期 期間

No. 社（機関）名 住所
企業URL 企業PR 学生・大学への要望

インターンシップ窓口 H16受入実績 H17受入計画

部署
TEL
FAX

URL
メールアドレス 対象学生 人数 受入

時期 募集時期 受入期間 研修地 募集の方法 報酬 宿泊施設や
交通費の提供 人数 時期 期間

6 ㈱メディア
シーク

〒106-0041
東京都港区麻布台2-3-5 
NOAビル6F
http://www.mediaseek.co.jp

携帯電話の組込型ソフトウェア
開発という、日本発世界市場向
けソフトウェア開発の場におい
て先端技術とコミュニケーション
能力の重要性を認識すること。

挨拶など基本的社会マナー
専攻分野の専門知識
守秘義務の厳守
目的意識

経営企画室
03-3224-3113
03-3224-3120

大学生
理系 1～ 10 随時 1ヶ月 東京都 その他 アルバイ

ト程度 通勤交通費 未定

大学院生
理系 1～ 10 随時 3ヶ月以上 東京都 その他 アルバイ

ト程度 通勤交通費 未定

7 マリモ電子 
工業㈱

〒386-0032
長野県上田市大字諏訪形1071
http://www.marimo-el.co.jp/

制御系・計測系の電子回路開発・
プログラム開発を専門に行なっ
ている企業である。ハードから
ソフトまで総合的に開発できる
力を持っている。

挨拶など基本的社会マナー
目的意識

人事部
0268-27-9644
0268-27-6980

employ@marimo-el.co.jp

大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 長野県 上田職業安定協会 支給して

いない 食事代 1～ 10 夏期 2週間

大学院生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 長野県 上田職業安定協会 支給して

いない 食事代 1～ 10 夏期 2週間

8 ㈱電話放送局
〒530-0047
大阪市北区西天満4-3-25
http://www.teltbc.co.jp

Web、モバイル、電話等を用いた
マルチチャネルのシステムを製作
しています。JAVA、C++、VB、
VC等の技術をお持ちで興味のあ
る方はインターンへどうぞ。

専攻分野の専門知識
守秘義務の厳守

管理部
06-6315-8000
06-6365-7517

大学生
理系 1～ 10 随時 7月～ 8月 3週間 支給して

いない 通勤交通費 1～ 10 随時

大学院生
理系 1～ 10 随時 7月～ 8月 3週間 支給して

いない 通勤交通費 1～ 10 随時

9 ㈱ギャラクシィ

〒112-0012
東京都文京区大塚5丁目3
番13号
小石川アーバンビル
http://www.galaxy.jp

実際にプログラム実習をとおし
て職場の雰囲気を体感できる。

事前教育の実施
研修中の教職員による巡
回訪問
挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
目的意識

総務部
03-3943-3300
03-3943-3302

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 東京都 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 通勤交通費 1～ 10 夏期 2週間

10 ㈱エールシス
テム

〒384-0083
長野県小諸市大字市665-9
http://www.ailesys.co.jp

「感性を持ったソフトウェアを
開発する」をモットーに平成5年
に創立した若い会社です。平成
15年に新社屋も完成し、良好
な開発環境が整いました。

挨拶など基本的社会マナー
パソコン技能
目的意識

0267-25-5990
0267-24-1324

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 長野県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 1～ 10 随時 2週間

11 ㈱ユーフィット

〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄2-4-18
岡谷鋼機ビル
http://www.ufit.co.jp

システムエンジニア（SE）の仕事
を少しでも理解していただけるカ
リキュラムを準備しています。専
門知識は必要ありません。興味
のある方のご応募をお待ちしてい
ます。

インターンシップに参加
する目的意識が明確なこ
と。

人事部 
企画グループ
052-204-6959
052-204-6939

recruit@nas.ufit.co.jp
大学生

文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 愛知県 東海地域インターンシッ
プ推進協議会

支給して
いない 食事代 1～ 10 夏期 2週間

12 ㈱アーベル 
ソフト

〒350-0273
埼玉県坂戸市芦山町22-13
http://www.abelspft.com

Windows,Linux,UNIX等先端のソ
リューションをターゲットにし
ているので、前向きな方には魅
力ある会社だと思います。

事前教育の実施
研修中の教職員による巡
回訪問
大学窓口の一本化
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
専攻分野の専門知識
パソコン技能
英語力
守秘義務の厳守
目的意識

総務課 鈴木
049-284-5748
049-284-5548

m-suzuki@abelsoft.co.jp
大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 3週間 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 通勤交通費 1～ 10 夏期 3週間

13 ㈱ソフテック
〒783-0060
高知県南国市蛍が丘1-4
http://www.softec-inc.co.jp

当社は、社会貢献、社員教育、
企業アピールの場として、イン
ターンシップ生を積極的に受け
入れ、来て頂いた学生さんには
何らかの達成感、満足感を必ず
得て頂けるよう努力してまいり
ます。

総務部
088-880-8877
088-880-8866

大学生また
は大学院生
文理問わず

1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 高知県 地域経営者協会 支給して
いない 1～ 10 夏期 2週間

3ヶ月以上

大学生また
は大学院生
文理問わず

1～ 10 冬期 1月～ 2月 2週間 高知県 地域経営者協会 支給して
いない 1～ 10 冬期 2週間

14 ㈱日本デジコム

〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町
15-11
http://www.jdc.ne.jp

多才な社長の元、社員全員が会
社を良くするには何が必要かを
考え、積極的に意見を出し合う
活気あふれる職場です。イン
ターン生の新鮮なアイデアがさ
らに会社を発展させると期待し
ています。

目的意識
向上心、自主性の高い学
生を歓迎します

総務部
03-5651-1335
03-5651-5446

大学生また
は大学院生
文理問わず

1～ 10 随時 3ヶ月以上 東京都 NPO法人ETIC 1日1000
円程度 通勤交通費 1～ 10 随時 3ヶ月以上

15
東日本 
電信電話㈱ 
岩手支店

〒020-0021
岩手県盛岡市中央通1-2-2

挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守

NTTビジネス
アソシエ岩手
019-625-4371
019-629-2064

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1週間 岩手県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 1週間

企業（情報通信）
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インターンシップ窓口 H16受入実績 H17受入計画

部署
TEL
FAX

URL
メールアドレス 対象学生 人数 受入

時期 募集時期 受入期間 研修地 募集の方法 報酬 宿泊施設や
交通費の提供 人数 時期 期間

105

No. 社（機関）名 住所
企業URL 企業PR 学生・大学への要望

インターンシップ窓口 H16受入実績 H17受入計画

部署
TEL
FAX

URL
メールアドレス 対象学生 人数 受入

時期 募集時期 受入期間 研修地 募集の方法 報酬 宿泊施設や
交通費の提供 人数 時期 期間

6 ㈱メディア
シーク

〒106-0041
東京都港区麻布台2-3-5 
NOAビル6F
http://www.mediaseek.co.jp

携帯電話の組込型ソフトウェア
開発という、日本発世界市場向
けソフトウェア開発の場におい
て先端技術とコミュニケーション
能力の重要性を認識すること。

挨拶など基本的社会マナー
専攻分野の専門知識
守秘義務の厳守
目的意識

経営企画室
03-3224-3113
03-3224-3120

大学生
理系 1～ 10 随時 1ヶ月 東京都 その他 アルバイ

ト程度 通勤交通費 未定

大学院生
理系 1～ 10 随時 3ヶ月以上 東京都 その他 アルバイ

ト程度 通勤交通費 未定

7 マリモ電子 
工業㈱

〒386-0032
長野県上田市大字諏訪形1071
http://www.marimo-el.co.jp/

制御系・計測系の電子回路開発・
プログラム開発を専門に行なっ
ている企業である。ハードから
ソフトまで総合的に開発できる
力を持っている。

挨拶など基本的社会マナー
目的意識

人事部
0268-27-9644
0268-27-6980

employ@marimo-el.co.jp

大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 長野県 上田職業安定協会 支給して

いない 食事代 1～ 10 夏期 2週間

大学院生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 長野県 上田職業安定協会 支給して

いない 食事代 1～ 10 夏期 2週間

8 ㈱電話放送局
〒530-0047
大阪市北区西天満4-3-25
http://www.teltbc.co.jp

Web、モバイル、電話等を用いた
マルチチャネルのシステムを製作
しています。JAVA、C++、VB、
VC等の技術をお持ちで興味のあ
る方はインターンへどうぞ。

専攻分野の専門知識
守秘義務の厳守

管理部
06-6315-8000
06-6365-7517

大学生
理系 1～ 10 随時 7月～ 8月 3週間 支給して

いない 通勤交通費 1～ 10 随時

大学院生
理系 1～ 10 随時 7月～ 8月 3週間 支給して

いない 通勤交通費 1～ 10 随時

9 ㈱ギャラクシィ

〒112-0012
東京都文京区大塚5丁目3
番13号
小石川アーバンビル
http://www.galaxy.jp

実際にプログラム実習をとおし
て職場の雰囲気を体感できる。

事前教育の実施
研修中の教職員による巡
回訪問
挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
目的意識

総務部
03-3943-3300
03-3943-3302

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 東京都 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 通勤交通費 1～ 10 夏期 2週間

10 ㈱エールシス
テム

〒384-0083
長野県小諸市大字市665-9
http://www.ailesys.co.jp

「感性を持ったソフトウェアを
開発する」をモットーに平成5年
に創立した若い会社です。平成
15年に新社屋も完成し、良好
な開発環境が整いました。

挨拶など基本的社会マナー
パソコン技能
目的意識

0267-25-5990
0267-24-1324

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 長野県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 1～ 10 随時 2週間

11 ㈱ユーフィット

〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄2-4-18
岡谷鋼機ビル
http://www.ufit.co.jp

システムエンジニア（SE）の仕事
を少しでも理解していただけるカ
リキュラムを準備しています。専
門知識は必要ありません。興味
のある方のご応募をお待ちしてい
ます。

インターンシップに参加
する目的意識が明確なこ
と。

人事部 
企画グループ
052-204-6959
052-204-6939

recruit@nas.ufit.co.jp
大学生

文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 愛知県 東海地域インターンシッ
プ推進協議会

支給して
いない 食事代 1～ 10 夏期 2週間

12 ㈱アーベル 
ソフト

〒350-0273
埼玉県坂戸市芦山町22-13
http://www.abelspft.com

Windows,Linux,UNIX等先端のソ
リューションをターゲットにし
ているので、前向きな方には魅
力ある会社だと思います。

事前教育の実施
研修中の教職員による巡
回訪問
大学窓口の一本化
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
専攻分野の専門知識
パソコン技能
英語力
守秘義務の厳守
目的意識

総務課 鈴木
049-284-5748
049-284-5548

m-suzuki@abelsoft.co.jp
大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 3週間 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 通勤交通費 1～ 10 夏期 3週間

13 ㈱ソフテック
〒783-0060
高知県南国市蛍が丘1-4
http://www.softec-inc.co.jp

当社は、社会貢献、社員教育、
企業アピールの場として、イン
ターンシップ生を積極的に受け
入れ、来て頂いた学生さんには
何らかの達成感、満足感を必ず
得て頂けるよう努力してまいり
ます。

総務部
088-880-8877
088-880-8866

大学生また
は大学院生
文理問わず

1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 高知県 地域経営者協会 支給して
いない 1～ 10 夏期 2週間

3ヶ月以上

大学生また
は大学院生
文理問わず

1～ 10 冬期 1月～ 2月 2週間 高知県 地域経営者協会 支給して
いない 1～ 10 冬期 2週間

14 ㈱日本デジコム

〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町
15-11
http://www.jdc.ne.jp

多才な社長の元、社員全員が会
社を良くするには何が必要かを
考え、積極的に意見を出し合う
活気あふれる職場です。イン
ターン生の新鮮なアイデアがさ
らに会社を発展させると期待し
ています。

目的意識
向上心、自主性の高い学
生を歓迎します

総務部
03-5651-1335
03-5651-5446

大学生また
は大学院生
文理問わず

1～ 10 随時 3ヶ月以上 東京都 NPO法人ETIC 1日1000
円程度 通勤交通費 1～ 10 随時 3ヶ月以上

15
東日本 
電信電話㈱ 
岩手支店

〒020-0021
岩手県盛岡市中央通1-2-2

挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守

NTTビジネス
アソシエ岩手
019-625-4371
019-629-2064

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1週間 岩手県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 1週間

企業（情報通信）
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No. 社（機関）名 住所
企業URL 企業PR 学生・大学への要望
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No. 社（機関）名 住所
企業URL 企業PR 学生・大学への要望

インターンシップ窓口 H16受入実績 H17受入計画
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TEL
FAX

URL
メールアドレス 対象学生 人数 受入

時期 募集時期 受入期間 研修地 募集の方法 報酬 宿泊施設や
交通費の提供 人数 時期 期間

16 ㈱コスモス

〒226-0011
神奈川県横浜市緑区中山町
308-11 
PORT2ビル
http://www.cosmos-system.
co.jp

年々発展をつづける若さ一杯の
会社です。 目的意識

営業部
045-933-1512
045-933-1513

大学生また
は大学院生
文理問わず

1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 神奈川県

大学教官等からの 
個別要請対応
（社）神奈川県情報産業
サービス協会

支給して
いない 通勤交通費 1～ 10 夏期 2週間

17 総合情報企画
萌

〒811-4146
福岡県宗像市赤間5-1-2
http://www.munakata.ne.jp

地域密着型の情報を提供。
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識

総務
0940-32-5662
0940-32-5757

大学生
文理問わず 夏期 7月～ 8月 2週間 福岡県 福岡県インターンシップ

推進協議会
支給して
いない 中止

18
インテリジェ
ントレーベル
㈱

〒814-0001
福岡市早良区百道浜2-1-22 
SRPビル8F
http://www.ilj.jp

Webビジネスを中心にコンサル
ティングやASPサービスに力を
入れているベンチャー企業。

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク

ASP事業部
092-833-6633
092-833-6655

大学生
理系 1～ 10 春期 2週間 福岡県

大学教官等からの 
個別要請対応
福岡県インターンシップ
推進協議会

支給して
いない 通勤交通費 1～ 10 春期 2週間

大学生
理系 1～ 10 秋期 2週間 福岡県

大学教官等からの 
個別要請対応
福岡県インターンシップ
推進協議会

支給して
いない 通勤交通費 1～ 10 秋期 2週間

19 ㈲テンキー
〒157-0062
世田谷区南烏山5-17-8-4F
http://www.tenky.co.jp/

高品質で個性的なゲームソフト
を世に送り出している、少数精
鋭のクリエイター集団です。

協調性・チームワーク
専攻分野の専門知識
守秘義務の厳守

ソフトウェア
開発部
03-5313-9995
03-5313-9996

大学生また
は大学院生
文理問わず

東京都

大学教官等からの 
個別要請対応
関東地域インターンシッ
プ推進協会「KIPC」

支給して
いない

弁当（昼食用）を
希望により配
布。

1～ 10 随時 3ヶ月以上

20 ㈱リアルアン
リアル

〒103-0014
東京都中央区日本橋蛎殻町
1-32-11-402
http://www.real-unreal.info

ネットベンチャーならではのス
ピード経営を体験できます。企
画から、実施・収益までを2週
間で自分の目で確認できるのは、
他社にはないと思います。それ
故に毎年沢山学生が来ます。

挨拶など基本的社会マナー
管理本部
03-3206-3210
03-3206-3210

http://www.dojapan.info/staff.
html
t-seiko@real-unreal.com

大学生
文理問わず 31～ 100 随時

1月～ 2月
3月～ 4月
5月～ 6月
7月～ 8月

2週間 東京都

自社HPによる公募
大学教官等からの 
個別要請対応
関東地域インターンシッ
プ推進協会「KIPC」
㈱JMAMチェンジコンサ
ルティング「JMAMイン
ターンシップ」

支給して
いない

通勤交通費
食事代 31～ 100 随時 2週間

大学院生
文理問わず 1～ 10 随時

1月～ 2月
3月～ 4月
5月～ 6月
7月～ 8月

2週間 東京都 自社HPによる公募 支給して
いない

通勤交通費
食事代 1～ 10 随時 2週間

21
㈱サンエスマ
ネジメントシ
ステムズ

http://www.sems.co.jp
ITで地域を活性化させることを
目指し、常に新しいビジネスに
取り組んでおります。

挨拶など基本的社会マナー
目的意識

システム 
営業部
0154-52-0012
0154-51-4136

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間

大学教官等からの 
個別要請対応
北海道地域インターン
シップ推進協議会

支給して
いない 通勤交通費 1～ 10 夏期

秋期
2週間
3週間

22 ㈱テクニカル・
ブレインズ

http://www.tecbrain.co.jp 研究開発形の企業です。
挨拶など基本的社会マナー
専攻分野の専門知識
目的意識

sugawara@tecbrain.co.jp
大学生また
は大学院生

理系
1～ 10 随時 3週間

23 ㈱ユー・エス・
イー

〒108-0075
東京都港区港南2-11-19 
大滝ビル5F
http://www.use-inc.co.jp/

管理部
03-5796-0215
03-5796-0214

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月

9月～ 10月 2週間 東京都 大学教官等からの 
個別要請対応

1日1000
円程度 通勤交通費 1～ 10 夏期 2週間

3週間

24 ㈱ユアーズ

〒107-0052
東京都港区赤坂3-13-3
赤坂セントラルビル5F
http://www.F1-Live.com

やりたい事を仕事にしている人
達ばかりなので、皆プロ意識を
持ち、明るくポジティブに取り
組んでいます。（インターンシッ
プからの採用多数）

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
英語力
守秘義務の厳守
目的意識

㈱ユアーズ
03-3588-8009
03-3588-8010

contact_jp@racing-live.com

大学生
文理問わず 1～ 10 随時

1月～ 2月
3月～ 4月
5月～ 6月
7月～ 8月
9月～ 10月
11月～ 12月

2週間 東京都
自社HPによる公募
関東地域インターンシッ
プ推進協会「KIPC」

支給して
いない 1～ 10 随時 2週間

大学院生
文理問わず 1～ 10 随時

1月～ 2月
3月～ 4月
5月～ 6月
7月～ 8月
9月～ 10月
11月～ 12月

2週間 東京都
自社HPによる公募
関東地域インターンシッ
プ推進協会「KIPC」

支給して
いない 1～ 10 随時 2週間

25 日本タイム
シェア㈱

〒108-0073
東京都港区三田3-11-24
http://www.nts.co.jp

36年間の業態・技術ノウハウを
蓄積してきたシステムインテグ
レータ。トータルソリューション
プロバイダーとして、システムコ
ンサルティング～システム構築～
システム運用・管理を幅広く事
業展開している。2003年度から
中国（西安）企業と業務提携を推
進し、2004年11月に西安事務所
を開設。

人事部
03-5427-5053
03-5427-5007

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 東京都

静岡県
大学教官等からの 
個別要請対応

支給して
いない 未定

企業（情報通信）
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16 ㈱コスモス

〒226-0011
神奈川県横浜市緑区中山町
308-11 
PORT2ビル
http://www.cosmos-system.
co.jp

年々発展をつづける若さ一杯の
会社です。 目的意識

営業部
045-933-1512
045-933-1513

大学生また
は大学院生
文理問わず

1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 神奈川県

大学教官等からの 
個別要請対応
（社）神奈川県情報産業
サービス協会

支給して
いない 通勤交通費 1～ 10 夏期 2週間

17 総合情報企画
萌

〒811-4146
福岡県宗像市赤間5-1-2
http://www.munakata.ne.jp

地域密着型の情報を提供。
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識

総務
0940-32-5662
0940-32-5757

大学生
文理問わず 夏期 7月～ 8月 2週間 福岡県 福岡県インターンシップ

推進協議会
支給して
いない 中止

18
インテリジェ
ントレーベル
㈱

〒814-0001
福岡市早良区百道浜2-1-22 
SRPビル8F
http://www.ilj.jp

Webビジネスを中心にコンサル
ティングやASPサービスに力を
入れているベンチャー企業。

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク

ASP事業部
092-833-6633
092-833-6655

大学生
理系 1～ 10 春期 2週間 福岡県

大学教官等からの 
個別要請対応
福岡県インターンシップ
推進協議会

支給して
いない 通勤交通費 1～ 10 春期 2週間

大学生
理系 1～ 10 秋期 2週間 福岡県

大学教官等からの 
個別要請対応
福岡県インターンシップ
推進協議会

支給して
いない 通勤交通費 1～ 10 秋期 2週間

19 ㈲テンキー
〒157-0062
世田谷区南烏山5-17-8-4F
http://www.tenky.co.jp/

高品質で個性的なゲームソフト
を世に送り出している、少数精
鋭のクリエイター集団です。

協調性・チームワーク
専攻分野の専門知識
守秘義務の厳守

ソフトウェア
開発部
03-5313-9995
03-5313-9996

大学生また
は大学院生
文理問わず

東京都

大学教官等からの 
個別要請対応
関東地域インターンシッ
プ推進協会「KIPC」

支給して
いない

弁当（昼食用）を
希望により配
布。

1～ 10 随時 3ヶ月以上

20 ㈱リアルアン
リアル

〒103-0014
東京都中央区日本橋蛎殻町
1-32-11-402
http://www.real-unreal.info

ネットベンチャーならではのス
ピード経営を体験できます。企
画から、実施・収益までを2週
間で自分の目で確認できるのは、
他社にはないと思います。それ
故に毎年沢山学生が来ます。

挨拶など基本的社会マナー
管理本部
03-3206-3210
03-3206-3210

http://www.dojapan.info/staff.
html
t-seiko@real-unreal.com

大学生
文理問わず 31～ 100 随時

1月～ 2月
3月～ 4月
5月～ 6月
7月～ 8月

2週間 東京都

自社HPによる公募
大学教官等からの 
個別要請対応
関東地域インターンシッ
プ推進協会「KIPC」
㈱JMAMチェンジコンサ
ルティング「JMAMイン
ターンシップ」

支給して
いない

通勤交通費
食事代 31～ 100 随時 2週間

大学院生
文理問わず 1～ 10 随時

1月～ 2月
3月～ 4月
5月～ 6月
7月～ 8月

2週間 東京都 自社HPによる公募 支給して
いない

通勤交通費
食事代 1～ 10 随時 2週間

21
㈱サンエスマ
ネジメントシ
ステムズ

http://www.sems.co.jp
ITで地域を活性化させることを
目指し、常に新しいビジネスに
取り組んでおります。

挨拶など基本的社会マナー
目的意識

システム 
営業部
0154-52-0012
0154-51-4136

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間

大学教官等からの 
個別要請対応
北海道地域インターン
シップ推進協議会

支給して
いない 通勤交通費 1～ 10 夏期

秋期
2週間
3週間

22 ㈱テクニカル・
ブレインズ

http://www.tecbrain.co.jp 研究開発形の企業です。
挨拶など基本的社会マナー
専攻分野の専門知識
目的意識

sugawara@tecbrain.co.jp
大学生また
は大学院生

理系
1～ 10 随時 3週間

23 ㈱ユー・エス・
イー

〒108-0075
東京都港区港南2-11-19 
大滝ビル5F
http://www.use-inc.co.jp/

管理部
03-5796-0215
03-5796-0214

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月

9月～ 10月 2週間 東京都 大学教官等からの 
個別要請対応

1日1000
円程度 通勤交通費 1～ 10 夏期 2週間

3週間

24 ㈱ユアーズ

〒107-0052
東京都港区赤坂3-13-3
赤坂セントラルビル5F
http://www.F1-Live.com

やりたい事を仕事にしている人
達ばかりなので、皆プロ意識を
持ち、明るくポジティブに取り
組んでいます。（インターンシッ
プからの採用多数）

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
英語力
守秘義務の厳守
目的意識

㈱ユアーズ
03-3588-8009
03-3588-8010

contact_jp@racing-live.com

大学生
文理問わず 1～ 10 随時

1月～ 2月
3月～ 4月
5月～ 6月
7月～ 8月
9月～ 10月
11月～ 12月

2週間 東京都
自社HPによる公募
関東地域インターンシッ
プ推進協会「KIPC」

支給して
いない 1～ 10 随時 2週間

大学院生
文理問わず 1～ 10 随時

1月～ 2月
3月～ 4月
5月～ 6月
7月～ 8月
9月～ 10月
11月～ 12月

2週間 東京都
自社HPによる公募
関東地域インターンシッ
プ推進協会「KIPC」

支給して
いない 1～ 10 随時 2週間

25 日本タイム
シェア㈱

〒108-0073
東京都港区三田3-11-24
http://www.nts.co.jp

36年間の業態・技術ノウハウを
蓄積してきたシステムインテグ
レータ。トータルソリューション
プロバイダーとして、システムコ
ンサルティング～システム構築～
システム運用・管理を幅広く事
業展開している。2003年度から
中国（西安）企業と業務提携を推
進し、2004年11月に西安事務所
を開設。

人事部
03-5427-5053
03-5427-5007

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 東京都

静岡県
大学教官等からの 
個別要請対応

支給して
いない 未定

企業（情報通信）
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26 ㈱福岡CSK

〒810-0001
福岡市中央区天神1-21-1　
日之出福岡ビル10F
http://www.fukuoka-csk.co.jp

3年前にCSKより分社、独立。
福岡CSKとして、顧客第一主義
をテーマに事業を展開中。

挨拶など基本的社会マナー
パソコン技能
守秘義務の厳守
目的意識

管理部 
人事グループ
092-724-3311
092-716-8779

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 福岡県 福岡県インターンシップ

推進協議会
支給して
いない 通勤交通費 随時 夏期 2週間

大学院生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 福岡県 福岡県インターンシップ

推進協議会
支給して
いない 通勤交通費 随時 夏期 2週間

27 ビップ 
システムズ㈱

〒150-0031
東京都渋谷区桜丘町9-1　
ビアンクォード3F
http://www.bip.co.jp

パソコン技能
守秘義務の厳守
目的意識

管理部
03-3464-1061
03-3464-1063

大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 東京都

大学教官等からの 
個別要請対応
関東地域インターンシッ
プ推進協会「KIPC」

支給して
いない 通勤交通費 1～ 10 夏期 2週間

28 ㈱クライム 
エヌシーデー

〒229-0015
神奈川県相模原市下溝
1096

製作1部
042-777-7333
042-777-4888

大学生
理系 1～ 10 3ヶ月以上 通勤交通費

食事代 未定

29 システムラボ
ラトリー㈱

〒810-0072
福岡市中央区長浜1丁目1-3-4
http://www.syslabo.co.jp

インターネット社会における新
しいサービス、コンテンツに挑
戦したい方を希望。

目的意識
本社
092-761-6182
092-771-5666

大学生
文理問わず 1～ 10 春期

夏期
1月～ 2月
7月～ 8月 2週間 福岡県 福岡県インターンシップ

推進協議会
支給して
いない 通勤交通費 1～ 10 春期

夏期 2週間

大学院生
文理問わず 1～ 10 春期

夏期
1月～ 2月
7月～ 8月 2週間 福岡県 福岡県インターンシップ

推進協議会
支給して
いない 通勤交通費 1～ 10 春期

夏期 2週間

30 ㈱シーピーユー

〒921-8043
石川県金沢市西泉4丁目
60番地
http://www.cpu-net.co.jp/

建築CADのベンダーとして常に
業界をリードしており、開発か
らサポートまでの一貫体制を確
立し最高の価値をユーザーに提
供している。

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
目的意識

管理本部
076-241-0001
076-241-0002

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 石川県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 2週間

31 ㈱システムク
リニック

〒417-0055
静岡県富士市永田町1-77
http://www.sysclinet.co.jp

コンサルティングとコンピュー
タソフトの融合商品として人事
評価構築パッケージソフトが注
目をあびています。

挨拶など基本的社会マナー
パソコン技能
目的意識

0545-51-5655
0545-51-7797

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 3月～ 4月 1ヶ月 愛知県 自社HPによる公募 支給して

いない 1～ 10 夏期 1ヶ月

32 ㈱エヌ・エス・
ビィ

〒232-0013
横浜市南区山王町3丁目
24番8号
http://www.nspweb.co.jp

インターンシップは毎年1回夏
に7～ 8名受入、10日間実施

一般的教養・知識・社会
常識
守秘義務の厳守
目的意識

システム部
045-260-0680
045-260-0685

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 神奈川県

大学教官等からの 
個別要請対応
神奈川県情報サービス協
会

支給して
いない 通勤交通費 1～ 10 夏期 2週間

33
パシフィック
ソフトウェア
開発㈱

〒780-0945
高知市本宮町105番地22
http://www.pacificsoftware.
co.jp

各種制御（通信、POS、金融端
末、CSS等）システムソフトウェ
アの開発、メカトロニクス機器
の開発などを行っています。

事前教育の実施
守秘義務の厳守
目的意識

管理本部
088-850-0501
088-850-0570

recruit@pacificsoftware.co.jp

大学生
理系 1～ 10 夏期

冬期
1月～ 2月
7月～ 8月 2週間 高知県

自社HPによる公募
大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

支給して
いない 1～ 10 夏期

冬期 2週間

大学院生
理系 1～ 10 夏期

冬期
1月～ 2月
7月～ 8月 2週間 高知県

自社HPによる公募
大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

支給して
いない 1～ 10 夏期

冬期 2週間

34 ㈱プラネット
〒780-0945
高知市本宮町105番地22
http://www.planet-psd.co.jp

工場の自動倉庫管理、自動搬送
システム等のFA&DAシステム
ソフトウェアの開発を行ってい
ます。

事前教育の実施
守秘義務の厳守
目的意識

管理本部
088-850-0501
088-850-0570

recruit@pacificsoftware.co.jp

大学生
理系 1～ 10 夏期

冬期
1月～ 2月
7月～ 8月 2週間 高知県

自社HPによる公募
大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

支給して
いない 1～ 10 夏期

冬期 2週間

大学院生
理系 1～ 10 夏期

冬期
1月～ 2月
7月～ 8月 2週間 高知県

自社HPによる公募
大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

支給して
いない 1～ 10 夏期

冬期 2週間

35 ㈱CSK

〒107-0062
東京都港区南青山2-26-1　
CSK青山ビル
http://www.csk.co.jp

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
パソコン技能
守秘義務の厳守
目的意識

人事部人事課
03-6438-3022
03-6438-3024

http://www.csk-recruit.ne.jp/
intern/

大学生
文理問わず 11～ 30 冬期 11月～ 12月 2週間 東京都

自社HPによる公募
㈱シンカ「インターパー
ソナル」

アルバイ
ト程度

通勤交通費
食事代
宿泊施設

未定

大学院生
文理問わず 11～ 30 冬期 11月～ 12月 2週間 東京都

自社HPによる公募
㈱シンカ「インターパー
ソナル」

アルバイ
ト程度

通勤交通費
食事代
宿泊施設

未定

36 ㈱アイ・エス・
ビー

〒141-0032
品川区大崎5-1-11
http://www.isb.co.jp

移動体通信の開発において20
年以上の実績があります。モバ
イル分野に興味をお持ちの学生
の方を積極的に受け入れたいと
望んでおります。

大学窓口の一本化
挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守
目的意識

人事部
03-3490-9881
03-3490-7718

大学生
文理問わず 11～ 30 夏期 7月～ 8月 2週間 東京都

大学教官等からの 
個別要請対応
関東地域インターンシッ
プ推進協会「KIPC」

支給して
いない 通勤交通費 11～ 30 夏期 2週間

37 ㈱創業

〒192-0364
東京都八王子市南大沢2-27 
フレスコ南大沢3F
http://www.big-frontiers.co.jp

当社のインターンシップ受入は
6年前から実施している。顧客
である大手通信事業者、放送事
業者への営業活動を文理問わず
社員と共に体験してもらう本物
のインターンシップを実施して
いる。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
パソコン技能
英語力
守秘義務の厳守
インターンシップ最終日
は発表を行いますので教
員の方の参加をお願いし
ます。

総務部
0426-70-8840
0426-70-8820

info@big-frontiers.co.jp
大学生

文理問わず 1～ 10 随時 3週間 東京都 支給して
いない 通勤交通費 1～ 10 随時 1ヶ月

企業（情報通信）
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26 ㈱福岡CSK

〒810-0001
福岡市中央区天神1-21-1　
日之出福岡ビル10F
http://www.fukuoka-csk.co.jp

3年前にCSKより分社、独立。
福岡CSKとして、顧客第一主義
をテーマに事業を展開中。

挨拶など基本的社会マナー
パソコン技能
守秘義務の厳守
目的意識

管理部 
人事グループ
092-724-3311
092-716-8779

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 福岡県 福岡県インターンシップ

推進協議会
支給して
いない 通勤交通費 随時 夏期 2週間

大学院生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 福岡県 福岡県インターンシップ

推進協議会
支給して
いない 通勤交通費 随時 夏期 2週間

27 ビップ 
システムズ㈱

〒150-0031
東京都渋谷区桜丘町9-1　
ビアンクォード3F
http://www.bip.co.jp

パソコン技能
守秘義務の厳守
目的意識

管理部
03-3464-1061
03-3464-1063

大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 東京都

大学教官等からの 
個別要請対応
関東地域インターンシッ
プ推進協会「KIPC」

支給して
いない 通勤交通費 1～ 10 夏期 2週間

28 ㈱クライム 
エヌシーデー

〒229-0015
神奈川県相模原市下溝
1096

製作1部
042-777-7333
042-777-4888

大学生
理系 1～ 10 3ヶ月以上 通勤交通費

食事代 未定

29 システムラボ
ラトリー㈱

〒810-0072
福岡市中央区長浜1丁目1-3-4
http://www.syslabo.co.jp

インターネット社会における新
しいサービス、コンテンツに挑
戦したい方を希望。

目的意識
本社
092-761-6182
092-771-5666

大学生
文理問わず 1～ 10 春期

夏期
1月～ 2月
7月～ 8月 2週間 福岡県 福岡県インターンシップ

推進協議会
支給して
いない 通勤交通費 1～ 10 春期

夏期 2週間

大学院生
文理問わず 1～ 10 春期

夏期
1月～ 2月
7月～ 8月 2週間 福岡県 福岡県インターンシップ

推進協議会
支給して
いない 通勤交通費 1～ 10 春期

夏期 2週間

30 ㈱シーピーユー

〒921-8043
石川県金沢市西泉4丁目
60番地
http://www.cpu-net.co.jp/

建築CADのベンダーとして常に
業界をリードしており、開発か
らサポートまでの一貫体制を確
立し最高の価値をユーザーに提
供している。

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
目的意識

管理本部
076-241-0001
076-241-0002

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 石川県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 2週間

31 ㈱システムク
リニック

〒417-0055
静岡県富士市永田町1-77
http://www.sysclinet.co.jp

コンサルティングとコンピュー
タソフトの融合商品として人事
評価構築パッケージソフトが注
目をあびています。

挨拶など基本的社会マナー
パソコン技能
目的意識

0545-51-5655
0545-51-7797

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 3月～ 4月 1ヶ月 愛知県 自社HPによる公募 支給して

いない 1～ 10 夏期 1ヶ月

32 ㈱エヌ・エス・
ビィ

〒232-0013
横浜市南区山王町3丁目
24番8号
http://www.nspweb.co.jp

インターンシップは毎年1回夏
に7～ 8名受入、10日間実施

一般的教養・知識・社会
常識
守秘義務の厳守
目的意識

システム部
045-260-0680
045-260-0685

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 神奈川県

大学教官等からの 
個別要請対応
神奈川県情報サービス協
会

支給して
いない 通勤交通費 1～ 10 夏期 2週間

33
パシフィック
ソフトウェア
開発㈱

〒780-0945
高知市本宮町105番地22
http://www.pacificsoftware.
co.jp

各種制御（通信、POS、金融端
末、CSS等）システムソフトウェ
アの開発、メカトロニクス機器
の開発などを行っています。

事前教育の実施
守秘義務の厳守
目的意識

管理本部
088-850-0501
088-850-0570

recruit@pacificsoftware.co.jp

大学生
理系 1～ 10 夏期

冬期
1月～ 2月
7月～ 8月 2週間 高知県

自社HPによる公募
大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

支給して
いない 1～ 10 夏期

冬期 2週間

大学院生
理系 1～ 10 夏期

冬期
1月～ 2月
7月～ 8月 2週間 高知県

自社HPによる公募
大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

支給して
いない 1～ 10 夏期

冬期 2週間

34 ㈱プラネット
〒780-0945
高知市本宮町105番地22
http://www.planet-psd.co.jp

工場の自動倉庫管理、自動搬送
システム等のFA&DAシステム
ソフトウェアの開発を行ってい
ます。

事前教育の実施
守秘義務の厳守
目的意識

管理本部
088-850-0501
088-850-0570

recruit@pacificsoftware.co.jp

大学生
理系 1～ 10 夏期

冬期
1月～ 2月
7月～ 8月 2週間 高知県

自社HPによる公募
大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

支給して
いない 1～ 10 夏期

冬期 2週間

大学院生
理系 1～ 10 夏期

冬期
1月～ 2月
7月～ 8月 2週間 高知県

自社HPによる公募
大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

支給して
いない 1～ 10 夏期

冬期 2週間

35 ㈱CSK

〒107-0062
東京都港区南青山2-26-1　
CSK青山ビル
http://www.csk.co.jp

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
パソコン技能
守秘義務の厳守
目的意識

人事部人事課
03-6438-3022
03-6438-3024

http://www.csk-recruit.ne.jp/
intern/

大学生
文理問わず 11～ 30 冬期 11月～ 12月 2週間 東京都

自社HPによる公募
㈱シンカ「インターパー
ソナル」

アルバイ
ト程度

通勤交通費
食事代
宿泊施設

未定

大学院生
文理問わず 11～ 30 冬期 11月～ 12月 2週間 東京都

自社HPによる公募
㈱シンカ「インターパー
ソナル」

アルバイ
ト程度

通勤交通費
食事代
宿泊施設

未定

36 ㈱アイ・エス・
ビー

〒141-0032
品川区大崎5-1-11
http://www.isb.co.jp

移動体通信の開発において20
年以上の実績があります。モバ
イル分野に興味をお持ちの学生
の方を積極的に受け入れたいと
望んでおります。

大学窓口の一本化
挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守
目的意識

人事部
03-3490-9881
03-3490-7718

大学生
文理問わず 11～ 30 夏期 7月～ 8月 2週間 東京都

大学教官等からの 
個別要請対応
関東地域インターンシッ
プ推進協会「KIPC」

支給して
いない 通勤交通費 11～ 30 夏期 2週間

37 ㈱創業

〒192-0364
東京都八王子市南大沢2-27 
フレスコ南大沢3F
http://www.big-frontiers.co.jp

当社のインターンシップ受入は
6年前から実施している。顧客
である大手通信事業者、放送事
業者への営業活動を文理問わず
社員と共に体験してもらう本物
のインターンシップを実施して
いる。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
パソコン技能
英語力
守秘義務の厳守
インターンシップ最終日
は発表を行いますので教
員の方の参加をお願いし
ます。

総務部
0426-70-8840
0426-70-8820

info@big-frontiers.co.jp
大学生

文理問わず 1～ 10 随時 3週間 東京都 支給して
いない 通勤交通費 1～ 10 随時 1ヶ月

企業（情報通信）
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38 タック㈱

〒503-0803
岐阜県大垣市小野4丁目
35番地の12
http://www.taknet.co.jp

社員の中に入ってシステム開発
を行い、実習内容の発表まで行
います。

研修中の教職員による巡
回訪問

管理部総務課
0584-75-6501
0584-75-6502

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 岐阜県 （財）ソフトピアジャパン 1日1000

円程度 1～ 10 夏期 2週間

大学院生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 岐阜県 （財）ソフトピアジャパン 1日1000

円程度 1～ 10 夏期 2週間

39 ㈱ユニメディア

〒101-0032
東京都千代田区岩本町2-1-3
和光ビル4階
http://www.unimedia.co.jp

当社は各種電子媒体を使った 
販促業務に特化している広告媒
体業として業績を急拡大してい
ます。

大学窓口の一本化
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
守秘義務の厳守

管理グループ
03-5822-4701
03-5822-4702

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 5月～ 6月 3ヶ月以上 東京都 その他 1日1000

円程度 通勤交通費 未定

大学院生
文理問わず 1～ 10 随時 5月～ 6月 3ヶ月以上 東京都 その他 1日1000

円程度 通勤交通費 未定

40 アイ・イー・
シー㈱

〒319-1221
茨城県日立市大みか町1-11-10
http://www.iecha.com

当社は、情報通信分野と新しい
モノづくりの製造分野において
IT（情報技術）とサービスを提
供する情報エンジニアリング
会社であり、創造的な変革によ
り、お客様の喜びと社員の夢を
知恵と情熱で実現し、継続して
「価値を進化し続ける感動創造
企業」です。

協調性・チームワーク
パソコン技能
目的意識

総務部
0294-53-4611
0294-53-6449

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月

9月～ 10月 2週間 茨城県 大学教官等からの 
個別要請対応

支給して
いない 未定

41 ㈱映像システム

〒113-0033
東京都文京区本郷4-8-13
TSKビル
http://www.eizo-system.co.jp

当社は創業34年AV（オーディオ・
ビジュアル）システムを創る数少
ない専門企業です。マルチメディ
ア社会はAVというメディアを
“情報”と云うものに進化させ、
21世紀のヒュウマンコミュニケー
ションのために私達のAVシステ
ムが益々その存在感を高めよう
としています。

研修中の教職員による巡
回訪問
一般的教養・知識・社会
常識
守秘義務の厳守
目的意識

総務グループ
03-3818-6911
03-3818-6944

大学生
文理問わず 1～ 10 7月～ 8月 2週間 外部推進支援機関 支給して

いない 通勤交通費 1～ 10 夏期 2週間

42 ㈱ニッセイコム
〒140-0014
東京都品川区大井1-47-1
http://www.nisseicom.co.jp/

ワンストップでトータルソリュー
ションを提供する日立グループの
ソリューションプロバイダー。

事前教育の実施
研修中の教職員による巡
回訪問
大学窓口の一本化
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
専攻分野の専門知識
パソコン技能
守秘義務の厳守
目的意識

人事総務部
03-5742-7372
03-5742-7370

大学院生
理系 11～ 30 夏期 7月～ 8月

2週間
3週間
1ヶ月

神奈川県
山梨県

大学教官等からの 
個別要請対応

1日1000
円程度

赴任旅費
通勤交通費
食事代
宿泊施設

未定

大学生
文系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 東京都 大学教官等からの 

個別要請対応
アルバイ
ト程度 通勤交通費 1～ 10 夏期 2週間

大学生
理系 11～ 30 夏期 7月～ 8月 2週間 東京都

福岡県

大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

アルバイ
ト程度 通勤交通費 11～ 30 夏期 2週間

43 ㈱フジコミュ
ニケーション

〒350-1123
川越市脇田本町11-27 
地研ビル2F
http://www.fujicom.co.jp

企業のホームページ制作作業で
すが、社内作業のみでなく、企
業訪問をし、実習生自身で企
画・提案をし、ホームページを
作り上げるプロセスを体験して
いただきます。

