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○　調査時期：平成20年4月
○　調査対象：全国公私立の大学（745校）・短期大学（390校）・高等専門学校（61校）
○　回 答 率：100％

○　授業科目として位置付けてインターンシップを実施する学校の実施状況

　１．実施学校数

　　(1) 平成17,18,19年度実施状況及び平成20年度以降実施予定

　　(2) 大学における国公私立別実施率

 ２．学部・研究科・学科実施状況

　　(1)－1 大学学部

平成１９年度インターンシップ実施状況調査結果

平成19年度実施状況 平成20年度実施予定

平成17年度実施状況 平成18年度実施状況 平成19年度実施状況

大学

短期大学

学校種別
平成17年度実施状況 平成18年度実施状況

私立

実施率 実施校数実施校数 実施率

60校 95.2%

公立 42.5%

実施率

実施学部数 実施率

55.2%1,092学部

67.7% 527校

157校

65.8% 504校

170校40.6%

実施校数

447校 62.5% 482校

実施校数 実施率

70.7%

45.4%177校43.6%162校37.8%

100.0%

国公私立別 平成17年度 平成18年度 平成19年度

98.4% 61校 100.0% 61校高等専門学校

88.5%86.2%86.2%国立

60校

46.1%

67.4%65.6%61.4%

43.4%

実施学部数 実施率 実施学部数 実施率

53.3%1,027学部44.0%948学部

　インターンシップとは、学生が在学中に、企業等において自らの専攻や将来のキャリアに関連した就業
体験を行うことをいう。

　本調査の集計にあたっては、教育実習・医療実習・看護実習等特定の資格取得を目的として実施するも
のは除外している。
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　　(1)－2 大学院

　　(2) 短期大学

　　(3) 高等専門学校

　３．インターンシップ体験学生数

　４．実施学年（体験学生数構成比）

修士３年

2.1%

※修士課程には、博士前期課程・専門職学位課程を含む。

12.3%

242学科 29.4%

211研究科

実施率

257学科

実施研究科数 実施率

３年

74.7%13.2%

42,454人

4,307人

7,463人

大  学

短期大学

平成17年度実施状況 平成18年度実施状況

実施研究科数 実施率実施研究科数 実施率

平成19年度実施状況

154研究科 10.4% 203研究科 12.2%

平成17年度実施状況 平成18年度実施状況 平成19年度実施状況

実施学科数 実施率 実施学科数 実施率 実施学科数 実施率

平成17年度実施状況 平成18年度実施状況 平成19年度実施状況

213学科 18.8% 250学科 28.8%

97.0%

実施学科数 実施率 実施学科数

246学科 83.1% 247学科 93.2%

大学学部
１年

実施学科数実施率

２年

学校種別 平成17年度学生数 平成19年度学生数

49,726人

4,968人

高等専門学校 7,793人

４年

6.8%3.7%

大学院
修士１年

8,674人

平成18年度学生数

50,430人

4,863人

５年 ６年

0.03%1.5%

77.9%

博士２年 博士３年

0.6%1.1%

修士２年 博士１年

2.1%16.2%

短期大学

82.1% 15.3% 1.2% 0.6% 0.8%

１年 ２年 ３年 専攻科1年 専攻科2年

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 専攻科1年 専攻科2年
高等専門学校

0.0% 0.3% 0.2% 87.1% 0.3% 11.4% 0.8%
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　５．実施時期（体験学生数構成比）

         
　６．実施期間（体験学生数構成比）

                              
　7．インターンシップを経験した留学生数

 

0.0%0.6%1.8%

1.2%2.0%4.4%3.9%25.5%50.7%

0.7%0.0%5.3%6.8%13.4%39.2%

種　別

国　立

公　立

私　立

計

大学生

34人

543人

大学院生 短期大学生
高等専門
学校生

127人 163人 ― 人 62人

253人 8人

7人 0人

8人83人

704人

34.6%短期大学

38.0%高等専門学校

12.4%大　学

62人

0人

0人

授業期間中学校種別 夏期休業中 冬期休業中 春期休業中
長期休業中と
授業期間中の

組合せ

大　学

短期大学

高等専門学校

82.2% 0.4% 2.0% 8.4% 7.0%

5.0%7.3%40.1%1.4%46.2%

0.5%97.2% 0.0% 1.2% 1.1%

2.0%11.3%46.3%

3週間～1ヶ月
未満

1ヶ月～3ヶ月
未満

3ヶ月～6ヶ月
未満

6ヶ月以上学校種別 1週間未満
1週間～2週間

未満
2週間～3週間

未満
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　８．分野別インターンシップ体験学生数

54人

1,054人

高
等
専
門
学
校

8,674人 38人 7,528人

62人

41人 443人 71人

専攻科

短
期
大
学

4,968人 1,095人 1,196人

994人 226人

合計 人文 社会

家政

158人 2,152人 89人

0人 40人 366人

大
学
院

3,813人 149人 798人

合計 人文科学 社会科学

3,299人 1,465人

678人 3,336人

その他

811人 11,842人

教育 芸術

大
学
学
部

45,913人 6,485人 15,058人

129人 991人

商船 家政

合計 人文科学 社会科学 理学 工学 農学 保健

理学 工学 農学

1,819人

保健

保健

商船 家政 教育 芸術 その他

9人

0人 52人

農業

428人

商船

教育 芸術 その他

331人 81人

教養 工業

専攻科

合計 社会 工業
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産学人材育成パートナーシップ
インターンシップ受入企業窓口一覧

（平成２１年１月）

※本窓口一覧表は、産学人材育成パートナーシッ

     プの全体会議を構成する「日本経済団体連合

     会」、「経済同友会」、「日本商工会議所」、なら

     びに、各分科会の関連企業等の中で、趣旨に

     御賛同いただいた企業等から御登録いただい

     たものです。分野によっては、現在、インターン

     シップの受入体制の整備中である等の理由に

     より、本窓口一覧に御登録いただいていないも

     のもございます。

※ お申し込みにつきましては、直接企業等窓口に

     御連絡ください。その際に、個別の学生から問

     い合わせるのではなく、必ず学校から連絡する

     ようにしてください。

※ 実施の時期及び内容等により、企業等側でお

     引き受けできない場合がございます。
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北海道地方

団体名 担当部署 所在地 電話番号

北海道電力株式会社
人事労務部　採用・人材開発
グループ

〒060-8677
北海道札幌市中央区大通東1丁目２番地

011-251-4367

㈱マイ・プロモーション
Applause&Voice

ブライダル

【函館オフィス】
函館市富岡町3-15-37トクトラスト110
【札幌オフィス】
札幌市中央区南9条西4-1-12
中島公園ステーションプラザ401

函館：
 0138-43-4311

札幌：
 011-520-3811

東北地方

団体名 担当部署 所在地 電話番号

（株）青森銀行 人事部能力開発課 〒030-8668 青森市橋本1-9-30 017-734-8532

（株）オール・セインツ 郡山市方八町2-2-11 024-956-3551

白河商工会議所 総務課 福島県白河市大手町5-12 0248-23-3101

（株）スカイパレスアソシエイツ 社長室 〒980－0021 仙台市泉区鶴が丘3-31-2 022-716-1120
餞心亭おゝ乃　㈲角屋 経理 新潟県三条市横町2-11-8 0256-32-4649
（株）ナウエル 総務部 山形県米沢市松が岬2-1-19 0238-22-1234

（株）日本セラテック 管理本部総務部
〒981-3292
宮城県仙台市泉区明通3-24-1

022-378-9231

ハマツ観光（株）　ホテルハマツ 管理部 〒963-8578  福島県郡山市虎丸町3-18 024-935-1104

（株）パレス平安
平安グループ管理本部
総務人事部

〒990-2432 山形市荒楯町1-17-40 023-633-3491

盛岡商工会議所 総務・会員サービスグループ 盛岡市清水町14－12 019-624-5880
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FAX番号 webサイト コメント 業種
（所属団体）

011-219-0317 http://www.hepco.co.jp/ 原子力・経団連

函館：
0138-43-4312

札幌：
011-520-3812

applause-voice.com ・講師派遣はどこへでも行ける。 サービス

FAX番号 webサイト コメント 業種
（所属団体）

017-775-3966
・学生のインターンシップへの申込は、ハイパーキャンパスシステムを
通じてお願いします。

経団連

024-956-3541 www.all-saints.jp/ サービス

0248-22-1300 http://www.shirakawa.ne.jp/~cci/
・平成17年度より受入を実施
・18年度1名、19年度1名、20年度0名（1名受入予定）
・受入期間は5日間程度。

商工会議所

022-224-1822 http://www.skypalace.co.jp サービス

0256-35-0255 http://www.oono.co.jp/ サービス

0238-21-1674 サービス

022-378-9236 www.ceratech.co.jp 経団連

024-935-1126 www.hotel-hamatsu.co.jp サービス

023-633-3492 www.palace-net.co.jp/ サービス

019-654-1588 http://www.ccimorioka.or.jp 直接インターンシップを受け入れるのではなく、会員事業所の紹介を行う。 商工会議所
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神奈川県横浜市港北区箕輪町1-18-12