研修中の教職員による巡
回訪問
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
パソコン技能
守秘義務の厳守
目的意識

人材開発室
049-244-8518
049-244-8519

http://www.fujicom.co.jp
jinji@fujicom.co.jp

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月

9月～ 10月 2週間 埼玉県 大学教官等からの 
個別要請対応

支給して
いない 1～ 10 夏期 3週間

44 ㈱エイブル

〒503-0006
岐阜県大垣市加賀野4丁目
1番地の7
ソフトピアジャパンセンター
http://www.able-soft.co.jp

平均20代の若い社員の会社で
す。すべて技術者の集団です。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
守秘義務の厳守
目的意識

営業本部
0584-77-1216
0584-77-1217

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 愛知県

岐阜県

大学教官等からの 
個別要請対応
（財）ソフトピアジャパン

支給して
いない 1～ 10 夏期 2週間

17. マスコミ・出版

1 ㈱埼玉新聞社
〒330-9090
埼玉県さいたま市浦和区岸
町6-12-11

埼玉県唯一の県紙として新聞本
社の使命に生き、ひろく埼玉県
民に奉仕する。

パソコン技能
守秘義務の厳守 総務部 大学生

文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 埼玉県 埼玉県「埼玉県インター
ンシップ」

支給して
いない

通勤交通費
食事代 1～ 10 夏期 2週間

2 ㈱京都放送
〒602-8588
京都府京都市上京区烏丸上
長者町

総合管理局 
人事グループ
075-431-1160
075-431-1136

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 外部推進支援機関 支給して

いない 1～ 10 夏期 2週間

3 日本経済新聞社
大阪本社

〒565-0825
大阪府大阪市中央区大手前
1-1-1
http://www.nikkei.co.jp

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
目的意識

総務部
06-6943-7111
06-6946-7869

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 大阪府 （財）大学コンソーシアム

京都
支給して
いない 1～ 10 夏期 2週間

大学院生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1週間 大阪府 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 1～ 10 夏期 2週間

企業（マスコミ・出版）
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38 タック㈱

〒503-0803
岐阜県大垣市小野4丁目
35番地の12
http://www.taknet.co.jp

社員の中に入ってシステム開発
を行い、実習内容の発表まで行
います。

研修中の教職員による巡
回訪問

管理部総務課
0584-75-6501
0584-75-6502

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 岐阜県 （財）ソフトピアジャパン 1日1000

円程度 1～ 10 夏期 2週間

大学院生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 岐阜県 （財）ソフトピアジャパン 1日1000

円程度 1～ 10 夏期 2週間

39 ㈱ユニメディア

〒101-0032
東京都千代田区岩本町2-1-3
和光ビル4階
http://www.unimedia.co.jp

当社は各種電子媒体を使った 
販促業務に特化している広告媒
体業として業績を急拡大してい
ます。

大学窓口の一本化
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
守秘義務の厳守

管理グループ
03-5822-4701
03-5822-4702

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 5月～ 6月 3ヶ月以上 東京都 その他 1日1000

円程度 通勤交通費 未定

大学院生
文理問わず 1～ 10 随時 5月～ 6月 3ヶ月以上 東京都 その他 1日1000

円程度 通勤交通費 未定

40 アイ・イー・
シー㈱

〒319-1221
茨城県日立市大みか町1-11-10
http://www.iecha.com

当社は、情報通信分野と新しい
モノづくりの製造分野において
IT（情報技術）とサービスを提
供する情報エンジニアリング
会社であり、創造的な変革によ
り、お客様の喜びと社員の夢を
知恵と情熱で実現し、継続して
「価値を進化し続ける感動創造
企業」です。

協調性・チームワーク
パソコン技能
目的意識

総務部
0294-53-4611
0294-53-6449

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月

9月～ 10月 2週間 茨城県 大学教官等からの 
個別要請対応

支給して
いない 未定

41 ㈱映像システム

〒113-0033
東京都文京区本郷4-8-13
TSKビル
http://www.eizo-system.co.jp

当社は創業34年AV（オーディオ・
ビジュアル）システムを創る数少
ない専門企業です。マルチメディ
ア社会はAVというメディアを
“情報”と云うものに進化させ、
21世紀のヒュウマンコミュニケー
ションのために私達のAVシステ
ムが益々その存在感を高めよう
としています。

研修中の教職員による巡
回訪問
一般的教養・知識・社会
常識
守秘義務の厳守
目的意識

総務グループ
03-3818-6911
03-3818-6944

大学生
文理問わず 1～ 10 7月～ 8月 2週間 外部推進支援機関 支給して

いない 通勤交通費 1～ 10 夏期 2週間

42 ㈱ニッセイコム
〒140-0014
東京都品川区大井1-47-1
http://www.nisseicom.co.jp/

ワンストップでトータルソリュー
ションを提供する日立グループの
ソリューションプロバイダー。

事前教育の実施
研修中の教職員による巡
回訪問
大学窓口の一本化
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
専攻分野の専門知識
パソコン技能
守秘義務の厳守
目的意識

人事総務部
03-5742-7372
03-5742-7370

大学院生
理系 11～ 30 夏期 7月～ 8月

2週間
3週間
1ヶ月

神奈川県
山梨県

大学教官等からの 
個別要請対応

1日1000
円程度

赴任旅費
通勤交通費
食事代
宿泊施設

未定

大学生
文系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 東京都 大学教官等からの 

個別要請対応
アルバイ
ト程度 通勤交通費 1～ 10 夏期 2週間

大学生
理系 11～ 30 夏期 7月～ 8月 2週間 東京都

福岡県

大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

アルバイ
ト程度 通勤交通費 11～ 30 夏期 2週間

43 ㈱フジコミュ
ニケーション

〒350-1123
川越市脇田本町11-27 
地研ビル2F
http://www.fujicom.co.jp

企業のホームページ制作作業で
すが、社内作業のみでなく、企
業訪問をし、実習生自身で企
画・提案をし、ホームページを
作り上げるプロセスを体験して
いただきます。

研修中の教職員による巡
回訪問
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
パソコン技能
守秘義務の厳守
目的意識

人材開発室
049-244-8518
049-244-8519

http://www.fujicom.co.jp
jinji@fujicom.co.jp

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月

9月～ 10月 2週間 埼玉県 大学教官等からの 
個別要請対応

支給して
いない 1～ 10 夏期 3週間

44 ㈱エイブル

〒503-0006
岐阜県大垣市加賀野4丁目
1番地の7
ソフトピアジャパンセンター
http://www.able-soft.co.jp

平均20代の若い社員の会社で
す。すべて技術者の集団です。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
守秘義務の厳守
目的意識

営業本部
0584-77-1216
0584-77-1217

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 愛知県

岐阜県

大学教官等からの 
個別要請対応
（財）ソフトピアジャパン

支給して
いない 1～ 10 夏期 2週間

17. マスコミ・出版

1 ㈱埼玉新聞社
〒330-9090
埼玉県さいたま市浦和区岸
町6-12-11

埼玉県唯一の県紙として新聞本
社の使命に生き、ひろく埼玉県
民に奉仕する。

パソコン技能
守秘義務の厳守 総務部 大学生

文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 埼玉県 埼玉県「埼玉県インター
ンシップ」

支給して
いない

通勤交通費
食事代 1～ 10 夏期 2週間

2 ㈱京都放送
〒602-8588
京都府京都市上京区烏丸上
長者町

総合管理局 
人事グループ
075-431-1160
075-431-1136

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 外部推進支援機関 支給して

いない 1～ 10 夏期 2週間

3 日本経済新聞社
大阪本社

〒565-0825
大阪府大阪市中央区大手前
1-1-1
http://www.nikkei.co.jp

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
目的意識

総務部
06-6943-7111
06-6946-7869

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 大阪府 （財）大学コンソーシアム

京都
支給して
いない 1～ 10 夏期 2週間

大学院生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1週間 大阪府 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 1～ 10 夏期 2週間

企業（マスコミ・出版）
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4 ㈱東奥日報社
〒030-0180
青森市第二問屋町3-1-89
http://www.toonippo.co.jp/

「東奥日報」の題字で創刊から
117年。「青森県のニュースセン
ター」を掲げ、多メディア展開
に取り組んでいる。

大学窓口の一本化
守秘義務の厳守
目的意識

労務部
017-739-1111
017-729-2354

roumu@toonippo.co.jp

大学生
文系 1～ 10 夏期 5月～ 6月

7月～ 8月 1週間 青森県
大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

支給して
いない 食事代 1～ 10 夏期 1週間

大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月

7月～ 8月 1週間 青森県
大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

支給して
いない 食事代 1～ 10 夏期 1週間

5 ㈱マイタウン
今治新聞社

〒794-0063
愛媛県今治市片山3-3-27
http://www.ii-net.org

事前教育の実施
大学窓口の一本化
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識

製作
0898-31-8200
0898-31-8022

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 3月～ 4月 2週間 愛媛県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 1～ 10 夏期 2週間

6 ㈱エピ・
マガジン

〒810-0021
福岡市中央区今泉1-12-23
西鉄今泉ビル5F
http://www.comap.co.jp

モバイルメディアを軸に、出版
とデジタルネットワーク、企業と
顧客をつなぐことをコンセプトと
し、時代に適応した広告メディ
アの創造や新しいモバイルコミュ
ニケーションのシステム&ツール
の開発を行っております。

挨拶など基本的社会マナー
パソコン技能
守秘義務の厳守

総務担当
092-738-1600
092-738-1626

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 5月～ 6月 1ヶ月 福岡県 福岡県インターンシップ

推進協議会
支給して
いない 1～ 10 随時 1ヶ月

7 北上ケーブル
テレビ㈱

〒024-0093
岩手県北上市本石町一丁目
5-19
http://www.ginga-net.ne.jp

総務部ほか
0197-64-5111
0197-64-5150

未定

8 ㈱メリット
〒690-0012
島根県松江市古志原5-2-43
http://merit-inc.com

タウン情報誌、求人誌など地元
山陰の使える情報、得する情報
を発信する会社です。

一般的教養・知識・社会
常識
目的意識

総務
0852-23-2230
0852-23-3315

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1週間 島根県 学生ハローワーク 支給して

いない 助成金有り 未定

9 中日新聞
東海本社

〒435-0018
浜松市薬新町45番地

総務部・編集局
053-421-7711
053-421-5561

大学生
文系 1～ 10 秋期 7月～ 8月 1週間 静岡県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 食事補助 未定

10 ㈱十勝毎日 
新聞社

〒080-0801
帯広市東1条南8丁目2
http://www.tokachi.co.jp/

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
目的意識

総務局
0155-24-2299
0155-21-7755

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 1日間 北海道 その他 支給して

いない

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 特になし 10日間 北海道 北海道地域インターン

シップ推進協議会
支給して
いない なし

 

18. 運輸

1 長崎倉庫㈱ 〒850-8691
長崎市出島町2-13

倉庫業というのはあまり馴染み
のない業種とは思いますが、イ
ンターンシップを通じて、社会生
活の参考にしていただきたい。

一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク

総務部
095-824-1261
095-824-1270

somu@nagasakisoko.com
大学生

文理問わず 1～ 10 夏期 3月～ 4月 1週間 長崎県
インターンシップ推進支
援センター
地域経営者協会

支給して
いない 1～ 10 夏期 1週間

2 ㈱サカイ引越
センター

〒590-0823
大阪府堺市石津北町56番地
http://www.hikkoshi-sakai.co.jp

「引越のサカイ」として全国NET
の専業大手です。インターンシッ
プでは学生の方々の希望に沿い
営業同行実習4 ～ 5日と多く、
体験中心のプログラムを作成。

事前教育の実施
目的意識

総務部
072-241-0464
072-241-0191

大学生
文理問わず 1～ 10 7月～ 8月 2週間 大阪府 地域経営者協会

その他
支給して
いない

通勤交通費
食事代 1～ 10 夏期 2週間

3 野母商船㈱
〒850-0035
長崎市元船町17番3号
http://www.nomo.co.jp/

挨拶など基本的社会マナー
目的意識

総務部
095-822-0122
095-822-9625

大学生
文系 1～ 10 秋期 7月～ 8月 1週間 長崎県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 1～ 10 秋期 1週間

4 センコー㈱

〒105-0014
東京都港区芝2-5-6 
（芝菱信ビル2F）

http://www.senko.co.jp/

充実した物流センター機能と最
新の情報技術を駆使して企業間
の物流を効率化、海外も含め
て最適物流システムを提供して 
いる。

挨拶など基本的社会マナー
目的意識

人事部 
採用担当
03-5730-7001
03-5730-7021

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 関東

宮城県

大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

支給して
いない

通勤交通費
食事代 1～ 10 夏期 2週間

5 山梨交通㈱

〒400-0035
山梨県甲府市飯田三丁目
2番34号
http://www.yamanashikotsu.
co.jp

当社では、ICカードバス乗車
券システムや携帯電話を利用し
たバスロケーションシステム等
のサービスを積極的に行ってい 
ます。

事前教育の実施
目的意識

総務課
055-223-0811
055-228-8760

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1週間 山梨県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 1週間

6 日本航空㈱ 〒140-8637
東京都品川区東品川2-4-11

海外を含む空港及びホテル等で
のインターンシップを実施。参
加大学及び学生から大変良い体
験になったと、感謝の声が多数
寄せられている。

事前教育の実施
目的意識

人事部研究開
発室
03-5460-3905
03-5460-5842

大学生
文理問わず 100以上 春期

夏期
3月～ 4月
9月～ 10月 1ヶ月 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 通勤交通費 100以上 春期

夏期 1ヶ月

7 東日本旅客 
鉄道㈱

大学生
文理問わず 31～ 100 夏期 7月～ 8月 2週間 東京都 自社HPによる公募 支給して

いない
通勤交通費
食事代 未定

企業（運輸）
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4 ㈱東奥日報社
〒030-0180
青森市第二問屋町3-1-89
http://www.toonippo.co.jp/

「東奥日報」の題字で創刊から
117年。「青森県のニュースセン
ター」を掲げ、多メディア展開
に取り組んでいる。

大学窓口の一本化
守秘義務の厳守
目的意識

労務部
017-739-1111
017-729-2354

roumu@toonippo.co.jp

大学生
文系 1～ 10 夏期 5月～ 6月

7月～ 8月 1週間 青森県
大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

支給して
いない 食事代 1～ 10 夏期 1週間

大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月

7月～ 8月 1週間 青森県
大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

支給して
いない 食事代 1～ 10 夏期 1週間

5 ㈱マイタウン
今治新聞社

〒794-0063
愛媛県今治市片山3-3-27
http://www.ii-net.org

事前教育の実施
大学窓口の一本化
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識

製作
0898-31-8200
0898-31-8022

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 3月～ 4月 2週間 愛媛県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 1～ 10 夏期 2週間

6 ㈱エピ・
マガジン

〒810-0021
福岡市中央区今泉1-12-23
西鉄今泉ビル5F
http://www.comap.co.jp

モバイルメディアを軸に、出版
とデジタルネットワーク、企業と
顧客をつなぐことをコンセプトと
し、時代に適応した広告メディ
アの創造や新しいモバイルコミュ
ニケーションのシステム&ツール
の開発を行っております。

挨拶など基本的社会マナー
パソコン技能
守秘義務の厳守

総務担当
092-738-1600
092-738-1626

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 5月～ 6月 1ヶ月 福岡県 福岡県インターンシップ

推進協議会
支給して
いない 1～ 10 随時 1ヶ月

7 北上ケーブル
テレビ㈱

〒024-0093
岩手県北上市本石町一丁目
5-19
http://www.ginga-net.ne.jp

総務部ほか
0197-64-5111
0197-64-5150

未定

8 ㈱メリット
〒690-0012
島根県松江市古志原5-2-43
http://merit-inc.com

タウン情報誌、求人誌など地元
山陰の使える情報、得する情報
を発信する会社です。

一般的教養・知識・社会
常識
目的意識

総務
0852-23-2230
0852-23-3315

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1週間 島根県 学生ハローワーク 支給して

いない 助成金有り 未定

9 中日新聞
東海本社

〒435-0018
浜松市薬新町45番地

総務部・編集局
053-421-7711
053-421-5561

大学生
文系 1～ 10 秋期 7月～ 8月 1週間 静岡県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 食事補助 未定

10 ㈱十勝毎日 
新聞社

〒080-0801
帯広市東1条南8丁目2
http://www.tokachi.co.jp/

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
目的意識

総務局
0155-24-2299
0155-21-7755

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 1日間 北海道 その他 支給して

いない

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 特になし 10日間 北海道 北海道地域インターン

シップ推進協議会
支給して
いない なし

 

18. 運輸

1 長崎倉庫㈱ 〒850-8691
長崎市出島町2-13

倉庫業というのはあまり馴染み
のない業種とは思いますが、イ
ンターンシップを通じて、社会生
活の参考にしていただきたい。

一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク

総務部
095-824-1261
095-824-1270

somu@nagasakisoko.com
大学生

文理問わず 1～ 10 夏期 3月～ 4月 1週間 長崎県
インターンシップ推進支
援センター
地域経営者協会

支給して
いない 1～ 10 夏期 1週間

2 ㈱サカイ引越
センター

〒590-0823
大阪府堺市石津北町56番地
http://www.hikkoshi-sakai.co.jp

「引越のサカイ」として全国NET
の専業大手です。インターンシッ
プでは学生の方々の希望に沿い
営業同行実習4 ～ 5日と多く、
体験中心のプログラムを作成。

事前教育の実施
目的意識

総務部
072-241-0464
072-241-0191

大学生
文理問わず 1～ 10 7月～ 8月 2週間 大阪府 地域経営者協会

その他
支給して
いない

通勤交通費
食事代 1～ 10 夏期 2週間

3 野母商船㈱
〒850-0035
長崎市元船町17番3号
http://www.nomo.co.jp/

挨拶など基本的社会マナー
目的意識

総務部
095-822-0122
095-822-9625

大学生
文系 1～ 10 秋期 7月～ 8月 1週間 長崎県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 1～ 10 秋期 1週間

4 センコー㈱

〒105-0014
東京都港区芝2-5-6 
（芝菱信ビル2F）

http://www.senko.co.jp/

充実した物流センター機能と最
新の情報技術を駆使して企業間
の物流を効率化、海外も含め
て最適物流システムを提供して 
いる。

挨拶など基本的社会マナー
目的意識

人事部 
採用担当
03-5730-7001
03-5730-7021

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 関東

宮城県

大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

支給して
いない

通勤交通費
食事代 1～ 10 夏期 2週間

5 山梨交通㈱

〒400-0035
山梨県甲府市飯田三丁目
2番34号
http://www.yamanashikotsu.
co.jp

当社では、ICカードバス乗車
券システムや携帯電話を利用し
たバスロケーションシステム等
のサービスを積極的に行ってい 
ます。

事前教育の実施
目的意識

総務課
055-223-0811
055-228-8760

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1週間 山梨県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 1週間

6 日本航空㈱ 〒140-8637
東京都品川区東品川2-4-11

海外を含む空港及びホテル等で
のインターンシップを実施。参
加大学及び学生から大変良い体
験になったと、感謝の声が多数
寄せられている。

事前教育の実施
目的意識

人事部研究開
発室
03-5460-3905
03-5460-5842

大学生
文理問わず 100以上 春期

夏期
3月～ 4月
9月～ 10月 1ヶ月 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 通勤交通費 100以上 春期

夏期 1ヶ月

7 東日本旅客 
鉄道㈱

大学生
文理問わず 31～ 100 夏期 7月～ 8月 2週間 東京都 自社HPによる公募 支給して

いない
通勤交通費
食事代 未定

企業（運輸）
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8 松本電気鉄道㈱
〒390-8518
長野県松本市井川城2-1-1
http://www.alpico.co.jp

挨拶など基本的社会マナー
目的意識

勤労部人事課
0263-26-7000
0263-26-1144

大学生
文理問わず 1～ 10 秋期 7月～ 8月 2週間 長野県 地域経営者協会 支給して

いない 通勤交通費 未定

9 ㈱ギオン

〒229-1133
神奈川県相模原市南橋本
1丁目5番1号
http://www.kk-gion.co.jp

ギオングループでは、従来の事
業と共に環境関連事業に進出
し、排気ガス浄化装置の製造か
ら販売までを手がけています。さ
らにプラスチック処理プラントの
建設、製品の回収、リサイクル
にも着手することによって、循環
型総合物流企業へと発展を遂げ
つつあります。

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
守秘義務の厳守
目的意識

管理本部 
総務課
042-774-7777
042-774-7897

recruit@kk-gion.co.jp

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 神奈川県 地域経営者協会 支給して

いない 食事代 未定

大学生
文理問わず 1～ 10 秋期 9月～ 10月 2週間 神奈川県 地域経営者協会 支給して

いない 食事代 未定

19. 商社・卸売

1
㈲ヨコヤマ
コーポレー
ション

〒343-0813
埼玉県越谷市越ケ谷1-14-8
サテライト3ビル3階
http://www.yokoyama-net.com

小規模会社ですので、貿易（輸
出）、国内営業の流れが勉強で
きる。

挨拶など基本的社会マナー
パソコン技能
英語力
守秘義務の厳守

営業
048-969-2323
048-969-2324

yokoyama@saitama-j.or.jp
大学生
文系 1～ 10 随時 3月～ 4月

9月～ 10月 2週間 食事代 1～ 10 春期
夏期

2週間
3週間

2 大電産業㈱

〒910-0019
福井県福井市春山1丁目
6番15号
http://www.daiden.co.jp

なし
管理部
0776-23-9610
0776-23-9691

大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1週間 福井県 福井県インターンシップ

推進協議会
支給して
いない なし 1～ 10 夏期 1週間

3 入交産業㈱ 
石灰事業部

〒783-0084
高知県南国市稲生3240 古典的な分析作業が体験可能。 挨拶など基本的社会マナー

調査研究 
グループ
088-865-0145
088-865-1026

大学生
理系 1～ 10 夏期 9月～ 10月 2週間 高知県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 1～ 10 夏期 2週間

4 ㈱木村洋行 〒100-0005
東京都千代田区丸の内3-3-1

自由に活躍できるセールス・エン
ジニア（セールスを行う、理系出
身者・エンジニア）が多い。

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
目的意識

総務部
03-3213-0251
03-3213-0470

大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1週間 東京都 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない

通勤交通費
食事代 未定

大学院生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1週間 東京都 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない

通勤交通費
食事代 未定

5 常盤薬品㈱

〒759-0204
山口県宇部市大字妻崎開作
860番地の1
http://www.tokiwa-yakuhin.
co.jp

総務部
0836-41-6120
0836-41-6112

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 山口県

大学教官等からの 
個別要請対応
外部推進支援機関

支給して
いない 食事代 未定

大学院生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 山口県

大学教官等からの 
個別要請対応
外部推進支援機関

支給して
いない 食事代 未定

6 ㈱ダブリュ・ 
アイ・システム

〒170-6048
東京都豊島区東池袋三丁目
1番1号
サンシャイン60ビル48階
http://www.wis.co.jp

インターンシップを始めて7年、
弊社のトップ会談や、株主総会
出席など日頃、体験できないプ
ログラムを用意しております。

目的意識
総務部人事課
03-5979-1140
03-5979-1151

大学生
文系 1～ 10 夏期 7月～ 8月

9月～ 10月 2週間 関東
大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

支給して
いない

通勤交通費
食事代 1～ 10 夏期 2週間

7 リヨーコク 
シヨウジ㈱

〒733-0833
広島県広島市西区
商工センター 5-7-5
http://www.ryokoku.com/

弊社は、「穀物を通して人々のより
豊かな食生活に貢献する」をモッ
トーに、大豆及び豆類を中心と
した穀物を扱っています。お客様
は食品メーカーが中心で、全国
へ販売を展開している一方、海
外へも輸出しています。

事前教育の実施
大学窓口の一本化
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
守秘義務の厳守
目的意識
テーマの明確化

社長室
082-277-6455
082-278-0381

recruit2@ryokoku.com

大学生 
または 
大学院生 
理系が 
望ましい

1～ 10 随時 広島県 地域経営者協会
その他

支給して
いない

留学生のみ交通
費を考慮 1～ 10 随時

8 ㈱シネックス
〒110-0005
東京都台東区上野3-2-5
http://www.synnex.co.jp

本人のやる気を希望を尊重して
インターンシップを行なってい
ます。社風も若いのでガッツの
ある方には向くと思います。

事前教育の実施
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
パソコン技能
守秘義務の厳守
目的意識

総務部
03-5688-1914
03-5688-4439

employ@synnex.co.jp

9 阪和興業㈱
〒104-0045
東京都中央区築地1-13-10
http://www.hanwa.co.jp

営業同行を主体とした体験型の
インターンシップです。2週間で
5 ～ 7部署を体験し商社の業務
の多様性に触れていただきます。

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
守秘義務の厳守
目的意識

人事部人事課
03-3544-2170
03-3544-2360

http://www.hanwa.co.jp/
recruit

大学生
文理問わず 11～ 30 夏期 5月～ 6月 2週間 東京都

大阪府

自社HPによる公募
㈱JMAMチェンジコンサ
ルティング「JMAMイン
ターンシップ」

支給して
いない

通勤交通費
食事代
宿泊施設

11～ 30 夏期 2週間

大学院生
文理問わず 11～ 30 夏期 5月～ 6月 2週間 東京都

大阪府

自社HPによる公募
㈱JMAMチェンジコンサ
ルティング「JMAMイン
ターンシップ」

支給して
いない

通勤交通費
食事代
宿泊施設

11～ 30 夏期 2週間

企業（商社・卸売）
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8 松本電気鉄道㈱
〒390-8518
長野県松本市井川城2-1-1
http://www.alpico.co.jp

挨拶など基本的社会マナー
目的意識

勤労部人事課
0263-26-7000
0263-26-1144

大学生
文理問わず 1～ 10 秋期 7月～ 8月 2週間 長野県 地域経営者協会 支給して

いない 通勤交通費 未定

9 ㈱ギオン

〒229-1133
神奈川県相模原市南橋本
1丁目5番1号
http://www.kk-gion.co.jp

ギオングループでは、従来の事
業と共に環境関連事業に進出
し、排気ガス浄化装置の製造か
ら販売までを手がけています。さ
らにプラスチック処理プラントの
建設、製品の回収、リサイクル
にも着手することによって、循環
型総合物流企業へと発展を遂げ
つつあります。

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
守秘義務の厳守
目的意識

管理本部 
総務課
042-774-7777
042-774-7897

recruit@kk-gion.co.jp

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 神奈川県 地域経営者協会 支給して

いない 食事代 未定

大学生
文理問わず 1～ 10 秋期 9月～ 10月 2週間 神奈川県 地域経営者協会 支給して

いない 食事代 未定

19. 商社・卸売

1
㈲ヨコヤマ
コーポレー
ション

〒343-0813
埼玉県越谷市越ケ谷1-14-8
サテライト3ビル3階
http://www.yokoyama-net.com

小規模会社ですので、貿易（輸
出）、国内営業の流れが勉強で
きる。

挨拶など基本的社会マナー
パソコン技能
英語力
守秘義務の厳守

営業
048-969-2323
048-969-2324

yokoyama@saitama-j.or.jp
大学生
文系 1～ 10 随時 3月～ 4月

9月～ 10月 2週間 食事代 1～ 10 春期
夏期

2週間
3週間

2 大電産業㈱

〒910-0019
福井県福井市春山1丁目
6番15号
http://www.daiden.co.jp

なし
管理部
0776-23-9610
0776-23-9691

大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1週間 福井県 福井県インターンシップ

推進協議会
支給して
いない なし 1～ 10 夏期 1週間

3 入交産業㈱ 
石灰事業部

〒783-0084
高知県南国市稲生3240 古典的な分析作業が体験可能。 挨拶など基本的社会マナー

調査研究 
グループ
088-865-0145
088-865-1026

大学生
理系 1～ 10 夏期 9月～ 10月 2週間 高知県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 1～ 10 夏期 2週間

4 ㈱木村洋行 〒100-0005
東京都千代田区丸の内3-3-1

自由に活躍できるセールス・エン
ジニア（セールスを行う、理系出
身者・エンジニア）が多い。

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
目的意識

総務部
03-3213-0251
03-3213-0470

大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1週間 東京都 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない

通勤交通費
食事代 未定

大学院生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1週間 東京都 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない

通勤交通費
食事代 未定

5 常盤薬品㈱

〒759-0204
山口県宇部市大字妻崎開作
860番地の1
http://www.tokiwa-yakuhin.
co.jp

総務部
0836-41-6120
0836-41-6112

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 山口県

大学教官等からの 
個別要請対応
外部推進支援機関

支給して
いない 食事代 未定

大学院生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 山口県

大学教官等からの 
個別要請対応
外部推進支援機関

支給して
いない 食事代 未定

6 ㈱ダブリュ・ 
アイ・システム

〒170-6048
東京都豊島区東池袋三丁目
1番1号
サンシャイン60ビル48階
http://www.wis.co.jp

インターンシップを始めて7年、
弊社のトップ会談や、株主総会
出席など日頃、体験できないプ
ログラムを用意しております。

目的意識
総務部人事課
03-5979-1140
03-5979-1151

大学生
文系 1～ 10 夏期 7月～ 8月

9月～ 10月 2週間 関東
大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

支給して
いない

通勤交通費
食事代 1～ 10 夏期 2週間

7 リヨーコク 
シヨウジ㈱

〒733-0833
広島県広島市西区
商工センター 5-7-5
http://www.ryokoku.com/

弊社は、「穀物を通して人々のより
豊かな食生活に貢献する」をモッ
トーに、大豆及び豆類を中心と
した穀物を扱っています。お客様
は食品メーカーが中心で、全国
へ販売を展開している一方、海
外へも輸出しています。

事前教育の実施
大学窓口の一本化
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
守秘義務の厳守
目的意識
テーマの明確化

社長室
082-277-6455
082-278-0381

recruit2@ryokoku.com

大学生 
または 
大学院生 
理系が 
望ましい

1～ 10 随時 広島県 地域経営者協会
その他

支給して
いない

留学生のみ交通
費を考慮 1～ 10 随時

8 ㈱シネックス
〒110-0005
東京都台東区上野3-2-5
http://www.synnex.co.jp

本人のやる気を希望を尊重して
インターンシップを行なってい
ます。社風も若いのでガッツの
ある方には向くと思います。

事前教育の実施
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
パソコン技能
守秘義務の厳守
目的意識

総務部
03-5688-1914
03-5688-4439

employ@synnex.co.jp

9 阪和興業㈱
〒104-0045
東京都中央区築地1-13-10
http://www.hanwa.co.jp

営業同行を主体とした体験型の
インターンシップです。2週間で
5 ～ 7部署を体験し商社の業務
の多様性に触れていただきます。

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
守秘義務の厳守
目的意識

人事部人事課
03-3544-2170
03-3544-2360

http://www.hanwa.co.jp/
recruit

大学生
文理問わず 11～ 30 夏期 5月～ 6月 2週間 東京都

大阪府

自社HPによる公募
㈱JMAMチェンジコンサ
ルティング「JMAMイン
ターンシップ」

支給して
いない

通勤交通費
食事代
宿泊施設

11～ 30 夏期 2週間

大学院生
文理問わず 11～ 30 夏期 5月～ 6月 2週間 東京都

大阪府

自社HPによる公募
㈱JMAMチェンジコンサ
ルティング「JMAMイン
ターンシップ」

支給して
いない

通勤交通費
食事代
宿泊施設

11～ 30 夏期 2週間

企業（商社・卸売）
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10 横河商事㈱

〒153-0064
東京都目黒区下目黒1丁目
2番18号
http://www.yokogawa.co.jp/
YCL/

受入実績40名以上、受入実績
2000年度からあり。

事前教育の実施
研修中の教職員による巡
回訪問
挨拶など基本的社会マナー
パソコン技能
守秘義務の厳守
目的意識

管理本部総務
課
03-3495-6635
03-3495-0719

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期

冬期
1月～ 2月
3月～ 4月

2週間
3週間

東京都
神奈川県
愛知県
大阪府

自社HPによる公募
大学教官等からの 
個別要請対応
関東地域インターンシッ
プ推進協会「KIPC」
地域経営者協会

1日1000
円程度 通勤交通費 1～ 10 夏期

冬期
2週間
3週間

11 ㈱紙弘
〒860-8509
熊本市世安町378-4
http://www.kamihiro.co.jp

上司を含め社員一人一人の人柄
が良いので、会社の雰囲気がと
ても良いと思います。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
守秘義務の厳守

総務部
096-353-3381
096-352-4566

大学生
文理問わず 1～ 10 春期

夏期
5月～ 6月

11月～ 12月 1週間 熊本県 地域経営者協会 支給して
いない 1～ 10 春期 1週間

12 フォレスト
リー㈲

〒205-0022
羽村市双葉町2-12-24
http://www.forestlee.co.jp/

個々の積極性により、仕事内容
も広がり、その成果が実感でき
る。また、実演販売、社内業務
から通関手続きといった幅広い
知識が得られる。

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
守秘義務の厳守
目的意識

営業部
042-570-6960
042-570-6961

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 2週間 東京都 支給して

いない
通勤交通費
食事代 1～ 10 随時 1ヶ月

13 小林産業㈱ 0979-54-3010
0979-54-3014

大学生
理系 随時 1週間 支給して

いない

14 岡谷鋼機㈱
〒460-0008
名古屋市中区栄2-4-18
http://www.okaya.co.jp

創業335年。10部門にわたる事
業を展開し世界13ヶ国に進出。
独立系の中堅商社。

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
守秘義務の厳守
目的意識

人事総務部
052-204-8122
052-204-8384

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1週間 愛知県 支給して

いない 食事代 未定

15 青森三菱電機
機器販売㈱

〒030-0822
青森市中央1丁目23番4号
http://www.ame.co.jp/

当社は創業以来一貫して「地域
社会への貢献」を目指しつづけ
てきました。確かな技術とフレ
キシブルの発想で地域社会の快
適環境の創造につとめている。

挨拶など基本的社会マナー
パソコン技能
目的意識

総務部
017-735-7800
017-735-7895

大学生
文理問わず 未定

16 三晃化学㈱
〒060-0051
札幌市中央区南1条東5丁目
1番地17

業種としてはメーカー機能を
持った卸売業ですが、多少変っ
た企業で、同業者を捜すのに苦
労します。個人の成果が会社の
業績に即反映されます。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
守秘義務の厳守
目的意識

社長、総務部
011-221-5225
011-241-6830

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 1週間 北海道 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 1～ 10 随時 1週間

17 群馬 
ゼロックス㈱

〒370-0006
高崎市問屋町2-4-4
http://www.gunmaxerox.co.jp

挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守
目的意識

総務人事部
027-361-1431
027-361-1430

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期

秋期
7月～ 8月
9月～ 10月 1週間

大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

支給して
いない 1～ 10 夏期

秋期 1週間

20. 小売

1 ㈱マエダ

〒035-0071
青森県むつ市小川町2丁目
4番8号
http://www.i-maeda.co.jp/

当社は日本型スーパーストアの
本店をむつ市に置き、青森市に
売場面積6千坪の西バイパス店
を展開しています。食品スー
パーマーケットを含めた営業店
舗は全16店になります。

挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守

0175-22-8333
0175-22-4226

sm-maeda@sirius.ocn.ne.jp
大学生

文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1週間 青森県 大学教官等からの 
個別要請対応

支給して
いない 1～ 10 夏期 1週間

2 ㈱ぎゅーとら
〒515-0505
三重県伊勢市西豊浜町655-18
http://gyutora.com

当社は三重県南勢地域を中心に
スーパーマーケットを経営する
企業です。これからの時代に必
ず「勝ち組」となる!そう自負し
ながら日々戦っています。小が
大を駆逐する、そんなことを理
想とできる人の集団です。

一般的教養・知識・社会
常識
守秘義務の厳守
目的意識

人事部
0596-37-5574
0596-37-5527

rec@gyutora.co.jp
大学生

文理問わず 1～ 10 随時 7月～ 8月 1週間 三重県 地域経営者協会 支給して
いない 1～ 10 随時 2週間

3 ㈱藤崎

〒980-8652
宮城県仙台市青葉区一番町
3丁目2-17
http://www.fujisaki.co.jp/

創業186年の老舗百貨店。

事前教育の実施
研修中の教職員による巡
回訪問
挨拶など基本的社会マナー

人事部 
人材開発担当
022-261-5176
022-215-3879

大学生
文理問わず 11～ 30 夏期 7月～ 8月 1週間 宮城県

大学教官等からの 
個別要請対応
その他

支給して
いない 11～ 30 春期

夏期 1週間

4 ㈱オレンジ
マート

〒939-2354
富山県婦負郡八尾町東町
2125番地の1

若年層が多く、いきいきと元気
な職場と思っております。

研修中の教職員による巡
回訪問
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識

常務取締役
076-455-2121
076-455-2128

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 富山県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 1～ 10 夏期 2週間

5 梅岡㈱
〒670-0935
兵庫県姫路市北条口2丁目106
http://www.umeoka.com

当社は兵庫県西播地域の地域
密着型専門店チェーンです。呉
服・宝飾・婦人服などの様々な商
品をお客様に提案する企業です。

事前教育の実施
大学窓口の一本化
守秘義務の厳守

人事課
0792-84-0005
0792-81-6366

大学生
文理問わず 1～ 10 秋期 5月～ 6月 1週間 兵庫県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 秋期 1週間

企業（小売）
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10 横河商事㈱

〒153-0064
東京都目黒区下目黒1丁目
2番18号
http://www.yokogawa.co.jp/
YCL/

受入実績40名以上、受入実績
2000年度からあり。

事前教育の実施
研修中の教職員による巡
回訪問
挨拶など基本的社会マナー
パソコン技能
守秘義務の厳守
目的意識

管理本部総務
課
03-3495-6635
03-3495-0719

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期

冬期
1月～ 2月
3月～ 4月

2週間
3週間

東京都
神奈川県
愛知県
大阪府

自社HPによる公募
大学教官等からの 
個別要請対応
関東地域インターンシッ
プ推進協会「KIPC」
地域経営者協会

1日1000
円程度 通勤交通費 1～ 10 夏期

冬期
2週間
3週間

11 ㈱紙弘
〒860-8509
熊本市世安町378-4
http://www.kamihiro.co.jp

上司を含め社員一人一人の人柄
が良いので、会社の雰囲気がと
ても良いと思います。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
守秘義務の厳守

総務部
096-353-3381
096-352-4566

大学生
文理問わず 1～ 10 春期

夏期
5月～ 6月

11月～ 12月 1週間 熊本県 地域経営者協会 支給して
いない 1～ 10 春期 1週間

12 フォレスト
リー㈲

〒205-0022
羽村市双葉町2-12-24
http://www.forestlee.co.jp/

個々の積極性により、仕事内容
も広がり、その成果が実感でき
る。また、実演販売、社内業務
から通関手続きといった幅広い
知識が得られる。

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
守秘義務の厳守
目的意識

営業部
042-570-6960
042-570-6961

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 2週間 東京都 支給して

いない
通勤交通費
食事代 1～ 10 随時 1ヶ月

13 小林産業㈱ 0979-54-3010
0979-54-3014

大学生
理系 随時 1週間 支給して

いない

14 岡谷鋼機㈱
〒460-0008
名古屋市中区栄2-4-18
http://www.okaya.co.jp

創業335年。10部門にわたる事
業を展開し世界13ヶ国に進出。
独立系の中堅商社。

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
守秘義務の厳守
目的意識

人事総務部
052-204-8122
052-204-8384

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1週間 愛知県 支給して

いない 食事代 未定

15 青森三菱電機
機器販売㈱

〒030-0822
青森市中央1丁目23番4号
http://www.ame.co.jp/

当社は創業以来一貫して「地域
社会への貢献」を目指しつづけ
てきました。確かな技術とフレ
キシブルの発想で地域社会の快
適環境の創造につとめている。

挨拶など基本的社会マナー
パソコン技能
目的意識

総務部
017-735-7800
017-735-7895

大学生
文理問わず 未定

16 三晃化学㈱
〒060-0051
札幌市中央区南1条東5丁目
1番地17

業種としてはメーカー機能を
持った卸売業ですが、多少変っ
た企業で、同業者を捜すのに苦
労します。個人の成果が会社の
業績に即反映されます。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
守秘義務の厳守
目的意識

社長、総務部
011-221-5225
011-241-6830

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 1週間 北海道 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 1～ 10 随時 1週間

17 群馬 
ゼロックス㈱

〒370-0006
高崎市問屋町2-4-4
http://www.gunmaxerox.co.jp

挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守
目的意識

総務人事部
027-361-1431
027-361-1430

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期

秋期
7月～ 8月
9月～ 10月 1週間

大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

支給して
いない 1～ 10 夏期

秋期 1週間

20. 小売

1 ㈱マエダ

〒035-0071
青森県むつ市小川町2丁目
4番8号
http://www.i-maeda.co.jp/

当社は日本型スーパーストアの
本店をむつ市に置き、青森市に
売場面積6千坪の西バイパス店
を展開しています。食品スー
パーマーケットを含めた営業店
舗は全16店になります。

挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守

0175-22-8333
0175-22-4226

sm-maeda@sirius.ocn.ne.jp
大学生

文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1週間 青森県 大学教官等からの 
個別要請対応

支給して
いない 1～ 10 夏期 1週間

2 ㈱ぎゅーとら
〒515-0505
三重県伊勢市西豊浜町655-18
http://gyutora.com

当社は三重県南勢地域を中心に
スーパーマーケットを経営する
企業です。これからの時代に必
ず「勝ち組」となる!そう自負し
ながら日々戦っています。小が
大を駆逐する、そんなことを理
想とできる人の集団です。

一般的教養・知識・社会
常識
守秘義務の厳守
目的意識

人事部
0596-37-5574
0596-37-5527

rec@gyutora.co.jp
大学生

文理問わず 1～ 10 随時 7月～ 8月 1週間 三重県 地域経営者協会 支給して
いない 1～ 10 随時 2週間

3 ㈱藤崎

〒980-8652
宮城県仙台市青葉区一番町
3丁目2-17
http://www.fujisaki.co.jp/

創業186年の老舗百貨店。

事前教育の実施
研修中の教職員による巡
回訪問
挨拶など基本的社会マナー

人事部 
人材開発担当
022-261-5176
022-215-3879

大学生
文理問わず 11～ 30 夏期 7月～ 8月 1週間 宮城県

大学教官等からの 
個別要請対応
その他

支給して
いない 11～ 30 春期

夏期 1週間

4 ㈱オレンジ
マート

〒939-2354
富山県婦負郡八尾町東町
2125番地の1

若年層が多く、いきいきと元気
な職場と思っております。

研修中の教職員による巡
回訪問
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識

常務取締役
076-455-2121
076-455-2128

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 富山県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 1～ 10 夏期 2週間