関東地方

団体名 担当部署 所在地 電話番号

曙ブレーキ工業(株) 人事労務部 埼玉県羽生市東5-4-71 048-560-1500

旭化成(株) 人財・労務部　採用グループ 千代田区神田神保町1-105 03-3296-3045

旭硝子（株）
総務人事センター人事
グループ採用チーム

千代田区有楽町1-12-1

あすか製薬(株) 人事部 東京都港区芝浦2-5-1 03-5484-8321

(株)梓設計 経営管理部総務人事グループ 東京都品川区東品川2-1-11 03-6710-0600

（株）アドバンテスト 人事部 千代田区丸の内1-6-2　新丸の内センタービルディング

（有）アニバーサリー 社長室 静岡市葵区川合1-2-1 054-264-7213
（株）アルテ　サロン
ホールディングス

総務部 神奈川県横浜市中区翁町1-4-1アルテマリンウェーブ 045-663-6123

アルプス電気株式会社 人事総務部 採用グループ 〒145-8501東京都大田区雪谷大塚町1番7号 03-3727-1117
安藤建設(株) 人事企画部門 東京都港区芝浦3-12-8 03-3457-9215

(株)石井鐵工所
経営管理部
総務・人事グループ

東京都中央区月島3-26-11 03-4455-2501

出光興産（株） 人事部教育課 東京都千代田区丸の内3-1-1 03-3213-9314

伊藤鉄工㈱ 製造本部
〒332-0011
川口市元郷3-22-23

048-224-3986

伊藤忠商事(株) 人事部人材戦略室
〒107-8077
東京都港区北青山2-5-1

03-3497-7521

伊藤忠テクノソリューションズ
株式会社

人事部　人材開発課
〒100-6080
東京都千代田区霞ヶ関3-2-5 霞ヶ関ビル

03-6203-4051

（株）EVE・GARDENコーポレーション
カラースタジオ　イヴ・ガーデン

港区麻布十番1-4-7麻布マスターズ3F 03-3505-5781

株式会社インフォメーション・
ディベロプメント

総務人事部
採用トレーニングオフィス

〒102-0084
東京都千代田区二番町14
日本テレビ麹町ビル西館

03-3264-3573

ウシオ電機(株) 人事部
〒100-8150
東京都千代田区大手町2-6-1

03-3242-1812

株式会社　内山精工 総務部 静岡県磐田市匂坂上639 0538-38-4611

宇部興産(株) 人事部人材育成グループ 港区芝浦1-2-1 シーバンスN館 03-5419-6141
エース損害保険（株） 人事部 東京都目黒区下目黒1-8-1 アルコタワー 03-5740-0617

SMK(株) 人事部人材開発室
〒141-0032
品川区大崎1-11-2ゲートシティ
大崎イーストタワー18階

03-3785-1107

ＮＯＫ株式会社 業務本部 人事部 採用企画課 東京都港区芝大門1-12-15 03-3434-1739

NPO法人FBO
〒114-0004
東京都北区堀船2-19-19-8F

03-3912-2194

（財）エンジニアリング振興協会 産学人材開発部
〒105-0003
東京都港区西新橋1-4-6 03-3502-4441

（株）岡三証券グループ
岡三証券株式会社
人事部採用グループ

東京都中央区日本橋1-17-6 03-3275-9015

オエノンホールディングス（株）
合同酒精（株）総務部
人事グループ

東京都中央区銀座6-2-10 03-3575-2716

オリックス(株)
人材開発グループ
採用グループ

〒108-0014　港区芝4-1-23 三田NNビル 03-5419-5109

（株）KAORUKO 社長秘書 横浜市中区本牧関内15-14 045-628-0878

社団法人　化学工学会 事業企画グループ
〒112-0006
東京都文京区小日向4-6-19　共立会館5F

03-3943-3527

カルソニックカンセイ(株) 人事企画グループ 埼玉県さいたま市北区日進町2-1917 048-660-2126
神田通信機（株） 総務部人事課 東京都千代田区神田富山町24番地 03-3252-7731

（株）関電工 労務部人事チーム 〒108-8533東京都港区芝浦4-8-33 03-5476-3357

（株）キッツ 総務人事部  人事グループ 千葉市美浜区中瀬1丁目10番1 043-299-0113
（株）紀伊国屋書店 人事部 東京都目黒区下目黒3-7-10 03-6910-0504