5 梅岡㈱
〒670-0935
兵庫県姫路市北条口2丁目106
http://www.umeoka.com

当社は兵庫県西播地域の地域
密着型専門店チェーンです。呉
服・宝飾・婦人服などの様々な商
品をお客様に提案する企業です。

事前教育の実施
大学窓口の一本化
守秘義務の厳守

人事課
0792-84-0005
0792-81-6366

大学生
文理問わず 1～ 10 秋期 5月～ 6月 1週間 兵庫県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 秋期 1週間

企業（小売）



118

No. 社（機関）名 住所
企業URL 企業PR 学生・大学への要望

インターンシップ窓口 H16受入実績 H17受入計画

部署
TEL
FAX

URL
メールアドレス 対象学生 人数 受入

時期 募集時期 受入期間 研修地 募集の方法 報酬 宿泊施設や
交通費の提供 人数 時期 期間

No. 社（機関）名 住所
企業URL 企業PR 学生・大学への要望

インターンシップ窓口 H16受入実績 H17受入計画

部署
TEL
FAX

URL
メールアドレス 対象学生 人数 受入

時期 募集時期 受入期間 研修地 募集の方法 報酬 宿泊施設や
交通費の提供 人数 時期 期間

6 ㈱グルメ杵屋

〒559-0000
大阪府大阪市住之江区北加賀
3丁目4番7号
http://www.gourmet-kineya.
co.jp

複数の大学合同で実施。店舗実
習ではなく本部の支店から学べ
る。

挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守
目的意識

教育研修部
06-6683-1222
06-6683-5822

大学生
文理問わず 11～ 30 夏期 7月～ 8月 1週間 大阪府 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない

通勤以外の交通
費等 11～ 30 夏期 1週間

7 ㈱仁科百貨店
〒712-8011
岡山県倉敷市連島町連島1990
http://www.nishina.co.jp

岡山県でのチェーンストア「真
心をもって人に接し安心と潤い
のある暮らしを実現する」ため
展開中。

大学窓口の一本化
挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
目的意識

人事部
086-466-7710
086-466-7727

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 岡山県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 2週間

8 ㈱丸久
〒747-0014
山口県防府市大字江泊
1936番地

人事総務部
0835-38-1513
0835-23-4643

大学生
文系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 1～ 10 夏期 1週間

9（NPO） 
たんばぐみ

〒669-3309
兵庫県丹波市柏原町柏原173
http://www.tambagumi.com

・まちづくり支援。
・食文化発信機構。
・地域情報誌（情報の集発信）な
ど様々な分野をこなしているた
めに、いろいろな分野の勉強に
なります。

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
パソコン技能
目的意識

事務局
0795-73-1171
0795-73-3801

https://www.campusweb.
jp/login1.php
motoda@tambagumi.com

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 兵庫県 インターンシップ推進支

援センター しない 1～ 10 随時

10 高知スタン
ダード石油㈱

〒780-8072
高知市曙町1-2-25
http://www.nishiyamagroup.
com/

接客の難しさや楽しさ・喜びを
体験できる。

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク 088-844-1212

088-840-2890

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1週間 高知県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 1週間

大学生
文理問わず 1～ 10 冬期 11月～ 12月 1週間 高知県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 冬期 1週間

11 高知 
トヨペット㈱

〒780-0088
高知市北久保6-1
http://www.kochitoyopet.co.jp

お客様の満足（CS）と従業員の
満足（ES）の向上を目指しての
営業活動を展開しています。

販売支援 
グループ
088-885-1255
088-880-0331

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 高知県

大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

支給して
いない 1～ 10 夏期 2週間

大学院生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 高知県

大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

支給して
いない 1～ 10 夏期 2週間

12 八木㈱

〒600-8861
京都市下京区七条御所ノ内
北町72番地
http://www.yagi-kk.com

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
パソコン技能
守秘義務の厳守
目的意識

人事課
075-313-1239
075-314-8230

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 京都府 （財）大学コンソーシアム

京都
支給して
いない

通勤交通費
食事代 1～ 10 夏期 2週間

13 福井 
トヨペット㈱

〒910-8514
福井県福井市幾代2丁目
1424番地の1
http://www.fukuitp.com

当社のインターンシップを受ける
学生は皆さんイメージが変わるそ
うです。雰囲気や社風の良さを
体感していただきたいと考えてい
ます。

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク

総務課総務課
0776-21-1010
0776-21-3767

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 9月～ 10月 1週間 福井県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 1週間

14 ㈱カーマ

〒448-0046
愛知県刈谷市日高町3丁目
411番地
http://www.kahma.co.jp

接客業≠小売業をプログラムを
通じて理解していただいていま
す。「小売業のシステム産業化」
という改革を行っております。

目的意識

総務人事グ
ループ人材開
発セクション
0566-25-2514
0566-25-0106

a_shibata@kahma.co.jp
大学生

文理問わず 1～ 10 夏期
冬期

3月～ 4月
5月～ 6月 2週間 愛知県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 食事代 31～ 100 夏期

冬期 1週間

15 ㈱オークワ
〒641-0006
和歌山市中島185番地の3
http://www.okuwa.net

大学窓口の一本化
挨拶など基本的社会マナー
目的意識

採用教育課
073-433-9891
073-424-0308

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 3月～ 4月 2週間

三重県
大阪府
和歌山県
奈良県

大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

支給して
いない 1～ 10 夏期 2週間

16 ㈱今治デパート
〒794-0042
愛媛県今治市旭町1丁目4-11
http://www.imadepa.com

明るく元気な会社です。四国・
九州でリサイクル・食品スー
パー・外食を95店舗展開して
います。

研修中の教職員による巡
回訪問
挨拶など基本的社会マナー

コミュニケー
ション室
0898-31-9180
0898-31-9194

utsu@imadepa.com
大学生また
は大学院生
文理問わず

1～ 10 随時 1週間 支給して
いない 1～ 10 随時 1週間

17 ㈱伊徳
〒017-0046
秋田県大館市清水4丁目4-15
http://www.itoku.co.jp/

「お客様にご不自由をかけるな」
をモットーに青森、秋田両県で
スーパーマーケット23店舗を
展開。

大学窓口の一本化
人事教育課
0186-49-2255
0186-42-2752

itk00402@itoku.co.jp
大学生

文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間 秋田県 大学教官等からの 
個別要請対応

支給して
いない 1～ 10 夏期 1週間

18 メガネの田中
チェーン㈱

〒730-0036
広島市中区袋町1-23-102
http://www.tanaka-megane.
co.jp

お客様の視聴覚の御不満を自分
の手で解決させていただくとて
もやりがいのある仕事です。

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー

総務部人事課
082-245-5242
082-245-5245

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間 広島県 支給して

いない 1～ 10 夏期 1週間

19 ㈱ラックス 〒630-8031
奈良市柏木町456-1

地域に貢献できるお店を創り続
けることを経営理念に“心豊か
に未来豊かに”をコンセプトと
して、お店創りに日夜奮闘して
います。

挨拶など基本的社会マナー
目的意識

ラックス奈良
柏木店
0742-30-0500
0742-30-0222

laccus@skyblue.ocn.ne.jp
大学生
文系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1週間（10

日） 地域経営者協会 支給して
いない 1～ 10 夏期 1週間

（10日）

企業（小売）



No. 社（機関）名 住所
企業URL 企業PR 学生・大学への要望

インターンシップ窓口 H16受入実績 H17受入計画

部署
TEL
FAX

URL
メールアドレス 対象学生 人数 受入

時期 募集時期 受入期間 研修地 募集の方法 報酬 宿泊施設や
交通費の提供 人数 時期 期間

119

No. 社（機関）名 住所
企業URL 企業PR 学生・大学への要望

インターンシップ窓口 H16受入実績 H17受入計画

部署
TEL
FAX

URL
メールアドレス 対象学生 人数 受入

時期 募集時期 受入期間 研修地 募集の方法 報酬 宿泊施設や
交通費の提供 人数 時期 期間

6 ㈱グルメ杵屋

〒559-0000
大阪府大阪市住之江区北加賀
3丁目4番7号
http://www.gourmet-kineya.
co.jp

複数の大学合同で実施。店舗実
習ではなく本部の支店から学べ
る。

挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守
目的意識

教育研修部
06-6683-1222
06-6683-5822

大学生
文理問わず 11～ 30 夏期 7月～ 8月 1週間 大阪府 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない

通勤以外の交通
費等 11～ 30 夏期 1週間

7 ㈱仁科百貨店
〒712-8011
岡山県倉敷市連島町連島1990
http://www.nishina.co.jp

岡山県でのチェーンストア「真
心をもって人に接し安心と潤い
のある暮らしを実現する」ため
展開中。

大学窓口の一本化
挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
目的意識

人事部
086-466-7710
086-466-7727

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 岡山県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 2週間

8 ㈱丸久
〒747-0014
山口県防府市大字江泊
1936番地

人事総務部
0835-38-1513
0835-23-4643

大学生
文系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 1～ 10 夏期 1週間

9（NPO） 
たんばぐみ

〒669-3309
兵庫県丹波市柏原町柏原173
http://www.tambagumi.com

・まちづくり支援。
・食文化発信機構。
・地域情報誌（情報の集発信）な
ど様々な分野をこなしているた
めに、いろいろな分野の勉強に
なります。

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
パソコン技能
目的意識

事務局
0795-73-1171
0795-73-3801

https://www.campusweb.
jp/login1.php
motoda@tambagumi.com

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 兵庫県 インターンシップ推進支

援センター しない 1～ 10 随時

10 高知スタン
ダード石油㈱

〒780-8072
高知市曙町1-2-25
http://www.nishiyamagroup.
com/

接客の難しさや楽しさ・喜びを
体験できる。

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク 088-844-1212

088-840-2890

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1週間 高知県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 1週間

大学生
文理問わず 1～ 10 冬期 11月～ 12月 1週間 高知県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 冬期 1週間

11 高知 
トヨペット㈱

〒780-0088
高知市北久保6-1
http://www.kochitoyopet.co.jp

お客様の満足（CS）と従業員の
満足（ES）の向上を目指しての
営業活動を展開しています。

販売支援 
グループ
088-885-1255
088-880-0331

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 高知県

大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

支給して
いない 1～ 10 夏期 2週間

大学院生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 高知県

大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

支給して
いない 1～ 10 夏期 2週間

12 八木㈱

〒600-8861
京都市下京区七条御所ノ内
北町72番地
http://www.yagi-kk.com

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
パソコン技能
守秘義務の厳守
目的意識

人事課
075-313-1239
075-314-8230

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 京都府 （財）大学コンソーシアム

京都
支給して
いない

通勤交通費
食事代 1～ 10 夏期 2週間

13 福井 
トヨペット㈱

〒910-8514
福井県福井市幾代2丁目
1424番地の1
http://www.fukuitp.com

当社のインターンシップを受ける
学生は皆さんイメージが変わるそ
うです。雰囲気や社風の良さを
体感していただきたいと考えてい
ます。

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク

総務課総務課
0776-21-1010
0776-21-3767

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 9月～ 10月 1週間 福井県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 1週間

14 ㈱カーマ

〒448-0046
愛知県刈谷市日高町3丁目
411番地
http://www.kahma.co.jp

接客業≠小売業をプログラムを
通じて理解していただいていま
す。「小売業のシステム産業化」
という改革を行っております。

目的意識

総務人事グ
ループ人材開
発セクション
0566-25-2514
0566-25-0106

a_shibata@kahma.co.jp
大学生

文理問わず 1～ 10 夏期
冬期

3月～ 4月
5月～ 6月 2週間 愛知県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 食事代 31～ 100 夏期

冬期 1週間

15 ㈱オークワ
〒641-0006
和歌山市中島185番地の3
http://www.okuwa.net

大学窓口の一本化
挨拶など基本的社会マナー
目的意識

採用教育課
073-433-9891
073-424-0308

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 3月～ 4月 2週間

三重県
大阪府
和歌山県
奈良県

大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

支給して
いない 1～ 10 夏期 2週間

16 ㈱今治デパート
〒794-0042
愛媛県今治市旭町1丁目4-11
http://www.imadepa.com

明るく元気な会社です。四国・
九州でリサイクル・食品スー
パー・外食を95店舗展開して
います。

研修中の教職員による巡
回訪問
挨拶など基本的社会マナー

コミュニケー
ション室
0898-31-9180
0898-31-9194

utsu@imadepa.com
大学生また
は大学院生
文理問わず

1～ 10 随時 1週間 支給して
いない 1～ 10 随時 1週間

17 ㈱伊徳
〒017-0046
秋田県大館市清水4丁目4-15
http://www.itoku.co.jp/

「お客様にご不自由をかけるな」
をモットーに青森、秋田両県で
スーパーマーケット23店舗を
展開。

大学窓口の一本化
人事教育課
0186-49-2255
0186-42-2752

itk00402@itoku.co.jp
大学生

文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間 秋田県 大学教官等からの 
個別要請対応

支給して
いない 1～ 10 夏期 1週間

18 メガネの田中
チェーン㈱

〒730-0036
広島市中区袋町1-23-102
http://www.tanaka-megane.
co.jp

お客様の視聴覚の御不満を自分
の手で解決させていただくとて
もやりがいのある仕事です。

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー

総務部人事課
082-245-5242
082-245-5245

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間 広島県 支給して

いない 1～ 10 夏期 1週間

19 ㈱ラックス 〒630-8031
奈良市柏木町456-1

地域に貢献できるお店を創り続
けることを経営理念に“心豊か
に未来豊かに”をコンセプトと
して、お店創りに日夜奮闘して
います。

挨拶など基本的社会マナー
目的意識

ラックス奈良
柏木店
0742-30-0500
0742-30-0222

laccus@skyblue.ocn.ne.jp
大学生
文系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1週間（10

日） 地域経営者協会 支給して
いない 1～ 10 夏期 1週間

（10日）

企業（小売）
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20 クラギ㈱
〒515-0818
三重県松阪市川井町539
http://www.kuragi.co.jp

農業、園芸関連の専門店とし
て、お客様のニーズに合った商
品を接客を通して、提案してい
る企業です。現在、36店舗展
開中。

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
守秘義務の厳守

管理部人事課
0598-26-1111
0598-26-1113

大学生
文理問わず 1～ 10 春期

夏期
3月～ 4月
7月～ 8月 1週間 三重県

自社HPによる公募
大学教官等からの 
個別要請対応

支給して
いない 1～ 10 春期

夏期 1週間

21 トヨタカローラ
栃木㈱

〒321-0194
栃木県宇都宮市上横田町
798

クルマの販売という枠に捕われ
ず、地域活性の立役者になるべ
く活動を続けております。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
守秘義務の厳守
目的意識

総務部総務課
025-658-2111
028-659-4115

https://www.campusweb.jp/
サイト「ハイパーキャンパス」

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 3月～ 4月

5月～ 6月 1週間 栃木県 地域経営者協会 支給して
いない 1～ 10 随時 1週間

22 イワタニ山陽㈱ 〒739-0321
広島市安芸区中野1-7-1

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク

広島支店
082-892-3111
082-892-3580

大学生
文理問わず 未定

23 ㈱橘百貨店
〒880-0001
宮崎市橘通西3-10-32
http://www.bonbelta.com

実際に百貨店の店頭で販売業務
を体験。

守秘義務の厳守
目的意識

管理本部
0985-26-2301
0985-25-1011

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 3月～ 4月 1週間 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 1週間

24 ㈱ナフコ

〒802-0006
福岡県北九州市小倉北区魚町
2丁目6-10 
親和銀行アクサ小倉ビル7階
http://www.nafco.tv

全員参加、衆知結集の社風
事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守

人事部
093-521-5155
093-521-1694

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 福岡県

大学教官等からの 
個別要請対応
福岡県インターンシップ
推進協議会

支給して
いない 食事代 1～ 10 夏期 2週間

25

セレスティカ・
ジャパン㈱ 
アフターマー
ケットサービ
シズ、群馬

〒373-0015
群馬県太田市東新町450-3
http://www.celestica.co.jp

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
目的意識

人事・総務部
0276-37-6713
0276-37-6911

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 7月～ 8月 1週間

大学教官等からの 
個別要請対応
関東地域インターンシッ
プ推進協会「KIPC」
インターンシップ推進支
援センター
地域経営者協会

支給して
いない

赴任旅費
宿泊施設 1～ 10 随時 1週間

26
生活協同組合
コープ 
いしかわ

〒920-2148
石川県石川郡鶴来町行町西
1番地
http://www.coop-ishikawa.or.jp/

世界的に注目される共同購入シ
ステムを中心として、顧客であ
る組合員の豊かで安全安心な食
生活づくり、地域づくりに貢献
しています。

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
目的意識

人事総務部
076-275-7575
076-275-9950

http://www.coop-ishikawa.
or.jp/
soumu@coop-ishikawa.or.jp

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 石川県 その他 支給して

いない 1～ 10 夏期 2週間

27 ㈱カスク 052-971-2671

28 ㈱キョーパル

〒600-8895
京都市下京区西七条
東石ヶ坪町24
http://www.kyopal.co.jp

挨拶など基本的社会マナー 075-326-2580
075-326-2581

1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 京都府 （財）大学コンソーシアム
京都

支給して
いない 1～ 10 夏期 2週間

29 ㈱ヤナセ 
奈良支店

〒630-8115
奈良市大宮町4丁目459番1号

今年創業90周年の輸入自動車
販売の会社です。

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
目的意識

販売課
0742-35-1171
0742-36-1191

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 支給して

いない 1～ 10 夏期 1週間

30 ㈱イシマル
〒851-0134
長崎市田中町587-1
http://www.ishimaru.ne.jp

この人に出会えてよかった。そ
う思える社員がたくさんいる会
社です。

挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守
目的意識

企画室
095-834-0359
095-834-0350

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1週間 長崎県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 1週間

31 秋田 
トヨペット㈱

〒010-0941
秋田市川尻町字大川反233の7
http://www.toyota.co.jp/
akitatoyopet/

トヨタ自動車と共に培ってきた
経営体質。 協調性・チームワーク

総務室　人事
企画グループ
018-862-4170
018-862-0050

http://www.toyota.co.jp/
akitatoyopet/
somu@akita-toyopet.co.jp

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間 秋田県 外部推進支援機関 支給して

いない 未定

32 ㈱ヤマザワ
〒990-8585
山形市あこや町3-8-9
http://www.yamazawa.co.jp

山形県、宮城県で展開するスー
パーマーケットチェーン。

大学窓口の一本化
挨拶など基本的社会マナー

人事教育部
023-631-8880
023-631-2270

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 1週間 山形県

宮城県
大学教官等からの 
個別要請対応

支給して
いない 未定

33 ㈱ボンラパス 〒815-0083
福岡市南区高宮5丁目1番1号

「こだわりの食品館」をテーマ
に、食生活の提案を続けている
会社です。その他、酒類、生活
雑貨の販売も行っています。

挨拶など基本的社会マナー
目的意識

総務部
092-523-6855
092-526-5630

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間 福岡県 福岡県インターンシップ

推進協議会
支給して
いない 食事代 1～ 10 夏期 1週間

34 ㈱県民百貨店 〒860-8668
熊本市桜町3-22 目的意識

人事
096-322-1101
096-355-7187

大学生
文理問わず 1～ 10 随時

3月～ 4月
5月～ 6月
9月～ 10月
11月～ 12月

支給して
いない 1～ 10 随時

35 奈良日産 
自動車㈱

〒630-8123
奈良県奈良市三条大宮町
1番5号
http://www.nara-nissan.co.jp

創業50年を迎え、よりお客様
のニーズに答え、新しい発想で
商品を提案する企業を目指して
います。

大学窓口の一本化
目的意識

総務部
0742-33-1121
0742-33-1124

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 1月～ 2月 2週間 奈良県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 2週間

企業（小売）
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20 クラギ㈱
〒515-0818
三重県松阪市川井町539
http://www.kuragi.co.jp

農業、園芸関連の専門店とし
て、お客様のニーズに合った商
品を接客を通して、提案してい
る企業です。現在、36店舗展
開中。

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
守秘義務の厳守

管理部人事課
0598-26-1111
0598-26-1113

大学生
文理問わず 1～ 10 春期

夏期
3月～ 4月
7月～ 8月 1週間 三重県

自社HPによる公募
大学教官等からの 
個別要請対応

支給して
いない 1～ 10 春期

夏期 1週間

21 トヨタカローラ
栃木㈱

〒321-0194
栃木県宇都宮市上横田町
798

クルマの販売という枠に捕われ
ず、地域活性の立役者になるべ
く活動を続けております。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
守秘義務の厳守
目的意識

総務部総務課
025-658-2111
028-659-4115

https://www.campusweb.jp/
サイト「ハイパーキャンパス」

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 3月～ 4月

5月～ 6月 1週間 栃木県 地域経営者協会 支給して
いない 1～ 10 随時 1週間

22 イワタニ山陽㈱ 〒739-0321
広島市安芸区中野1-7-1

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク

広島支店
082-892-3111
082-892-3580

大学生
文理問わず 未定

23 ㈱橘百貨店
〒880-0001
宮崎市橘通西3-10-32
http://www.bonbelta.com

実際に百貨店の店頭で販売業務
を体験。

守秘義務の厳守
目的意識

管理本部
0985-26-2301
0985-25-1011

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 3月～ 4月 1週間 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 1週間

24 ㈱ナフコ

〒802-0006
福岡県北九州市小倉北区魚町
2丁目6-10 
親和銀行アクサ小倉ビル7階
http://www.nafco.tv

全員参加、衆知結集の社風
事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守

人事部
093-521-5155
093-521-1694

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 福岡県

大学教官等からの 
個別要請対応
福岡県インターンシップ
推進協議会

支給して
いない 食事代 1～ 10 夏期 2週間

25

セレスティカ・
ジャパン㈱ 
アフターマー
ケットサービ
シズ、群馬

〒373-0015
群馬県太田市東新町450-3
http://www.celestica.co.jp

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
目的意識

人事・総務部
0276-37-6713
0276-37-6911

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 7月～ 8月 1週間

大学教官等からの 
個別要請対応
関東地域インターンシッ
プ推進協会「KIPC」
インターンシップ推進支
援センター
地域経営者協会

支給して
いない

赴任旅費
宿泊施設 1～ 10 随時 1週間

26
生活協同組合
コープ 
いしかわ

〒920-2148
石川県石川郡鶴来町行町西
1番地
http://www.coop-ishikawa.or.jp/

世界的に注目される共同購入シ
ステムを中心として、顧客であ
る組合員の豊かで安全安心な食
生活づくり、地域づくりに貢献
しています。

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
目的意識

人事総務部
076-275-7575
076-275-9950

http://www.coop-ishikawa.
or.jp/
soumu@coop-ishikawa.or.jp

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 石川県 その他 支給して

いない 1～ 10 夏期 2週間

27 ㈱カスク 052-971-2671

28 ㈱キョーパル

〒600-8895
京都市下京区西七条
東石ヶ坪町24
http://www.kyopal.co.jp

挨拶など基本的社会マナー 075-326-2580
075-326-2581

1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 京都府 （財）大学コンソーシアム
京都

支給して
いない 1～ 10 夏期 2週間

29 ㈱ヤナセ 
奈良支店

〒630-8115
奈良市大宮町4丁目459番1号

今年創業90周年の輸入自動車
販売の会社です。

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
目的意識

販売課
0742-35-1171
0742-36-1191

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 支給して

いない 1～ 10 夏期 1週間

30 ㈱イシマル
〒851-0134
長崎市田中町587-1
http://www.ishimaru.ne.jp

この人に出会えてよかった。そ
う思える社員がたくさんいる会
社です。

挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守
目的意識

企画室
095-834-0359
095-834-0350

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1週間 長崎県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 1週間

31 秋田 
トヨペット㈱

〒010-0941
秋田市川尻町字大川反233の7
http://www.toyota.co.jp/
akitatoyopet/

トヨタ自動車と共に培ってきた
経営体質。 協調性・チームワーク

総務室　人事
企画グループ
018-862-4170
018-862-0050

http://www.toyota.co.jp/
akitatoyopet/
somu@akita-toyopet.co.jp

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間 秋田県 外部推進支援機関 支給して

いない 未定

32 ㈱ヤマザワ
〒990-8585
山形市あこや町3-8-9
http://www.yamazawa.co.jp

山形県、宮城県で展開するスー
パーマーケットチェーン。

大学窓口の一本化
挨拶など基本的社会マナー

人事教育部
023-631-8880
023-631-2270

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 1週間 山形県

宮城県
大学教官等からの 
個別要請対応

支給して
いない 未定

33 ㈱ボンラパス 〒815-0083
福岡市南区高宮5丁目1番1号

「こだわりの食品館」をテーマ
に、食生活の提案を続けている
会社です。その他、酒類、生活
雑貨の販売も行っています。

挨拶など基本的社会マナー
目的意識

総務部
092-523-6855
092-526-5630

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間 福岡県 福岡県インターンシップ

推進協議会
支給して
いない 食事代 1～ 10 夏期 1週間

34 ㈱県民百貨店 〒860-8668
熊本市桜町3-22 目的意識

人事
096-322-1101
096-355-7187

大学生
文理問わず 1～ 10 随時

3月～ 4月
5月～ 6月
9月～ 10月
11月～ 12月

支給して
いない 1～ 10 随時

35 奈良日産 
自動車㈱

〒630-8123
奈良県奈良市三条大宮町
1番5号
http://www.nara-nissan.co.jp

創業50年を迎え、よりお客様
のニーズに答え、新しい発想で
商品を提案する企業を目指して
います。

大学窓口の一本化
目的意識

総務部
0742-33-1121
0742-33-1124

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 1月～ 2月 2週間 奈良県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 2週間

企業（小売）
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No. 社（機関）名 住所
企業URL 企業PR 学生・大学への要望

インターンシップ窓口 H16受入実績 H17受入計画

部署
TEL
FAX

URL
メールアドレス 対象学生 人数 受入

時期 募集時期 受入期間 研修地 募集の方法 報酬 宿泊施設や
交通費の提供 人数 時期 期間

36 奈良トヨタ 
自動車㈱

〒636-0226
奈良県磯城郡田原本町唐古
296番地
http://www.toyota.co.jp/
naratoyota/

県内自動車販売会社において
は、売り上げ・利益・シェア、
いずれも№1を維持し続ける圧
倒的な強さを誇っています。

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
目的意識

人事課
07443-2-8001
07443-2-7918

大学生
文系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 2週間

37 千葉トヨタ 
自動車㈱

〒260-0032
千葉市中央区登戸2丁目2番
7号
http://www.chibatoyota.co.jp

人事部 
人事第二課
043-302-8830
043-248-8297

大学生
文系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間 千葉県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 1週間

38 秋田いすゞ 
自動車㈱

〒010-0967
秋田市高陽幸町14番30号
http://www.akita-isuzu.co.jp

県内トラックシェアNo.1で、プラ
イスリーダーを目標に努力してお
ります。インターンシップは高校
生を対象に行なっております。

総務部総務課
018-862-6601
018-862-5744

大学生
理系 1～ 10 夏期 3週間

21. 金融・保険

1 東京海上日動
火災保険㈱

〒100-0005
千代田区丸の内1-2-1
http://www.tokiomarine-
nichido.co.jp/

当社は「安心と安全の提供を通
じて社会の発展に貢献する」こ
とを経営理念に掲げ、長年にわ
たる実績とノウハウを基に最適
なリスクコンサルティングを企
業や個人に提供しています。

協調性・チームワーク
目的意識

人事企画部採
用・能力開発
グループ
03-3217-0700
03-5223-0468

大学生また
は大学院生
文理問わず

11～ 30 夏期 7月～ 8月 2週間 東京都 自社HPによる公募 支給して
いない

通勤交通費
昼食現物支給 未定

2 インタープラ
ンニング㈲

〒420-0852
静岡県静岡市紺屋町3-10 
中島屋ビル6階
http://www.inter-garden.com

自由。やる気と行動力を尊重。 研修中の教職員による巡
回訪問

デザイン
054-221-4458
054-221-4454

大学生
文系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1ヶ月

3ヶ月以上 静岡県 大学教官等からの 
個別要請対応

アルバイ
ト程度

3 ㈱百十四銀行
〒760-0050
香川県高松市亀井町
五番地の壱

一般的教養・知識・社会
常識
守秘義務の厳守

人事部人事 
企画グループ
087-836-2755
087-836-3679

大学生
文系 11～ 30 夏期 7月～ 8月 1週間 香川県

大学教官等からの 
個別要請対応
外部推進支援機関

支給して
いない 未定

大学生
理系 11～ 30 夏期 7月～ 8月 1週間 香川県

大学教官等からの 
個別要請対応
外部推進支援機関

支給して
いない 未定

4 ㈱山形 
しあわせ銀行

〒990-8611
山形県山形市旅篭町三丁目
2番3号
http://www.shiawase.co.jp

当行は、地域金融機関の本来の
使命である「お客様一人ひとり
との繋がりを大切にし、お客様
と歩む」という方針を上げ、「お
客様への価値を創造し、感動
を提供する銀行」の実現に向け、
鋭意努力している。

一般的教養・知識・社会
常識
守秘義務の厳守
目的意識

経営企画室 
感動研修課
023-628-3808
023-625-1844

大学生
文系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間 山形県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 1～ 10 夏期 1週間

5 インターソシ
オシステム㈱

〒312-0048
茨城県ひたちなか市春日町
8-4
http://www.socio.co.jp

個人の意思を大切にし、楽しく
仕事ができる様に心掛けていま
す。その為にも意見をどんどん
言ってきて欲しいので、そうい
う雰囲気を作っています。

事前教育の実施
営業部
029-276-1511
029-276-1535

info-jinji@socio.co.jp

大学生
理系 1～ 10 随時 1週間

大学院生
理系 1～ 10 随時 1週間

6 ㈱荘内銀行
〒997-0034
鶴岡市本町1-9-7
http://www.shonai.co.jp

当行は、規制緩和による業務範
囲拡大に積極的に対応し、「地域
の発展と共にある銀行」として、
常にお客さまの視点から考え、
最善のサービスをお届けしてい
ます。

大学窓口の一本化
挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守
目的意識

企画部
0235-28-2418
0235-28-2427

大学生
文理問わず 11～ 30 夏期 7月～ 8月 1週間 山形県

自社HPによる公募
大学教官等からの 
個別要請対応

支給して
いない 未定

7
アイティ・ 
インター 
ナショナル㈱

〒420-0031
静岡県静岡市呉服町1-5-13
すみやアネックスビル8階
http://www.it-int.com/

ベンチャー IT企業として映像配
信も研究事業として行っている。

大学窓口の一本化
挨拶など基本的社会マナー
パソコン技能
目的意識

総務担当
054-205-6300
054-205-6301

jinji2@it-int.com

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 2週間 静岡県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 1～ 10 随時 2週間

1ヶ月
大学生
理系 1～ 10 夏期 3ヶ月以上 静岡県 ジェトロ アルバイ

ト程度 宿泊施設 未定

8 金沢信用金庫

〒920-0961
金沢市香林坊一丁目三番八号
http://www.shinkin.co.jp/
kanazawa/

金沢信用金庫は、お客様の笑顔
に対して笑顔で応える責任と自
信を培いながら、「選ばれる金融
機関」として前進しています。

大学窓口の一本化
守秘義務の厳守
目的意識

人事教育部
076-231-0059
076-231-7966

t.takamoto@kinshin.co.jp
大学生

文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1週間 石川県 地域経営者協会 支給して
いない 1～ 10 夏期 1週間

9
㈱ベリタス 
インター 
ナショナル

〒150-0012
渋谷区広尾1-11-2 
AIDS広尾ビル603
http://www.veritas-int.com

・多国籍社員の中での仕事体験。
・OnJTによるインターンシップ。
・海外留学経験など異文化での
体験を生かせます。創業者によ
る直接トレーニング。正社員に
選考される事もあります。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
パソコン技能
英語力
守秘義務の厳守
目的意識

人事
03-3440-8404
03-3440-8474

mail@veritas-int.com

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 9月～ 10月

11月～ 12月
1ヶ月

3ヶ月以上
1日1000
円程度 通勤交通費 1～ 10 随時 3ヶ月以上

大学院生
文理問わず 1～ 10 随時 9月～ 10月

11月～ 12月
1ヶ月

3ヶ月以上
1日1000
円程度 通勤交通費 1～ 10 随時 3ヶ月以上

企業（金融・保険）
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企業URL 企業PR 学生・大学への要望
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FAX
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36 奈良トヨタ 
自動車㈱

〒636-0226
奈良県磯城郡田原本町唐古
296番地
http://www.toyota.co.jp/
naratoyota/

県内自動車販売会社において
は、売り上げ・利益・シェア、
いずれも№1を維持し続ける圧
倒的な強さを誇っています。

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
目的意識

人事課
07443-2-8001
07443-2-7918

大学生
文系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 2週間

37 千葉トヨタ 
自動車㈱

〒260-0032
千葉市中央区登戸2丁目2番
7号
http://www.chibatoyota.co.jp

人事部 
人事第二課
043-302-8830
043-248-8297

大学生
文系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間 千葉県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 1週間

38 秋田いすゞ 
自動車㈱

〒010-0967
秋田市高陽幸町14番30号
http://www.akita-isuzu.co.jp

県内トラックシェアNo.1で、プラ
イスリーダーを目標に努力してお
ります。インターンシップは高校
生を対象に行なっております。

総務部総務課
018-862-6601
018-862-5744

大学生
理系 1～ 10 夏期 3週間

21. 金融・保険

1 東京海上日動
火災保険㈱

〒100-0005
千代田区丸の内1-2-1
http://www.tokiomarine-
nichido.co.jp/

当社は「安心と安全の提供を通
じて社会の発展に貢献する」こ
とを経営理念に掲げ、長年にわ
たる実績とノウハウを基に最適
なリスクコンサルティングを企
業や個人に提供しています。

協調性・チームワーク
目的意識

人事企画部採
用・能力開発
グループ
03-3217-0700
03-5223-0468

大学生また
は大学院生
文理問わず

11～ 30 夏期 7月～ 8月 2週間 東京都 自社HPによる公募 支給して
いない

通勤交通費
昼食現物支給 未定

2 インタープラ
ンニング㈲

〒420-0852
静岡県静岡市紺屋町3-10 
中島屋ビル6階
http://www.inter-garden.com

自由。やる気と行動力を尊重。 研修中の教職員による巡
回訪問

デザイン
054-221-4458
054-221-4454

大学生
文系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1ヶ月

3ヶ月以上 静岡県 大学教官等からの 
個別要請対応

アルバイ
ト程度

3 ㈱百十四銀行
〒760-0050
香川県高松市亀井町
五番地の壱

一般的教養・知識・社会
常識
守秘義務の厳守

人事部人事 
企画グループ
087-836-2755
087-836-3679

大学生
文系 11～ 30 夏期 7月～ 8月 1週間 香川県

大学教官等からの 
個別要請対応
外部推進支援機関

支給して
いない 未定

大学生
理系 11～ 30 夏期 7月～ 8月 1週間 香川県

大学教官等からの 
個別要請対応
外部推進支援機関

支給して
いない 未定

4 ㈱山形 
しあわせ銀行

〒990-8611
山形県山形市旅篭町三丁目
2番3号
http://www.shiawase.co.jp

当行は、地域金融機関の本来の
使命である「お客様一人ひとり
との繋がりを大切にし、お客様
と歩む」という方針を上げ、「お
客様への価値を創造し、感動
を提供する銀行」の実現に向け、
鋭意努力している。

一般的教養・知識・社会
常識
守秘義務の厳守
目的意識

経営企画室 
感動研修課
023-628-3808
023-625-1844

大学生
文系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間 山形県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 1～ 10 夏期 1週間

5 インターソシ
オシステム㈱

〒312-0048
茨城県ひたちなか市春日町
8-4
http://www.socio.co.jp

個人の意思を大切にし、楽しく
仕事ができる様に心掛けていま
す。その為にも意見をどんどん
言ってきて欲しいので、そうい
う雰囲気を作っています。

事前教育の実施
営業部
029-276-1511
029-276-1535

info-jinji@socio.co.jp

大学生
理系 1～ 10 随時 1週間

大学院生
理系 1～ 10 随時 1週間

6 ㈱荘内銀行
〒997-0034
鶴岡市本町1-9-7
http://www.shonai.co.jp

当行は、規制緩和による業務範
囲拡大に積極的に対応し、「地域
の発展と共にある銀行」として、
常にお客さまの視点から考え、
最善のサービスをお届けしてい
ます。

大学窓口の一本化
挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守
目的意識

企画部
0235-28-2418
0235-28-2427

大学生
文理問わず 11～ 30 夏期 7月～ 8月 1週間 山形県

自社HPによる公募
大学教官等からの 
個別要請対応

支給して
いない 未定

7
アイティ・ 
インター 
ナショナル㈱

〒420-0031
静岡県静岡市呉服町1-5-13
すみやアネックスビル8階
http://www.it-int.com/

ベンチャー IT企業として映像配
信も研究事業として行っている。

大学窓口の一本化
挨拶など基本的社会マナー
パソコン技能
目的意識

総務担当
054-205-6300
054-205-6301

jinji2@it-int.com

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 2週間 静岡県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 1～ 10 随時 2週間

1ヶ月
大学生
理系 1～ 10 夏期 3ヶ月以上 静岡県 ジェトロ アルバイ

ト程度 宿泊施設 未定

8 金沢信用金庫

〒920-0961
金沢市香林坊一丁目三番八号
http://www.shinkin.co.jp/
kanazawa/

金沢信用金庫は、お客様の笑顔
に対して笑顔で応える責任と自
信を培いながら、「選ばれる金融
機関」として前進しています。

大学窓口の一本化
守秘義務の厳守
目的意識

人事教育部
076-231-0059
076-231-7966

t.takamoto@kinshin.co.jp
大学生

文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1週間 石川県 地域経営者協会 支給して
いない 1～ 10 夏期 1週間

9
㈱ベリタス 
インター 
ナショナル

〒150-0012
渋谷区広尾1-11-2 
AIDS広尾ビル603
http://www.veritas-int.com

・多国籍社員の中での仕事体験。
・OnJTによるインターンシップ。
・海外留学経験など異文化での
体験を生かせます。創業者によ
る直接トレーニング。正社員に
選考される事もあります。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
パソコン技能
英語力
守秘義務の厳守
目的意識

人事
03-3440-8404
03-3440-8474

mail@veritas-int.com

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 9月～ 10月

11月～ 12月
1ヶ月

3ヶ月以上
1日1000
円程度 通勤交通費 1～ 10 随時 3ヶ月以上

大学院生
文理問わず 1～ 10 随時 9月～ 10月

11月～ 12月
1ヶ月

3ヶ月以上
1日1000
円程度 通勤交通費 1～ 10 随時 3ヶ月以上

企業（金融・保険）
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企業URL 企業PR 学生・大学への要望

インターンシップ窓口 H16受入実績 H17受入計画

部署
TEL
FAX

URL
メールアドレス 対象学生 人数 受入

時期 募集時期 受入期間 研修地 募集の方法 報酬 宿泊施設や
交通費の提供 人数 時期 期間

10 ㈱セントラル
ファイナンス

〒460-8670
名古屋市中区錦3-20-27　
御幸ビル7F
http://www.cfweb.co.jp/

当社は、インターンシップを6
年前から導入。受入学生数は延
べ40名。

協調性・チームワーク
守秘義務の厳守
目的意識

人事部能力開
発室
052-203-1172
052-203-0868

大学生
文系 1～ 10 春期 1月～ 2月 2週間 愛知県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 1～ 10 春期 2週間

大学生
文系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 愛知県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 未定

22. 不動産

1 タカラ不動産㈱
〒920-0853
金沢市本町2-3-5
http://www.takara.ac

当社は接客を中心に不動産賃
貸・管理・営繕を3部門を研修
しています。

挨拶など基本的社会マナー
総務部
076-233-3036
076-264-9156

http://www.takara.ac
大学生

文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 石川県 地域経営者協会 支給して
いない

通勤交通費
食事代 1～ 10 夏期 2週間

2 ㈱ゼクス

〒160-0004
東京都新宿区四谷4-28-4 
YKBエンサインビル6F
http://www.zecs.co.jp

社名の由来でもある「究極の顧
客満足（ZenithExcellentCustome
rsSatisfaction）」を追求し、不動
産コンサルティングからシニア
ハウジング、リゾート施設等、
幅広く行っております。

総務・人事部
03-3226-5977
03-3226-5979

大学生また
は大学院生
文理問わず

1～ 10 冬期 9月～ 10月 1週間 東京都 自社HPによる公募 1日1000
円程度 通勤交通費 11～ 30 夏期 2週間

3 ㈱アイディー
ユー

〒530-0001
大阪市北区梅田2-2-2
http://www.idu.jp

不動産取引にオークションを導
入。透明性、公平性、経済合理
性の高い新しい不動産流通の確
立を目指しています。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
不動産に対する興味

総務部
06-6452-7773
06-6452-7772

recruit@idu.jp

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 3ヶ月以上 東京都

大阪府
㈱ドリームキャリア「イ
ンターンナビ」

アルバイ
ト程度 1～ 10 随時 3ヶ月以上

大学院生
文理問わず 1～ 10 随時 3ヶ月以上 東京都

大阪府
㈱ドリームキャリア「イ
ンターンナビ」

アルバイ
ト程度 1～ 10 随時 3ヶ月以上

23. 飲食店・宿泊業
1 日田の宿 

よろづや
〒877-0044
大分県日田市隈1-3-12

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク

0973-22-3138
0973-23-3300

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 食事代 1～ 10 未定

2 ババ㈱

〒565-0862
大阪府吹田市津雲台2丁目
6-21
http://babapos.to/

ペット産業と飲食業。ワンちゃ
んの福祉をまん中に置く企業理
念。オーナーは動物愛護活動の
シェルターの代表。欧米並みの
ペットとの共生を実現したい。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
パソコン技能
ワンちゃんが大好きな
方。

経営本部
06-6871-0017
06-6871-4499

baba@pos.to

大学生
文理問わず 1～ 10 随時

1月～ 2月
3月～ 4月
5月～ 6月
7月～ 8月
9月～ 10月
11月～ 12月

2週間 大阪府 大学教官等からの 
個別要請対応

支給して
いない 食事現物支給 1～ 10 随時 2週間

大学院生
文理問わず 1～ 10 随時

1月～ 2月
3月～ 4月
5月～ 6月
7月～ 8月
9月～ 10月
11月～ 12月

2週間 大阪府 大学教官等からの 
個別要請対応

支給して
いない 食事現物支給 1～ 10 随時 2週間

3 フルーツパーク
富士屋ホテル

〒405-0043
山梨県山梨市江曽原1388

夜景のすばらしさ（新日本三代
夜景）。食事のおいしさ（和・洋・
中）。老人にもやさしい（バリア
フリー）。

挨拶など基本的社会マナー
目的意識

総務課
0553-22-8137
0553-22-8138

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 1～ 10 夏期 2週間

3週間

4 鳥羽シーサイ
ドホテル㈱

〒517-0021
三重県鳥羽市安楽島町
1084番地
http://www.tobaseasidehotel.
co.jp/

伊勢志摩№1の大型旅館です。 挨拶など基本的社会マナー
総務
0599-25-5151
0599-25-6552

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 三重県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない

食事代
宿泊施設 1～ 10 夏期 2週間

5 ㈱下電ホテル

〒711-0924
岡山県倉敷市大畠
1666番地の2
http://www.tiki.ne.jp/
^shimoden/

瀬戸内海国立公園特別景勝地鷲
羽山麓の海岸に位置し、瀬戸大
橋が一望出来ます。春秋は一般
観光客及び修学旅行に、又夏は
御家族連れで海水浴にと多数の
御来館を賜っています。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
目的意識
お客様に違和感を与えな
い様相。

総務部
086-479-7111
086-479-7117

shimoden@hrsd.jp
大学生

文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月
7月～ 8月 1ヶ月 岡山県 地域経営者協会 アルバイ

ト程度
食事代
宿泊施設 1～ 10 夏期 1ヶ月

6
㈱リーガ 
ロイヤルホテル
小倉

〒802-0001
福岡県北九州市小倉北区
浅野2-14-2

一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク

総務・経理課
093-531-5566
093-531-2622

大学生
文系 1～ 10 随時 3週間 福岡県インターンシップ

推進協議会
支給して
いない 1～ 10 随時 3週間

7

㈱ロイヤルホ
テル 
リーガロイヤ
ルホテル京都

〒600-8237
京都市下京区東堀川通
塩小路下ル松明町1
http://www.rihga-kyoto.co.jp

リーガロイヤルホテル京都は関西
の名門リーガロイヤルホテルの
伝統に息づくインターナショナル
なおもてなしのノウハウを生かし
京都でトップクラスのホテルとし
て世界各国のVIPから京都観光
を楽しむご家族までまごころこめ
たおもてなしでお迎え致しており
ます。

大学窓口の一本化
協調性・チームワーク
目的意識

管理部総務 
人事チーム
075-361-3331
075-361-9100

kyoto-jinji@rihga.co.jp
大学生
文系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 3週間 京都府 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 1～ 10 随時 3週間

企業（不動産、飲食店・宿泊業）
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10 ㈱セントラル
ファイナンス

〒460-8670
名古屋市中区錦3-20-27　
御幸ビル7F
http://www.cfweb.co.jp/

当社は、インターンシップを6
年前から導入。受入学生数は延
べ40名。

協調性・チームワーク
守秘義務の厳守
目的意識

人事部能力開
発室
052-203-1172
052-203-0868

大学生
文系 1～ 10 春期 1月～ 2月 2週間 愛知県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 1～ 10 春期 2週間

大学生
文系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 愛知県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 未定

22. 不動産

1 タカラ不動産㈱
〒920-0853
金沢市本町2-3-5
http://www.takara.ac

当社は接客を中心に不動産賃
貸・管理・営繕を3部門を研修
しています。

挨拶など基本的社会マナー
総務部
076-233-3036
076-264-9156

http://www.takara.ac
大学生

文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 石川県 地域経営者協会 支給して
いない

通勤交通費
食事代 1～ 10 夏期 2週間

2 ㈱ゼクス

〒160-0004
東京都新宿区四谷4-28-4 
YKBエンサインビル6F
http://www.zecs.co.jp

社名の由来でもある「究極の顧
客満足（ZenithExcellentCustome
rsSatisfaction）」を追求し、不動
産コンサルティングからシニア
ハウジング、リゾート施設等、
幅広く行っております。

総務・人事部
03-3226-5977
03-3226-5979

大学生また
は大学院生
文理問わず

1～ 10 冬期 9月～ 10月 1週間 東京都 自社HPによる公募 1日1000
円程度 通勤交通費 11～ 30 夏期 2週間

3 ㈱アイディー
ユー

〒530-0001
大阪市北区梅田2-2-2
http://www.idu.jp

不動産取引にオークションを導
入。透明性、公平性、経済合理
性の高い新しい不動産流通の確
立を目指しています。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
不動産に対する興味

総務部
06-6452-7773
06-6452-7772

recruit@idu.jp

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 3ヶ月以上 東京都

大阪府
㈱ドリームキャリア「イ
ンターンナビ」

アルバイ
ト程度 1～ 10 随時 3ヶ月以上

大学院生
文理問わず 1～ 10 随時 3ヶ月以上 東京都

大阪府
㈱ドリームキャリア「イ
ンターンナビ」

アルバイ
ト程度 1～ 10 随時 3ヶ月以上

23. 飲食店・宿泊業
1 日田の宿 

よろづや
〒877-0044
大分県日田市隈1-3-12

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク

0973-22-3138
0973-23-3300

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 食事代 1～ 10 未定

2 ババ㈱

〒565-0862
大阪府吹田市津雲台2丁目
6-21
http://babapos.to/

ペット産業と飲食業。ワンちゃ
んの福祉をまん中に置く企業理
念。オーナーは動物愛護活動の
シェルターの代表。欧米並みの
ペットとの共生を実現したい。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
パソコン技能
ワンちゃんが大好きな
方。

経営本部
06-6871-0017
06-6871-4499

baba@pos.to

大学生
文理問わず 1～ 10 随時

1月～ 2月
3月～ 4月
5月～ 6月
7月～ 8月
9月～ 10月
11月～ 12月

2週間 大阪府 大学教官等からの 
個別要請対応

支給して
いない 食事現物支給 1～ 10 随時 2週間

大学院生
文理問わず 1～ 10 随時

1月～ 2月
3月～ 4月
5月～ 6月
7月～ 8月
9月～ 10月
11月～ 12月

2週間 大阪府 大学教官等からの 
個別要請対応

支給して
いない 食事現物支給 1～ 10 随時 2週間

3 フルーツパーク
富士屋ホテル

〒405-0043
山梨県山梨市江曽原1388

夜景のすばらしさ（新日本三代
夜景）。食事のおいしさ（和・洋・
中）。老人にもやさしい（バリア
フリー）。

挨拶など基本的社会マナー
目的意識

総務課
0553-22-8137
0553-22-8138

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 1～ 10 夏期 2週間

3週間

4 鳥羽シーサイ
ドホテル㈱

〒517-0021
三重県鳥羽市安楽島町
1084番地
http://www.tobaseasidehotel.
co.jp/

伊勢志摩№1の大型旅館です。 挨拶など基本的社会マナー
総務
0599-25-5151
0599-25-6552

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 三重県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない

食事代
宿泊施設 1～ 10 夏期 2週間

5 ㈱下電ホテル

〒711-0924
岡山県倉敷市大畠
1666番地の2
http://www.tiki.ne.jp/
^shimoden/

瀬戸内海国立公園特別景勝地鷲
羽山麓の海岸に位置し、瀬戸大
橋が一望出来ます。春秋は一般
観光客及び修学旅行に、又夏は
御家族連れで海水浴にと多数の
御来館を賜っています。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
目的意識
お客様に違和感を与えな
い様相。

総務部
086-479-7111
086-479-7117

shimoden@hrsd.jp
大学生

文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月
7月～ 8月 1ヶ月 岡山県 地域経営者協会 アルバイ

ト程度
食事代
宿泊施設 1～ 10 夏期 1ヶ月

6
㈱リーガ 
ロイヤルホテル
小倉

〒802-0001
福岡県北九州市小倉北区
浅野2-14-2

一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク

総務・経理課
093-531-5566
093-531-2622

大学生
文系 1～ 10 随時 3週間 福岡県インターンシップ

推進協議会
支給して
いない 1～ 10 随時 3週間

7

㈱ロイヤルホ
テル 
リーガロイヤ
ルホテル京都

〒600-8237
京都市下京区東堀川通
塩小路下ル松明町1
http://www.rihga-kyoto.co.jp

リーガロイヤルホテル京都は関西
の名門リーガロイヤルホテルの
伝統に息づくインターナショナル
なおもてなしのノウハウを生かし
京都でトップクラスのホテルとし
て世界各国のVIPから京都観光
を楽しむご家族までまごころこめ
たおもてなしでお迎え致しており
ます。

大学窓口の一本化
協調性・チームワーク
目的意識

管理部総務 
人事チーム
075-361-3331
075-361-9100

kyoto-jinji@rihga.co.jp
大学生
文系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 3週間 京都府 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 1～ 10 随時 3週間

企業（不動産、飲食店・宿泊業）
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8 ㈲神の湯 
「てんてん手毬」

〒690-0852
島根県松江市千鳥町73

1.21世紀の産業と言われている
観光の一翼を担う産業です。
2.日本文化・地元の文化を担う
旅館を目指します。
3.特化した旅館を目指します。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
守秘義務の厳守
目的意識

インターン
シップ係
0852-21-2655
0852-26-7460

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 1週間 島根県 インターンシップ推進支

援センター
支給して
いない 食事代 1～ 10 随時 1週間

9 ㈱ホテル 
ゆのくに

〒922-0242
加賀市山代温泉19-49-1
http://www.yunokuni.jp

山代温泉でトップクラスの集客
である温泉旅館です。館内はい
つも明るく清潔で賑わいがあり
いつでも何度でも多目的にご利
用頂ける高質旅館を目指してい
ます。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
目的意識

総務部
0761-77-1234
0761-77-1260

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月

7月～ 8月 2週間 石川県
大学教官等からの 
個別要請対応
外部推進支援機関

支給して
いない

食事代
旅館内にて宿泊 1～ 10 夏期 2週間

大学院生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月

7月～ 8月 2週間 石川県
大学教官等からの 
個別要請対応
外部推進支援機関

支給して
いない

食事代
旅館内にて宿泊 1～ 10 夏期 2週間

10
富士屋ホテル
㈱甲府富士屋
ホテル

〒400-0073
山梨県甲府市湯村3-2-30
http://www.fujiyahotel.co.jp

日本初の本格リゾートホテル
「箱根宮ノ下富士屋ホテル」を代
表とする富士屋ホテルチェーン
の一つ。一流のサービスで国際
感覚とマナーを習得出来ます。

目的意識
総務部総務課
055-254-0054
053-240-0200

大学生
文系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1ヶ月 山梨県 地域経営者協会 支給して

いない
通勤交通費
食事代 未定

大学生
文系 1～ 10 秋期 5月～ 6月 1週間 山梨県 地域経営者協会 支給して

いない 食事代 未定

11 ㈱ホテルグラ
ンヴィア岡山

〒700-8515
岡山県岡山市駅元町1-5
http://www.granvia-oka.co.jp/

ホテル業ならではのコミュニケー
ション能力の体験は、社会人と
しての基本的なマナー育成の参
考となると思います。

目的意識
総務部人事課
086-234-7000
086-234-7091

recruit@granvia-oka.co.jp
大学生

文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間 岡山県 地域経営者協会 支給して
いない 1～ 10 夏期 1週間

12 大広観光㈱
〒725-0021
広島県竹原市竹原町3591
daikoen@nx91.tiki.ne.jp

地域№1の広さ（会場）多目的
ホールを多く持ち、ホテル・宴
会・サウナ風呂を経営していま
す。

挨拶など基本的社会マナー
目的意識

社長
0846-22-2970
0846-22-7822

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 2週間 広島県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない

食事代
宿泊施設 1～ 10 随時 2週間

13
リゾートホテ
ルヴィライナ
ワシロ

〒969-3102
福島県耶麻郡猪苗代町字葉
山7105
http://www.villa.co.jp/

・磐梯山にあるオールシーズン
のリゾートホテル。「私の別荘」
と言われるサービスを目指して
います。
・最初から接客の現場に配属し
ます。

挨拶など基本的社会マナー
目的意識

経理
0242-62-4111
0242-62-4124

saiyo@villa.co.jp
大学生

文理問わず

1月～ 2月
7月～ 8月
9月～ 10月

3週間 大学教官等からの 
個別要請対応

アルバイ
ト程度 宿泊施設 1～ 10 夏期

冬期 3週間

14

ホテルニュー
オウミ㈲ 
エッチ・エヌ・
オー

〒523-0891
滋賀県近江八幡市鷹飼町1481
http://www.newomi.co.jp

大学窓口の一本化
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
専攻分野の専門知識
守秘義務の厳守

管理部
0748-36-8804
0748-36-8811

soumu@newomi.co.jp
大学生
文系 1～ 10 春期 3週間 滋賀県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 未定

15 ㈱旅籠屋
〒111-0042
台東区寿3-3-4
http://www.hatagoya.co.jp/

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
パソコン技能
目的意識

本社
03-3847-8858
03-3847-8859

大学生また
は大学院生
文理問わず

支給して
いない 1～ 10 随時 2週間

16 ㈱札幌後楽園
ホテル

〒060-0042
札幌市中央区大通西8丁目1
http://www.sapporo-korakuen.
co.jp

協調性・チームワーク
守秘義務の厳守
目的意識

管理部 
総務グループ
011-261-4711
011-261-6654

mtutida@gms.tokyo-dome.
co.jp

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 北海道 北海道地域インターン

シップ推進協議会
支給して
いない 1～ 10 夏期 2週間

17 ㈱ホテル
キャッスル

〒990-0031
山形市十日町4丁目2-7

年功序列主義より、実力・成果
主義の会社です。お客様第一主
義！

協調性・チームワーク
総務部総務課
023-631-3311
023-631-3373

大学生
文系 1～ 10 随時 1週間 支給して

いない 1～ 10 随時 1週間

18 ホテルニュー
長崎

〒850-0057
長崎市大黒町14-5

長崎駅に隣接し、立地条件に恵
まれ、開業時より一般宴会婚礼
等のさまざまな宴席に対応して
います。又、各種料理には絶対
の自信があり、質の高いサービ
スを提供しています。

挨拶など基本的社会マナー
目的意識

総務部
095-828-7119
095-828-3395

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間 長崎県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 1週間

19 宇奈月 
国際ホテル

〒938-0282
富山県下新川郡宇奈月町
桃原7-26
http://www.alpen-rout.co.jp/
unazukikokusaihotel/

フレッシュなスタッフでさわやか
なおもてなしの宿。ホテルのもつ
機能性と日本旅館の安らぎをあ
わせ持つ温泉リゾートホテル。

事前教育の実施
研修中の教職員による巡
回訪問
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
守秘義務の厳守

総務マネージ
メント部
0765-62-1236
0765-62-1808

大学生
文理問わず 1～ 10 秋期 7月～ 8月 2週間 富山県 大学教官等からの 

個別要請対応

赴任旅費
食事代
宿泊施設
制服貸与

1～ 10 夏期

20
長野国際会館
（ホテル国際
21）

〒380-0838
長野市県町576
http://www.kokusai21.co.jp

華やかな職場に見られますが、
実はかなりハードな業務を行って
おります。見た目とのギャップを
感じてもらうことと、お客様と直
接接することでマナー等を学ん
でいただけたらと思います。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
守秘義務の厳守
目的意識

総務・人事・
教育課
026-234-1502
026-235-8970

大学生
文系 1～ 10 随時 7月～ 8月 2週間 長野県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 食事代 1～ 10 随時 2週間

企業（飲食店・宿泊業）
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No. 社（機関）名 住所
企業URL 企業PR 学生・大学への要望

インターンシップ窓口 H16受入実績 H17受入計画

部署
TEL
FAX

URL
メールアドレス 対象学生 人数 受入

時期 募集時期 受入期間 研修地 募集の方法 報酬 宿泊施設や
交通費の提供 人数 時期 期間

8 ㈲神の湯 
「てんてん手毬」

〒690-0852
島根県松江市千鳥町73

1.21世紀の産業と言われている
観光の一翼を担う産業です。
2.日本文化・地元の文化を担う
旅館を目指します。
3.特化した旅館を目指します。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
守秘義務の厳守
目的意識

インターン
シップ係
0852-21-2655
0852-26-7460

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 1週間 島根県 インターンシップ推進支

援センター
支給して
いない 食事代 1～ 10 随時 1週間

9 ㈱ホテル 
ゆのくに

〒922-0242
加賀市山代温泉19-49-1
http://www.yunokuni.jp

山代温泉でトップクラスの集客
である温泉旅館です。館内はい
つも明るく清潔で賑わいがあり
いつでも何度でも多目的にご利
用頂ける高質旅館を目指してい
ます。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
目的意識

総務部
0761-77-1234
0761-77-1260

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月

7月～ 8月 2週間 石川県
大学教官等からの 
個別要請対応
外部推進支援機関

支給して
いない

食事代
旅館内にて宿泊 1～ 10 夏期 2週間

大学院生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月

7月～ 8月 2週間 石川県
大学教官等からの 
個別要請対応
外部推進支援機関

支給して
いない

食事代
旅館内にて宿泊 1～ 10 夏期 2週間

10
富士屋ホテル
㈱甲府富士屋
ホテル

〒400-0073
山梨県甲府市湯村3-2-30
http://www.fujiyahotel.co.jp

日本初の本格リゾートホテル
「箱根宮ノ下富士屋ホテル」を代
表とする富士屋ホテルチェーン
の一つ。一流のサービスで国際
感覚とマナーを習得出来ます。

目的意識
総務部総務課
055-254-0054
053-240-0200

大学生
文系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1ヶ月 山梨県 地域経営者協会 支給して

いない
通勤交通費
食事代 未定

大学生
文系 1～ 10 秋期 5月～ 6月 1週間 山梨県 地域経営者協会 支給して

いない 食事代 未定

11 ㈱ホテルグラ
ンヴィア岡山

〒700-8515
岡山県岡山市駅元町1-5
http://www.granvia-oka.co.jp/

ホテル業ならではのコミュニケー
ション能力の体験は、社会人と
しての基本的なマナー育成の参
考となると思います。

目的意識
総務部人事課
086-234-7000
086-234-7091

recruit@granvia-oka.co.jp
大学生

文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間 岡山県 地域経営者協会 支給して
いない 1～ 10 夏期 1週間

12 大広観光㈱
〒725-0021
広島県竹原市竹原町3591
daikoen@nx91.tiki.ne.jp

地域№1の広さ（会場）多目的
ホールを多く持ち、ホテル・宴
会・サウナ風呂を経営していま
す。

挨拶など基本的社会マナー
目的意識

社長
0846-22-2970
0846-22-7822

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 2週間 広島県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない

食事代
宿泊施設 1～ 10 随時 2週間

13
リゾートホテ
ルヴィライナ
ワシロ

〒969-3102
福島県耶麻郡猪苗代町字葉
山7105
http://www.villa.co.jp/

・磐梯山にあるオールシーズン
のリゾートホテル。「私の別荘」
と言われるサービスを目指して
います。
・最初から接客の現場に配属し
ます。

挨拶など基本的社会マナー
目的意識

経理
0242-62-4111
0242-62-4124

saiyo@villa.co.jp
大学生

文理問わず

1月～ 2月
7月～ 8月
9月～ 10月

3週間 大学教官等からの 
個別要請対応

アルバイ
ト程度 宿泊施設 1～ 10 夏期

冬期 3週間

14

ホテルニュー
オウミ㈲ 
エッチ・エヌ・
オー

〒523-0891
滋賀県近江八幡市鷹飼町1481
http://www.newomi.co.jp

大学窓口の一本化
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
専攻分野の専門知識
守秘義務の厳守

管理部
0748-36-8804
0748-36-8811

soumu@newomi.co.jp
大学生
文系 1～ 10 春期 3週間 滋賀県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 未定

15 ㈱旅籠屋
〒111-0042
台東区寿3-3-4
http://www.hatagoya.co.jp/

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
パソコン技能
目的意識

本社
03-3847-8858
03-3847-8859

大学生また
は大学院生
文理問わず

支給して
いない 1～ 10 随時 2週間

16 ㈱札幌後楽園
ホテル

〒060-0042
札幌市中央区大通西8丁目1
http://www.sapporo-korakuen.
co.jp

協調性・チームワーク
守秘義務の厳守
目的意識

管理部 
総務グループ
011-261-4711
011-261-6654

mtutida@gms.tokyo-dome.
co.jp

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 北海道 北海道地域インターン

シップ推進協議会
支給して
いない 1～ 10 夏期 2週間

17 ㈱ホテル
キャッスル

〒990-0031
山形市十日町4丁目2-7

年功序列主義より、実力・成果
主義の会社です。お客様第一主
義！

協調性・チームワーク
総務部総務課
023-631-3311
023-631-3373

大学生
文系 1～ 10 随時 1週間 支給して

いない 1～ 10 随時 1週間

18 ホテルニュー
長崎

〒850-0057
長崎市大黒町14-5

長崎駅に隣接し、立地条件に恵
まれ、開業時より一般宴会婚礼
等のさまざまな宴席に対応して
います。又、各種料理には絶対
の自信があり、質の高いサービ
スを提供しています。

挨拶など基本的社会マナー
目的意識

総務部
095-828-7119
095-828-3395

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間 長崎県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 1週間

19 宇奈月 
国際ホテル

〒938-0282
富山県下新川郡宇奈月町
桃原7-26
http://www.alpen-rout.co.jp/
unazukikokusaihotel/

フレッシュなスタッフでさわやか
なおもてなしの宿。ホテルのもつ
機能性と日本旅館の安らぎをあ
わせ持つ温泉リゾートホテル。

事前教育の実施
研修中の教職員による巡
回訪問
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
守秘義務の厳守

総務マネージ
メント部
0765-62-1236
0765-62-1808

大学生
文理問わず 1～ 10 秋期 7月～ 8月 2週間 富山県 大学教官等からの 

個別要請対応

赴任旅費
食事代
宿泊施設
制服貸与

1～ 10 夏期

20
長野国際会館
（ホテル国際
21）

〒380-0838
長野市県町576
http://www.kokusai21.co.jp

華やかな職場に見られますが、
実はかなりハードな業務を行って
おります。見た目とのギャップを
感じてもらうことと、お客様と直
接接することでマナー等を学ん
でいただけたらと思います。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
守秘義務の厳守
目的意識

総務・人事・
教育課
026-234-1502
026-235-8970

大学生
文系 1～ 10 随時 7月～ 8月 2週間 長野県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 食事代 1～ 10 随時 2週間

企業（飲食店・宿泊業）
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21 (財)福岡国際
交流協会

〒810-0001
福岡市中央区天神1丁目
7番11号
イムズ8階
http://www.rainbowfia.or.jp

一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
パソコン技能
英語力
守秘義務の厳守
目的意識
福岡県インターンシップ
推進協議会の仲介による
もの

(財)福岡国際
交流協会レイ
ンボープラザ
092-733-2220
092-733-2215

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 1週間 福岡県 福岡県インターンシップ

推進協議会
支給して
いない 1～ 10 随時 1週間

大学院生
文理問わず 1～ 10 随時 1週間 福岡県 福岡県インターンシップ

推進協議会
支給して
いない 1～ 10 随時 1週間

22 志戸平温泉㈱
〒025-0244
岩手県花巻市場口字志戸平26
http://www.shidotaira.co.jp

東北でもトップクラスの千人規
模のホテルで、ハード（施設）よ
りもハート（社員の心）でお客様
に喜んでいただいている。

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
目的意識

総務部
0198-25-2111
0198-25-2098

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1週間 岩手県 岩手県経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 1週間

23 熊野簡易保険
保養センター

〒519-4324
三重県熊野市井戸町
1020-7
http://www.fukushi.kampo.
japanpost.jp/shisetsu/yado1/
2214kumano/index.html

日本郵政公社の関連事業部門。
宿泊施設なので接遇サービス面
に重点を置いています。

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
目的意識

0597-89-4411
0597-89-4412

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 5月～ 6月 1週間 三重県 その他 支給して

いない 1～ 10 随時 1週間

大学院生
文理問わず 1～ 10 随時 5月～ 6月 1週間 三重県 その他 支給して

いない 1～ 10 随時 1週間

24

㈱エルカクエイ
エストレーホテ
ルアンドテニス
クラブ

〒283-0801
千葉県東金市八坂台1-8　
エストーレホテルアンド
テニスクラブ
http://www.estolle.com

ホテル、テニスクラブ、婚礼会
場としてガーデンウェディング
が可能な「シャルローズ」を運営
しております。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
目的意識

管理担当（ホ
テル事業部）
0475-55-1111
0475-55-1112

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1週間 千葉県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 宿泊施設 1～ 10 夏期 1週間

25

㈱ガーデン
ホテルズ 
三井ガーデン
ホテル奈良

〒630-8122
奈良市三条本町8番1号
http://www.gardenhotels.co.jp/

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク

管理
0742-35-5735
0742-35-5734

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 奈良県 地域経営者協会 支給して

いない 食事代

26
(独)国立青年
の家 国立中
央青年の家

〒412-0006
静岡県御殿場市中畑2092-5
http://www.fujinosato.jp

青年教育施設。

事前教育の実施
研修中の教職員による巡
回訪問
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
目的意識

事業課
0550-89-2020
0550-89-2025

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 静岡県 自社HPによる公募 支給して

いない 宿泊施設 1～ 10 随時 2週間

27

相鉄ホテル㈱
横浜ベイシェ
ラトンホテル
&タワーズ

〒220-0004
横浜市西区北幸一丁目3番
23号
http://www.yokohamabay-
sheraton.co.jp

世界最大級のホテルグループ、
スターウッドホテル&リゾート
のブランド「Sheraton」の一員と
して、訪れるすべてのお客様に
感動をプレゼントできるよう心
掛けています。

挨拶など基本的社会マナー
英語力
目的意識

総務部総務 
人事グループ
045-411-1176
045-411-1350

personnel@yokohamabay-
sheraton.co.jp

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 1ヶ月 神奈川県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 1ヶ月

28 ㈱アリカワ
〒371-0847
群馬県前橋市大友町3-24-1
http://www.mercuryhotel.com

目的意識
料飲部
027-252-0111
027-251-5523

大学生
文系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 食事代 1～ 10 随時 1週間

29 (財)京都ユース
ホステル協会

〒616-8191
京都市右京区太秦中山町29
http://earth.endless.ne.jp/
users/yh-kyoto/

野外活動、国際交流、キャンプ、
ホステリング（旅）、環境教育の
分野で、子ども・親子を対象とし
たプログラムを実施しています。

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
パソコン技能
守秘義務の厳守
目的意識
体力!

教育事業室
075-462-9185
075-462-2289

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 3ヶ月以上 京都府 （財）大学コンソーシアム

京都
支給して
いない 1～ 10 夏期 3ヶ月以上

大学院生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 3ヶ月以上 京都府 （財）大学コンソーシアム

京都
支給して
いない 1～ 10 夏期 3ヶ月以上

30 ㈱ホテル新潟
〒950-0088
新潟市万代5-11-20
http://www.rinko.co.jp/hoteni

大学窓口の一本化
守秘義務の厳守

総務経理部
025-245-3395
025-243-0493

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 2週間 新潟県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 未定

31 浦和ロイヤル 
パインズホテル

〒330-0062
さいたま市浦和区仲町2-5-1
http://www.mid.co.jp/uraph/
index.html

素晴らしい眺望と充実した館内
施設。浦和のシンボルと呼ぶに
ふさわしい高層都市型ホテルで
す。ホテルの本当の楽しさを皆
様にお届けする為に、スタッフ
1人ひとりが温もりに満ちたお
もてなしをいたします。

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
目的意識

人事総務課
048-827-1150
048-827-1115

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 3月～ 4月 2週間 埼玉県 埼玉県「埼玉県インター

ンシップ」
支給して
いない 食事代 1～ 10 夏期 2週間

大学生
文理問わず 1～ 10 春期 3月～ 4月 1週間 埼玉県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 食事代 1～ 10 春期 1週間

企業（飲食店・宿泊業）
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No. 社（機関）名 住所
企業URL 企業PR 学生・大学への要望

インターンシップ窓口 H16受入実績 H17受入計画

部署
TEL
FAX

URL
メールアドレス 対象学生 人数 受入

時期 募集時期 受入期間 研修地 募集の方法 報酬 宿泊施設や
交通費の提供 人数 時期 期間

21 (財)福岡国際
交流協会

〒810-0001
福岡市中央区天神1丁目
7番11号
イムズ8階
http://www.rainbowfia.or.jp

一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
パソコン技能
英語力
守秘義務の厳守
目的意識
福岡県インターンシップ
推進協議会の仲介による
もの

(財)福岡国際
交流協会レイ
ンボープラザ
092-733-2220
092-733-2215

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 1週間 福岡県 福岡県インターンシップ

推進協議会
支給して
いない 1～ 10 随時 1週間

大学院生
文理問わず 1～ 10 随時 1週間 福岡県 福岡県インターンシップ

推進協議会
支給して
いない 1～ 10 随時 1週間

22 志戸平温泉㈱
〒025-0244
岩手県花巻市場口字志戸平26
http://www.shidotaira.co.jp

東北でもトップクラスの千人規
模のホテルで、ハード（施設）よ
りもハート（社員の心）でお客様
に喜んでいただいている。

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
目的意識

総務部
0198-25-2111
0198-25-2098

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1週間 岩手県 岩手県経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 1週間

23 熊野簡易保険
保養センター

〒519-4324
三重県熊野市井戸町
1020-7
http://www.fukushi.kampo.
japanpost.jp/shisetsu/yado1/
2214kumano/index.html

日本郵政公社の関連事業部門。
宿泊施設なので接遇サービス面
に重点を置いています。

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
目的意識

0597-89-4411
0597-89-4412

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 5月～ 6月 1週間 三重県 その他 支給して

いない 1～ 10 随時 1週間

大学院生
文理問わず 1～ 10 随時 5月～ 6月 1週間 三重県 その他 支給して

いない 1～ 10 随時 1週間

24

㈱エルカクエイ
エストレーホテ
ルアンドテニス
クラブ

〒283-0801
千葉県東金市八坂台1-8　
エストーレホテルアンド
テニスクラブ
http://www.estolle.com

ホテル、テニスクラブ、婚礼会
場としてガーデンウェディング
が可能な「シャルローズ」を運営
しております。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
目的意識

管理担当（ホ
テル事業部）
0475-55-1111
0475-55-1112

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1週間 千葉県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 宿泊施設 1～ 10 夏期 1週間

25

㈱ガーデン
ホテルズ 
三井ガーデン
ホテル奈良

〒630-8122
奈良市三条本町8番1号
http://www.gardenhotels.co.jp/

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク

管理
0742-35-5735
0742-35-5734

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 奈良県 地域経営者協会 支給して

いない 食事代

26
(独)国立青年
の家 国立中
央青年の家

〒412-0006
静岡県御殿場市中畑2092-5
http://www.fujinosato.jp

青年教育施設。

事前教育の実施
研修中の教職員による巡
回訪問
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
目的意識

事業課
0550-89-2020
0550-89-2025

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 静岡県 自社HPによる公募 支給して

いない 宿泊施設 1～ 10 随時 2週間

27

相鉄ホテル㈱
横浜ベイシェ
ラトンホテル
&タワーズ

〒220-0004
横浜市西区北幸一丁目3番
23号
http://www.yokohamabay-
sheraton.co.jp

世界最大級のホテルグループ、
スターウッドホテル&リゾート
のブランド「Sheraton」の一員と
して、訪れるすべてのお客様に
感動をプレゼントできるよう心
掛けています。

挨拶など基本的社会マナー
英語力
目的意識

総務部総務 
人事グループ
045-411-1176
045-411-1350

personnel@yokohamabay-
sheraton.co.jp

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 1ヶ月 神奈川県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 1ヶ月

28 ㈱アリカワ
〒371-0847
群馬県前橋市大友町3-24-1
http://www.mercuryhotel.com

目的意識
料飲部
027-252-0111
027-251-5523

大学生
文系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 食事代 1～ 10 随時 1週間

29 (財)京都ユース
ホステル協会

〒616-8191
京都市右京区太秦中山町29
http://earth.endless.ne.jp/
users/yh-kyoto/

野外活動、国際交流、キャンプ、
ホステリング（旅）、環境教育の
分野で、子ども・親子を対象とし
たプログラムを実施しています。

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
パソコン技能
守秘義務の厳守
目的意識
体力!

教育事業室
075-462-9185
075-462-2289

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 3ヶ月以上 京都府 （財）大学コンソーシアム

京都
支給して
いない 1～ 10 夏期 3ヶ月以上

大学院生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 3ヶ月以上 京都府 （財）大学コンソーシアム

京都
支給して
いない 1～ 10 夏期 3ヶ月以上

30 ㈱ホテル新潟
〒950-0088
新潟市万代5-11-20
http://www.rinko.co.jp/hoteni

大学窓口の一本化
守秘義務の厳守

総務経理部
025-245-3395
025-243-0493

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 2週間 新潟県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 未定

31 浦和ロイヤル 
パインズホテル

〒330-0062
さいたま市浦和区仲町2-5-1
http://www.mid.co.jp/uraph/
index.html

素晴らしい眺望と充実した館内
施設。浦和のシンボルと呼ぶに
ふさわしい高層都市型ホテルで
す。ホテルの本当の楽しさを皆
様にお届けする為に、スタッフ
1人ひとりが温もりに満ちたお
もてなしをいたします。

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
目的意識

人事総務課
048-827-1150
048-827-1115

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 3月～ 4月 2週間 埼玉県 埼玉県「埼玉県インター

ンシップ」
支給して
いない 食事代 1～ 10 夏期 2週間

大学生
文理問わず 1～ 10 春期 3月～ 4月 1週間 埼玉県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 食事代 1～ 10 春期 1週間

企業（飲食店・宿泊業）
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No. 社（機関）名 住所
企業URL 企業PR 学生・大学への要望

インターンシップ窓口 H16受入実績 H17受入計画

部署
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URL
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24. 医療・福祉
1（社福）

松の実園
〒924-0804
石川県松任市徳丸町625-1

知的障害者の自立をめざしとも
に働く施設です。

事前教育の実施
目的意識

076-276-6452
076-274-2360

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 1週間

2

（医）福寿会 
介護老人
保健施設 
倉敷藤戸荘

〒710-0133
岡山県倉敷市藤戸町藤戸字
寺崎1580
http://www.harenet.ne.jp/
fujitoso

高齢者の方を大切にします。

一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
専攻分野の専門知識
守秘義務の厳守
目的意識

介護老人保健施
設倉敷藤戸荘
086-428-8523
086-428-8539

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 5月～ 6月 2週間 岡山県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 食事代 1～ 10 夏期 2週間

大学院生
文理問わず 1～ 10 随時 5月～ 6月 2週間 岡山県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 食事代 1～ 10 夏期 2週間

3
（社福）
敬真福祉会 
風の丘

〒519-2181
三重県多気郡多気町相可
1863番地

本施設が地域社会の中で福祉の
拠点となるため、施設機能の充
実を図るため地域社会との連携
を密にしている。

挨拶など基本的社会マナー
風の丘
0598-38-2402
0598-38-1031

大学生
文理問わず 1～ 10 7月～ 8月 1週間 三重県 支給して

いない 食事代 1～ 10 夏期 1週間

4 (医)秀林会 
吉見病院

〒936-0052
富山県滑川市清水町3番25号

守秘義務の厳守
目的意識

事務局
076-475-0861
076-475-7235

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 1週間 富山県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない

一切支援してい
ない 1～ 10 夏期 1週間

5 牛久愛和
総合病院

〒300-1296
茨城県牛久市猪子町896番地
http://www.jojinkai.com

病床数504床の総合病院。17年
4月には、敷地内に介護型老人
保健施設「春秋園」がオープンし
ます。

協調性・チームワーク
守秘義務の厳守
目的意識

人事部
029-873-3111
029-874-1031

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 1週間 茨城県 地域経営者協会 支給して

いない 未定

6（社福）県南福
祉会さつき園

〒876-0812
大分県佐伯市中江町4-35

支援
0972-24-0851
0972-24-0851

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 3月～ 4月 1ヶ月

3ヶ月以上
支給して
いない 1～ 10 随時 1ヶ月

3ヶ月以上

7
介護老人
保健施設
希の里

〒879-0608
大分県豊後高田市大字呉崎
755

受入はしますが実績としてあり
ません。

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
専攻分野の専門知識
目的意識

事務部
0978-22-1580
0978-22-1581

8

けやき福祉会
身体障害者 
デイサービス
センター 
鈴鹿けやき苑

〒513-0012
三重県鈴鹿市石薬師町字寺
東452番地68
keyakien@mecha.ne.jp

守秘義務の厳守
目的意識

身体障害者 
デイサービス
センター 
鈴鹿けやき苑
0593-73-2222
0593-73-2224

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 3月～ 4月

7月～ 8月 1週間 大学教官等からの 
個別要請対応

支給して
いない 1～ 10 随時 1週間

9（社福）杉の木
会杉の木園

〒870-1154
大分県大分市田原398番地の1

専攻分野の専門知識
目的意識

支援課
097-541-3535
097-541-3993

1～ 10 随時 1週間 大分県 大学教官等からの 
個別要請対応

支給して
いない 1～ 10 随時 2週間

10 大分県勤労者
医療生協

〒870-1133
大分市宮崎953-1
http://www.oitakyowa-hp.org/

挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守
目的意識

生協本部
097-568-2299
097-568-2317

1～ 10 随時 3ヶ月以上 大分県 大学教官等からの 
個別要請対応

支給して
いない 1～ 10 随時

11
ヴィラ 
四日市通所 
介護センター

〒510-8037
四日市市垂坂町8-2

協調性・チームワーク
守秘義務の厳守

事務
0593-63-2121
0593-63-3737

大学生
文系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1週間 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 1～ 10 夏期 1週間

12（社福）
孝寿福祉会

〒878-0402
大分県直入郡直入町大字長
湯9067番地の4
http://www.miharugaoka.com

「ゆとり、笑顔、支えあい」の理
念のもとに、利用者と職員が家
族的な関係を作り、個性を大切
にした支援をめざしている。

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
守秘義務の厳守
目的意識

管理室
（事務長）
0974-75-3333
0974-75-3060

大学生
文理問わず 大分県 地域経営者協会 支給して

いない

食事代=1食300
円、宿泊=1泊
1000円

1～ 10 随時 1週間

13（財）総合
花巻病院

〒025-0075
岩手県花巻市花城町4番28号
http://www.hanamakihospital.
or.jp

挨拶など基本的社会マナー
事務局総務部
0198-23-3311
0198-24-8163

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間 岩手県 支給して

いない 1～ 10 夏期 1週間

14（社福）
太陽の里

〒515-0818
三重県松阪市川井町1358-1

太陽の里では、各種施設を運営
しています。インターンシップ
においても様々な介護現場を体
験する事が可能です。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
守秘義務の厳守

0598-50-2588
0598-50-2333

magokoro@inetmie.or.jp
大学生

文理問わず 1～ 10 随時
夏期

1月～ 2月
3月～ 4月
5月～ 6月
7月～ 8月
9月～ 10月
11月～ 12月

1週間
2週間
3週間

京都府 大学教官等からの 
個別要請対応

支給して
いない 未定

企業（医療・福祉）
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No. 社（機関）名 住所
企業URL 企業PR 学生・大学への要望

インターンシップ窓口 H16受入実績 H17受入計画

部署
TEL
FAX

URL
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交通費の提供 人数 時期 期間

24. 医療・福祉
1（社福）

松の実園
〒924-0804
石川県松任市徳丸町625-1

知的障害者の自立をめざしとも
に働く施設です。

事前教育の実施
目的意識

076-276-6452
076-274-2360

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 1週間

2

（医）福寿会 
介護老人
保健施設 
倉敷藤戸荘

〒710-0133
岡山県倉敷市藤戸町藤戸字
寺崎1580
http://www.harenet.ne.jp/
fujitoso

高齢者の方を大切にします。

一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
専攻分野の専門知識
守秘義務の厳守
目的意識

介護老人保健施
設倉敷藤戸荘
086-428-8523
086-428-8539

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 5月～ 6月 2週間 岡山県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 食事代 1～ 10 夏期 2週間

大学院生
文理問わず 1～ 10 随時 5月～ 6月 2週間 岡山県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 食事代 1～ 10 夏期 2週間

3
（社福）
敬真福祉会 
風の丘

〒519-2181
三重県多気郡多気町相可
1863番地

本施設が地域社会の中で福祉の
拠点となるため、施設機能の充
実を図るため地域社会との連携
を密にしている。

挨拶など基本的社会マナー
風の丘
0598-38-2402
0598-38-1031

大学生
文理問わず 1～ 10 7月～ 8月 1週間 三重県 支給して

いない 食事代 1～ 10 夏期 1週間

4 (医)秀林会 
吉見病院

〒936-0052
富山県滑川市清水町3番25号

守秘義務の厳守
目的意識

事務局
076-475-0861
076-475-7235

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 1週間 富山県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない

一切支援してい
ない 1～ 10 夏期 1週間

5 牛久愛和
総合病院

〒300-1296
茨城県牛久市猪子町896番地
http://www.jojinkai.com

病床数504床の総合病院。17年
4月には、敷地内に介護型老人
保健施設「春秋園」がオープンし
ます。

協調性・チームワーク
守秘義務の厳守
目的意識

人事部
029-873-3111
029-874-1031

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 1週間 茨城県 地域経営者協会 支給して

いない 未定

6（社福）県南福
祉会さつき園

〒876-0812
大分県佐伯市中江町4-35

支援
0972-24-0851
0972-24-0851

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 3月～ 4月 1ヶ月

3ヶ月以上
支給して
いない 1～ 10 随時 1ヶ月

3ヶ月以上

7
介護老人
保健施設
希の里

〒879-0608
大分県豊後高田市大字呉崎
755

受入はしますが実績としてあり
ません。

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
専攻分野の専門知識
目的意識

事務部
0978-22-1580
0978-22-1581

8

けやき福祉会
身体障害者 
デイサービス
センター 
鈴鹿けやき苑

〒513-0012
三重県鈴鹿市石薬師町字寺
東452番地68
keyakien@mecha.ne.jp

守秘義務の厳守
目的意識

身体障害者 
デイサービス
センター 
鈴鹿けやき苑
0593-73-2222
0593-73-2224

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 3月～ 4月

7月～ 8月 1週間 大学教官等からの 
個別要請対応

支給して
いない 1～ 10 随時 1週間

9（社福）杉の木
会杉の木園

〒870-1154
大分県大分市田原398番地の1

専攻分野の専門知識
目的意識

支援課
097-541-3535
097-541-3993

1～ 10 随時 1週間 大分県 大学教官等からの 
個別要請対応

支給して
いない 1～ 10 随時 2週間

10 大分県勤労者
医療生協

〒870-1133
大分市宮崎953-1
http://www.oitakyowa-hp.org/

挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守
目的意識

生協本部
097-568-2299
097-568-2317

1～ 10 随時 3ヶ月以上 大分県 大学教官等からの 
個別要請対応

支給して
いない 1～ 10 随時

11
ヴィラ 
四日市通所 
介護センター

〒510-8037
四日市市垂坂町8-2

協調性・チームワーク
守秘義務の厳守

事務
0593-63-2121
0593-63-3737

大学生
文系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1週間 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 1～ 10 夏期 1週間