（株）木村鋳造所 総務部総務課人事係
〒411-0905
駿東郡清水町長沢1039

055-975-7051

（株）ギャガ・コミュニケーションズ 人事総務グループ
〒107-6233
東京都港区赤坂9-7-1ミッドタウンタワー

03-6823-7500

キヤノン株式会社 人事本部　採用センター 〒146-8501  東京都大田区下丸子3-30-2

キヤノンソフトウェア（株） 総務人事本部　人材開発部 東京都港区三田3-9-6 03-3455-9902

キヤノンマーケティングジャパン（株） 人事総務部採用課
〒108-8011
東京都港区港南2-16-6CANON　S　TOWER

03-6719-9062

京セラ（株）
総務人事本部
人事企画部人材開発部

〒612-8501京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 075-604-3510

（株）協和エクシオ 人事部人材開発室 東京都渋谷区渋谷3-29-20 03-5778-1122
協和発酵キリン(株) 人事部人材開発グループ 東京都千代田区大手町1-6-1大手町ビル 03-3282-0150
（株）クラウディア コスチューム
　　　サービス

銀座クチュールナオコ 東京都中央区銀座1-8-20 03-3535-3784

栗田アルミ工業株式会社 総務部長 茨城県土浦市北神立町4-5 029-831-0534

（株）群馬銀行 人事部人材開発室 前橋市元総社町194 027-254-7076
（株）コア 事業企画本部人材開発部 東京都世田谷区三軒茶屋1-22-1 03-3795-5130

（株）コーエー 人事総務部人事課
〒223-8503

045-564-3111
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FAX番号 webサイト その他 業種
（所属団体）

048-560-2880 www.akebono-brake.com
経団連・

経済同友会

03-3296-3177 www.asahi-kasei-jobs.com 08年度実績　理系学生のみ。 経団連

http://www.agc.co.jp 経済同友会

03-5484-8351 www.aska-pharma.co.jp/ 経団連

03-6710-0380 www.azusasekkei.jp/
対象者（学部生および大学院生）は、建設意匠設計、構造設計および
電気、機械設計技術者を将来目指す者。

経団連

http://www.advantest.co.jp/ 経済同友会

054-264-6972 www.4anniversary.net サービス

045-663-6107 www.arte-hd.com 経団連

03-3726-1386 http://www.alps.co.jp/index.htm 電気電子

03-3457-0196 www.ando-corp.co.jp 経団連

03-6219-6835 www.ishii-ii.co.jp 経団連

03-3213-9317 www.idemitsu.co.jp
(社)石油学会の要請に基づき例年、愛知製油所（愛知県知多市）
徳山製油所（山口県周南市）にて、大学生を各二名程度受入ているため、
今回新たな登録はしません。

経団連

048-223-0940 www.i-g-s.co.jp/
・学生のインターンシップの受入にあたり、保険への加入をお願いする等
安全面に配慮して受入を実施することをご了解ください。

機械
（素形材）

03-3497-7550 www.itochu.co.jp/saiyo/
（２００８年実績）実施期間：8月末～9月上旬の2週間
受入人数：18名　応募方法：公募(書類選考・面接）
2009年の実施は未定（HP上で告知）

経団連

03-5512-3011 http://www.ctc-g.co.jp 情報処理

03-3505-5782
http://www.evegarden.jp　（スクールサイト）
http://www.evegarden.com　（コスメサイト）

色彩教育から始まり、色の心理的効果等、講師派遣可能。 サービス

03-3221-6657 http://www.idnet.co.jp 講師派遣可能 情報処理

03-3242-0695 http://www.ushio.co.jp 経団連

0538-38-4612 http://www.uchiyama-seiko.co.jp/
射出成形用金型の設計・製造について、講師派遣等の協力は可能。
・学生のインターンシップの受入にあたり、保険への加入をお願いする等 素形材

03-5419-6235
安全面に配慮して受入を ご

www.ube.co.jp
実施することを 了解ください。

経団連

03-5740-0621 経団連

03-3785-2959 www.smk.co.jp/recruit/ インターンシップ詳細については上記ウェブサイト参照。
経団連・
同友会

03-3436-5968 http://www.nok.co.jp/ 長期(2ヶ月以上)のインターンシップが対象。 経団連

03-5390-0339 www.fbo.co.jp 酒類等、飲食業界に必要とされる専門知識に関する講師派遣。 サービス

03-3502-5500
http://www.enaa.or.jp/sangaku/
index02.html

機械
（プラントエンジニ

03-3275-8395 www.okasan.co.jp

アリング）

経団連

03-3571-5456 www.oenon.jp
日当5000円　インターンシップ保険加入　PCスキル初級以上
銀座本社までの通勤時間が1時間30分以内

経団連

03-5419-5904 www.orix.co.jp/recruit/ 経団連

045-628-0883 www.Kaoruko.co.jp/
・インターンシップ受入以外にも、社長KAORUKO本人の

サービス

03-3943-3530 http://www.scej.org

講師としての協力も惜しまない。

・大学への非常勤講師の紹介（化学工学関連分野） 化学

048-661-1014 経団連

03-3252-9253 経団連

03-5476-3359 www.kandenko.co.jp
対象：大学3年生、大学（院）1年生、高専（4年）いずれも電気系学科在籍学生
期間：8～9月にかけて2週間程度 経団連
実習場所：