12（社福）
孝寿福祉会

〒878-0402
大分県直入郡直入町大字長
湯9067番地の4
http://www.miharugaoka.com

「ゆとり、笑顔、支えあい」の理
念のもとに、利用者と職員が家
族的な関係を作り、個性を大切
にした支援をめざしている。

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
守秘義務の厳守
目的意識

管理室
（事務長）
0974-75-3333
0974-75-3060

大学生
文理問わず 大分県 地域経営者協会 支給して

いない

食事代=1食300
円、宿泊=1泊
1000円

1～ 10 随時 1週間

13（財）総合
花巻病院

〒025-0075
岩手県花巻市花城町4番28号
http://www.hanamakihospital.
or.jp

挨拶など基本的社会マナー
事務局総務部
0198-23-3311
0198-24-8163

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間 岩手県 支給して

いない 1～ 10 夏期 1週間

14（社福）
太陽の里

〒515-0818
三重県松阪市川井町1358-1

太陽の里では、各種施設を運営
しています。インターンシップ
においても様々な介護現場を体
験する事が可能です。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
守秘義務の厳守

0598-50-2588
0598-50-2333

magokoro@inetmie.or.jp
大学生

文理問わず 1～ 10 随時
夏期

1月～ 2月
3月～ 4月
5月～ 6月
7月～ 8月
9月～ 10月
11月～ 12月

1週間
2週間
3週間

京都府 大学教官等からの 
個別要請対応

支給して
いない 未定

企業（医療・福祉）
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15（社福）三鈴会 
しらさぎ園

〒513-0821
三重県鈴鹿市地子町600

18歳以上の知的障害者を入所
させ、その更生に必要な支援を
行いながら、1.心身ともに健康
で希望のある楽しい生活をめざ
します。2.主体的な大人として
の暮しを援助します。3.ひとり
ひとりの個性を発揮できるよう
に援助します。そして障害者福
祉の向上を目的としています。

守秘義務の厳守
目的意識

指導課
0593-83-9190
0593-83-9193

大学生
文系 1～ 10 随時 5月～ 6月

9月～ 10月 1週間 三重県 大学教官等からの 
個別要請対応

支給して
いない 未定

16
（医）久真会 
河野脳神経 
外科病院

〒870-0127
大分市大字森町字無田々通
250番7

脳卒中における、急性期治療に
一生懸命取り組んでおります。
患者様に愛され喜ばれる病院作
りに励んで参ります。

挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守
目的意識

看護部
097-521-2000
097-521-0420

1～ 10 随時 1週間

17（社福）博愛会 
第一博愛寮

〒870-0868
大分県大分市大字野田
759番地1
http://www3.ocn.ne.jp/
̃hakuai

知的障害者の更生施設であり、
重度者や高齢者の方が多く入所
している。地域支援では居宅介
護事業・短期入所事業を中心に
地域で生活する人達の援助を提
供している。

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守
目的意識

支援課
097-549-1321
097-549-1092

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間 大分県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 1～ 10 随時 1週間

18

特定非営利
活動法人 
グループホーム
のぞみ

〒510-0304
安芸郡河芸町上野1168-192

型にはめない自由な個人の発想
を生かす。

目的意識
特に問わない

059-245-7822
059-245-7822

1～ 10 随時 三重県 地域経営者協会 支給して
いない 宿泊施設 1～ 10

19
（社福）泰仁会 
特別養護老人
ホームやさと

〒315-0165
茨城県新治郡八郷町小倉
442-1

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
守秘義務の厳守
目的意識

0299-43-0811
0299-43-0812

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 支給して

いない 未定

20（社福）心の会 〒238-0026
横須賀市小矢部4-19-4

本部
046-852-0500
046-852-4091

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 2週間 神奈川県 地域経営者協会 支給して

いない
通勤交通費
食事代 随時

21
（社福）和歌山
つくし会
つくし保育所

〒640-8312
和歌山市森小手穂2-1

家庭的な乳幼児保育所です。イ
ンターンシップ参加者から進路
の参考になると喜ばれています。

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
守秘義務の厳守

つくし保育所
073-479-1470
073-479-3465

tukusiho@oak.ocn.ne.jp
大学生

文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月
9月～ 10月 2週間 和歌山県 外部推進支援機関 支給して

いない 食事代 1～ 10 夏期 2週間

22

（社福）まつさ
か福祉会 
知的障害者 
通所授産施設 
向野園

〒515-0044
三重県松阪市久保町
1843番地の7
http://www15.ocn.ne.jp/
̃mukaino/

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
守秘義務の厳守

向野園
0598-29-1533
0598-29-3524

大学生
文系 1～ 10 随時 7月～ 8月 2週間 三重県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 1～ 10 随時 2週間

23

（社福）
伊勢医心会
特別養護老人
ホーム神路園

〒516-0065
伊勢市二俣町577番地9

平成16年度の利用はなく、専
門外学生にとっては活用できな
いから、登録は意味がないと考
えている。

0596-22-6010
0596-22-6011

24（社福）寿山会

〒799-2109
愛媛県今治市波方町養老甲
1006番地
http://www.jyuzanen.com/

挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守
目的意識

事務
0898-36-5300
0898-36-5311

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 5月～ 6月 2週間 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 食事代 1～ 10 春期 1週間

25（社福）千歳会 〒285-0836
佐倉市生谷75-10

設立4年目の新しい施設です。
スタッフも若い人が多く、高齢
者の皆様に日々楽しんでいただ
ける様心掛けています。人と接
することが好きな方。

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク 043-464-1577

043-460-5776
1～ 10 随時

26 （社福）
シオンの園

〒684-0302
島根県隠岐郡西ノ島町別府
148-9

気楽にすごせる場所として。 挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守

シオン保育園
08514-7-8411
08514-7-8540

大学生
文理問わず 1～ 10 随時

大学院生
文理問わず 1～ 10 随時

27 （社福）ジェイ
エイ小松福祉会

〒923-0181
石川県小松市長谷町50番地5

守秘義務の厳守
目的意識

JAきらら通所
介護事業所
0761-46-8200
0761-46-8202

1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間 大学教官等からの 
個別要請対応

支給して
いない 食事代

企業（医療・福祉）
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15（社福）三鈴会 
しらさぎ園

〒513-0821
三重県鈴鹿市地子町600

18歳以上の知的障害者を入所
させ、その更生に必要な支援を
行いながら、1.心身ともに健康
で希望のある楽しい生活をめざ
します。2.主体的な大人として
の暮しを援助します。3.ひとり
ひとりの個性を発揮できるよう
に援助します。そして障害者福
祉の向上を目的としています。

守秘義務の厳守
目的意識

指導課
0593-83-9190
0593-83-9193

大学生
文系 1～ 10 随時 5月～ 6月

9月～ 10月 1週間 三重県 大学教官等からの 
個別要請対応

支給して
いない 未定

16
（医）久真会 
河野脳神経 
外科病院

〒870-0127
大分市大字森町字無田々通
250番7

脳卒中における、急性期治療に
一生懸命取り組んでおります。
患者様に愛され喜ばれる病院作
りに励んで参ります。

挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守
目的意識

看護部
097-521-2000
097-521-0420

1～ 10 随時 1週間

17（社福）博愛会 
第一博愛寮

〒870-0868
大分県大分市大字野田
759番地1
http://www3.ocn.ne.jp/
̃hakuai

知的障害者の更生施設であり、
重度者や高齢者の方が多く入所
している。地域支援では居宅介
護事業・短期入所事業を中心に
地域で生活する人達の援助を提
供している。

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守
目的意識

支援課
097-549-1321
097-549-1092

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間 大分県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 1～ 10 随時 1週間

18

特定非営利
活動法人 
グループホーム
のぞみ

〒510-0304
安芸郡河芸町上野1168-192

型にはめない自由な個人の発想
を生かす。

目的意識
特に問わない

059-245-7822
059-245-7822

1～ 10 随時 三重県 地域経営者協会 支給して
いない 宿泊施設 1～ 10

19
（社福）泰仁会 
特別養護老人
ホームやさと

〒315-0165
茨城県新治郡八郷町小倉
442-1

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
守秘義務の厳守
目的意識

0299-43-0811
0299-43-0812

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 支給して

いない 未定

20（社福）心の会 〒238-0026
横須賀市小矢部4-19-4

本部
046-852-0500
046-852-4091

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 2週間 神奈川県 地域経営者協会 支給して

いない
通勤交通費
食事代 随時

21
（社福）和歌山
つくし会
つくし保育所

〒640-8312
和歌山市森小手穂2-1

家庭的な乳幼児保育所です。イ
ンターンシップ参加者から進路
の参考になると喜ばれています。

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
守秘義務の厳守

つくし保育所
073-479-1470
073-479-3465

tukusiho@oak.ocn.ne.jp
大学生

文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月
9月～ 10月 2週間 和歌山県 外部推進支援機関 支給して

いない 食事代 1～ 10 夏期 2週間

22

（社福）まつさ
か福祉会 
知的障害者 
通所授産施設 
向野園

〒515-0044
三重県松阪市久保町
1843番地の7
http://www15.ocn.ne.jp/
̃mukaino/

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
守秘義務の厳守

向野園
0598-29-1533
0598-29-3524

大学生
文系 1～ 10 随時 7月～ 8月 2週間 三重県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 1～ 10 随時 2週間

23

（社福）
伊勢医心会
特別養護老人
ホーム神路園

〒516-0065
伊勢市二俣町577番地9

平成16年度の利用はなく、専
門外学生にとっては活用できな
いから、登録は意味がないと考
えている。

0596-22-6010
0596-22-6011

24（社福）寿山会

〒799-2109
愛媛県今治市波方町養老甲
1006番地
http://www.jyuzanen.com/

挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守
目的意識

事務
0898-36-5300
0898-36-5311

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 5月～ 6月 2週間 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 食事代 1～ 10 春期 1週間

25（社福）千歳会 〒285-0836
佐倉市生谷75-10

設立4年目の新しい施設です。
スタッフも若い人が多く、高齢
者の皆様に日々楽しんでいただ
ける様心掛けています。人と接
することが好きな方。

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク 043-464-1577

043-460-5776
1～ 10 随時

26 （社福）
シオンの園

〒684-0302
島根県隠岐郡西ノ島町別府
148-9

気楽にすごせる場所として。 挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守

シオン保育園
08514-7-8411
08514-7-8540

大学生
文理問わず 1～ 10 随時

大学院生
文理問わず 1～ 10 随時

27 （社福）ジェイ
エイ小松福祉会

〒923-0181
石川県小松市長谷町50番地5

守秘義務の厳守
目的意識

JAきらら通所
介護事業所
0761-46-8200
0761-46-8202

1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間 大学教官等からの 
個別要請対応

支給して
いない 食事代

企業（医療・福祉）
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28 (医)松徳会
〒515-0052
三重県松阪市山室町690の1
http://www.shotoku.com

当法人は「利用者主体の運営を
行い、地域に根ざした保健、医
療、福祉サービスの提供改善に
努めます」を運営理念としてい
ます。

守秘義務の厳守
目的意識

介護老人保健
施設カトレア
0598-20-0088
0598-20-0066

cattleya@jasmine.ocn.ne.jp
大学生
文系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 三重県

京都府
大学教官等からの 
個別要請対応

支給して
いない 1～ 10 随時 1週間

29
特別養護老人
ホーム
（社福）青松園

〒514-0011
津市高洲町15番43号

当施設は特別養護老人ホームと
養護老人ホームが併設されてい
ます。また、デイ・サービスもあ
ります。現在、高齢化社会がよ
り進んでいく中で、いろいろな高
齢者と接することができます。

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
守秘義務の厳守
目的意識

（社福）青松園 
事務所
059-228-2661
059-223-0431

30
（社福）
名張育成会
名張育成園

〒518-0615
三重県名張市美旗中村
2326番地
http://homepage2.nifty.
com/ikuseien/

より良いサービスを継続して提
供できるよう職員全員が目指し
ており、活気ある職場です。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
守秘義務の厳守

総務部
0595-65-0271
0595-65-2936

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 9月～ 10月 2週間 三重県 自社HPによる公募 支給して

いない 1～ 10 随時 1週間

大学院生
文理問わず 1～ 10 随時 9月～ 10月 2週間 三重県 自社HPによる公募 支給して

いない 1～ 10 随時 1週間

31 通所介護事業所
すこやか

アットホームなDayサービスを
目指しております。1日の利用
者は28名まで。今後における
高齢者に対応する実践の場所と
して最適だと思います。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識

通所介護 
すこやか
0593-31-9001
0593-31-9045

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 1～ 10 随時

32 佐藤産婦人科
医院

〒879-7141
大分県大野郡三重町大字秋
葉1248番地
佐藤産婦人科医院

挨拶など基本的社会マナー
事務
0974-22-4103
0974-22-0770

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 1週間 自社HPによる公募 支給して

いない 1～ 10 随時 1週間

33

（社福）おおつ
か福祉会
特別養護老人
ホーム
もくもく苑

〒693-0058
出雲市矢野町845

高齢化社会と言われる中で施設
のはたす役割は大きい。また、
地域に根ざした施設を目標に、
積極的なボランティアの受入や
地域交流を行なっている。

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
目的意識

介護老人福祉
施設
0853-21-6969
0853-24-3322

mokumoku@m1.izumo.ne.jp
大学生

文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間 島根県 （財）ふるさと島根定住財
団

支給して
いない

食事代は実費負
担 1～ 10 夏期 1週間

34 STEPONE
作業所

〒516-0014
伊勢市楠部町1677-5

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
守秘義務の厳守
目的意識

0596-23-6677
0596-23-6677

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 7月～ 8月 2週間 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 1～ 10 随時 3ヶ月以上

35

（社福）
恩賜財団 
済生会 
熊本病院

〒861-4193
熊本県熊本市近見5丁目3-1
http://www.skh.saiseikai.or.jp/

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
目的意識

人事室
096-351-8000
096-326-3045

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間 熊本県

大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

支給して
いない 1～ 10 夏期 1週間

36 老健いっぷく
〒955-0132
新潟県南蒲原郡下田村大字
長野337

当社では、在宅サービス、施設
サービスを通して、ご利用者の
ためにできること、ご利用者と
ともにしたいことを考え行って
いきます。

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守

事務課
0256-41-3810
0256-47-2801

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 新潟県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 食事代 1～ 10 夏期 2週間

37 きなん苑
〒519-5204
三重県南牟婁郡御浜町阿田
和177

目的意識
事務長
05979-2-4165
05979-2-4124

大学生
文理問わず 1～ 10 秋期 9月～ 10月 1ヶ月 三重県 三重県経営者協会 支給して

いない 1～ 10 秋期 1ヶ月

38

（社福）四日市
福祉会垂坂山 
ブルーミング
ハウス

〒510-0007
四日市市別名三丁目3番10号

知的障害者の方々の自立を目指
し、生活、職業訓練を実施して
いる。授産作業の一つとしてパ
ン工房があり、広く販売・配達
も行っている。

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
パソコン技能
守秘義務の厳守
目的意識

副施設長
0593-31-8660
0593-31-3371

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 1ヶ月

3ヶ月以上
支給して
いない 1～ 10 随時 1ヶ月

3ヶ月以上

大学院生
文理問わず 1～ 10 随時 1ヶ月

3ヶ月以上
支給して
いない 1～ 10 随時 1ヶ月

3ヶ月以上

39（社福）直心会
望箭荘

〒871-0101
大分県下毛郡三光村大字森
山851番地

事前教育の実施
研修中の教職員による巡
回訪問
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
守秘義務の厳守
目的意識

0979-43-6610
0979-43-6606

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 7月～ 8月

11月～ 12月 1週間 その他 支給して
いない 1～ 10 随時 1週間

40
（社福）愛心福
祉会やましろ
作業所

〒030-1271
青森市大字六枚橋字磯打
95-26

精神障害者の方々が、社会復帰
を目指し、作業訓練、生活訓練
をおこなっている施設です。

守秘義務の厳守 017-754-3326
017-761-3326

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 5月～ 6月 1週間 青森県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 1週間

企業（医療・福祉）
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28 (医)松徳会
〒515-0052
三重県松阪市山室町690の1
http://www.shotoku.com

当法人は「利用者主体の運営を
行い、地域に根ざした保健、医
療、福祉サービスの提供改善に
努めます」を運営理念としてい
ます。

守秘義務の厳守
目的意識

介護老人保健
施設カトレア
0598-20-0088
0598-20-0066

cattleya@jasmine.ocn.ne.jp
大学生
文系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 三重県

京都府
大学教官等からの 
個別要請対応

支給して
いない 1～ 10 随時 1週間

29
特別養護老人
ホーム
（社福）青松園

〒514-0011
津市高洲町15番43号

当施設は特別養護老人ホームと
養護老人ホームが併設されてい
ます。また、デイ・サービスもあ
ります。現在、高齢化社会がよ
り進んでいく中で、いろいろな高
齢者と接することができます。

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
守秘義務の厳守
目的意識

（社福）青松園 
事務所
059-228-2661
059-223-0431

30
（社福）
名張育成会
名張育成園

〒518-0615
三重県名張市美旗中村
2326番地
http://homepage2.nifty.
com/ikuseien/

より良いサービスを継続して提
供できるよう職員全員が目指し
ており、活気ある職場です。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
守秘義務の厳守

総務部
0595-65-0271
0595-65-2936

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 9月～ 10月 2週間 三重県 自社HPによる公募 支給して

いない 1～ 10 随時 1週間

大学院生
文理問わず 1～ 10 随時 9月～ 10月 2週間 三重県 自社HPによる公募 支給して

いない 1～ 10 随時 1週間

31 通所介護事業所
すこやか

アットホームなDayサービスを
目指しております。1日の利用
者は28名まで。今後における
高齢者に対応する実践の場所と
して最適だと思います。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識

通所介護 
すこやか
0593-31-9001
0593-31-9045

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 1～ 10 随時

32 佐藤産婦人科
医院

〒879-7141
大分県大野郡三重町大字秋
葉1248番地
佐藤産婦人科医院

挨拶など基本的社会マナー
事務
0974-22-4103
0974-22-0770

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 1週間 自社HPによる公募 支給して

いない 1～ 10 随時 1週間

33

（社福）おおつ
か福祉会
特別養護老人
ホーム
もくもく苑

〒693-0058
出雲市矢野町845

高齢化社会と言われる中で施設
のはたす役割は大きい。また、
地域に根ざした施設を目標に、
積極的なボランティアの受入や
地域交流を行なっている。

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
目的意識

介護老人福祉
施設
0853-21-6969
0853-24-3322

mokumoku@m1.izumo.ne.jp
大学生

文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間 島根県 （財）ふるさと島根定住財
団

支給して
いない

食事代は実費負
担 1～ 10 夏期 1週間

34 STEPONE
作業所

〒516-0014
伊勢市楠部町1677-5

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
守秘義務の厳守
目的意識

0596-23-6677
0596-23-6677

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 7月～ 8月 2週間 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 1～ 10 随時 3ヶ月以上

35

（社福）
恩賜財団 
済生会 
熊本病院

〒861-4193
熊本県熊本市近見5丁目3-1
http://www.skh.saiseikai.or.jp/

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
目的意識

人事室
096-351-8000
096-326-3045

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間 熊本県

大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

支給して
いない 1～ 10 夏期 1週間

36 老健いっぷく
〒955-0132
新潟県南蒲原郡下田村大字
長野337

当社では、在宅サービス、施設
サービスを通して、ご利用者の
ためにできること、ご利用者と
ともにしたいことを考え行って
いきます。

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守

事務課
0256-41-3810
0256-47-2801

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 新潟県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 食事代 1～ 10 夏期 2週間

37 きなん苑
〒519-5204
三重県南牟婁郡御浜町阿田
和177

目的意識
事務長
05979-2-4165
05979-2-4124

大学生
文理問わず 1～ 10 秋期 9月～ 10月 1ヶ月 三重県 三重県経営者協会 支給して

いない 1～ 10 秋期 1ヶ月

38

（社福）四日市
福祉会垂坂山 
ブルーミング
ハウス

〒510-0007
四日市市別名三丁目3番10号

知的障害者の方々の自立を目指
し、生活、職業訓練を実施して
いる。授産作業の一つとしてパ
ン工房があり、広く販売・配達
も行っている。

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
パソコン技能
守秘義務の厳守
目的意識

副施設長
0593-31-8660
0593-31-3371

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 1ヶ月

3ヶ月以上
支給して
いない 1～ 10 随時 1ヶ月

3ヶ月以上

大学院生
文理問わず 1～ 10 随時 1ヶ月

3ヶ月以上
支給して
いない 1～ 10 随時 1ヶ月

3ヶ月以上

39（社福）直心会
望箭荘

〒871-0101
大分県下毛郡三光村大字森
山851番地

事前教育の実施
研修中の教職員による巡
回訪問
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
守秘義務の厳守
目的意識

0979-43-6610
0979-43-6606

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 7月～ 8月

11月～ 12月 1週間 その他 支給して
いない 1～ 10 随時 1週間

40
（社福）愛心福
祉会やましろ
作業所

〒030-1271
青森市大字六枚橋字磯打
95-26

精神障害者の方々が、社会復帰
を目指し、作業訓練、生活訓練
をおこなっている施設です。

守秘義務の厳守 017-754-3326
017-761-3326

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 5月～ 6月 1週間 青森県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 1週間

企業（医療・福祉）
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41（社福）福岡
コロニー

〒811-0119
福岡県粕屋郡新宮町緑ヶ浜
1-11-1
http://www.fukuoka-colony.net

身体や知的に障害のある人で
も、生活や労働条件が整ってい
れば社会人として自立できる、
という信念のもと、印刷業を中
心に事業を展開しています。

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守
目的意識

総務部
092-963-2781
092-963-2787

http://www.fukuoka-colony.
net
colony@joho-fukuoka.or.jp

大学生
文理問わず 1～ 10 春期

夏期
5月～ 6月

11月～ 12月 1週間 福岡県

大学教官等からの 
個別要請対応
福岡県インターンシップ
推進協議会

支給して
いない 1～ 10 春期

夏期 1週間

42
三重県 
厚生事業団
三重県いなば園

〒514-1252
三重県久居市稲葉町3989
http://www.inabaen.com

知的障害ゆえの生きにくさがあ
りながらも精一杯生きている利
用者との交流で、得られるもの
も大きいと思います。

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
守秘義務の厳守
目的意識

経営企画チーム 
企画グループ
059-252-1780
059-252-1374

大学生
文理問わず 1～ 10 冬期

1月～ 2月
5月～ 6月

11月～ 12月
2週間 三重県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 随時 2週間

43（医）敦賀 
温泉病院

〒914-0024
福井県敦賀市吉河41号
1番地5

当社は「体」「心」「地域」をネット
ワークで結び、病院自体もゆと
りと明るさ、清潔さを心がけ、
地域医療に貢献することを目的
としています。

事前教育の実施
目的意識

事務局
0770-23-8210
0770-23-3068

turugaoh@poem.ocn.ne.jp
大学生
文系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間 福井県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 1週間

44 埼玉県立加須
げんきプラザ

〒347-0032
埼玉県加須市花崎456
http://www.genki.spec.ed.jp/
kazo/

社会教育現場での様々な体験・
交流が経験できます。

協調性・チームワーク
守秘義務の厳守

事業担当
0480-65-0660
0480-65-8894

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 埼玉県 埼玉県「埼玉県インター

ンシップ」
支給して
いない 1～ 10 夏期 2週間

45
（社福） 
松原愛育会 
ふじのき寮

〒920-1146
金沢市上中町ト-12
http://www5.ocn.ne.jp/
̃fujinoki/

知的障害者と職員が一体となり
家庭的な雰囲気で生活し、利用
する方々（障害者）で可能な方
には地域で生活できるよう支援
している。また地域で生活して
いる人には地域の方々と協力し
て支援している。

事前教育の実施
研修中の教職員による巡
回訪問
大学窓口の一本化
専攻分野の専門知識
守秘義務の厳守

支援課
076-229-1464
076-229-1479

fujinoki@joy.ocn.ne.jp 大学生
文系 1～ 10 随時 9月～ 10月 1週間 石川県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない すべて実費 1～ 10 随時 1週間

 

25. 教育・カルチャー

1 松江市 
城北公民館

〒690-0888
松江市北堀町43

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
目的意識

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 3週間 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 食事代 1～ 10 夏期 3週間

2（NPO）　
五十鈴塾

〒576-0026
伊勢市宇治浦田1-5-3
http://www.isuzujuku.org

五十鈴塾では「暮らっしっく日
本」をキャッチフレーズとして、
いろいろ興味深い講座を行って
います。楽しくてためになる文
化体験塾。カルチャーセンター
ではなく技術でなくて心に触れ
るユニークな塾です。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
パソコン技能

NPO法人
五十鈴塾
0596-20-8251
0596-20-8253

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 1週間 三重県 三重県経営者協会 支給して

いない 1～ 10 随時 1週間

3
㈲カーサ・
フェミニナ
教育研究所

〒814-0001
福岡市早良区百道浜1-3-70
http://www.casa-feminina.com

教育分野におけるパイオニア。

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
専攻分野の専門知識
パソコン技能
英語力
守秘義務の厳守
目的意識
パソコンに強い

092-845-8900
092-845-8985

大学院生
理系 1～ 10 随時 3ヶ月以上 アルバイ

ト程度 1～ 10 随時 3ヶ月以上

4 角野教育
研究会秀栄塾

〒640-8304
和歌山市松島120-27

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守
目的意識

人事部
073-474-7452
073-474-7462

大学生また
は大学院生
文理問わず

1～ 10 随時 7月～ 8月
9月～ 10月 2週間 和歌山県 地域経営者協会 1日1000

円程度 食事代 11～ 30 随時 2週間

5 盛岡市 
市立図書館

〒020-0023
盛岡市内丸12-2
http://www.city.morioka.iwate.
jp/

一般的教養・知識・社会
常識

雇用対策 
推進室
019-651-4111
019-622-6211

大学生
文理問わず

1～ 10 
受入期
間につ
き1名

夏期 7月～ 8月 1週間 岩手県 推進室又はハローワーク
を経由すること

支給して
いない 未定

6 盛岡市 
原敬記念館

〒020-0866
盛岡市本宮字熊堂93-1

日本初の本格的政党内閣を作っ
た原敬総理大臣の記念館。学芸
員実習の受入れもしている。

大学窓口の一本化
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識

原敬記念館
019-636-1192
019-636-1185

harakei@city.morioka.iwate.
jp

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 1月～ 2月 1週間 岩手県 その他 支給して

いない 1～ 10 随時

企業（教育・カルチャー）
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41（社福）福岡
コロニー

〒811-0119
福岡県粕屋郡新宮町緑ヶ浜
1-11-1
http://www.fukuoka-colony.net

身体や知的に障害のある人で
も、生活や労働条件が整ってい
れば社会人として自立できる、
という信念のもと、印刷業を中
心に事業を展開しています。

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守
目的意識

総務部
092-963-2781
092-963-2787

http://www.fukuoka-colony.
net
colony@joho-fukuoka.or.jp

大学生
文理問わず 1～ 10 春期

夏期
5月～ 6月

11月～ 12月 1週間 福岡県

大学教官等からの 
個別要請対応
福岡県インターンシップ
推進協議会

支給して
いない 1～ 10 春期

夏期 1週間

42
三重県 
厚生事業団
三重県いなば園

〒514-1252
三重県久居市稲葉町3989
http://www.inabaen.com

知的障害ゆえの生きにくさがあ
りながらも精一杯生きている利
用者との交流で、得られるもの
も大きいと思います。

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
守秘義務の厳守
目的意識

経営企画チーム 
企画グループ
059-252-1780
059-252-1374

大学生
文理問わず 1～ 10 冬期

1月～ 2月
5月～ 6月

11月～ 12月
2週間 三重県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 随時 2週間

43（医）敦賀 
温泉病院

〒914-0024
福井県敦賀市吉河41号
1番地5

当社は「体」「心」「地域」をネット
ワークで結び、病院自体もゆと
りと明るさ、清潔さを心がけ、
地域医療に貢献することを目的
としています。

事前教育の実施
目的意識

事務局
0770-23-8210
0770-23-3068

turugaoh@poem.ocn.ne.jp
大学生
文系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間 福井県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 1週間

44 埼玉県立加須
げんきプラザ

〒347-0032
埼玉県加須市花崎456
http://www.genki.spec.ed.jp/
kazo/

社会教育現場での様々な体験・
交流が経験できます。

協調性・チームワーク
守秘義務の厳守

事業担当
0480-65-0660
0480-65-8894

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 埼玉県 埼玉県「埼玉県インター

ンシップ」
支給して
いない 1～ 10 夏期 2週間

45
（社福） 
松原愛育会 
ふじのき寮

〒920-1146
金沢市上中町ト-12
http://www5.ocn.ne.jp/
̃fujinoki/

知的障害者と職員が一体となり
家庭的な雰囲気で生活し、利用
する方々（障害者）で可能な方
には地域で生活できるよう支援
している。また地域で生活して
いる人には地域の方々と協力し
て支援している。

事前教育の実施
研修中の教職員による巡
回訪問
大学窓口の一本化
専攻分野の専門知識
守秘義務の厳守

支援課
076-229-1464
076-229-1479

fujinoki@joy.ocn.ne.jp 大学生
文系 1～ 10 随時 9月～ 10月 1週間 石川県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない すべて実費 1～ 10 随時 1週間

 

25. 教育・カルチャー

1 松江市 
城北公民館

〒690-0888
松江市北堀町43

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
目的意識

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 3週間 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 食事代 1～ 10 夏期 3週間

2（NPO）　
五十鈴塾

〒576-0026
伊勢市宇治浦田1-5-3
http://www.isuzujuku.org

五十鈴塾では「暮らっしっく日
本」をキャッチフレーズとして、
いろいろ興味深い講座を行って
います。楽しくてためになる文
化体験塾。カルチャーセンター
ではなく技術でなくて心に触れ
るユニークな塾です。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
パソコン技能

NPO法人
五十鈴塾
0596-20-8251
0596-20-8253

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 1週間 三重県 三重県経営者協会 支給して

いない 1～ 10 随時 1週間

3
㈲カーサ・
フェミニナ
教育研究所

〒814-0001
福岡市早良区百道浜1-3-70
http://www.casa-feminina.com

教育分野におけるパイオニア。

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
専攻分野の専門知識
パソコン技能
英語力
守秘義務の厳守
目的意識
パソコンに強い

092-845-8900
092-845-8985

大学院生
理系 1～ 10 随時 3ヶ月以上 アルバイ

ト程度 1～ 10 随時 3ヶ月以上

4 角野教育
研究会秀栄塾

〒640-8304
和歌山市松島120-27

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守
目的意識

人事部
073-474-7452
073-474-7462

大学生また
は大学院生
文理問わず

1～ 10 随時 7月～ 8月
9月～ 10月 2週間 和歌山県 地域経営者協会 1日1000

円程度 食事代 11～ 30 随時 2週間

5 盛岡市 
市立図書館

〒020-0023
盛岡市内丸12-2
http://www.city.morioka.iwate.
jp/

一般的教養・知識・社会
常識

雇用対策 
推進室
019-651-4111
019-622-6211

大学生
文理問わず

1～ 10 
受入期
間につ
き1名

夏期 7月～ 8月 1週間 岩手県 推進室又はハローワーク
を経由すること

支給して
いない 未定

6 盛岡市 
原敬記念館

〒020-0866
盛岡市本宮字熊堂93-1

日本初の本格的政党内閣を作っ
た原敬総理大臣の記念館。学芸
員実習の受入れもしている。

大学窓口の一本化
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識

原敬記念館
019-636-1192
019-636-1185

harakei@city.morioka.iwate.
jp

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 1月～ 2月 1週間 岩手県 その他 支給して

いない 1～ 10 随時

企業（教育・カルチャー）
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7 吉野保育園 〒879-7871
大分市大字辻225-1

広々とした園庭で園児が明るく
たくましく育っています。中学
生や高校生も保育実習にきてい
ます。

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
守秘義務の厳守

主任保育士
097-595-1718
097-595-1719

大学生
文理問わず 未定

8
千葉県立 
大房岬 
少年自然の家

〒299-2404
千葉県安房郡富浦町多田良
1212-23

小学生や地域の子ども会の子ど
もたちを対象に自然体験活動な
どの指導。

大学窓口の一本化
挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守
目的意識

指導室
0470-33-4561
0470-33-4564

大学生また
は大学院生
文理問わず

1～ 10 夏期
秋期

7月～ 8月
9月～ 10月 1週間 千葉県 地域経営者協会 支給して

いない 宿泊施設 1～ 10 夏期
秋期 1週間

9 津カトリック
保育園

〒514-0035
三重県津市西丸之内18-21
http://academic3.plala.
or.jp/tsucathl/index.html

モンテッソーリ教育を基として、
子供が自分でやろうとする力を伸
ばす保育を行なっています。

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守
目的意識

059-227-2512
059-227-6610

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 5月～ 6月 1ヶ月 三重県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 随時

1週間
2週間
3週間
1ヶ月

10 （財）日本きのこ
センター

〒689-1125
鳥取市古郡家211番地　
（財）日本きのこセンター　
所菌蕈研究所
http://www.kinokonet.com/

シイタケ等、食用きのこ類の研
究開発 専攻分野の専門知識

事務局
0857-51-8111
0857-53-1986

大学生
理系 1～ 10 夏期 9月～ 10月 2週間 鳥取県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない

通勤交通費
食事代 1～ 10 秋期 2週間

11 （財）福井県文化
振興事業団

〒918-8152
福井市今市町40号1番地1

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
目的意識

総務・管理課 大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1週間 福井県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 1週間

12 伊賀市立 
島ヶ原保育所

〒519-1711
三重県伊賀市島ヶ原4736

3世代以上の同居が多く、自然
環境に恵まれた地域の中で、子
ども達は生活しています。四季
折々には地域を訪ずれ、又地域
の行事に参加し、世代間のふれ
あいを大切にして保育していま
す。

事前教育の実施
研修中の教職員による巡
回訪問
大学窓口の一本化
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
守秘義務の厳守
目的意識

島ヶ原保育所
0595-59-3058
0595-59-3188

大学生
文系 1～ 10 随時 7月～ 8月

9月～ 10月 3週間 三重県 支給して
いない 1～ 10 随時 3週間

13

岩手大学地域
連携推進
センター地域
連携室

〒020-0066
岩手県盛岡市上田4-3-5
http://www.ccrd.iwate-u.ac.jp/

日本の産業を支えている中小企
業と日本一共同研究を行ってい
る大学で、産学連携を学びませ
んか?

一般的教養・知識・社会
常識
守秘義務の厳守
目的意識

岩手大学地域
連携推進
センター地域
連携室
019-621-6491
019-621-6892

大学生
理系 1～ 10 秋期 7月～ 8月 1週間 岩手県 大学 支給して

いない 1～ 10 随時 2週間

14 姫路獨協大学
〒670-8524
兵庫県姫路市上大野7-2-1
http://www.himeji-du.ac.jp

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
守秘義務の厳守
目的意識

総務課
0792-23-2211
0792-85-0352

大学生
文系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間 兵庫県 地域経営者協会 支給して

いない 未定

15 福井県
児童科学館

〒919-0475
福井県坂井郡春江町
東太郎丸3-1
http://www.angelland.or.jp

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
目的意識

事業課
0776-51-8000
0776-51-6666

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1週間 インターンシップ推進支

援センター
支給して
いない 1～ 10 夏期 1週間

16

（学）
グレース学園
グレース幼稚園
グレース第二
幼稚園

〒792-0050
愛媛県新居浜市萩生2726-1
http://www.grace.ac.jp

創立昭和46年と歴史はありま
すが、今、両園の実質責任者で
ある主任2人の内の1人は27歳
という若さです。極端な少子化
の現在ですが、どんどんと新し
い教育に取り組みながら、関連
施設として、保育所・給食セン
ター等も整え、才能教育と完璧
な育児支援環境の元で、全教職
員が明るく楽しい職場作りに励
んでいます。伸び盛りの幼稚園
で、共に頑張っていって頂ける
方を心待ちにしています。

目的意識
幼稚園教諭資格保持者、
又は取得中

グレース
幼稚園
0897-43-3151
0897-43-3150

大学生
文系 1～ 10 随時

1月～ 2月
3月～ 4月
5月～ 6月
7月～ 8月
9月～ 10月
11月～ 12月

1週間 愛媛県
大学教官等からの 
個別要請対応
本人応募

支給して
いない 食事代 1～ 10

11～ 30 随時 1週間
2週間

大学院生
文系 1～ 10 随時

1月～ 2月
3月～ 4月
5月～ 6月
7月～ 8月
9月～ 10月
11月～ 12月

1週間 愛媛県
大学教官等からの 
個別要請対応
本人応募

支給して
いない 食事代 1～ 10

11～ 30 随時 1週間
2週間

17
（学）藤森学園
つつじが丘
幼稚園

〒518-0433
名張市つつじが丘北3番町7

・一人一人の個性を大切にしな
がら遊びを重視した保育を行っ
ている。
・行事への取り組みの過程を大
切にする。

挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守
目的意識

つつじが丘
幼稚園
0595-68-3451
0595-68-1270

1～ 10 冬期 7月～ 8月 2週間 三重県 地域経営者協会 支給して
いない 1～ 10 秋期

冬期 2週間

企業（教育・カルチャー）
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No. 社（機関）名 住所
企業URL 企業PR 学生・大学への要望

インターンシップ窓口 H16受入実績 H17受入計画

部署
TEL
FAX

URL
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交通費の提供 人数 時期 期間

7 吉野保育園 〒879-7871
大分市大字辻225-1

広々とした園庭で園児が明るく
たくましく育っています。中学
生や高校生も保育実習にきてい
ます。

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
守秘義務の厳守

主任保育士
097-595-1718
097-595-1719

大学生
文理問わず 未定

8
千葉県立 
大房岬 
少年自然の家

〒299-2404
千葉県安房郡富浦町多田良
1212-23

小学生や地域の子ども会の子ど
もたちを対象に自然体験活動な
どの指導。

大学窓口の一本化
挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守
目的意識

指導室
0470-33-4561
0470-33-4564

大学生また
は大学院生
文理問わず

1～ 10 夏期
秋期

7月～ 8月
9月～ 10月 1週間 千葉県 地域経営者協会 支給して

いない 宿泊施設 1～ 10 夏期
秋期 1週間

9 津カトリック
保育園

〒514-0035
三重県津市西丸之内18-21
http://academic3.plala.
or.jp/tsucathl/index.html

モンテッソーリ教育を基として、
子供が自分でやろうとする力を伸
ばす保育を行なっています。

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守
目的意識

059-227-2512
059-227-6610

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 5月～ 6月 1ヶ月 三重県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 随時

1週間
2週間
3週間
1ヶ月

10 （財）日本きのこ
センター

〒689-1125
鳥取市古郡家211番地　
（財）日本きのこセンター　
所菌蕈研究所
http://www.kinokonet.com/

シイタケ等、食用きのこ類の研
究開発 専攻分野の専門知識

事務局
0857-51-8111
0857-53-1986

大学生
理系 1～ 10 夏期 9月～ 10月 2週間 鳥取県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない

通勤交通費
食事代 1～ 10 秋期 2週間

11 （財）福井県文化
振興事業団

〒918-8152
福井市今市町40号1番地1

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
目的意識

総務・管理課 大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1週間 福井県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 1週間

12 伊賀市立 
島ヶ原保育所

〒519-1711
三重県伊賀市島ヶ原4736

3世代以上の同居が多く、自然
環境に恵まれた地域の中で、子
ども達は生活しています。四季
折々には地域を訪ずれ、又地域
の行事に参加し、世代間のふれ
あいを大切にして保育していま
す。

事前教育の実施
研修中の教職員による巡
回訪問
大学窓口の一本化
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
守秘義務の厳守
目的意識

島ヶ原保育所
0595-59-3058
0595-59-3188

大学生
文系 1～ 10 随時 7月～ 8月

9月～ 10月 3週間 三重県 支給して
いない 1～ 10 随時 3週間

13

岩手大学地域
連携推進
センター地域
連携室

〒020-0066
岩手県盛岡市上田4-3-5
http://www.ccrd.iwate-u.ac.jp/

日本の産業を支えている中小企
業と日本一共同研究を行ってい
る大学で、産学連携を学びませ
んか?

一般的教養・知識・社会
常識
守秘義務の厳守
目的意識

岩手大学地域
連携推進
センター地域
連携室
019-621-6491
019-621-6892

大学生
理系 1～ 10 秋期 7月～ 8月 1週間 岩手県 大学 支給して

いない 1～ 10 随時 2週間

14 姫路獨協大学
〒670-8524
兵庫県姫路市上大野7-2-1
http://www.himeji-du.ac.jp

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
守秘義務の厳守
目的意識

総務課
0792-23-2211
0792-85-0352

大学生
文系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間 兵庫県 地域経営者協会 支給して

いない 未定

15 福井県
児童科学館

〒919-0475
福井県坂井郡春江町
東太郎丸3-1
http://www.angelland.or.jp

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
目的意識

事業課
0776-51-8000
0776-51-6666

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1週間 インターンシップ推進支

援センター
支給して
いない 1～ 10 夏期 1週間

16

（学）
グレース学園
グレース幼稚園
グレース第二
幼稚園

〒792-0050
愛媛県新居浜市萩生2726-1
http://www.grace.ac.jp

創立昭和46年と歴史はありま
すが、今、両園の実質責任者で
ある主任2人の内の1人は27歳
という若さです。極端な少子化
の現在ですが、どんどんと新し
い教育に取り組みながら、関連
施設として、保育所・給食セン
ター等も整え、才能教育と完璧
な育児支援環境の元で、全教職
員が明るく楽しい職場作りに励
んでいます。伸び盛りの幼稚園
で、共に頑張っていって頂ける
方を心待ちにしています。

目的意識
幼稚園教諭資格保持者、
又は取得中

グレース
幼稚園
0897-43-3151
0897-43-3150

大学生
文系 1～ 10 随時

1月～ 2月
3月～ 4月
5月～ 6月
7月～ 8月
9月～ 10月
11月～ 12月

1週間 愛媛県
大学教官等からの 
個別要請対応
本人応募

支給して
いない 食事代 1～ 10

11～ 30 随時 1週間
2週間

大学院生
文系 1～ 10 随時

1月～ 2月
3月～ 4月
5月～ 6月
7月～ 8月
9月～ 10月
11月～ 12月

1週間 愛媛県
大学教官等からの 
個別要請対応
本人応募

支給して
いない 食事代 1～ 10

11～ 30 随時 1週間
2週間

17
（学）藤森学園
つつじが丘
幼稚園

〒518-0433
名張市つつじが丘北3番町7

・一人一人の個性を大切にしな
がら遊びを重視した保育を行っ
ている。
・行事への取り組みの過程を大
切にする。

挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守
目的意識

つつじが丘
幼稚園
0595-68-3451
0595-68-1270

1～ 10 冬期 7月～ 8月 2週間 三重県 地域経営者協会 支給して
いない 1～ 10 秋期

冬期 2週間

企業（教育・カルチャー）
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インターンシップ窓口 H16受入実績 H17受入計画
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18 福井県立図書館 〒918-8113
福井市下馬町51-11

県下最大規模の公共施設で、子
どもからお年寄まで、幅広い年
代の方々に図書の貸し出しや調
べものを手伝うなど、憩いの場
を提供している。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
守秘義務の厳守

企画調整班
0776-33-8860
0776-33-8861

tosyokan@aiu.pref.fukui.jp

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 1週間 福井県

大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

支給して
いない 未定

大学院生
文理問わず 1～ 10 随時 1週間 福井県

大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

支給して
いない 未定

19
（NPO）三重
みなみ子ども
ネットワーク

〒516-0037
伊勢市岩渕2丁目3番13号
NPO法人三重みなみ子ども
ネットワーク
http://www.amigo2.ne.jp/
̃kodomo21/

子育て支援と文化芸術体験事業
を中心に活動しています。

0596-28-5692
0596-28-5679

大学生
文理問わず 1～ 10 随時

1週間
2週間
3週間
1ヶ月

3ヶ月以上

三重県 大学教官等からの 
個別要請対応

支給して
いない 1～ 10 随時

1週間
2週間
3週間
1ヶ月

3ヶ月以上
大学院生
文理問わず 1～ 10 随時 三重県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 1～ 10 随時

20 千葉県立大利
根博物館

〒287-0816
佐原市佐原ハ4500
http://www.chiba-muse.or.jp/
OTONE/index.htm

利根川の自然と歴史・千葉県の
農業をテーマとする総合博物館。目的意識

学芸課
0478-56-0101
0478-56-1456

1～ 10 随時 1週間

21
（社福） 
ながさわ保育会
ながさわ保育園

〒519-0314
三重県鈴鹿市長沢町
1095番地
http://www.nagasawa-hoikuen.
com/

保育形態に、異年齢児集団保
育、環境による保育（コーナー
保育）、選択性をとり入れてい
ます。子ども主体の保育者援助
です。

事前教育の実施
研修中の教職員による巡
回訪問
挨拶など基本的社会マナー
目的意識

0593-71-0151
0593-71-2052

大学生
文理問わず 三重県 自社HPによる公募 支給して

いない 1～ 10 夏期 1週間

22 福岡県青少年
科学館

〒830-0003
福岡県久留米市東櫛原町1713
中央公園内
http://www.science.pref.
fukuoka.jp

県民、特に青少年の科学教育の
普及振興を図る県立の施設。「地
球」をテーマにした科学館で9つ
のコーナーに約200の展示物を
有する。又、プラネタリウムは
直径23m、傾斜角30°の傾斜型
ドームで263席を有し、25000
個の星を投影。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
専攻分野の専門知識

科学教育
グループ
0942-37-5566
0942-37-3770

大学生
文理問わず 1～ 10 春期

夏期
3月～ 4月
7月～ 8月 2週間 福岡県 福岡県インターンシップ

推進協議会
支給して
いない 制服貸与 1～ 10 春期

夏期 2週間

大学院生
文理問わず 1～ 10 春期

夏期
3月～ 4月
7月～ 8月 2週間 福岡県 福岡県インターンシップ

推進協議会
支給して
いない 制服貸与 1～ 10 春期

夏期 2週間

23

（財）三重県 
体育協会 
三重県立鈴鹿青
少年センター

〒513-0825
鈴鹿市住吉町南谷口

事前教育の実施
一般的教養・知識・社会
常識
目的意識

研修
0593-78-9811
0593-78-9809

suzukayc@mecha.ne.jp
大学生

文理問わず 1～ 10 随時
夏期 5月～ 6月 1週間 三重県 インターンシップ推進支

援センター
支給して
いない 1～ 10 夏期

24
（NPO）法人
おやこ劇場
松江センター

〒690-0002
松江市大正町442-6

小・中学生との触れ合いが持
て、キャンプという実体験がで
きる。

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
目的意識

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 3週間 島根県 その他 支給して

いない 1～ 10 春期
夏期 1ヶ月

大学院生
文理問わず 1～ 10 春期

夏期 1ヶ月

25 山梨大学 
事務局

〒400-0016
山梨県甲府市武田4-4-37
http://www.yamanashi.ac.jp/

本学学生・教職員は幅広い教育・
研究を通じて「地域の知の中核」
となることはもちろんのこと、
豊かな教養と人間性を身につけ
「世界の人材」となることをめざ
いしています。

研修中の教職員による巡
回訪問
挨拶など基本的社会マナー
パソコン技能

総務部人事課
任用・服務
グループ
055-220-8008
055-220-8798

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 9月～ 10月 1週間 山梨県 関東地域インターンシッ

プ推進協会「KIPC」
支給して
いない 未定

26 国立大学法人
宇都宮大学

〒321-8505
栃木県宇都宮市峰町350
http://www.utsunomiya-u.ac.jp

本学は、平成16年4月1日から国
立大学法人として新たなスタート
をし、教育研究環境の充実に向
けさらなる発展をとげ、国際的に
も貢献している国際学部、教育
学部、工学部、農学部の4学部
から構成されている中規模総合
大学です。

事前教育の実施
目的意識

総務部人事課
人事係
028-649-5022
028-649-5027

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 栃木県 インターンシップ推進支

援センター
支給して
いない 未定

27 ㈱海の中道 
海洋生態科学館

〒811-0321
福岡市東区西戸崎18-28
http://marine-world.co.jp

350種2万固体の生物を飼育展
示する、西日本屈指の水族館。

展示部 
学習交流課
092-603-0400
092-603-2261

大学生
理系 1～ 10 

春期
秋期
冬期

2週間 福岡県
大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

支給して
いない 1～ 10

春期
秋期
冬期

2週間

28

独立行政法人
産業技術総合
研究所 
中国センター

〒737-0197
広島県呉市広末広2-2-2
http://www.aist.go.jp

国際的な産業競争力強化、新産
業の創出に向けての先端的研究
及び科学基盤研究。

専攻分野の専門知識

中国産学官 
連携センター
0823-72-1902
0823-70-0023

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1週間 広島県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 1週間

26. 個人向けサービス業

1 ㈲大発商会
〒511-0839
三重県桑名市大字安永
1035番地の2

自由 パソコン技能
目的意識

大学生
文系 1～ 10 随時 2週間 （財）ふるさと島根定住財

団
支給して
いない 食事代 1～ 10

企業（個人向けサービス業）



No. 社（機関）名 住所
企業URL 企業PR 学生・大学への要望

インターンシップ窓口 H16受入実績 H17受入計画

部署
TEL
FAX

URL
メールアドレス 対象学生 人数 受入

時期 募集時期 受入期間 研修地 募集の方法 報酬 宿泊施設や
交通費の提供 人数 時期 期間

141

No. 社（機関）名 住所
企業URL 企業PR 学生・大学への要望
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18 福井県立図書館 〒918-8113
福井市下馬町51-11

県下最大規模の公共施設で、子
どもからお年寄まで、幅広い年
代の方々に図書の貸し出しや調
べものを手伝うなど、憩いの場
を提供している。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
守秘義務の厳守

企画調整班
0776-33-8860
0776-33-8861

tosyokan@aiu.pref.fukui.jp

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 1週間 福井県

大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

支給して
いない 未定

大学院生
文理問わず 1～ 10 随時 1週間 福井県

大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

支給して
いない 未定

19
（NPO）三重
みなみ子ども
ネットワーク

〒516-0037
伊勢市岩渕2丁目3番13号
NPO法人三重みなみ子ども
ネットワーク
http://www.amigo2.ne.jp/
̃kodomo21/

子育て支援と文化芸術体験事業
を中心に活動しています。

0596-28-5692
0596-28-5679

大学生
文理問わず 1～ 10 随時

1週間
2週間
3週間
1ヶ月

3ヶ月以上

三重県 大学教官等からの 
個別要請対応

支給して
いない 1～ 10 随時

1週間
2週間
3週間
1ヶ月

3ヶ月以上
大学院生
文理問わず 1～ 10 随時 三重県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 1～ 10 随時

20 千葉県立大利
根博物館

〒287-0816
佐原市佐原ハ4500
http://www.chiba-muse.or.jp/
OTONE/index.htm

利根川の自然と歴史・千葉県の
農業をテーマとする総合博物館。目的意識

学芸課
0478-56-0101
0478-56-1456

1～ 10 随時 1週間

21
（社福） 
ながさわ保育会
ながさわ保育園

〒519-0314
三重県鈴鹿市長沢町
1095番地
http://www.nagasawa-hoikuen.
com/

保育形態に、異年齢児集団保
育、環境による保育（コーナー
保育）、選択性をとり入れてい
ます。子ども主体の保育者援助
です。

事前教育の実施
研修中の教職員による巡
回訪問
挨拶など基本的社会マナー
目的意識

0593-71-0151
0593-71-2052

大学生
文理問わず 三重県 自社HPによる公募 支給して

いない 1～ 10 夏期 1週間

22 福岡県青少年
科学館

〒830-0003
福岡県久留米市東櫛原町1713
中央公園内
http://www.science.pref.
fukuoka.jp

県民、特に青少年の科学教育の
普及振興を図る県立の施設。「地
球」をテーマにした科学館で9つ
のコーナーに約200の展示物を
有する。又、プラネタリウムは
直径23m、傾斜角30°の傾斜型
ドームで263席を有し、25000
個の星を投影。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
専攻分野の専門知識

科学教育
グループ
0942-37-5566
0942-37-3770

大学生
文理問わず 1～ 10 春期

夏期
3月～ 4月
7月～ 8月 2週間 福岡県 福岡県インターンシップ

推進協議会
支給して
いない 制服貸与 1～ 10 春期

夏期 2週間

大学院生
文理問わず 1～ 10 春期

夏期
3月～ 4月
7月～ 8月 2週間 福岡県 福岡県インターンシップ

推進協議会
支給して
いない 制服貸与 1～ 10 春期

夏期 2週間

23

（財）三重県 
体育協会 
三重県立鈴鹿青
少年センター

〒513-0825
鈴鹿市住吉町南谷口

事前教育の実施
一般的教養・知識・社会
常識
目的意識

研修
0593-78-9811
0593-78-9809

suzukayc@mecha.ne.jp
大学生

文理問わず 1～ 10 随時
夏期 5月～ 6月 1週間 三重県 インターンシップ推進支

援センター
支給して
いない 1～ 10 夏期

24
（NPO）法人
おやこ劇場
松江センター

〒690-0002
松江市大正町442-6

小・中学生との触れ合いが持
て、キャンプという実体験がで
きる。

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
目的意識

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 3週間 島根県 その他 支給して

いない 1～ 10 春期
夏期 1ヶ月

大学院生
文理問わず 1～ 10 春期

夏期 1ヶ月

25 山梨大学 
事務局

〒400-0016
山梨県甲府市武田4-4-37
http://www.yamanashi.ac.jp/

本学学生・教職員は幅広い教育・
研究を通じて「地域の知の中核」
となることはもちろんのこと、
豊かな教養と人間性を身につけ
「世界の人材」となることをめざ
いしています。

研修中の教職員による巡
回訪問
挨拶など基本的社会マナー
パソコン技能

総務部人事課
任用・服務
グループ
055-220-8008
055-220-8798

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 9月～ 10月 1週間 山梨県 関東地域インターンシッ

プ推進協会「KIPC」
支給して
いない 未定

26 国立大学法人
宇都宮大学

〒321-8505
栃木県宇都宮市峰町350
http://www.utsunomiya-u.ac.jp

本学は、平成16年4月1日から国
立大学法人として新たなスタート
をし、教育研究環境の充実に向
けさらなる発展をとげ、国際的に
も貢献している国際学部、教育
学部、工学部、農学部の4学部
から構成されている中規模総合
大学です。

事前教育の実施
目的意識

総務部人事課
人事係
028-649-5022
028-649-5027

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 栃木県 インターンシップ推進支

援センター
支給して
いない 未定

27 ㈱海の中道 
海洋生態科学館

〒811-0321
福岡市東区西戸崎18-28
http://marine-world.co.jp

350種2万固体の生物を飼育展
示する、西日本屈指の水族館。

展示部 
学習交流課
092-603-0400
092-603-2261

大学生
理系 1～ 10 

春期
秋期
冬期

2週間 福岡県
大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

支給して
いない 1～ 10

春期
秋期
冬期

2週間

28

独立行政法人
産業技術総合
研究所 
中国センター

〒737-0197
広島県呉市広末広2-2-2
http://www.aist.go.jp

国際的な産業競争力強化、新産
業の創出に向けての先端的研究
及び科学基盤研究。

専攻分野の専門知識

中国産学官 
連携センター
0823-72-1902
0823-70-0023

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1週間 広島県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 1週間

26. 個人向けサービス業

1 ㈲大発商会
〒511-0839
三重県桑名市大字安永
1035番地の2

自由 パソコン技能
目的意識

大学生
文系 1～ 10 随時 2週間 （財）ふるさと島根定住財

団
支給して
いない 食事代 1～ 10

企業（個人向けサービス業）
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2 ㈱波賀
メイプル公社

〒671-4241
兵庫県宍粟郡波賀町安賀8-1
http://www.fuukasou.com

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー

0790-75-3999
0790-75-3998

1～ 10 夏期 1月～ 2月 2週間 京都府 その他 支給して
いない 1～ 10 夏期 3週間

3 ㈱ジェイテー
ビー前橋支店

〒371-0024
前橋市表町2-9-1 
朝日生命ビル
http://www.jtb.co.jp/shop/
maebashi/

夏期繁忙期（7～ 8月）の
実習は対応厳しい。

業務課
027-221-8186
027-221-8180

大学生
文系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1週間 群馬県

大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

支給して
いない 未定

4 ㈱南ケ丘牧場

〒325-0301
栃木県那須郡那須町大字湯
本579番地
http://www.minamigaoka.co.jp

事前教育の実施
管理部
0287-76-2150
0287-76-2477

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 3週間 福島県

栃木県 地域経営者協会 支給して
いない

食事代
宿泊施設 1～ 10 随時

2週間
3週間
1ヶ月

3ヶ月以上

5 リフォーム
ワイツ㈲

〒636-0938
奈良県生駒郡平群町若葉台
5-8-13

現場実習を研修。
挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守
目的意識

インターン
シップ係
0745-45-7918
0745-45-7920

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 関西

インターンシップ推進支
援センター
地域経営者協会

支給して
いない 1～ 10 夏期 1週間

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 関西

インターンシップ推進支
援センター
地域経営者協会

支給して
いない 未定

6 ㈱武蔵境 
自動車教習所

〒180-0022
武蔵野市境2-6-43
http://www.musasisakai-ds.
co.jp/

当所は、普通車で、2年連続都
内№1、中央線・西武線沿線で
は7年連続№1の実績がありま
す。営業活動を中心にインター
ンシップを昨年より受入れてい
ます。

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク

総務部
0422-51-7381
0422-53-5778

info@musasisakai-ds.co.jp 
専用ではない

大学生
文理問わず 1～ 10 随時

3月～ 4月
5月～ 6月
7月～ 8月
9月～ 10月

2週間 東京都 NPO法人ETIC 支給して
いない

通勤交通費
食事代（弁当）
交通費1000円
まで

1～ 10 随時 2週間

7 ㈱大分交通 
観光社

〒870-0026
大分市金池町1丁目1-1

地場旅行会社として地域・県民
の方々に密着した事業を展開し
ている。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
守秘義務の厳守
目的意識

総務部
097-536-0003
097-536-2003

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間 大分県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 1～ 10 夏期 1週間

8 ㈱アクティ森
〒437-0204
静岡県周智郡森町問詰1115-1
http://www.actymori.jp/

当社は静岡県内では唯一大型の
文化体験施設。県内でも他に無
い為インターンシップ体験者の
評判も良い。

事前教育の実施
協調性・チームワーク

体験工房
0538-85-0115
0538-85-0117

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 静岡県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 通勤交通費 1～ 10 夏期 2週間

大学院生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 静岡県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 通勤交通費 1～ 10 夏期 2週間

9
㈱福岡 
スポーツ 
センター

〒810-0001
福岡市中央区天神1丁目
11番7号
http://fsc-ent.jp

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
目的意識

総務部総務課
092-733-7171
092-751-7019

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間 福岡県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 1週間

10
近畿日本 
ツーリスト㈱ 
奈良支店

〒630-8215
奈良市東向中町28

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
パソコン技能

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 2週間 支給して

いない 未定

11

（財）厚生年金
事業振興団　
東京厚生年金
スポーツセン
ター

〒157-0074
東京都世田谷区大蔵4-7-1
http://www.kjp.or.jp/hp_56/

スポーツ好きが多く集まる“コ
ミュニティセンター”的な施設
で、日々変化に富んだ仕事が体
感できる。

研修中の教職員による巡
回訪問
挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
守秘義務の厳守
目的意識

総務部門
03-3416-2611
03-3417-6200

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 2週間 東京都 地域経営者協会 支給して

いない
通勤交通費
食事代 1～ 10 随時 2週間

12（社）奈良市 
観光協会

〒630-8228
奈良市上三条町23番地の4

各種イベントの企画、実施、観
光PR、年中行事の保護・育成 挨拶など基本的社会マナー

（社）奈良市
観光協会
0742-27-8866
0742-27-2299

大学生
文系 1～ 10 夏期

冬期
3月～ 4月
7月～ 8月 1週間

大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

支給して
いない 未定

13 ㈱まちづくり
三鷹

〒181-8525
三鷹市下連雀3-38-4
http://www.mitaka.ne.jp/tmo/

TMO事業を中心にまちづくり
に関する幅広い事業を展開。ビ
ジネスプランコンテストへの参
加も可能

挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守

企画事業
グループ
0422-40-9669
0422-40-9750

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 2週間 東京都 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 通勤交通費 1～ 10 随時 2週間

14 三交自動車
サービス㈱

〒514-0815
津市大字藤方732番地の1

当社は県下では有数の規模を誇
る自動車整備事業の専門会社で
す。若い社員も多く、活気に溢
れています。

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
専攻分野の専門知識

三交自動車
サービス㈱
059-225-5885
059-225-5872

未定

企業（個人向けサービス業）
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2 ㈱波賀
メイプル公社

〒671-4241
兵庫県宍粟郡波賀町安賀8-1
http://www.fuukasou.com

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー

0790-75-3999
0790-75-3998

1～ 10 夏期 1月～ 2月 2週間 京都府 その他 支給して
いない 1～ 10 夏期 3週間

3 ㈱ジェイテー
ビー前橋支店

〒371-0024
前橋市表町2-9-1 
朝日生命ビル
http://www.jtb.co.jp/shop/
maebashi/

夏期繁忙期（7～ 8月）の
実習は対応厳しい。

業務課
027-221-8186
027-221-8180

大学生
文系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1週間 群馬県

大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

支給して
いない 未定

4 ㈱南ケ丘牧場

〒325-0301
栃木県那須郡那須町大字湯
本579番地
http://www.minamigaoka.co.jp

事前教育の実施
管理部
0287-76-2150
0287-76-2477

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 3週間 福島県

栃木県 地域経営者協会 支給して
いない

食事代
宿泊施設 1～ 10 随時

2週間
3週間
1ヶ月

3ヶ月以上

5 リフォーム
ワイツ㈲

〒636-0938
奈良県生駒郡平群町若葉台
5-8-13

現場実習を研修。
挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守
目的意識

インターン
シップ係
0745-45-7918
0745-45-7920

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 関西

インターンシップ推進支
援センター
地域経営者協会

支給して
いない 1～ 10 夏期 1週間

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 関西

インターンシップ推進支
援センター
地域経営者協会

支給して
いない 未定

6 ㈱武蔵境 
自動車教習所

〒180-0022
武蔵野市境2-6-43
http://www.musasisakai-ds.
co.jp/

当所は、普通車で、2年連続都
内№1、中央線・西武線沿線で
は7年連続№1の実績がありま
す。営業活動を中心にインター
ンシップを昨年より受入れてい
ます。

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク

総務部
0422-51-7381
0422-53-5778

info@musasisakai-ds.co.jp 
専用ではない

大学生
文理問わず 1～ 10 随時

3月～ 4月
5月～ 6月
7月～ 8月
9月～ 10月

2週間 東京都 NPO法人ETIC 支給して
いない

通勤交通費
食事代（弁当）
交通費1000円
まで

1～ 10 随時 2週間

7 ㈱大分交通 
観光社

〒870-0026
大分市金池町1丁目1-1

地場旅行会社として地域・県民
の方々に密着した事業を展開し
ている。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
守秘義務の厳守
目的意識

総務部
097-536-0003
097-536-2003

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間 大分県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 1～ 10 夏期 1週間

8 ㈱アクティ森
〒437-0204
静岡県周智郡森町問詰1115-1
http://www.actymori.jp/

当社は静岡県内では唯一大型の
文化体験施設。県内でも他に無
い為インターンシップ体験者の
評判も良い。

事前教育の実施
協調性・チームワーク

体験工房
0538-85-0115
0538-85-0117

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 静岡県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 通勤交通費 1～ 10 夏期 2週間

大学院生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 静岡県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 通勤交通費 1～ 10 夏期 2週間

9
㈱福岡 
スポーツ 
センター

〒810-0001
福岡市中央区天神1丁目
11番7号
http://fsc-ent.jp

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
目的意識

総務部総務課
092-733-7171
092-751-7019

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間 福岡県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 1週間

10
近畿日本 
ツーリスト㈱ 
奈良支店

〒630-8215
奈良市東向中町28

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
パソコン技能

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 2週間 支給して

いない 未定

11

（財）厚生年金
事業振興団　
東京厚生年金
スポーツセン
ター

〒157-0074
東京都世田谷区大蔵4-7-1
http://www.kjp.or.jp/hp_56/

スポーツ好きが多く集まる“コ
ミュニティセンター”的な施設
で、日々変化に富んだ仕事が体
感できる。

研修中の教職員による巡
回訪問
挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
守秘義務の厳守
目的意識

総務部門
03-3416-2611
03-3417-6200

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 2週間 東京都 地域経営者協会 支給して

いない
通勤交通費
食事代 1～ 10 随時 2週間

12（社）奈良市 
観光協会

〒630-8228
奈良市上三条町23番地の4

各種イベントの企画、実施、観
光PR、年中行事の保護・育成 挨拶など基本的社会マナー

（社）奈良市
観光協会
0742-27-8866
0742-27-2299

大学生
文系 1～ 10 夏期

冬期
3月～ 4月
7月～ 8月 1週間

大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

支給して
いない 未定

13 ㈱まちづくり
三鷹

〒181-8525
三鷹市下連雀3-38-4
http://www.mitaka.ne.jp/tmo/

TMO事業を中心にまちづくり
に関する幅広い事業を展開。ビ
ジネスプランコンテストへの参
加も可能

挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守

企画事業
グループ
0422-40-9669
0422-40-9750

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 2週間 東京都 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 通勤交通費 1～ 10 随時 2週間

14 三交自動車
サービス㈱

〒514-0815
津市大字藤方732番地の1

当社は県下では有数の規模を誇
る自動車整備事業の専門会社で
す。若い社員も多く、活気に溢
れています。

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
専攻分野の専門知識

三交自動車
サービス㈱
059-225-5885
059-225-5872

未定

企業（個人向けサービス業）
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15
(社)日本カール・ 
デュイスベルク
協会

〒107-0062
東京都港区南青山5-10-5 
第2菅谷ビル
http://www.ncdg.jp/

ドイツ系企業就職への登竜門。

一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
専攻分野の専門知識
パソコン技能
英語力
守秘義務の厳守
目的意識
学生の自主性を重んじる
こと

全部門
03-3797-3387
03-3797-3495

大学生また
は大学院生
文理問わず

1～ 10 随時 2週間
自社HPによる公募
外部推進支援機関
その他

支給して
いない 1～ 10 随時 2週間

27. 事業向けサービス業

1 ㈲ザ型屋
ドットコム

〒373-0818
群馬県太田市小舞木町574-2
http://www.thekataya.com

WEBに書いてあります。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
パソコン技能
英語力
守秘義務の厳守

大学生
文系 1～ 10 随時

1月～ 2月
3月～ 4月
7月～ 8月

1ヶ月 アルバイ
ト程度 赴任旅費 1～ 10 随時 1ヶ月

2
（社）首都圏
産業活性化
協会

〒192-0083
八王子市旭町9番1号 
八王子スクエアビル11階
http://www.tamaweb.or.jp/

産・学・官・販路開拓・金融支
援まで、企業のあらゆるステー
ジについてTAMAネットワーク
を活用し支援します。

事前教育の実施
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
パソコン技能
守秘義務の厳守

事務局 info@tamaweb.or.jp 1～ 10 夏期 1週間

3 和歌山県経営
者協会

〒640-8227
和歌山県和歌山市西汀丁26

挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守

業務担当
073-431-7376
073-422-0416

大学生
文系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 和歌山県 地域経営者協会 支給して

いない 通勤交通費 1～ 10 夏期 2週間

4 札幌駅地下街
開発㈱

〒060-0004
札幌市中央区北4条西4丁目
1番地 
伊藤・加藤共同ビル

事前教育の実施
総務部
011-281-2806
011-281-2807

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 1月～ 2月 1週間 北海道 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 未定

5 ㈱千修
〒102-0073
千代田区九段北4-2-4
http://www.senshu-g.co.jp

一般的教養・知識・社会
常識
守秘義務の厳守
目的意識

総務人事 
グループ
03-3230-7712
03-5276-7800

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 東京都 インターンシップ推進支

援センター
支給して
いない

通勤交通費
食事代 1～ 10 随時 2週間

6
㈱JMAMチェ
ンジコンサル
ティング

〒105-0001
東京都港区虎ノ門5-13-1　
虎ノ門40MTビル2F
http://www.internships.jp

自分のやりたいことを自分で企
画し、実行する、できるインター
ンシップです。

目的意識

キャリア・エク
スプローラ部
03-3434-6232
03-3434-2033

http://www.internships.jp
sayaka-fukuo@jmamcc.co.jp

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 3ヶ月以上 東京都

自社HPによる公募
㈱JMAMチェンジコンサ
ルティング「JMAMイン
ターンシップ」

アルバイ
ト程度 通勤交通費 1～ 10 随時 1ヶ月

大学院生
文理問わず 1～ 10 随時 3ヶ月以上 東京都

自社HPによる公募
㈱JMAMチェンジコンサ
ルティング「JMAMイン
ターンシップ」

アルバイ
ト程度 通勤交通費 1～ 10 随時 1ヶ月

7 山陽設計工業㈱

〒706-0012
岡山県玉野市玉3-1-9
http://www.tamano.or.jp/usr/
sskk/index.htm

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
専攻分野の専門知識
目的意識

企画管理部
0863-31-0061
0863-32-0627

大学生
理系 1～ 10 随時 7月～ 8月 2週間 岡山県 自社HPによる公募

岡山県経営者協会
支給して
いない 通勤交通費 1～ 10 随時 2週間

8 税理士法人 
山崎事務所

〒607-8494
京都市山科区日ノ岡堤谷町
21番地の1
http://www.yamazaki-office.jp/

挨拶など基本的社会マナー
パソコン技能
守秘義務の厳守

税理士法人
山崎事務所
075-593-0036
075-593-6193

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 京都府 （財）大学コンソーシアム

京都
支給して
いない 通勤交通費 1～ 10 夏期 2週間

9 芹沢システム
リサーチ

〒370-3521
群馬県群馬郡群馬町棟高
1928-53
http://www5d.biglobe.
ne.jp/̃serizawa/

当社では、装置やシステムの仕
様、打ち合わせ、設計・製作、
納入・設置を一貫して行うた
め、製造の流れを知ることがで
きる。

事前教育の実施
パソコン技能
目的意識

企画室
027-373-6222
027-373-8208

大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 群馬県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 随時 2週間

10
アールエフ・
チップス・エ
クノロジー㈱

〒213-0012
神奈川県川崎市高津区坂戸
3-2-1　KSP西300A2
http://www.rfchips.com

当社はRFICの企画開発メーカで
す。最先端技術への関心と活力
のある人材を募集しております。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
守秘義務の厳守

総務部
044-819-2652
044-819-2651

大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1ヶ月 神奈川県 大学教官等からの 

個別要請対応
1日1000
円程度

赴任旅費
通勤交通費
宿泊施設

1～ 10 随時 1ヶ月

大学院生
理系 1～ 10 随時 5月～ 6月 3ヶ月以上 神奈川県 自社HPによる公募 アルバイ

ト程度 通勤交通費 1～ 10 随時 3ヶ月以上

企業（事業向けサービス業）
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No. 社（機関）名 住所
企業URL 企業PR 学生・大学への要望

インターンシップ窓口 H16受入実績 H17受入計画

部署
TEL
FAX

URL
メールアドレス 対象学生 人数 受入

時期 募集時期 受入期間 研修地 募集の方法 報酬 宿泊施設や
交通費の提供 人数 時期 期間

15
(社)日本カール・ 
デュイスベルク
協会

〒107-0062
東京都港区南青山5-10-5 
第2菅谷ビル
http://www.ncdg.jp/

ドイツ系企業就職への登竜門。

一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
専攻分野の専門知識
パソコン技能
英語力
守秘義務の厳守
目的意識
学生の自主性を重んじる
こと

全部門
03-3797-3387
03-3797-3495

大学生また
は大学院生
文理問わず

1～ 10 随時 2週間
自社HPによる公募
外部推進支援機関
その他

支給して
いない 1～ 10 随時 2週間

27. 事業向けサービス業

1 ㈲ザ型屋
ドットコム

〒373-0818
群馬県太田市小舞木町574-2
http://www.thekataya.com

WEBに書いてあります。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
パソコン技能
英語力
守秘義務の厳守

大学生
文系 1～ 10 随時

1月～ 2月
3月～ 4月
7月～ 8月

1ヶ月 アルバイ
ト程度 赴任旅費 1～ 10 随時 1ヶ月

2
（社）首都圏
産業活性化
協会

〒192-0083
八王子市旭町9番1号 
八王子スクエアビル11階
http://www.tamaweb.or.jp/

産・学・官・販路開拓・金融支
援まで、企業のあらゆるステー
ジについてTAMAネットワーク
を活用し支援します。

事前教育の実施
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
パソコン技能
守秘義務の厳守

事務局 info@tamaweb.or.jp 1～ 10 夏期 1週間

3 和歌山県経営
者協会

〒640-8227
和歌山県和歌山市西汀丁26

挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守

業務担当
073-431-7376
073-422-0416

大学生
文系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 和歌山県 地域経営者協会 支給して

いない 通勤交通費 1～ 10 夏期 2週間

4 札幌駅地下街
開発㈱

〒060-0004
札幌市中央区北4条西4丁目
1番地 
伊藤・加藤共同ビル

事前教育の実施
総務部
011-281-2806
011-281-2807

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 1月～ 2月 1週間 北海道 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 未定

5 ㈱千修
〒102-0073
千代田区九段北4-2-4
http://www.senshu-g.co.jp

一般的教養・知識・社会
常識
守秘義務の厳守
目的意識

総務人事 
グループ
03-3230-7712
03-5276-7800

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 東京都 インターンシップ推進支

援センター
支給して
いない

通勤交通費
食事代 1～ 10 随時 2週間

6
㈱JMAMチェ
ンジコンサル
ティング

〒105-0001
東京都港区虎ノ門5-13-1　
虎ノ門40MTビル2F
http://www.internships.jp

自分のやりたいことを自分で企
画し、実行する、できるインター
ンシップです。

目的意識

キャリア・エク
スプローラ部
03-3434-6232
03-3434-2033

http://www.internships.jp
sayaka-fukuo@jmamcc.co.jp

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 3ヶ月以上 東京都

自社HPによる公募
㈱JMAMチェンジコンサ
ルティング「JMAMイン
ターンシップ」

アルバイ
ト程度 通勤交通費 1～ 10 随時 1ヶ月

大学院生
文理問わず 1～ 10 随時 3ヶ月以上 東京都

自社HPによる公募
㈱JMAMチェンジコンサ
ルティング「JMAMイン
ターンシップ」

アルバイ
ト程度 通勤交通費 1～ 10 随時 1ヶ月

7 山陽設計工業㈱

〒706-0012
岡山県玉野市玉3-1-9
http://www.tamano.or.jp/usr/
sskk/index.htm

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
専攻分野の専門知識
目的意識

企画管理部
0863-31-0061
0863-32-0627

大学生
理系 1～ 10 随時 7月～ 8月 2週間 岡山県 自社HPによる公募

岡山県経営者協会
支給して
いない 通勤交通費 1～ 10 随時 2週間

8 税理士法人 
山崎事務所

〒607-8494
京都市山科区日ノ岡堤谷町
21番地の1
http://www.yamazaki-office.jp/

挨拶など基本的社会マナー
パソコン技能
守秘義務の厳守

税理士法人
山崎事務所
075-593-0036
075-593-6193

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 京都府 （財）大学コンソーシアム

京都
支給して
いない 通勤交通費 1～ 10 夏期 2週間

9 芹沢システム
リサーチ

〒370-3521
群馬県群馬郡群馬町棟高
1928-53
http://www5d.biglobe.
ne.jp/̃serizawa/

当社では、装置やシステムの仕
様、打ち合わせ、設計・製作、
納入・設置を一貫して行うた
め、製造の流れを知ることがで
きる。

事前教育の実施
パソコン技能
目的意識

企画室
027-373-6222
027-373-8208

大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 群馬県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 随時 2週間

10
アールエフ・
チップス・エ
クノロジー㈱

〒213-0012
神奈川県川崎市高津区坂戸
3-2-1　KSP西300A2
http://www.rfchips.com

当社はRFICの企画開発メーカで
す。最先端技術への関心と活力
のある人材を募集しております。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
守秘義務の厳守

総務部
044-819-2652
044-819-2651

大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1ヶ月 神奈川県 大学教官等からの 

個別要請対応
1日1000
円程度

赴任旅費
通勤交通費
宿泊施設

1～ 10 随時 1ヶ月

大学院生
理系 1～ 10 随時 5月～ 6月 3ヶ月以上 神奈川県 自社HPによる公募 アルバイ

ト程度 通勤交通費 1～ 10 随時 3ヶ月以上

企業（事業向けサービス業）
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企業URL 企業PR 学生・大学への要望
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No. 社（機関）名 住所
企業URL 企業PR 学生・大学への要望

インターンシップ窓口 H16受入実績 H17受入計画

部署
TEL
FAX

URL
メールアドレス 対象学生 人数 受入

時期 募集時期 受入期間 研修地 募集の方法 報酬 宿泊施設や
交通費の提供 人数 時期 期間

11 ㈱キャリア・
マム

〒206-0033
東京都多摩市落合1-3-7-501
http://www.c-mam.co.jp/

全国70,000人の主婦を中心とし
た会員のネットワークによるマー
ケティング調査、商品開発。

挨拶など基本的社会マナー
目的意識

042-389-0220
042-389-0230

大学生
文系 11～ 30 随時

1月～ 2月
3月～ 4月
5月～ 6月
7月～ 8月
9月～ 10月
11月～ 12月

2週間 東京都
自社HPによる公募
大学教官等からの 
個別要請対応

支給して
いない

通勤交通費
食事代 11～ 30 随時 2週間

12
エヌ・ティ・
ティ 
東京電話帳㈱

〒170-0013
東京都豊島区東池袋3-13-2
住友不動産東池袋ビル2F
http://www.tptokyo.co.jp

総務部人材開
発推進担当
03-5979-0051
03-5950-8391

大学生
文系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 東京都 地域経営者協会 支給して

いない
通勤交通費
食事代 1～ 10 夏期 2週間

13 興南設計㈱
〒710-0034
倉敷市粒江20-36
http://www.konan-sekkei.co.jp

設計を「デザイン」ととらえ機
会、電機の設計・製造といった
ハードだけではなく、印刷物や
HP製作など、ソフトウェアま
で含めた幅広い分野でデザイン
を手がける会社。

挨拶など基本的社会マナー
目的意識

本社設計部
086-420-1555
086-420-1444

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 岡山県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 2週間

14
㈱ジェック
経営コンサル
タント

〒930-0805
富山市湊入船町3-30
http://www.jeckc.com

若さ

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
パソコン技能
目的意識
やる気が必要

経営企画部
076-444-0035
076-444-1135

ishiura_k@jeckc.com
大学生

文理問わず 11～ 30 夏期 7月～ 8月 1週間 富山県 地域経営者協会 支給して
いない 1～ 10 夏期 1週間

15 平成理研㈱
〒321-0912
宇都宮市石井町2856-3
http://www.heiseiriken.co.jp

環境トータルソリューションを
目指し、環境全般の業容展開を
している。

挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守
目的意識

環境科学 
センター
028-660-1700
028-660-1818

大学生また
は大学院生

理系
1～ 10 随時 5月～ 6月 2週間 栃木県 地域経営者協会 アルバイ

ト程度 1～ 10 随時 2週間

16 ㈱吉田測量設計
〒020-0861
岩手県盛岡市仙北1-3-13
http://www.ysdag.co.jp

「汗を出し、知恵を出し」を合い
言葉に、信用できる技術集団を
目指して常に資質の向上に努力
している。また、北上川河川敷
清掃活動等を継続して行い、環
境保全にも力を注いでいる。

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
目的意識

総務部総務課
019-635-1740
019-635-1747

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間 岩手県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 1週間

17
(財)福岡県産
業・科学技術
振興財団

〒810-0001
福岡市中央区天神1-1-1

企画管理部
092-725-2781
092-725-2786

大学生
文理問わず 1～ 10 春期

夏期
1月～ 2月
7月～ 8月 1ヶ月以内 支給して

いない 通勤交通費 未定

18 ㈱エヌ・イー・
エス

〒338-0834
さいたま市桜区新開1-10-10
http://www.kknes.com

電子回路の基本であるアナログ
回路設計をベースに高速デバイ
スや高周波回路の設計、制御機
器の設計ができる。

専攻分野の専門知識
守秘義務の厳守

総務部
048-839-6801
048-839-6802

大学生また
は大学院生

理系
1～ 10 夏期 2週間 埼玉県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 未定

19 (社)日本アイ
ソトープ協会

〒113-0021
東京都文京区本駒込2-28-45
http://www.jrias.or,jp

学術部、アイ
ソトープ部、
環境整備部
03-5395-8021
03-5395-8051

大学生また
は大学院生
文理問わず

1～ 10 秋期 9月～ 10月 2週間 東京都

自社HPによる公募
関東地域インターンシッ
プ推進協会「KIPC」
インターンシップ推進支
援センター

アルバイ
ト程度 1～ 10 秋期 2週間

20 社会保険労務
士村松事務所

〒690-0873
島根県松江市内中原町15-12

「社会保険労務士」という仕事を
知ってもらいたいし、知　度
アップにつなげていきたい。

挨拶など基本的社会マナー
パソコン技能
守秘義務の厳守

所長
0852-29-0558
0852-29-0559

sr-muramatsu@oregano.ocn.
ne.jp

大学生
文系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間 学生ハローワーク 支給して

いない 未定

21 東レテクノ㈱
〒520-0842
大津市園山1-1-1
http://www.toraytechno.co.jp

環境調査、化学分析分野で幅広
く活動しております。

挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守
労働安全に関する教育

環境科学技術
部
077-537-5150
077-533-8659

大学生また
は大学院生
文理問わず

1～ 10 随時 2週間
3週間 滋賀県

大学教官等からの 
個別要請対応
外部推進支援機関

支給して
いない 1～ 10 随時 2週間

3週間

22
（社）青年海外
協力協会 
九州支部

〒812-0011
福岡市博多区博多駅前3丁目
28-4　陣内ビル2F
http://www.joca.or.jp/kyushu/
index.html

当協会は、青年海外協力隊の
OB,OGで組織している法人で
す。

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
パソコン技能
守秘義務の厳守
目的意識

092-415-6536
092-415-6518

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 福岡県

大学教官等からの 
個別要請対応
福岡県インターンシップ
推進協議会

支給して
いない 1～ 10 夏期 2週間

23 ㈱日吉

〒523-8555
滋賀県近江八幡市北之庄町
908
http://www.hiyoshi-es.co.jp

グローバルに地球環境問題を見
つめ“はかる”“みる”“まもる”の
総合サポートにより社会に貢献
できるトータルエコビジネスを
目指しています。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
専攻分野の専門知識
パソコン技能
英語力
守秘義務の厳守

総務部総務課
0748-32-5111
0748-32-3339

soumu@hiyoshi-es.co.jp
大学生
理系 1～ 10 随時

夏期
7月～ 8月
9月～ 10月

1週間
3週間

3ヶ月以上
滋賀県

大学教官等からの 
個別要請対応
その他

支給して
いない
アルバイ
ト程度

通勤交通費
宿泊施設 1～ 10 夏期 3週間

3ヶ月以上

24 福山商工会議所
〒720-0067
福山市西町2-10-1
http://www.fukuyama.or.jp/

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
目的意識

総務課
084-921-2345
084-922-0100

大学生
文系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1週間 広島県

大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

支給して
いない 提供なし 1～ 10 夏期 1週間

企業（事業向けサービス業）
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No. 社（機関）名 住所
企業URL 企業PR 学生・大学への要望