http://www.kitz.co.jp
人材育成センター（茨城県手久市）および都内近郊現場他

経済同友会

03-6420-1352 www.kinokkuniya.co.jp 経団連

055-975-9904 www.kimuragrp.co.jp
・学生のインターンシップの受入にあたり、保険への加入をお願いする等
安全面に配慮して受入を実施することをご了解ください。

機械
（素形材）

03-5785-8740 www.gaga.co.jp 経団連

現在、インターンシップ受入体制の整備をしている。 電気電子・

03-3455-9916 www.canon-soft.co.jp/
2009年7月以降に新規の問い合わせをお受けする予定。
・1日インターンシップを行うかどうかを検討中。

経団連
経団連

03-6719-8115 www.cweb.canon.jp/recruit
・現在は高等専門学校生のみを対象に、インターンシップを実施。
・2009年以降、大学3年生を対象とした１dayインターンシップを計画中。

経団連

075-604-3512 www.kyocera.co.jp
・毎年「サマーインターンシップ」と称して８～９月に実施。
・応募受付は5～6月にかけて公募。具体的な募集内容は5～6月までお待ちください。

経団連

03-5778-1229 http://www.exeo.co.jp 経団連

03-3284-1969 http://www.kyowa-kirin.co.jp 経団連

03-3535-3786 www.couture-naoco.com 都内グループ内拠点多数あり。 サービス

029-831-9486 http://www.kurita-al.co.jp/
・技術系（素材・機械・情報等）大学3年生、10間程度

材料

027-252-7456 www.gunmabank.co.jp
・自宅通勤可能な学生 ・日程は調整可能
大学3年生を対象に実施。実施会場は前橋市。 経団連

03-3795-5129 www.core.co.jp 経団連

045-564-4110 www.koei.co.jp 経団連
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東海アルミ箔株式会社 経営管理部総務グループ 横浜市西区北幸2-6-1 045-313-8313

株式会社　サイベックコーポレーション 経営管理部 長野県塩尻市大字広丘郷原字南原1000-15 0263-51-1800

三協マテリアル株式会社 関東支店　業務課
〒１51-8403
東京都渋谷区元代々木町30-13 03-5465-8030
ラウンドクロス元代々木8Ｆ

サンデン(株) 人事本部採用教育グループ 〒372-8502 群馬県伊勢崎市寿町20番地 0270-24-1219
株式会社三陽商会 人事総務本部人事部 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング 03-6453-3400
JSR(株)

ＪＦＥエンジニアリング（株）

人事部人材開発チーム

人事部

東京都港区東新橋1-9-2
〒230-8611

03-6218-3522

045-505-7439

（株）資生堂

・人事部人材開発室人材育成
グループ（東京）
・研究管理部　総務室
人材開発GL　 資生堂リサーチ

横浜市鶴見区末広町2丁目1番地 （横浜本社）

【東京】
〒105-8310 港区東新橋1-6-2
【新横浜】
〒224－8558　横浜市都筑区早渕2－2－1

【東京】
03-6218-5377

【新横浜】
045-590-6010センター（新横浜）

芝浦メカトロニクス(株) 総務部教育・採用グループ 横浜市栄区笠間2-5-1 045-897-2427
清水建設（株） 人事部 港区芝浦1-2-3 03-5441-0054
蛇の目ミシン工業(株)国際生産性本部

ジャパン・ソーシャルダンスクラブ

生産性本部　生産総務グループ

ペアダンス・社交ダンス

東京都八王子市狭間町1463

東京都渋谷区宇田川町19-5-705

042-661-2121

03-5939-7262

（株）秀文社 総務部人事課
〒337-0051

048-680-5213
埼玉県さいたま市見沼市東大宮5-32-10

ＪＵＫＩ（株）

(株)情報通信総合研究所

人財開発部

企画総務グループ

調布市国領町8-2-1

東京都中央区日本橋人形町2-14-10
アーバンネット日本橋ビル

03-3480-1681

03-3663-7500

阪和興業株式会社

昭和シェル石油（株）

人事部　人材開発課

人事部人材開発課

東京都中央区築地1-13-10

東京都港区台場2-3-2

03-3544-1179

03-5531-5555

昭和精工　株式会社 管理部 神奈川県横浜市金沢区福浦1-4-2 045-785-1111

昭和電工（株）

昭和電線ホールディングス(株)

人事室人事チーム

人事総務統括部人事課

港区芝六門1-13-9
〒105-8444

03-5532-1912

新日本製鐵（株）
人事・労政部

東京都港区虎ノ門1-1-18（東京虎ノ門ビル）

〒100-8071東京都千代田区大手町2-6-3 03-3275-7383

新日本石油株式会社

人材開発グループ
経営管理第１本部

東京都港区西新橋1-3-12 03-6811-3349
人事部人事グループ

（株）住軽日軽エンジニアリング

住友金属工業株式会社

管理部総務人事チーム

人事労政部人事室

東京都江東区亀戸2-35-13
〒104-6111 東京都中央区晴海1-8-11

03-5628-8510

03-4416-6158

セイコーホールディングス（株） 総務部

トリトンスクエアオフィスタワートリトンスクエアＹ
〒105-8459

03-6401-2207
港区芝浦1-2-1シーバンスN館

西武鉄道(株)

(株)セブン-イレブン・ジャパン

人事部

トレーニング部

埼玉県所沢市くすのき台1-11-1

東京都千代田区二番町8-8

04-2926-2058

03-6238-3748

セントラル警備保障 総務部人材採用担当 03-3342-4692

セメダイン（株） 人事総務部人事課 〒141-8620東京都品川区東五反田4-5-9 03-3442-1331

第一生命保険（相） 人事部
〒100-8411

050-3780-1012

(株)第四銀行 人事部

東京都千代田区有楽町1-13-1

〒951-8066
新潟市中央区東堀前通7番町1071番地１

025-222-4111

大和証券グループ本社 人事部人材開発課
東京都千代田区丸の内1-9-1グラントウキョウ

03-5555-1223

大和証券エスエムビーシー(株) 経営企画部人事課

ノースタワー
東京都千代田区丸の内1-9-1グラントウキョウ

03-5555-3060
ノースタワー

高砂熱学工業(株)

株式会社髙島屋

本社　総合研究所

人事部能力開発・採用担当

神奈川県厚木市飯山3150

東京都中央区日本橋茅場町2-12-7
髙栄茅場町ビル

046-248-2752

03-3668-7046
（水・日曜日定休）

武田薬品工業（株）

田中貴金属工業（株）

総務人事センター採用グループ

人事・総務部採用・
東京都中央区日本橋二丁目12番10号

東京都千代田区丸の内2-7-3東京ビルディング22階

03-3278-2211

03-6311-5544

株式会社　タニコー

人材開発S

管理部　総務課 静岡県磐田市南平松５ 0538-67-1880

千代田化工建設（株） 人事部 〒230-8601横浜市鶴見区鶴見中央2-12-1 045-506-7166

（株）デザインフラワー花遊

電気化学工業（株）
人事部人事課

東京都世田谷区北沢1-30-3
〒103-8338
東京都中央区日本橋室町2-1-1

03-3465-1187

03-5290-5107

電源開発(株)（J-POWER） 人事労務部　人事グループ

（日本橋三井タワー）

〒104-8165　東京都中央区銀座6-15-1 03-3546-2211

ドイツ証券（株） 人事部 千代田区永田町2-11-1　山王パークタワー
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045-313-8310 http://www.tokai-alumi.co.jp/

0263-51-1808 http://www.syvec.co.jp/
・学生のインターンシップの受入にあたり、保険への加入をお願いする等
安全面に配慮して受入を実施することをご了解ください。

機械
（素形材）

03-5465-8031 http://www.sankyo-material.co.jp/ 材料

0270-24-5338 http://www.sanden.co.jp 経団連

03-6453-3700 www.sanyo-shokai.co.jp/ 経団連

03-6218-3681

045-505-7440

www.jsr.co.jp

http://www.jfe-eng.co.jp/ 【対象】理工系　修士１年生 の機械工学系専攻。

経団連

経団連

【東京】
03-6218-5370

【新横浜】
045-590-6074

【新横浜】
http://www.shiseido.co.jp/

技術系
経団連

経済同友会
バイオ

045-897-2470 www.shibaura.co.jp 【対象】理工系学生 経団連

03-5441-0331 スペ ついて具体的な ック等に は特に決まっていない。 経団連

042-661-1400

03-5939-7262 www.jsdc.org
国際化が叫ばれる中、これから社会人となられる方や海外で
活躍を目指される方のマナーの一環としてパーティ等で

経団連

サービス

048-682-2303

楽 ペアダ を 。

www.shubunsha.co.jp

しめる ンス 紹介

サービス

03-3663-7570

http://www.juki.co.jp

www.icr.co.jp/index_j.html

【希望する学生の条件】
（１）法制度研究分野
①大学院修士課程または博士課程（法学）　②TOEIC７００点程度
（２）マーケティング研究分野
①大学院修士課程又は博士課程
　　（経済学、経営学、法学、通信工学等）