インターンシップ窓口 H16受入実績 H17受入計画

部署
TEL
FAX

URL
メールアドレス 対象学生 人数 受入

時期 募集時期 受入期間 研修地 募集の方法 報酬 宿泊施設や
交通費の提供 人数 時期 期間

11 ㈱キャリア・
マム

〒206-0033
東京都多摩市落合1-3-7-501
http://www.c-mam.co.jp/

全国70,000人の主婦を中心とし
た会員のネットワークによるマー
ケティング調査、商品開発。

挨拶など基本的社会マナー
目的意識

042-389-0220
042-389-0230

大学生
文系 11～ 30 随時

1月～ 2月
3月～ 4月
5月～ 6月
7月～ 8月
9月～ 10月
11月～ 12月

2週間 東京都
自社HPによる公募
大学教官等からの 
個別要請対応

支給して
いない

通勤交通費
食事代 11～ 30 随時 2週間

12
エヌ・ティ・
ティ 
東京電話帳㈱

〒170-0013
東京都豊島区東池袋3-13-2
住友不動産東池袋ビル2F
http://www.tptokyo.co.jp

総務部人材開
発推進担当
03-5979-0051
03-5950-8391

大学生
文系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 東京都 地域経営者協会 支給して

いない
通勤交通費
食事代 1～ 10 夏期 2週間

13 興南設計㈱
〒710-0034
倉敷市粒江20-36
http://www.konan-sekkei.co.jp

設計を「デザイン」ととらえ機
会、電機の設計・製造といった
ハードだけではなく、印刷物や
HP製作など、ソフトウェアま
で含めた幅広い分野でデザイン
を手がける会社。

挨拶など基本的社会マナー
目的意識

本社設計部
086-420-1555
086-420-1444

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 岡山県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 2週間

14
㈱ジェック
経営コンサル
タント

〒930-0805
富山市湊入船町3-30
http://www.jeckc.com

若さ

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
パソコン技能
目的意識
やる気が必要

経営企画部
076-444-0035
076-444-1135

ishiura_k@jeckc.com
大学生

文理問わず 11～ 30 夏期 7月～ 8月 1週間 富山県 地域経営者協会 支給して
いない 1～ 10 夏期 1週間

15 平成理研㈱
〒321-0912
宇都宮市石井町2856-3
http://www.heiseiriken.co.jp

環境トータルソリューションを
目指し、環境全般の業容展開を
している。

挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守
目的意識

環境科学 
センター
028-660-1700
028-660-1818

大学生また
は大学院生

理系
1～ 10 随時 5月～ 6月 2週間 栃木県 地域経営者協会 アルバイ

ト程度 1～ 10 随時 2週間

16 ㈱吉田測量設計
〒020-0861
岩手県盛岡市仙北1-3-13
http://www.ysdag.co.jp

「汗を出し、知恵を出し」を合い
言葉に、信用できる技術集団を
目指して常に資質の向上に努力
している。また、北上川河川敷
清掃活動等を継続して行い、環
境保全にも力を注いでいる。

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
目的意識

総務部総務課
019-635-1740
019-635-1747

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間 岩手県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 1週間

17
(財)福岡県産
業・科学技術
振興財団

〒810-0001
福岡市中央区天神1-1-1

企画管理部
092-725-2781
092-725-2786

大学生
文理問わず 1～ 10 春期

夏期
1月～ 2月
7月～ 8月 1ヶ月以内 支給して

いない 通勤交通費 未定

18 ㈱エヌ・イー・
エス

〒338-0834
さいたま市桜区新開1-10-10
http://www.kknes.com

電子回路の基本であるアナログ
回路設計をベースに高速デバイ
スや高周波回路の設計、制御機
器の設計ができる。

専攻分野の専門知識
守秘義務の厳守

総務部
048-839-6801
048-839-6802

大学生また
は大学院生

理系
1～ 10 夏期 2週間 埼玉県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 未定

19 (社)日本アイ
ソトープ協会

〒113-0021
東京都文京区本駒込2-28-45
http://www.jrias.or,jp

学術部、アイ
ソトープ部、
環境整備部
03-5395-8021
03-5395-8051

大学生また
は大学院生
文理問わず

1～ 10 秋期 9月～ 10月 2週間 東京都

自社HPによる公募
関東地域インターンシッ
プ推進協会「KIPC」
インターンシップ推進支
援センター

アルバイ
ト程度 1～ 10 秋期 2週間

20 社会保険労務
士村松事務所

〒690-0873
島根県松江市内中原町15-12

「社会保険労務士」という仕事を
知ってもらいたいし、知　度
アップにつなげていきたい。

挨拶など基本的社会マナー
パソコン技能
守秘義務の厳守

所長
0852-29-0558
0852-29-0559

sr-muramatsu@oregano.ocn.
ne.jp

大学生
文系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間 学生ハローワーク 支給して

いない 未定

21 東レテクノ㈱
〒520-0842
大津市園山1-1-1
http://www.toraytechno.co.jp

環境調査、化学分析分野で幅広
く活動しております。

挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守
労働安全に関する教育

環境科学技術
部
077-537-5150
077-533-8659

大学生また
は大学院生
文理問わず

1～ 10 随時 2週間
3週間 滋賀県

大学教官等からの 
個別要請対応
外部推進支援機関

支給して
いない 1～ 10 随時 2週間

3週間

22
（社）青年海外
協力協会 
九州支部

〒812-0011
福岡市博多区博多駅前3丁目
28-4　陣内ビル2F
http://www.joca.or.jp/kyushu/
index.html

当協会は、青年海外協力隊の
OB,OGで組織している法人で
す。

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
パソコン技能
守秘義務の厳守
目的意識

092-415-6536
092-415-6518

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 福岡県

大学教官等からの 
個別要請対応
福岡県インターンシップ
推進協議会

支給して
いない 1～ 10 夏期 2週間

23 ㈱日吉

〒523-8555
滋賀県近江八幡市北之庄町
908
http://www.hiyoshi-es.co.jp

グローバルに地球環境問題を見
つめ“はかる”“みる”“まもる”の
総合サポートにより社会に貢献
できるトータルエコビジネスを
目指しています。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
専攻分野の専門知識
パソコン技能
英語力
守秘義務の厳守

総務部総務課
0748-32-5111
0748-32-3339

soumu@hiyoshi-es.co.jp
大学生
理系 1～ 10 随時

夏期
7月～ 8月
9月～ 10月

1週間
3週間

3ヶ月以上
滋賀県

大学教官等からの 
個別要請対応
その他

支給して
いない
アルバイ
ト程度

通勤交通費
宿泊施設 1～ 10 夏期 3週間

3ヶ月以上

24 福山商工会議所
〒720-0067
福山市西町2-10-1
http://www.fukuyama.or.jp/

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
目的意識

総務課
084-921-2345
084-922-0100

大学生
文系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1週間 広島県

大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

支給して
いない 提供なし 1～ 10 夏期 1週間

企業（事業向けサービス業）
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No. 社（機関）名 住所
企業URL 企業PR 学生・大学への要望

インターンシップ窓口 H16受入実績 H17受入計画
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25
（財）広島市 
産業振興 
センター

〒733-0834
広島市西区草津新町1丁目
21番35号
http://www.assist.ipc.city.
hiroshima.jp

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
パソコン技能

(財)広島市産業
振興 
センター
082-278-8880
082-278-8570

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 広島県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 2週間

26 ㈱船井総合 
研究所

〒141-0031
品川区西五反田6-12-1
http://www.funaisoken.co.jp

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
守秘義務の厳守
目的意識
謙虚さ

人事部
03-5434-7603
03-5434-0375

大学生また
は大学院生
文理問わず

1～ 10 秋期 9月～ 10月 1週間 自社HPによる公募 支給して
いない 31～ 100 秋期 1週間

27 ㈱なんば技研
〒710-0251
倉敷市玉島長尾214番地の1
http://www.nanba.co.jp

自然との共生と歴史・風土を踏
まえ、地域としっかりコンセン
サスを得て、地域創造の提案に
努めています。

挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守
目的意識

総務部
086-526-8382
086-525-5683

大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1週間 岡山県 地域経営者協会 支給して

いない
通勤交通費
食事代 1～ 10 夏期 1週間

28 ㈱アド・コム

〒600-8408
京都市下京区烏丸五条
東二筋目上ル深草町586-1
http://ad-com.co.jp

スキルよりウィル。働くことの
意味や意識を学ぶ 目的意識

SP、広告企画
制作、ITコン
サル
075-344-1118
075-344-1112

http://www.ad-com.co.jp

大学生
文理問わず 1～ 10 随時

2週間
3週間
1ヶ月

大学教官等からの 
個別要請対応
（財）大学コンソーシアム
京都

支給して
いない 1～ 10

2週間
3週間
1ヶ月

大学院生
文理問わず 1～ 10 随時

2週間
3週間
1ヶ月

大学教官等からの 
個別要請対応
外部推進支援機関

支給して
いない 1～ 10

2週間
3週間
1ヶ月

29

労協センター
事業団 
東関東事業 
本部

〒336-0017
さいたま市南区南浦和3-31-12

市民本位の新たな地域社会を創
造する協同組合です。自由闊達
の組織風土で、人と人の結びつ
きを大切にし、成長しあうこと
を目的とする協同組合本来の姿
を目指す団体です。

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
守秘義務の厳守
目的意識

地域福祉事業
推進室
048-883-4700
048-883-4703

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期

冬期 1月～ 2月 1週間 支給して
いない 1～ 10 夏期

冬期 1週間

30
国際協力事業
団大阪国際 
センター

〒567-0058
大阪府茨木市西豊川町25-1
独立行政法人国際協力機構
大阪国際センター
http://www.jica.go.jp/

国際協力、ODAの実施機関で、
日本国内では2番目に大きい
JICAセンターです。JICA大阪で
は、学部生の受入（近畿圏）のみ
を対応しています。

事前教育の実施
大学窓口の一本化
守秘義務の厳守
目的意識

業務第1チーム
072-641-6900
072-641-6910

大学生
文理問わず 1～ 10 春期 3月～ 4月 2週間 大阪府 その他 支給して

いない 1～ 10 春期 2週間

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 大阪府 その他 支給して

いない 1～ 10 夏期 2週間

31（財）とやま 
国際センター

〒930-0856
富山市牛島新町5番5号　
インテックビル4階
http://www.tic-toyama.or.jp

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
パソコン技能
守秘義務の厳守
目的意識

076-444-2500
076-444-2600

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 2週間 富山県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 未定

32 ㈱トランジット

〒150-0002
東京都渋谷区渋谷2-12-12
三貴ビル8F
http://www.tranzit.jp/

ベンチャー企業を対象にしたイ
ンターシップ採用を支援してい
る会社です。ベンチャー企業の
社長様と出会う機会の多い環境
ですので、社内の仕組みだけで
なく、最新のビジネスにも触れ
ることができます。

協調性・チームワーク
目的意識

03-3499-8301
03-5467-7525

http://www.intern-gate.com/
info/
info@tranzit.jp

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 3ヶ月以上 東京都

自社HPによる公募
関東地域インターンシッ
プ推進協会「KIPC」

1日1000
円程度

通勤交通費
食事代 1～ 10 随時 3ヶ月以上

大学院生
文理問わず 1～ 10 随時 3ヶ月以上 東京都

自社HPによる公募
関東地域インターンシッ
プ推進協会「KIPC」

1日1000
円程度

通勤交通費
食事代 1～ 10 随時 3ヶ月以上

33 日立計測器
サービス㈱

〒160-0004
新宿区四谷4-28-8
http://www.hisco.co.jp

お客様、製造元ともに接点があ
る仕事です。数百万倍という原
子レベルの微細な構造を観察す
る電子顕微鏡を使い、総合的な
メンテナンスの一端を体験いた
だきます。

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
専攻分野の専門知識
守秘義務の厳守
目的意識

人事総務部　
人事教育課
03-5379-2312
03-3341-6158

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 東京都 自社HPによる公募

「Bi助っ人」
支給して
いない

赴任旅費
通勤交通費
食事代

1～ 10 夏期 2週間

大学院生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 東京都 自社HPによる公募

外部推進支援機関
支給して
いない

赴任旅費
通勤交通費
食事代

1～ 10 夏期 2週間

34 キタイ設計㈱

〒521-1341
滋賀県蒲生郡安土町大字上
豊浦1030番地
http://www.kitai.co.jp

21世紀の農村計画、環境計画、
個性ある地域づくり、防災関連
業務等、将来を見据え、総合的
に取り組んでいる建設コンサル
タントです。

専攻分野の専門知識
パソコン技能
目的意識

総務部
0748-46-2336
0748-46-4962

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 滋賀県

大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

支給して
いない 通勤交通費 1～ 10 夏期 2週間

大学院生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 滋賀県

大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

支給して
いない 通勤交通費 1～ 10 夏期 2週間

35 新生測量㈱

〒408-0315
山梨県北杜市白州町白須
6807-70
http://www.eps4.comlink.
ne.jp/̃shinseih/

測量・土木設計を行っている社
員15名の小さい会社です。今
年度、建設コンサルタントの電
力部門の登録を行い、電気、機
械技術者を養成中。

研修中の教職員による巡
回訪問
目的意識

総務部
0551-20-4611
0551-20-4613

shinseih@eps4.comlink.ne.jp 1～ 10 夏期 2週間

企業（事業向けサービス業）
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25
（財）広島市 
産業振興 
センター

〒733-0834
広島市西区草津新町1丁目
21番35号
http://www.assist.ipc.city.
hiroshima.jp

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
パソコン技能

(財)広島市産業
振興 
センター
082-278-8880
082-278-8570

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 広島県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 2週間

26 ㈱船井総合 
研究所

〒141-0031
品川区西五反田6-12-1
http://www.funaisoken.co.jp

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
守秘義務の厳守
目的意識
謙虚さ

人事部
03-5434-7603
03-5434-0375

大学生また
は大学院生
文理問わず

1～ 10 秋期 9月～ 10月 1週間 自社HPによる公募 支給して
いない 31～ 100 秋期 1週間

27 ㈱なんば技研
〒710-0251
倉敷市玉島長尾214番地の1
http://www.nanba.co.jp

自然との共生と歴史・風土を踏
まえ、地域としっかりコンセン
サスを得て、地域創造の提案に
努めています。

挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守
目的意識

総務部
086-526-8382
086-525-5683

大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1週間 岡山県 地域経営者協会 支給して

いない
通勤交通費
食事代 1～ 10 夏期 1週間

28 ㈱アド・コム

〒600-8408
京都市下京区烏丸五条
東二筋目上ル深草町586-1
http://ad-com.co.jp

スキルよりウィル。働くことの
意味や意識を学ぶ 目的意識

SP、広告企画
制作、ITコン
サル
075-344-1118
075-344-1112

http://www.ad-com.co.jp

大学生
文理問わず 1～ 10 随時

2週間
3週間
1ヶ月

大学教官等からの 
個別要請対応
（財）大学コンソーシアム
京都

支給して
いない 1～ 10

2週間
3週間
1ヶ月

大学院生
文理問わず 1～ 10 随時

2週間
3週間
1ヶ月

大学教官等からの 
個別要請対応
外部推進支援機関

支給して
いない 1～ 10

2週間
3週間
1ヶ月

29

労協センター
事業団 
東関東事業 
本部

〒336-0017
さいたま市南区南浦和3-31-12

市民本位の新たな地域社会を創
造する協同組合です。自由闊達
の組織風土で、人と人の結びつ
きを大切にし、成長しあうこと
を目的とする協同組合本来の姿
を目指す団体です。

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
守秘義務の厳守
目的意識

地域福祉事業
推進室
048-883-4700
048-883-4703

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期

冬期 1月～ 2月 1週間 支給して
いない 1～ 10 夏期

冬期 1週間

30
国際協力事業
団大阪国際 
センター

〒567-0058
大阪府茨木市西豊川町25-1
独立行政法人国際協力機構
大阪国際センター
http://www.jica.go.jp/

国際協力、ODAの実施機関で、
日本国内では2番目に大きい
JICAセンターです。JICA大阪で
は、学部生の受入（近畿圏）のみ
を対応しています。

事前教育の実施
大学窓口の一本化
守秘義務の厳守
目的意識

業務第1チーム
072-641-6900
072-641-6910

大学生
文理問わず 1～ 10 春期 3月～ 4月 2週間 大阪府 その他 支給して

いない 1～ 10 春期 2週間

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 大阪府 その他 支給して

いない 1～ 10 夏期 2週間

31（財）とやま 
国際センター

〒930-0856
富山市牛島新町5番5号　
インテックビル4階
http://www.tic-toyama.or.jp

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
パソコン技能
守秘義務の厳守
目的意識

076-444-2500
076-444-2600

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 2週間 富山県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 未定

32 ㈱トランジット

〒150-0002
東京都渋谷区渋谷2-12-12
三貴ビル8F
http://www.tranzit.jp/

ベンチャー企業を対象にしたイ
ンターシップ採用を支援してい
る会社です。ベンチャー企業の
社長様と出会う機会の多い環境
ですので、社内の仕組みだけで
なく、最新のビジネスにも触れ
ることができます。

協調性・チームワーク
目的意識

03-3499-8301
03-5467-7525

http://www.intern-gate.com/
info/
info@tranzit.jp

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 3ヶ月以上 東京都

自社HPによる公募
関東地域インターンシッ
プ推進協会「KIPC」

1日1000
円程度

通勤交通費
食事代 1～ 10 随時 3ヶ月以上

大学院生
文理問わず 1～ 10 随時 3ヶ月以上 東京都

自社HPによる公募
関東地域インターンシッ
プ推進協会「KIPC」

1日1000
円程度

通勤交通費
食事代 1～ 10 随時 3ヶ月以上

33 日立計測器
サービス㈱

〒160-0004
新宿区四谷4-28-8
http://www.hisco.co.jp

お客様、製造元ともに接点があ
る仕事です。数百万倍という原
子レベルの微細な構造を観察す
る電子顕微鏡を使い、総合的な
メンテナンスの一端を体験いた
だきます。

挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
専攻分野の専門知識
守秘義務の厳守
目的意識

人事総務部　
人事教育課
03-5379-2312
03-3341-6158

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 東京都 自社HPによる公募

「Bi助っ人」
支給して
いない

赴任旅費
通勤交通費
食事代

1～ 10 夏期 2週間

大学院生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 東京都 自社HPによる公募

外部推進支援機関
支給して
いない

赴任旅費
通勤交通費
食事代

1～ 10 夏期 2週間

34 キタイ設計㈱

〒521-1341
滋賀県蒲生郡安土町大字上
豊浦1030番地
http://www.kitai.co.jp

21世紀の農村計画、環境計画、
個性ある地域づくり、防災関連
業務等、将来を見据え、総合的
に取り組んでいる建設コンサル
タントです。

専攻分野の専門知識
パソコン技能
目的意識

総務部
0748-46-2336
0748-46-4962

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 滋賀県

大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

支給して
いない 通勤交通費 1～ 10 夏期 2週間

大学院生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 滋賀県

大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

支給して
いない 通勤交通費 1～ 10 夏期 2週間

35 新生測量㈱

〒408-0315
山梨県北杜市白州町白須
6807-70
http://www.eps4.comlink.
ne.jp/̃shinseih/

測量・土木設計を行っている社
員15名の小さい会社です。今
年度、建設コンサルタントの電
力部門の登録を行い、電気、機
械技術者を養成中。

研修中の教職員による巡
回訪問
目的意識

総務部
0551-20-4611
0551-20-4613

shinseih@eps4.comlink.ne.jp 1～ 10 夏期 2週間

企業（事業向けサービス業）
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36 ㈱イーサーブ

〒540-0027
大阪市中央区鎗屋町2-3-2
山忠ビル502
http://www.e-serve.co.jp

ベンチャー企業に対する株式公
開支援のコンサルティングを
行っています。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
パソコン技能

06-4792-3070
06-4792-3090

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 9月～ 10月 1ヶ月 大阪府 （財）大学コンソーシアム

京都
支給して
いない 通勤交通費 1～ 10 夏期 1ヶ月

37 佐伯公認会計士
事務所

〒790-0002
愛媛県松山市二番町4-4-2
2F

一般的な税務代行業務に留まら
ず、国内外の総合的なコンサル
ティングの経験等。

挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守
目的意識

インターン
シップ採用係
089-941-5601
089-941-5644

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月

9月～ 10月 2週間 愛媛県 大学教官等からの 
個別要請対応

支給して
いない 1～ 10 随時 2週間

大学院生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月

9月～ 10月 2週間 愛媛県 大学教官等からの 
個別要請対応

支給して
いない 1～ 10 随時 2週間

38 水沢商工会議所
〒023-0818
岩手県水沢市東町4
http://www.mizusawa.cci.com

地域総合経済団体として、商工
業振興、地域振興業務を行って
います。

協調性・チームワーク
目的意識

振興課
0197-24-3141
0197-24-3148

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 1週間

39 ㈱スマイル
スタッフ

〒321-0954
宇都宮市元今泉6-4-3
http://www.smilestaff.co.jp

総務部
028-661-2500

40
(財)大学コン
ソーシアム 
京都

〒600-8216
京都市下京区西洞院通
塩小路下る
キャンパスプラザ京都

京都のすべての大学が参加する
大学連合としてのメリットを活
かし、地域社会や産業界などと
協働して単位互換などの事業を
展開してきました。今後、イン
ターンシップを通して京都地域
の発展の一翼を担う人材を育成
したいと考えております。

協調性・チームワーク
守秘義務の厳守
目的意識

インターン
シップ事業 
推進室
075-353-9100
075-353-9101

intern@consortium.or.jp
大学生
文系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 （財）大学コンソーシアム

京都
支給して
いない 1～ 10 夏期 2週間

41（財）にいがた
産業創造機構

〒950-0078
新潟県新潟市万代島5-1　
万代島ビル9F
http://www.nico.or.jp

守秘義務の厳守
目的意識

総務グループ
025-246-0089
025-246-0030

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 新潟県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない なし 1～ 10 夏期 2週間

42 ㈱ムービルト
〒470-0356
愛知県豊田市八草町秋合
1281番1

若い会社なので、とてもやる気
にみなぎっている会社です。

一般的教養・知識・社会
常識
目的意識

人財課
0565-43-1100
0565-43-1103

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間 愛知県 愛知中小企業家同友会 支給して

いない 1～ 10 随時 1週間

43

特定非営利 
活動法人
アジアボラン
ティアセンター

〒530-0013
大阪市北区茶屋町2-30
http://www.ne.jp/asahi/avc/
earth/

06-6376-3545
06-6376-3548

avc@earth.email.ne.jp

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 3ヶ月以上

大学教官等からの 
個別要請対応
（財）大学コンソーシアム
京都

支給して
いない 1～ 10 随時 3ヶ月以上

大学院生
文理問わず 1～ 10 随時 3ヶ月以上

大学教官等からの 
個別要請対応
（財）大学コンソーシアム
京都

支給して
いない 1～ 10 随時 3ヶ月以上

44 JGS研究所

〒770-0813
徳島市中常三島町1丁目
32-1　一坂ビル
http://www.jgs-g.co.jp/jgsr/

徳島大学発ベンチャーとして技
術特許を取得し、実用化を目
指す。ソフトウェア・ハード
ウェア技術のMOTを目指すベ
ンチャー。

パソコン技能
守秘義務の厳守
ベンチャー志向、アント
レプレナーシップ

代表取締役
088-611-6988
088-611-6987

大学生
文理問わず 1～ 10 随時

1月～ 2月
3月～ 4月
5月～ 6月
7月～ 8月
9月～ 10月
11月～ 12月

2週間 徳島県 大学教官等からの 
個別要請対応

支給して
いない 1～ 10 随時 2週間

大学院生
文理問わず 1～ 10 随時

1月～ 2月
3月～ 4月
5月～ 6月
7月～ 8月
9月～ 10月
11月～ 12月

2週間 徳島県 個別に 支給して
いない 1～ 10 随時 2週間

45 星企画㈱

〒790-0951
愛媛県松山市天山1-10-25
白石ビル
http://hoshi-ad.co.jp

小さくても“日本一”を目指して
います。

大学窓口の一本化
挨拶など基本的社会マナー

経営企画室
089-934-6088
089-921-1187

star05@hoshi-ad.co.jp
大学生

文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1週間 愛媛県 大学教官等からの 
個別要請対応

支給して
いない 未定

46 協栄ビル管理㈱

〒604-0993
京都市中京区寺町通夷川上
る久遠院前町675番地の1
http://www.kyoei-kanri.com/

人と社会の調和をめざしたビル
の総合メンテナンス会社です。あ
らゆる面から、ビルに集う人々
の快適性を追求し顧客の立場
で、プロの集団として人間性豊
かな環境を提供してます。清掃、
設備管理、整備を主業務として
おります。

研修中の教職員による巡
回訪問
挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守
目的意識

業務部
075-255-0115
075-255-0116

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 9月～ 10月 2週間 （財）大学コンソーシアム

京都
支給して
いない 1～ 10 夏期 2週間

47 富山商工会議所

〒930-0083
富山市総曲輪2丁目1-3
http://www.ccis-toyama.or.jp/
toyama/

挨拶など基本的社会マナー
パソコン技能
目的意識

総合企画課
076-423-1112
076-423-1114

大学生
文系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 未定

48 和建技術㈱
〒641-0012
和歌山市紀三井寺532-2
http://www.waken-eng.com

事前教育の実施
目的意識

総務担当部
073-447-3913
073-447-3968

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 和歌山県 地域経営者協会 支給して

いない
通勤交通費
食事代 1～ 10 夏期 2週間

企業（事業向けサービス業）
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36 ㈱イーサーブ

〒540-0027
大阪市中央区鎗屋町2-3-2
山忠ビル502
http://www.e-serve.co.jp

ベンチャー企業に対する株式公
開支援のコンサルティングを
行っています。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
パソコン技能

06-4792-3070
06-4792-3090

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 9月～ 10月 1ヶ月 大阪府 （財）大学コンソーシアム

京都
支給して
いない 通勤交通費 1～ 10 夏期 1ヶ月

37 佐伯公認会計士
事務所

〒790-0002
愛媛県松山市二番町4-4-2
2F

一般的な税務代行業務に留まら
ず、国内外の総合的なコンサル
ティングの経験等。

挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守
目的意識

インターン
シップ採用係
089-941-5601
089-941-5644

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月

9月～ 10月 2週間 愛媛県 大学教官等からの 
個別要請対応

支給して
いない 1～ 10 随時 2週間

大学院生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月

9月～ 10月 2週間 愛媛県 大学教官等からの 
個別要請対応

支給して
いない 1～ 10 随時 2週間

38 水沢商工会議所
〒023-0818
岩手県水沢市東町4
http://www.mizusawa.cci.com

地域総合経済団体として、商工
業振興、地域振興業務を行って
います。

協調性・チームワーク
目的意識

振興課
0197-24-3141
0197-24-3148

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 1週間

39 ㈱スマイル
スタッフ

〒321-0954
宇都宮市元今泉6-4-3
http://www.smilestaff.co.jp

総務部
028-661-2500

40
(財)大学コン
ソーシアム 
京都

〒600-8216
京都市下京区西洞院通
塩小路下る
キャンパスプラザ京都

京都のすべての大学が参加する
大学連合としてのメリットを活
かし、地域社会や産業界などと
協働して単位互換などの事業を
展開してきました。今後、イン
ターンシップを通して京都地域
の発展の一翼を担う人材を育成
したいと考えております。

協調性・チームワーク
守秘義務の厳守
目的意識

インターン
シップ事業 
推進室
075-353-9100
075-353-9101

intern@consortium.or.jp
大学生
文系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 （財）大学コンソーシアム

京都
支給して
いない 1～ 10 夏期 2週間

41（財）にいがた
産業創造機構

〒950-0078
新潟県新潟市万代島5-1　
万代島ビル9F
http://www.nico.or.jp

守秘義務の厳守
目的意識

総務グループ
025-246-0089
025-246-0030

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 新潟県 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない なし 1～ 10 夏期 2週間

42 ㈱ムービルト
〒470-0356
愛知県豊田市八草町秋合
1281番1

若い会社なので、とてもやる気
にみなぎっている会社です。

一般的教養・知識・社会
常識
目的意識

人財課
0565-43-1100
0565-43-1103

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間 愛知県 愛知中小企業家同友会 支給して

いない 1～ 10 随時 1週間

43

特定非営利 
活動法人
アジアボラン
ティアセンター

〒530-0013
大阪市北区茶屋町2-30
http://www.ne.jp/asahi/avc/
earth/

06-6376-3545
06-6376-3548

avc@earth.email.ne.jp

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 3ヶ月以上

大学教官等からの 
個別要請対応
（財）大学コンソーシアム
京都

支給して
いない 1～ 10 随時 3ヶ月以上

大学院生
文理問わず 1～ 10 随時 3ヶ月以上

大学教官等からの 
個別要請対応
（財）大学コンソーシアム
京都

支給して
いない 1～ 10 随時 3ヶ月以上

44 JGS研究所

〒770-0813
徳島市中常三島町1丁目
32-1　一坂ビル
http://www.jgs-g.co.jp/jgsr/

徳島大学発ベンチャーとして技
術特許を取得し、実用化を目
指す。ソフトウェア・ハード
ウェア技術のMOTを目指すベ
ンチャー。

パソコン技能
守秘義務の厳守
ベンチャー志向、アント
レプレナーシップ

代表取締役
088-611-6988
088-611-6987

大学生
文理問わず 1～ 10 随時

1月～ 2月
3月～ 4月
5月～ 6月
7月～ 8月
9月～ 10月
11月～ 12月

2週間 徳島県 大学教官等からの 
個別要請対応

支給して
いない 1～ 10 随時 2週間

大学院生
文理問わず 1～ 10 随時

1月～ 2月
3月～ 4月
5月～ 6月
7月～ 8月
9月～ 10月
11月～ 12月

2週間 徳島県 個別に 支給して
いない 1～ 10 随時 2週間

45 星企画㈱

〒790-0951
愛媛県松山市天山1-10-25
白石ビル
http://hoshi-ad.co.jp

小さくても“日本一”を目指して
います。

大学窓口の一本化
挨拶など基本的社会マナー

経営企画室
089-934-6088
089-921-1187

star05@hoshi-ad.co.jp
大学生

文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1週間 愛媛県 大学教官等からの 
個別要請対応

支給して
いない 未定

46 協栄ビル管理㈱

〒604-0993
京都市中京区寺町通夷川上
る久遠院前町675番地の1
http://www.kyoei-kanri.com/

人と社会の調和をめざしたビル
の総合メンテナンス会社です。あ
らゆる面から、ビルに集う人々
の快適性を追求し顧客の立場
で、プロの集団として人間性豊
かな環境を提供してます。清掃、
設備管理、整備を主業務として
おります。

研修中の教職員による巡
回訪問
挨拶など基本的社会マナー
守秘義務の厳守
目的意識

業務部
075-255-0115
075-255-0116

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 9月～ 10月 2週間 （財）大学コンソーシアム

京都
支給して
いない 1～ 10 夏期 2週間

47 富山商工会議所

〒930-0083
富山市総曲輪2丁目1-3
http://www.ccis-toyama.or.jp/
toyama/

挨拶など基本的社会マナー
パソコン技能
目的意識

総合企画課
076-423-1112
076-423-1114

大学生
文系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 未定

48 和建技術㈱
〒641-0012
和歌山市紀三井寺532-2
http://www.waken-eng.com

事前教育の実施
目的意識

総務担当部
073-447-3913
073-447-3968

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 和歌山県 地域経営者協会 支給して

いない
通勤交通費
食事代 1～ 10 夏期 2週間

企業（事業向けサービス業）



152

No. 社（機関）名 住所
企業URL 企業PR 学生・大学への要望

インターンシップ窓口 H16受入実績 H17受入計画

部署
TEL
FAX

URL
メールアドレス 対象学生 人数 受入

時期 募集時期 受入期間 研修地 募集の方法 報酬 宿泊施設や
交通費の提供 人数 時期 期間
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49 北海道地域 
総合振興機構

〒060-0005
札幌市中央区北5条西6丁目
札幌センタービル13階
http://www.hamanasu.or.jp/

事前教育の実施
目的意識

産業部
011-205-5011
011-205-5050

大学生
文系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 北海道 北海道地域インターン

シップ推進協議会
支給して
いない 通勤交通費 1～ 10 夏期 2週間

50 綾部商工会議所 〒623-0016
綾部市西町1-50-1

総務課 
中小企業相談所
0773-42-0701
0773-42-2777

大学生
文系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 支給して

いない 1～ 10 夏期 2週間

51
㈱マイスター
エンジニアリ
ング

〒531-0075
大阪市北区大淀南1-11-8　
キタノビル
http://www.mystar.co.jp/

若き技術者集団、平均年齢30才。

大学窓口の一本化
挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
パソコン技能
守秘義務の厳守

総務・人事部
06-6458-3350
06-6458-3670

大学生
文系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 大阪府 （財）大学コンソーシアム

京都
支給して
いない 1～ 10 夏期 2週間

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間 大阪府 （財）大学コンソーシアム

京都
支給して
いない 1～ 10 夏期 1週間

52
（社）中国地方
総合研究 
センター

〒730-0041
広島市中区小町4-33
中電ビル3号館5階
http://www.crrc.or.jp

国土交通省の認可を受けた公益
法人の中国地方最大のシンクタ
ンク。昭和23年に発足し、調
査研究の実績を積み上げ、幅広
いネットワークを持って中国地
方の発展に寄与。

一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
パソコン技能
守秘義務の厳守
目的意識

総務部
082-245-7900
082-245-7629

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 広島県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 2週間

大学院生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 広島県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 2週間

53
(財)公害地域再
生センター 
（あおぞら財団）

〒555-0013
大阪市西淀川区千舟1-1-1
あおぞらビル4階
http://www.aozora.or.jp

「手渡したいのは青い空」　公害
により疲弊した地域の環境再生
を目指して活動しています。

事前教育の実施
一般的教養・知識・社会
常識
守秘義務の厳守
目的意識

06-6475-8885
06-6475-5885

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 大阪府 （財）大学コンソーシアム

京都
支給して
いない 1～ 10 随時 2週間

大学院生
文系 1～ 10 春期 1月～ 2月 1ヶ月 大阪府 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 未定

54 ㈱エコヒルズ

〒107-0052
東京都港区赤坂3-10-5-602
赤坂クインビル
http://www.ecohills.com

雑用よりも、ヒアリング調査や
報告書の作成など実務に携わり
ます。（全般検査を行なうが）お客
様に直接反映されるため、厳し
く指導していますので、やりがい
と自身の成長を感じられます。

パソコン技能
目的意識

03-3568-7301
03-3568-7302

http://www.ecohills.com
eh@ecohills.com

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 5月～ 6月 1ヶ月 東京都 1日1000

円程度 通勤交通費 1～ 10 随時 3ヶ月以上

大学院生
文理問わず 1～ 10 随時 9月～ 10月 3週間 東京都 1日1000

円程度 通勤交通費 1～ 10 随時 1ヶ月

55
岡山セラミッ
クス技術 
振興財団

〒705-0021
岡山県備前市西片上1406-18
http://www.optic.or.jp

耐火物の研究開発を日本で唯一
の公的機関として取り組んでい
ます。

事前教育の実施
専攻分野の専門知識

岡山セラミッ
クス技術振興
財団
0869-64-0505
0869-63-0227

大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1週間 岡山県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 1週間

大学院生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1週間 岡山県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 1週間

56
㈱アドレス・
インフォメー
ション

〒272-0114
千葉県市川市塩焼2-13-15
http://member.nifty.ne.jp/
address-inf/

当社の共育は「共に学ぶ」の方針
であり、何事も体験と日報によ
る疑問のミーティングを実施
し、納得した形での研修を第一
としている。

一般的教養・知識・社会
常識
目的意識

業務部インター
ンシップ係
047-397-0311
047-397-0314

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1ヶ月 千葉県

大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

支給して
いない

通勤交通費
食事代 1～ 10 夏期 1ヶ月

57 廿日市商工会
議所

〒738-0015
広島県廿日市市本町5-1
http://www.cci201.or.jp

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識

振興課
0829-20-0021
0829-20-0022

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 広島県 インターンシップ推進支

援センター
支給して
いない 中止

58 （財）岩手県土木
技術振興協会

〒020-0122
岩手県盛岡市みたけ二丁目
2番10号
http://www.i-doboku.com

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
専攻分野の専門知識
守秘義務の厳守
目的意識

総務部総務課
019-643-8585
019-643-8589

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 関東 アルバイ

ト程度
通勤交通費
出張経費 未定

59 ㈱アテナ
〒690-0873
松江市内中原町226-3
http://www.athena-int.co.jp

一般的教養・知識・社会
常識
目的意識

0852-31-7605
0852-31-7415

大学生
文系 1～ 10 7月～ 8月 2週間 島根県 学生ハローワーク 支給して

いない
大学生

文理問わず 1～ 10 夏期 2週間

60 (財)京都市国
際交流会

〒606-8436
京都市左京区粟田口鳥居町
2-1
http://www.kcif.or.jp

総務課
075-752-3010
075-752-3510

大学生
文系 1～ 10 春期

夏期 1ヶ月 大学教官等からの 
個別要請対応

支給して
いない 1～ 10 夏期 1ヶ月

61 カラコロ工房 〒690-0887
島根県松江市殿町43番地

個人企業14社のサービス業（販
売・企画）が体験可能。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
パソコン技能

大学生
文系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間 ハローワーク等 支給して

いない 1～ 10 夏期 1週間

企業（事業向けサービス業）
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49 北海道地域 
総合振興機構

〒060-0005
札幌市中央区北5条西6丁目
札幌センタービル13階
http://www.hamanasu.or.jp/

事前教育の実施
目的意識

産業部
011-205-5011
011-205-5050

大学生
文系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 北海道 北海道地域インターン

シップ推進協議会
支給して
いない 通勤交通費 1～ 10 夏期 2週間

50 綾部商工会議所 〒623-0016
綾部市西町1-50-1

総務課 
中小企業相談所
0773-42-0701
0773-42-2777

大学生
文系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 支給して

いない 1～ 10 夏期 2週間

51
㈱マイスター
エンジニアリ
ング

〒531-0075
大阪市北区大淀南1-11-8　
キタノビル
http://www.mystar.co.jp/

若き技術者集団、平均年齢30才。

大学窓口の一本化
挨拶など基本的社会マナー
協調性・チームワーク
パソコン技能
守秘義務の厳守

総務・人事部
06-6458-3350
06-6458-3670

大学生
文系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 大阪府 （財）大学コンソーシアム

京都
支給して
いない 1～ 10 夏期 2週間

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間 大阪府 （財）大学コンソーシアム

京都
支給して
いない 1～ 10 夏期 1週間

52
（社）中国地方
総合研究 
センター

〒730-0041
広島市中区小町4-33
中電ビル3号館5階
http://www.crrc.or.jp

国土交通省の認可を受けた公益
法人の中国地方最大のシンクタ
ンク。昭和23年に発足し、調
査研究の実績を積み上げ、幅広
いネットワークを持って中国地
方の発展に寄与。

一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
パソコン技能
守秘義務の厳守
目的意識

総務部
082-245-7900
082-245-7629

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 広島県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 2週間

大学院生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 広島県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 2週間

53
(財)公害地域再
生センター 
（あおぞら財団）

〒555-0013
大阪市西淀川区千舟1-1-1
あおぞらビル4階
http://www.aozora.or.jp

「手渡したいのは青い空」　公害
により疲弊した地域の環境再生
を目指して活動しています。

事前教育の実施
一般的教養・知識・社会
常識
守秘義務の厳守
目的意識

06-6475-8885
06-6475-5885

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 大阪府 （財）大学コンソーシアム

京都
支給して
いない 1～ 10 随時 2週間

大学院生
文系 1～ 10 春期 1月～ 2月 1ヶ月 大阪府 大学教官等からの 

個別要請対応
支給して
いない 未定

54 ㈱エコヒルズ

〒107-0052
東京都港区赤坂3-10-5-602
赤坂クインビル
http://www.ecohills.com

雑用よりも、ヒアリング調査や
報告書の作成など実務に携わり
ます。（全般検査を行なうが）お客
様に直接反映されるため、厳し
く指導していますので、やりがい
と自身の成長を感じられます。

パソコン技能
目的意識

03-3568-7301
03-3568-7302

http://www.ecohills.com
eh@ecohills.com

大学生
文理問わず 1～ 10 随時 5月～ 6月 1ヶ月 東京都 1日1000

円程度 通勤交通費 1～ 10 随時 3ヶ月以上

大学院生
文理問わず 1～ 10 随時 9月～ 10月 3週間 東京都 1日1000

円程度 通勤交通費 1～ 10 随時 1ヶ月

55
岡山セラミッ
クス技術 
振興財団

〒705-0021
岡山県備前市西片上1406-18
http://www.optic.or.jp

耐火物の研究開発を日本で唯一
の公的機関として取り組んでい
ます。

事前教育の実施
専攻分野の専門知識

岡山セラミッ
クス技術振興
財団
0869-64-0505
0869-63-0227

大学生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1週間 岡山県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 1週間

大学院生
理系 1～ 10 夏期 5月～ 6月 1週間 岡山県 地域経営者協会 支給して

いない 1～ 10 夏期 1週間

56
㈱アドレス・
インフォメー
ション

〒272-0114
千葉県市川市塩焼2-13-15
http://member.nifty.ne.jp/
address-inf/

当社の共育は「共に学ぶ」の方針
であり、何事も体験と日報によ
る疑問のミーティングを実施
し、納得した形での研修を第一
としている。

一般的教養・知識・社会
常識
目的意識

業務部インター
ンシップ係
047-397-0311
047-397-0314

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1ヶ月 千葉県

大学教官等からの 
個別要請対応
地域経営者協会

支給して
いない

通勤交通費
食事代 1～ 10 夏期 1ヶ月

57 廿日市商工会
議所

〒738-0015
広島県廿日市市本町5-1
http://www.cci201.or.jp

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識

振興課
0829-20-0021
0829-20-0022

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 広島県 インターンシップ推進支

援センター
支給して
いない 中止

58 （財）岩手県土木
技術振興協会

〒020-0122
岩手県盛岡市みたけ二丁目
2番10号
http://www.i-doboku.com

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
専攻分野の専門知識
守秘義務の厳守
目的意識

総務部総務課
019-643-8585
019-643-8589

大学生
理系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 2週間 関東 アルバイ

ト程度
通勤交通費
出張経費 未定

59 ㈱アテナ
〒690-0873
松江市内中原町226-3
http://www.athena-int.co.jp

一般的教養・知識・社会
常識
目的意識

0852-31-7605
0852-31-7415

大学生
文系 1～ 10 7月～ 8月 2週間 島根県 学生ハローワーク 支給して

いない
大学生

文理問わず 1～ 10 夏期 2週間

60 (財)京都市国
際交流会

〒606-8436
京都市左京区粟田口鳥居町
2-1
http://www.kcif.or.jp

総務課
075-752-3010
075-752-3510

大学生
文系 1～ 10 春期

夏期 1ヶ月 大学教官等からの 
個別要請対応

支給して
いない 1～ 10 夏期 1ヶ月

61 カラコロ工房 〒690-0887
島根県松江市殿町43番地

個人企業14社のサービス業（販
売・企画）が体験可能。

挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
パソコン技能

大学生
文系 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間 ハローワーク等 支給して

いない 1～ 10 夏期 1週間

企業（事業向けサービス業）
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No. 社（機関）名 住所
企業URL 企業PR 学生・大学への要望