経済同友会

経団連

②TOEIC 程度700点

03-3544-2360

03-5531-5559

http://www.hanwa.co.jp/

www.showa-shell.co.jp
・毎年夏に公募により実施　・2週間程度の期間で20-30名を受入
・テーマを課し最後に発表してもらう提案＋実務体験型のインターンシップ

経団連

経団連・
経済同友会

045-785-4488 http://www.showa-seiko.co.jp

・期間中、新エネルギーに関する講義、製油所見学も実施

・学生のインターンシップの受入にあたり、保険への加入をお願いする等
安全面に配慮して受入を実施することをご了解ください。

機械
（素形材）

03-3503-4506

http://www.sdk.co.jp/

http://www.swcc.co.jp/ 学部３年生、修士１年の理系学生対象（学部は問わない）

同友会

材料・経団連

03-3275-5967 www.nsc.co.jp
【条件】理系学生（高専・大学・大学院）　【期間】7～9月の2～3週間
（＊学生の夏期休暇を利用したインターンシップを実施）

経団連

http://www.eneos.co.jp 経団連

03-5628-8503

03-4416-6794

http://www.sne.co.jp

http://www.sumitomometals.co.jp

【対象者】技術系学部。

インターンシップ以外につきましては、都度ご相談ください。

材料

材料・

03-6401-2217 www.sseiko.co.jp

経団連

経団連

04-2926-6219

03-3261-2435

www.seibu-group.co.jp/railways/

www.sej.co.jp
【期間】日程は月曜日から金曜日の5日間です。

経団連

経団連

03-3342-4692 www.we-are-csp.co.jp

申込後、スケジュールの調整を行い、日程を確定。
職種：技術職（機械警備のシステム設計・保守・開発およびネットワーク管理）

経団連

03-3445-1312 www.internship-ssc.org/

受入時期：夏頃 受入場所：東京、大阪 受入予定人数：5名程度
【対象者】工専（本科4年、専攻1年）
【実習地】工場（茨城・三重）
【対象者】大学（1年・2年）

経団連

03-5252-8003 www.dai-ichi-life.co.jp

【実習地】本社（東京都品川区）＊1dayの開催

講師派遣については日程等応相談
経団連・

025-222-2061 www.daishi-bank.co.jp/
【対象者】新潟県出身の大学3年生。
【期間】例年8月下旬に1週間程度。

同友会

経団連

03-5555-0659 http://www.daiwa-grp.jp

＊応募方法は6月頃、当行HPで告知している。

・1～3日間程度の期間を希望。 経団連・

03-5555-0784

・ い

www.recruit-daiwasmbc.com

講師派遣につ ては、内容にもより可能な限り協力。 同友会

経団連

046-248-2290

03-3668-7048

www.tte-net.co.jp

http://www.takashimaya.co.jp/corp/
recruit/intern/index.html

・講師派遣可能

次年度インターンシップ詳細につきましては現時点では未定ですが、
今後弊社ホームページにて情報公開をしていきます。

経団連

経団連

03-3278-2138

03-6311-5545 www.tanaka.co.jp/index.html 技術系（素材・化学・電機・機械等）大学3年生、2週間程度

経団連

経団連

0538-67-1881 http://www.taniko.co.jp/index.html
・学生のインターンシップの受入にあたり、保険への加入をお願いする等
安全面に配慮して受入を実施することをご了解ください。