インターンシップ窓口 H16受入実績 H17受入計画

部署
TEL
FAX

URL
メールアドレス 対象学生 人数 受入

時期 募集時期 受入期間 研修地 募集の方法 報酬 宿泊施設や
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62 アチーブ 
メント㈱

〒141-0022
東京都品川区東五反田
4-6-6
高輪台グリーンビル3F
http://www.achievement.co.jp

世界中の人々が自分の夢や目標
を達成できたらどんなに素敵で
しょう。私達は目標達成をテー
マに一人一人の夢の実現を本気
でサポートする、ちょっぴり知
的でとことん熱い集団です。

協調性・チームワーク
目的意識

マネジメント
サービス部
人事チーム
03-3445-0966
03-3445-0440

大学生
文理問わず 31～ 100 夏期 5月～ 6月

7月～ 8月
1週間
1ヶ月

「Bi助っ人」
㈱シンカ 
「インターパーソナル」

支給して
いない 通勤交通費 未定

大学院生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月

7月～ 8月
1週間
1ヶ月

「Bi助っ人」
㈱シンカ 
「インターパーソナル」

支給して
いない 通勤交通費 未定

63 ㈱アップステ
アーズ

〒106-0032
港区六本木4-8-7
六本木三河台ビル7F
http://www.office.crosscoop.
net/

インターンシップ受入の際に学
歴や学部で判断することはな
く、コミュニケーション力を1
番としています。

大学窓口の一本化
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク

コープラティブ
オフィス六本木
（クロスコープ）
03-5414-7965
03-5414-7966

office@crosscoop.net

大学生
文理問わず 11～ 30 随時

3月～ 4月
5月～ 6月
7月～ 8月

3ヶ月以上 東京都 NPO法人ETIC 1日1000
円程度 通勤交通費 未定

大学院生
文理問わず 11～ 30 夏期

7月～ 8月
9月～ 10月
11月～ 12月

3ヶ月以上 東京都 自社HPによる公募 1日1000
円程度 通勤交通費 未定

64 ㈲峯建築設計
事務所

〒690-0823
松江市西川津町2137-2
http://www.mable.ne.jp/
̃mineart/

建築設計に興味のある人歓迎!!
木にこだわった住宅設計、ホー
ムページ見てください

0852-24-3788
0852-24-1138

mineart@mable.ne.jp
大学生
理系 1～ 10

春期
夏期
冬期

1週間
2週間

支給して
いない 1～ 10

春期
夏期
冬期

1週間
2週間

65 ピープルス
タッフ㈱

〒460-0004
名古屋市中区新栄町1-5　
日石栄ビルディング9F
http://www.peoplestaff.co.jp

当社は名古屋に本社を置く人材
派遣会社です。派遣営業を中心
に複数の部署で実務を経験して
いただきます。

事前教育の実施
大学窓口の一本化
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
守秘義務の厳守
目的意識

人事部 
採用教育課
052-953-5886
052-953-5006

pskensyu@peoplestaff.co.jp
大学生

文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 愛知県 東海地域インターンシッ
プ推進協議会

支給して
いない 通勤交通費 1～ 10 夏期 2週間

66
渋川地区広域
市町村圏振興
整備組合

〒377-0007
群馬県渋川市石原1434-1
http://www.sk.jimu1@sknet.
or.jp

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
守秘義務の厳守
目的意識

総務課管理係
0279-60-5200
0279-60-5881

未定

28. 公務 

1 嘉島町役場

〒861-3192
熊本県上益城郡嘉島町上島
530
http://www.town.kashima.
kumamoto.jp/

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
守秘義務の厳守

総務課人事広
報係
096-237-1111
096-237-2359

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間 熊本県 地域経営者協会 支給して

いない
1～ 10 冬期 3週間

大学生
文理問わず 1～ 10 冬期 1月～ 2月 3週間 熊本県 地域経営者協会 支給して

いない

2 朝日町役場

〒916-0141
福井県丹生郡朝日町西田中
13-5-1
http://www.town.asahi.fukui.jp/

守秘義務の厳守
目的意識

総務課
0778-34-1234
0778-34-1236

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間 福井県 地域経営者協会 支給して

いない 未定

企業（公務）
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No. 社（機関）名 住所
企業URL 企業PR 学生・大学への要望

インターンシップ窓口 H16受入実績 H17受入計画

部署
TEL
FAX

URL
メールアドレス 対象学生 人数 受入

時期 募集時期 受入期間 研修地 募集の方法 報酬 宿泊施設や
交通費の提供 人数 時期 期間

62 アチーブ 
メント㈱

〒141-0022
東京都品川区東五反田
4-6-6
高輪台グリーンビル3F
http://www.achievement.co.jp

世界中の人々が自分の夢や目標
を達成できたらどんなに素敵で
しょう。私達は目標達成をテー
マに一人一人の夢の実現を本気
でサポートする、ちょっぴり知
的でとことん熱い集団です。

協調性・チームワーク
目的意識

マネジメント
サービス部
人事チーム
03-3445-0966
03-3445-0440

大学生
文理問わず 31～ 100 夏期 5月～ 6月

7月～ 8月
1週間
1ヶ月

「Bi助っ人」
㈱シンカ 
「インターパーソナル」

支給して
いない 通勤交通費 未定

大学院生
文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月

7月～ 8月
1週間
1ヶ月

「Bi助っ人」
㈱シンカ 
「インターパーソナル」

支給して
いない 通勤交通費 未定

63 ㈱アップステ
アーズ

〒106-0032
港区六本木4-8-7
六本木三河台ビル7F
http://www.office.crosscoop.
net/

インターンシップ受入の際に学
歴や学部で判断することはな
く、コミュニケーション力を1
番としています。

大学窓口の一本化
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク

コープラティブ
オフィス六本木
（クロスコープ）
03-5414-7965
03-5414-7966

office@crosscoop.net

大学生
文理問わず 11～ 30 随時

3月～ 4月
5月～ 6月
7月～ 8月

3ヶ月以上 東京都 NPO法人ETIC 1日1000
円程度 通勤交通費 未定

大学院生
文理問わず 11～ 30 夏期

7月～ 8月
9月～ 10月
11月～ 12月

3ヶ月以上 東京都 自社HPによる公募 1日1000
円程度 通勤交通費 未定

64 ㈲峯建築設計
事務所

〒690-0823
松江市西川津町2137-2
http://www.mable.ne.jp/
̃mineart/

建築設計に興味のある人歓迎!!
木にこだわった住宅設計、ホー
ムページ見てください

0852-24-3788
0852-24-1138

mineart@mable.ne.jp
大学生
理系 1～ 10

春期
夏期
冬期

1週間
2週間

支給して
いない 1～ 10

春期
夏期
冬期

1週間
2週間

65 ピープルス
タッフ㈱

〒460-0004
名古屋市中区新栄町1-5　
日石栄ビルディング9F
http://www.peoplestaff.co.jp

当社は名古屋に本社を置く人材
派遣会社です。派遣営業を中心
に複数の部署で実務を経験して
いただきます。

事前教育の実施
大学窓口の一本化
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
守秘義務の厳守
目的意識

人事部 
採用教育課
052-953-5886
052-953-5006

pskensyu@peoplestaff.co.jp
大学生

文理問わず 1～ 10 夏期 5月～ 6月 2週間 愛知県 東海地域インターンシッ
プ推進協議会

支給して
いない 通勤交通費 1～ 10 夏期 2週間

66
渋川地区広域
市町村圏振興
整備組合

〒377-0007
群馬県渋川市石原1434-1
http://www.sk.jimu1@sknet.
or.jp

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
守秘義務の厳守
目的意識

総務課管理係
0279-60-5200
0279-60-5881

未定

28. 公務 

1 嘉島町役場

〒861-3192
熊本県上益城郡嘉島町上島
530
http://www.town.kashima.
kumamoto.jp/

事前教育の実施
挨拶など基本的社会マナー
一般的教養・知識・社会
常識
協調性・チームワーク
守秘義務の厳守

総務課人事広
報係
096-237-1111
096-237-2359

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間 熊本県 地域経営者協会 支給して

いない
1～ 10 冬期 3週間

大学生
文理問わず 1～ 10 冬期 1月～ 2月 3週間 熊本県 地域経営者協会 支給して

いない

2 朝日町役場

〒916-0141
福井県丹生郡朝日町西田中
13-5-1
http://www.town.asahi.fukui.jp/

守秘義務の厳守
目的意識

総務課
0778-34-1234
0778-34-1236

大学生
文理問わず 1～ 10 夏期 7月～ 8月 1週間 福井県 地域経営者協会 支給して

いない 未定

企業（公務）
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あ 行
アークテック㈱ 製造業／その他 100
㈱アーベルソフト 情報通信 104
アールエフ・チップス・エクノロジー㈱ 事業向けサービス業 144
アイ・イー・シー㈱ 情報通信 110
㈱アイ・エス・ビー 情報通信 108
㈱アイオー精密 製造業／精密機械 98
アイシン軽金属㈱ 製造業／金属 80
(福)愛心福祉会やましろ作業所 医療・福祉 134
㈱アイディーユー 不動産 124
アイティ・インターナショナル㈱ 金融・保険 122
青森三菱電機機器販売㈱ 商社・卸売 116
秋田いすゞ 自動車㈱ 小売 122
秋田トヨペット㈱ 小売 120
㈱アクティ森 個人向けサービス業 142
上尾精密㈱ 製造業／精密機械 98
旭エンジニアリング㈱ 製造業／機械 88
朝日音響㈱ 製造業／電気・電子機器 94
旭産業㈱ 製造業／金属 84
朝日町役場 公務 154
特定非営利活動法人アジアボランティアセンター 事業向けサービス業 150
㈱アタゴ製作所 製造業／金属 82
アチーブメント㈱ 事業向けサービス業 154
㈱アップステアーズ 事業向けサービス業 154
㈱アテナ 事業向けサービス業 152
アトー㈱ 製造業／精密機械 98
㈱アド・コム 事業向けサービス業 148
㈱アドテック プラズマ テクノロジー 製造業／電気・電子機器 96
㈱アドレス・インフォメーション 事業向けサービス業 152
㈱穴吹工務店 建設業 74
アマノ㈱ 製造業／機械 86
綾部商工会議所 事業向けサービス業 152
アリオス㈱ 製造業／機械 90
㈱アリカワ 飲食店・宿泊業 128
㈱アルス製作所 製造業／金属 84
アンリツ㈱ 製造業／電気・電子機器 96
アンリツエンジニアリング㈱ 製造業／電気・電子機器 94
㈱イーサーブ 事業向けサービス業 150
伊賀市立島ヶ原保育所 教育・カルチャー 138
イサハヤ電子㈱ 製造業／電気・電子機器 94
㈱イシマル 小売 120
(NPO)五十鈴塾 教育・カルチャー 136
(社福)伊勢医心会
特別養護老人ホーム神路園 医療・福祉 132

㈱伊徳 小売 118
井上建設㈱ 建設業 74
茨城プレイティング工業㈱ 製造業／金属 84
㈱今治デパート 小売 118
入交産業㈱石灰事業部 商社・卸売 114
イワタニ山陽㈱ 小売 120
㈶岩手県土木技術振興協会 事業向けサービス業 152
岩手大学地域連携推進センター地域連携室 教育・カルチャー 138
岩根鉄工㈱ 建設業 72
インターソシオシステム㈱ 金融・保険 122
インタープランニング㈲ 金融・保険 122
インテリジェントレーベル㈱ 情報通信 106

ヴィラ四日市通所介護センター 医療・福祉 130
ウエストレーシングカーズ㈱ 製造業／輸送機械 98
魚岸精機工業㈱ 製造業／金属 82
牛久愛和総合病院 医療・福祉 130
国立大学法人宇都宮大学 教育・カルチャー 140
宇奈月国際ホテル 飲食店・宿泊業 126
㈱海の中道海洋生態科学館 教育・カルチャー 140
梅岡㈱ 小売 116
浦和ロイヤルパインズホテル 飲食店・宿泊業 128
エイシン・フーズ㈱ 製造業／食品 76
㈱映像システム 情報通信 110
㈱エイチ・エス・ピー 製造業／その他 100
㈱エイブル 情報通信 110
㈱エールシステム 情報通信 104
㈱エクセディ 製造業／輸送機械 96
㈱エコヒルズ 事業向けサービス業 152
エス・イー・エス㈱ 製造業／機械 86
エスペック㈱ 製造業／電気・電子機器 90
㈱エヌ・イー・エス 事業向けサービス業 146
㈱エヌ・エス・ビィ 情報通信 108
エヌ・ティ・ティ東京電話帳㈱ 事業向けサービス業 146
㈱エピ・マガジン マスコミ・出版 112
エフワン㈱ 製造業／繊維・アパレル 78
㈱エルカクエイ エストレーホテル
アンドテニスクラブ 飲食店・宿泊業 128

大分県勤労者医療生協 医療・福祉 130
㈱大分交通観光社 個人向けサービス業 142
㈱大川原製作所 製造業／機械 86
㈱オークワ 小売 118
(社福)おおつか福祉会
特別養護老人ホーム もくもく苑 医療・福祉 134

岡谷鋼機㈱ 商社・卸売 116
岡山指月㈱ 製造業／電気・電子機器 94
岡山セラミックス技術振興財団 事業向けサービス業 152
㈱奥村組 建設業 74
㈱オジマ 製造業／機械 86
小田象製粉㈱ 製造業／食品 76
尾道造船㈱ 製造業／輸送機械 96
オフロム㈱ 製造業／精密機械 98
オムロン㈱ 製造業／電気・電子機器 92
(NPO)法人 おやこ劇場松江センター 教育・カルチャー 140
オリエンタルシューズ 製造業／その他 98
オルガンテクニクス㈱ 製造業／電気・電子機器 90
㈱オレンジマート 小売 116
(社福)恩賜財団 済生会熊本病院 医療・福祉 134

か 行
㈲カーサ・フェミニナ教育研究所 教育・カルチャー 136
㈱ガーデンホテルズ 三井ガーデンホテル奈良 飲食店・宿泊業 128
㈱カーマ 小売 118
介護老人保健施設希の里 医療・福祉 130
花王㈱ 製造業／化学・ゴム 80
㈲かぎや菓子舗 製造業／食品 76
嘉島町役場 公務 154
㈱カスク 小売 120
一正蒲鉾㈱ 製造業／食品 76
片山食品㈱ 製造業／食品 76

2.2　企業索引
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金沢信用金庫 金融・保険 122
㈱加貫ローラ製作所 製造業／その他 102
カバヤ食品㈱ 製造業／食品 76
㈱上島熱処理工業所 製造業／金属 82
㈲神の湯「てんてん手毬」 飲食店・宿泊業 126
㈱紙弘 商社・卸売 116
カラコロ工房 事業向けサービス業 152
河口湖精密㈱ 製造業／精密機械 98
川崎重工業㈱ 製造業／輸送機械 96
㈲関西テレホンサービス 情報通信 102
㈱ギオン 運輸 114
キザイテクト㈱ 建設業 72
キタイ設計㈱ 事業向けサービス業 148
北上ケーブルテレビ㈱ マスコミ・出版 112
北日本印刷㈱ 製造業／その他 98
北野エンジニアリング㈱ 製造業／機械 88
きなん苑 医療・福祉 134
㈱木村洋行 商社・卸売 114
キヤノン㈱ 製造業／電気・電子機器 92
キャパトルイシイ㈱ 製造業／食品 76
㈱ギャラクシィ 情報通信 104
㈱キャリア・マム 事業向けサービス業 146
(医)久真会河野脳神経外科病院 医療・福祉 132
㈱ぎゅーとら 小売 116
協栄ビル管理㈱ 事業向けサービス業 150
共同印刷 製造業／その他 100
共同精版印刷㈱ 製造業／その他 100
京都機械工具㈱ 製造業／機械 86
㈶京都市国際交流会 事業向けサービス業 152
㈱京都ソフトアプリケーション 情報通信 102
㈱京都放送 マスコミ・出版 110
㈶京都ユースホステル協会 飲食店・宿泊業 128
㈱協立製作所茨城工場 製造業／機械 88
㈱共立盛岡工場 製造業／機械 88
㈱キョーパル 小売 120
キリンビール㈱北陸工場 製造業／食品 76
近畿日本ツーリスト㈱奈良支店 個人向けサービス業 142
キンシ正宗㈱ 製造業／食品 76
朽木塗装㈱エコペイント 建設業 74
熊野簡易保険保養センター 飲食店・宿泊業 128
㈱クライムエヌシーデー 情報通信 108
クラギ㈱ 小売 120
㈱クラタニ 製造業／その他 102
特定非営利活動法人 グループホームのぞみ 医療・福祉 132
㈱グルメ杵屋 小売 118
㈻グレース学園
グレース幼稚園・グレース第二幼稚園 教育・カルチャー 138

桑原鋳工㈱ 製造業／金属 80
群馬ゼロックス㈱ 商社・卸売 116
㈱ケイクリエイト 製造業／その他 100
(社福)敬真福祉会風の丘 医療・福祉 130
恵和㈱アタックテクノセンター 製造業／パルプ・紙 78
けやき福祉会身体障害者
デイサービスセンター鈴鹿けやき苑 医療・福祉 130

(社福)県南福祉会さつき園 医療・福祉 130
㈱県民百貨店 小売 120
㈱コア 情報通信 102
コアテック㈱ 情報通信 102

㈶公害地域再生センター (あおぞら財団) 事業向けサービス業 152
(社福)孝寿福祉会 医療・福祉 130
㈶厚生年金事業振興団
東京厚生年金スポーツセンター 個人向けサービス業 142

高知スタンダード石油㈱ 小売 118
高知トヨペット㈱ 小売 118
㈱郷鉄工所 製造業／機械 88
興南設計㈱ 事業向けサービス業 146
㈱弘乳舎 製造業／食品 74
光洋サーモシステム㈱ 製造業／機械 88
光陽電機工事㈱ 建設業 72
国際協力事業団大阪国際センター 事業向けサービス業 148
(独)国立青年の家 国立中央青年の家 飲食店・宿泊業 128
(社福)心の会 医療・福祉 132
㈱コスモ・サイエンス 製造業／機械 84
㈱コスモス 情報通信 106
小林産業㈱ 商社・卸売 116
㈱小松製作所小山工場 製造業／機械 86
COM電子開発㈱ 製造業／電気・電子機器 92
五洋建設㈱ 建設業 74

さ 行
埼玉県立加須げんきプラザ 医療・福祉 136
㈱埼玉新聞社 マスコミ・出版 110
㈱斎弥酒造店 製造業／食品 76
佐伯公認会計士事務所 事業向けサービス業 150
㈱サカイ引越センター 運輸 112
サクサテクノ栃木㈱ 製造業／電気・電子機器 90
㈲ザ型屋ドットコム 事業向けサービス業 144
札幌駅地下街開発㈱ 事業向けサービス業 144
㈱札幌後楽園ホテル 飲食店・宿泊業 126
佐藤産婦人科医院 医療・福祉 134
㈱サトー医研 製造業／機械 86
㈱佐文工業所 製造業／その他 102
㈱三栄 製造業／金属 82
㈱サンエスマネジメントシステムズ 情報通信 106
(独)産業技術総合研究所中国センター 教育カルチャー 140
三協フロンテア 製造業／その他 100
三晃化学㈱ 商社・卸売 116
三交自動車サービス㈱ 個人向けサービス業 142
三友建設㈱ 建設業 74
山陽設計工業㈱ 事業向けサービス業 144
三洋電機㈱ 製造業／電気・電子機器 92
三和シャッター工業㈱ 製造業／金属 82
㈱CSK 情報通信 108
シード㈱ 製造業／精密機械 98
㈱シーピーユー 情報通信 108
(社福)ジェイエイ小松福祉会 医療・福祉 132
㈱JMAMチェンジコンサルティング 事業向けサービス業 144
JGS研究所 事業向けサービス業 150
㈱ジェイテービー前橋支店 個人向けサービス業 142
㈱ジェック経営コンサルタント 事業向けサービス業 146
(社福)シオンの園 医療・福祉 132
敷島堂㈱ 竹久夢二本舗 製造業／食品 76
四国化工機㈱ 製造業／機械 86
㈱システム技研 情報通信 102
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㈱システムクリニック 情報通信 108
システムラボラトリー㈱ 情報通信 108
志戸平温泉㈱ 飲食店・宿泊業 128
㈱シネックス 商社・卸売 114
渋川地区広域市町村圏振興整備組合 事業向けサービス業 154
㈱下電ホテル 飲食店・宿泊業 124
社会保険労務士村松事務所 事業向けサービス業 146
(医)秀林会吉見病院 医療・福祉 130
(社福)寿山会 医療・福祉 132
㈳首都圏産業活性化協会 事業向けサービス業 144
(医)松徳会 医療・福祉 134
㈱荘内銀行 金融・保険 122
硝和硝子㈱ 建設業 72

昭和シェル石油㈱ 製造業／石油・石炭
製品 80

シロテックス㈱ 製造業／その他 100
㈱新興製作所 製造業／精密機械 98
新生測量㈱ 事業向けサービス業 148
新東工業㈱ 製造業／機械 84
新中村化学工業㈱ 製造業／化学・ゴム 78
(社福)杉の木会 杉の木園 医療・福祉 130
スター農機㈱ 製造業／機械 90
STEPONE作業所 医療・福祉 134
㈱スマイルスタッフ 事業向けサービス業 150
角野教育研究会秀栄塾 教育・カルチャー 136
須山木材㈱ 製造業／その他 100
生活協同組合コープいしかわ 小売 120
㈳青年海外協力協会九州支部 事業向けサービス業 146
税理士法人山崎事務所 事業向けサービス業 144
正和産業㈱ 製造業／化学・ゴム 80
㈱関谷製作所 製造業／金属 82
㈱ゼクス 不動産 124
芹沢システムリサーチ 事業向けサービス業 144
セレスティカ・ジャパン㈱
アフターマーケットサービシズ、群馬 小売 120

センコー㈱ 運輸 112
㈱千修 事業向けサービス業 144
㈱セントラルファイナンス 金融・保険 124
千保木精工㈱ 製造業／機械 84
㈱創業 情報通信 108
総合情報企画萌 情報通信 106
㈶総合花巻病院 医療・福祉 130
相鉄ホテル㈱
横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ 飲食店・宿泊業 128

ソニーイーエムシーエス㈱千厩テック 製造業／電気・電子機器 92
㈱ソフテック 情報通信 104

た 行
㈶大学コンソーシアム京都 事業向けサービス業 150
㈲大京協同食産グループ 製造業／食品 74
太啓建設㈱ 建設業 72
大広観光㈱ 飲食店・宿泊業 126
㈱大昌電子岩手工場 製造業／電気・電子機器 90
(社福)泰仁会特別養護老人ホームやさと 医療・福祉 132
大電産業㈱ 商社・卸売 114
㈲大発商会 個人向けサービス業 140
タイメック㈱ 製造業／化学・ゴム 78

㈱ダイヤ精機製作所 製造業／精密機械 98
ダイヤテックス㈱ 製造業／化学・ゴム 78
(社福)太陽の里 医療・福祉 130
大和ハウス工業㈱金沢支店 建設業 72
タカヤ㈱ 製造業／電気・電子機器 94
㈱タカヨシ 製造業／その他 102
タカラ不動産㈱ 不動産 124
㈱武井工業所 製造業／窯業 80
武生特殊鋼材㈱ 製造業／金属 80
㈱橘百貨店 小売 120
タック㈱ 情報通信 110
立山科学グループ立山マシン㈱ 製造業／機械 88
㈱田中製作所 製造業／金属 82
㈱ダブリュ・アイ・システム 商社・卸売 114
田村薬品工業㈱ 製造業／化学・ゴム 78
(NPO)たんばぐみ 小売 118
㈱千田精密工業 製造業／精密機械 98
(社福)千歳会 医療・福祉 132
千葉県立大利根博物館 教育・カルチャー 140
千葉県立大房岬少年自然の家 教育・カルチャー 138
千葉トヨタ自動車㈱ 小売 122
㈳中国地方総合研究センター 事業向けサービス業 152
中日新聞東海本社 マスコミ・出版 112
(社福)直心会 望箭荘 医療・福祉 134
通所介護事業所すこやか 医療・福祉 134
津カトリック保育園 教育・カルチャー 138
(医)敦賀温泉病院 医療・福祉 136
敦賀セメント㈱ 製造業／窯業 80
㈱テイエルブイ 製造業／機械 88
㈱テクニカル・ブレインズ 情報通信 106
寺崎電気産業㈱ 製造業／電気・電子機器 90
㈲テンキー 情報通信 106
デンヨー㈱福井工場 製造業／電気・電子機器 90
㈱電話放送局 情報通信 104
㈱東奥日報社 マスコミ・出版 112
東京エンジニアリング工業㈱ 製造業／機械 88
東京海上日動火災保険㈱ 金融・保険 122
東京光音電波㈱ 製造業／電気・電子機器 90
東成エレクトロビーム㈱ 製造業／その他 100
㈱東北佐竹製作所 製造業／機械 84
東洋電化工業㈱ 製造業／金属 82
東洋電機㈱ 製造業／電気・電子機器 92
東レテクノ㈱ 事業向けサービス業 146
東和電機工業㈱ 製造業／電気・電子機器 92
トーヨーエイテック㈱ 製造業／機械 88
㈱十勝毎日新聞社 マスコミ・出版 112
常盤薬品㈱ 商社・卸売 114
特別養護老人ホーム(社福)青松園 医療・福祉 134
栃木県酪農業協同組合 農・林・漁業、鉱業 72
栃木富士産業㈱ 製造業／輸送機械 96
鳥羽シーサイドホテル㈱ 飲食店・宿泊業 124
㈶とやま国際センター 事業向けサービス業 148
富山商工会議所 事業向けサービス業 150
トヨタカローラ栃木㈱ 小売 120
㈱トランジット 事業向けサービス業 148



159

企業（索引）

な 行
長崎船舶装備㈱ 建設業 72
長崎倉庫㈱ 運輸 112
(社福)ながさわ保育会 ながさわ保育園 教育・カルチャー 140
中島硝子工業㈱ 製造業／窯業 80
㈱中島自動車電装 製造業／輸送機械 96
㈱中筋組 建設業 72
長野国際会館(ホテル国際21) 飲食店・宿泊業 126
㈱長野サンコー 製造業／電気・電子機器 92
中村建設㈱ 建設業 74
㈱中本鉄工 製造業／金属 82
(社福)名張育成会 名張育成園 医療・福祉 134
㈱ナフコ 小売 120
㈱奈良機械製作所 製造業／機械 86
㈳奈良市観光協会 個人向けサービス業 142
奈良トヨタ自動車㈱ 小売 122
奈良日産自動車㈱ 小売 120
㈱なんば技研 事業向けサービス業 148
㈶にいがた産業創造機構 事業向けサービス業 150
㈱仁科百貨店 小売 118
日工㈱ 製造業／機械 86
日清製粉グループ 製造業／食品 76
㈱ニッセイコム 情報通信 110
日東工業㈱ 製造業／電気・電子機器 90
日東電工㈱ 製造業／化学・ゴム 78
(社)日本アイソトープ協会 事業向けサービス業 146
(社)日本カール・デュイスベルク協会 個人向けサービス 144
日本サーボ㈱桐生工場 製造業／電気・電子機器 92
日本車輌製造㈱ 製造業／輸送機械 96
日本鋳鍛鋼㈱ 製造業／金属 82
㈱日本デジコム 情報通信 104
日本ノッズル精機㈱ 製造業／輸送機械 96
㈱日本ピーエス 建設業 72
日本無線㈱ 製造業／電気・電子機器 92
㈶日本きのこセンター 教育・カルチャー 138
日本経済新聞社大阪本社 マスコミ・出版 110
日本航空㈱ 運輸 112
日本タイムシェア㈱ 情報通信 106
日本ボンコート㈱ 製造業／機械 90
ニューロング精密工業㈱ 製造業／精密機械 98
㈱ノーリツ 製造業／金属 82
野母商船㈱ 運輸 112

は 行
㈱波賀メイプル公社 個人向けサービス業 142
(社福)博愛会第一博愛寮 医療・福祉 132
パシフィックソフトウェア開発㈱ 情報通信 108
㈱旅籠屋 飲食店・宿泊業 126
廿日市商工会議所 事業向けサービス業 152
ババ㈱ 飲食店・宿泊業 124
阪和興業㈱ 商社・卸売 114
ピープルスタッフ㈱ 事業向けサービス 154
東中江和紙加工生産組合 製造業／パルプ・紙 78
東日本電信電話㈱岩手支店 情報通信 104
東日本旅客鉄道㈱ 運輸 112

日立計測器サービス㈱ 事業向けサービス業 148
日立電線㈱ 製造業／金属 82
ビップシステムズ㈱ 情報通信 108
日田の宿 よろづや 飲食店・宿泊業 124
㈱日野 製造業／機械 86
姫路獨協大学 教育・カルチャー 138
㈱百十四銀行 金融・保険 122
㈱日吉 事業向けサービス業 146
㈶広島市産業振興センター 事業向けサービス業 148
ファミリー㈱ 製造業／電気・電子機器 96
フォレストリー㈲ 商社・卸売 116
福井県児童科学館 教育・カルチャー 138
福井県立図書館 教育・カルチャー 140
㈶福井県文化振興事業団 教育・カルチャー 138
福井トヨペット㈱ 小売 118
㈶福岡県産業・科学技術振興財団 事業向けサービス業 146
福岡県青少年科学館 教育・カルチャー 140
福岡酸素㈱ 製造業／その他 100
㈶福岡国際交流協会 飲食店・宿泊業 128
(社福)福岡コロニー 医療・福祉 136
㈱福岡CSK 情報通信 108
㈱福岡スポーツセンター 個人向けサービス業 142
(医)福寿会介護老人保健施設倉敷藤戸荘 医療・福祉 130
㈱福田組 建設業 72
福山商工会議所 事業向けサービス業 146
㈱フジコミュニケーション 情報通信 110
㈱藤崎 小売 116
富士ダイカスト㈱ 製造業／金属 80
㈱富士通岡山エンジニアリング 製造業／電気・電子機器 94
㈱富士通北陸システムズ 製造業／電気・電子機器 92
富士電機ホールディングス㈱ 製造業／電気・電子機器 94
藤丸建設㈲ 建設業 72
㈻藤森学園つつじが丘幼稚園 教育・カルチャー 138
富士屋ホテル㈱甲府富士屋ホテル 飲食店・宿泊業 126
㈱船井総合研究所 事業向けサービス業 148
㈱プラネット 情報通信 108
フルーツパーク富士屋ホテル 飲食店・宿泊業 124
古野電気㈱ 製造業／電気・電子機器 94
平成理研㈱ 事業向けサービス業 146
㈱ベリタスインターナショナル 金融・保険 122
北辰機材㈱ 製造業／パルプ・紙 78
㈱北斗プリント社 製造業／その他 100
北陸コカ・コーラプロダクツ㈱砺波工場 製造業／食品 76
北陸電力エネルギー科学館 電気・ガス 102
星企画㈱ 事業向けサービス業 150
北海道地域総合振興機構 事業向けサービス業 152
㈱ホテルキャッスル 飲食店・宿泊業 126
㈱ホテルグランヴィア岡山 飲食店・宿泊業 126
㈱ホテル新潟 飲食店・宿泊業 128
ホテルニューオウミ㈲エッチ・エヌ・オー 飲食店・宿泊業 126
ホテルニュー長崎 飲食店・宿泊業 126
㈱ホテルゆのくに 飲食店・宿泊業 126
㈱本家松浦酒造場 製造業／食品 74
本多エレクトロン㈱花巻R&Dセンター 製造業／電気・電子機器 94
㈱ボンラパス 小売 120
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企業（索引）

ま 行
マイウェイ技研㈱ 製造業／電気・電子機器 94
㈱マイスターエンジニアリング 事業向けサービス業 152
㈱マイタウン今治新聞社 マスコミ・出版 112
㈱マエダ 小売 116
㈱マキタ 製造業／機械 84
㈱牧野フライス製作所 製造業／機械 88
㈱まちづくり三鷹 個人向けサービス業 142
松江市城北公民館 教育・カルチャー 136
(社福)まつさか福祉会
知的障害者通所授産施設 向野園 医療・福祉 132

(社福)松の実園 医療・福祉 130
(社福)松原愛育会ふじのき寮 医療・福祉 136
松本電気鉄道㈱ 運輸 114
マリモ電子工業㈱ 情報通信 104
㈱マルアイ 製造業／パルプ・紙 78
㈱丸久 小売 118
㈱マルキンサトー 製造業／機械 88
三重県厚生事業団 三重県いなば園 医療・福祉 136
㈶三重県体育協会
三重県立鈴鹿青少年センター 教育・カルチャー 140

(NPO)三重みなみ子どもネットワーク 教育・カルチャー 140
㈱ミクニ盛岡事業所 製造業／輸送機械 96
水沢商工会議所 事業向けサービス業 150
(社福)三鈴会しらさぎ園 医療・福祉 132
㈱ミスズ工業 製造業／精密機械 98
㈱南ケ丘牧場 個人向けサービス業 142
㈲峯建築設計事務所 事業向けサービス業 154
㈱ムービルト 事業向けサービス業 150
㈱武蔵境自動車教習所 個人向けサービス業 142
㈱明和工作所 製造業／機械 84
メガネの田中チェーン㈱ 小売 118
㈱メステック 製造業／電気・電子機器 94
㈱メディアシーク 情報通信 104
㈱メリット マスコミ・出版 112
㈱モディー 製造業／輸送機械 96
盛岡市市立図書館 教育・カルチャー 136
盛岡市原敬記念館 教育・カルチャー 136

や 行
八木㈱ 小売 118
安田電機㈱ 製造業／電気・電子機器 92
㈱柳澤鉄工所 製造業／機械 88
㈱ヤナセ 奈良支店 小売 120
㈱山形しあわせ銀行 金融・保険 122
㈱ヤマザワ 小売 120
山梨交通㈱ 運輸 112
山梨大学 事務局 教育・カルチャー 140
㈱山本製作所 製造業／金属 82
㈱ユアーズ 情報通信 106
㈱ユー・エス・イー 情報通信 106
㈱ユーフィット 情報通信 104
㈱ユニゾーン 製造業／金属 80
㈱ユニメディア 情報通信 110
横河商事㈱ 商社・卸売 116
㈲ヨコヤマコーポレーション 商社・卸売 114

㈱吉田測量設計 事業向けサービス業 146
吉野保育園 教育・カルチャー 138
(社福)四日市福祉会垂坂山ブルーミングハウス 医療・福祉 134

ら 行
㈱ラックス 小売 118
ラブリー牧場 農・林・漁業、鉱業 72
㈱リアルアンリアル 情報通信 106
㈱リーガロイヤルホテル小倉 飲食店・宿泊業 124
㈱リケン 製造業／機械 84
リゾートホテルヴィライナワシロ 飲食店・宿泊業 126
リフォームワイツ㈲ 個人向けサービス業 142
㈱リモデル 建設業 72
リヨーコクシヨウジ㈱ 商社・卸売 114
リョービ㈱ 製造業／金属 84
ルート設計㈱ 製造業／機械 84
㈱ロイヤルホテルリーガロイヤルホテル京都 飲食店・宿泊業 124
労協センター事業団 東関東事業本部 事業向けサービス業 148
老健いっぷく 医療・福祉 134

わ 行
和歌山県経営者協会 事業向けサービス業 144
(社福)和歌山つくし会 つくし保育所 医療・福祉 132
和建技術㈱ 事業向けサービス業 150
㈱ワコール 製造業／繊維・アパレル 78
ワコン段ボール㈱ 製造業／パルプ・紙 78
㈱渡辺精機 製造業／精密機械 98
和同産業㈱ 製造業／輸送機械 96
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3.1 大学アンケート回答用紙

特定非営利活動法人　ＪＲＣＭ産学金連携センター 行（FAX：03-3592-1285） 1/3

「インターンシップ・データブック2005」アンケート回答用紙 

大　 学 　名： 　　　　　　　　　　　　　　　大学 種　　別：　 国立　　公立　　私立 
（※該当するものを○で囲んで下さい）

記入ご担当者： 部署　　　　　　　　　　　　　　　 お名前　　　　　　　　　　　　　　　

 お電話番号　　　　　　　　　　　　 E‐mail　　　　　　　　　　　　　　 　

○ 可能な限り大学ごとの集約情報としてご回答ください。
○ ご回答いただくインターンシップは、大学院、学部（4年制）を対象とし、以下を除きます。
　・教育実習、医療実習、看護実習等の特定の資格取得を目的として実施するもの
　・期間が1週間未満の短期実習のもの

1.　インターンシップを実施していますか。
　　（該当する□に を記入して下さい。）

□　実施している　　　□　今後実施する予定　
□　実施していない　

2.　実施している場合、大学としてのインターンシップ窓口を設置していますか。
　　（該当する□に を記入して下さい。）

□　設置している　　　□　設置していない　

3.　上記2.で「設置している」と答えられた大学につきましては、下記の□に を入れ、併せて部署等の
　　記入欄にご記入をお願いいたします。
□　全学的窓口がある

部署名 住　所

TEL（　　　　－　　　　－　　　　）

□　学部又は学科で窓口を設置している（全学的窓口との併設を含む）

学部又は学科 部署名 住　所

TEL（　　　　－　　　　－　　　　）

TEL（　　　　－　　　　－　　　　）

TEL（　　　　－　　　　－　　　　）

TEL（　　　　－　　　　－　　　　）

TEL（　　　　－　　　　－　　　　）

TEL（　　　　－　　　　－　　　　）

TEL（　　　　－　　　　－　　　　）

（欄が不足の場合、上表様式にて作成追加記入願います。）
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4.　平成16年度の実績及び平成17年度の予定、並びに大学側の関与の度合。 2/3

・学部（4年制）を対象とします。
・教育実習、医療実習、看護実習等の特定の資格取
　得を目的として実施するものを除きます。
・実習期間が1週間未満の短期のものを除きます。
・今年の春休みの予定も含みます。

※大学側の関与度合の記入要領
以下の区分で該当する番号をご記入下さい。複数回答時には行を改めて
学生数と対応させてご記入下さい。
1. インターンシップ教育体系の下で必修科目として実施している。
2. インターンシップ教育体系の下で選択科目として実施している。
3. 学生からのインターンシップ報告に基づき単位認定する。 
4. 大学としての単位認定はしていないが実態の把握はしている。

学部 学科 大学側の関与
度合※

H16年度実績（見込み） H17年度計画
学生数 実習期間 学生数 実習期間

学部 学科 1　　2
3　　4

人 人

学部 学科 1　　2
3　　4

人 人

学部 学科 1　　2
3　　4

人 人

学部 学科 1　　2
3　　4

人 人

学部 学科 1　　2
3　　4

人 人

学部 学科 1　　2
3　　4

人 人

学部 学科 1　　2
3　　4

人 人

学部 学科 1　　2
3　　4

人 人

学部 学科 1　　2
3　　4

人 人

学部 学科 1　　2
3　　4

人 人

学部 学科 1　　2
3　　4

人 人

学部 学科 1　　2
3　　4

人 人

学部 学科 1　　2
3　　4

人 人

学部 学科 1　　2
3　　4

人 人

紙面が不足の場合には、本ページをコピーしてご利用ください。　　　　　[次頁　　有・無　]

お忙しい折とは存じますが、1月31日（月）までのできるだけ早いうちに、
下記あてにFAXにて送信をお願いいたします。

<<お問い合わせ先>>
特定非営利活動法人　ＪＲＣＭ産学金連携センター　　伊藤、小山、室井
TEL：03-3592-1381　FAX：03-3592-1285　E-mail：internplaza@jrcm.jp

学部　回答用紙
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5.　平成16年度の実績及び平成17年度の予定、並びに大学側の関与の度合。 3/3

・大学院を対象とします。
・教育実習、医療実習、看護実習等の特定の資格取
　得を目的として実施するものを除きます。
・実習期間が1週間未満の短期のものを除きます。
・今年の春休みの予定も含みます。

※大学側の関与度合の記入要領
以下の区分で該当する番号をご記入下さい。複数回答時には行を改めて
学生数と対応させてご記入下さい。
1. インターンシップ教育体系の下で必修科目として実施している。
2. インターンシップ教育体系の下で選択科目として実施している。
3. 学生からのインターンシップ報告に基づき単位認定する。 
4. 大学としての単位認定はしていないが実態の把握はしている。

学部 学科 大学側の関与
度合※

H16年度実績（見込み） H17年度計画
学生数 実習期間 学生数 実習期間

研究科 専攻 1　　2
3　　4

人 人

研究科 専攻 1　　2
3　　4

人 人

研究科 専攻 1　　2
3　　4

人 人

研究科 専攻 1　　2
3　　4

人 人

研究科 専攻 1　　2
3　　4

人 人

研究科 専攻 1　　2
3　　4

人 人

研究科 専攻 1　　2
3　　4

人 人

学部 学科 1　　2
3　　4

人 人

研究科 専攻 1　　2
3　　4

人 人

研究科 専攻 1　　2
3　　4

人 人

研究科 専攻 1　　2
3　　4

人 人

研究科 専攻 1　　2
3　　4

人 人

研究科 専攻 1　　2
3　　4

人 人

研究科 専攻 1　　2
3　　4

人 人

紙面が不足の場合には、本ページをコピーしてご利用ください。　　　　　[次頁　　有・無　]

お忙しい折とは存じますが、1月31日（月）までのできるだけ早いうちに、
下記あてにFAXにて送信をお願いいたします。

<<お問い合わせ先>>
特定非営利活動法人　ＪＲＣＭ産学金連携センター　　伊藤、小山、室井
TEL：03-3592-1381　FAX：03-3592-1285　E-mail：internplaza@jrcm.jp

大学院　回答用紙
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3.2 企業アンケート回答用紙
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非　売　品

禁無断転載

平　成　１　６　年　度

機械工業を中心とする産学連携インターンシップ

人材育成に関する調査研究報告書

発行 平成１７年３月

発行者 社団法人　日本機械工業連合会

 〒105-0011

 東京都港区芝公園三丁目５番８号

 電話０３－３４３４－５３８４

 特定非営利活動法人　ＪＲＣＭ産学金連携センター

 〒105-0003

 東京都港区西新橋一丁目５番１１号

 第１１東洋海事ビル６階

 電話　０３－３５９２－１３８１

この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。
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