機械
（素形材）

045-506-7109 www.chiyoda-corp.com/index.php

・主に化学系、機械系、電気系、制御系、土木建築系の部署において、
インターンシップの受入を実施。
・対象は大学３、４年、修士1年生。

経団連

・大学、団体からの依頼により、社員の社外講師派遣も実施。

03-3481-8714

03-5290-5109

www.hanayu.co.jp

http://www.denka.co.jp

サービス

経団連

03-3546-9367 http://www.jpower.co.jp/index.html
原子力・
経団連

http://www.db.com/japan 同友会

171

http://www.daishi-bank.co.jp/�
http://www.hanayu.co.jp/�
http://www.jsdc.org/�
http://www.shubunsha.co.jp/�
http://www.jpower.co.jp/index.html�
http://www.sankyo-material.co.jp/�
http://www.tokai-alumi.co.jp/�
http://www.sumitomometals.co.jp/�
http://www.swcc.co.jp/�
http://www.sseiko.co.jp/�
http://www.we-are-csp.co.jp/�
http://www.sej.co.jp/�
http://www.dai-ichi-life.co.jp/�
http://www.recruit-daiwasmbc.com/�
http://www.sanyo-shokai.co.jp/�
http://www.daiwa-grp.jp/�
http://www.chiyoda-corp.com/index.php�
http://www.showa-shell.co.jp/�
http://www.eneos.co.jp/�
http://www.internship-ssc.org/�
http://www.icr.co.jp/index_j.html�
http://www.tanaka.co.jp/index.html�
http://www.denka.co.jp/�
http://www.jsr.co.jp/�
http://www.hanwa.co.jp/�
http://www.shiseido.co.jp/�
http://www.nsc.co.jp/�
http://www.syvec.co.jp/�
http://www.showa-seiko.co.jp/�
http://www.taniko.co.jp/index.html�
http://www.takashimaya.co.jp/corp/recruit/intern/index.html�


東海東京証券(株) 人材開発部研修室
〒103-8275

03-3517-8606
東京都中央区日本橋3-6-2

東京ガス（株） 人事部人材開発室 港区海岸1-5-20
（株）東京機械製作所

東京電力(株)

人事部人事課

労務人事部人材開発グループ

東京都港区芝5-26-24

東京都千代田区内幸町1-1-3

03-3451-8141

03-6373-2341

東洋エンジニアリング（株） 人事部採用チーム 千葉県習志野市茜浜2-8-1 047-454-1519

東洋電機製造（株） 総務部人事グループ
〒104-0031

03-3535-0631

東レ(株) 人事部

東京都中央区京橋2-9-2 第一ぬ利彦ビル

東京都中央区日本橋室町2-1-1日本橋三井タワー 03-3245-5151

（株）トクヤマ 人事グループ
〒150-8383

03-3597-5007

DOWAホールディングス(株) 人事・人材開発部門

東京都渋谷区渋谷3-3-1渋谷金王ビル
〒101-0021

03-6847-1102
東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDXビル22階

トランスコスモス（株） 採用推進部

株式会社　長山工業

渋谷区渋谷3-25-18

埼玉県川口市上青木2-26-16 048-268-5673

ナブテスコ（株） 人材開発部
〒105-0022

03-3578-7207
東京都港区海岸1-9-18国際浜松町ビル

ニアチス（株） 人事部人材開発チーム 東京都港区芝大門1-1-26 03-3433-7252
日軽金アクト株式会社

日進精機　株式会社

企画業務グループ

総務部

東京都品川区東品川2-2-20

東京都大田区多摩川2-29-21

03-5461-9392

03-3758-1901

日新製鋼(株) 人事部人材開発チーム
〒100-8366

03-3216-5551

株式会社ＮＩＰＰＯコーポレーション 人事部人事第一グループ 

千代田区丸の内3-4-1

東京都中央区京橋1-19-11 03-3563-6742

社団法人　日本金属プレス工業協会 港区芝公園3-5-8 03-3433-3730

日本軽金属株式会社 人事部　インターンシップ担当
〒140-8628
東京都品川区東品川2-2-20天王洲郵船ビル

03-5461-9241

（独）日本原子力研究開発機構

日本原子力発電(株)

人事部人材開発課

社長室　人財活性化グループ

〒319-1184　茨城県那珂郡東海村村松4番地49
〒101-0053
東京都千代田区神田美土代町1-1

029-282-1122

03-6371-7161
03-6371-7163

日本興亜損害保険株式会社
人事部スタッフ（人材開発）
採用チーム

〒100-8965　東京都千代田区霞が関3-7-3 03-3593-5361

日本工営（株）

（社）日本工作機械工業会

人事・総務部

総務部

東京都千代田区麹町5-4

東京都港区芝公園3-5-8　機械振興会館104

03-3238-8031

03-3434-3961

日本信号（株）

（株）日本製紙グループ本社

人事部
日本製紙株式会社

千代田区丸の内1-5-1新丸の内ビルディング13階

〒100-0006
03-3217-7147

03-3218-8106

日本生命保険（相）

人事部人材開発室

人事部人材開発室

東京都千代田区有楽町1-12-1 新有楽町ビル
〒100-8288
東京都千代田区丸の内1-6-6 03-5533-9190
日本生命丸の内ビル12階

日本綜合テレビ(株) 本社管理本部

社団法人日本鍛造協会

〒160-0023東京都新宿区西新宿4-15-7

〒103-0023
東京都中央区日本橋本町4-9-2本栄ビル9Ｆ

03-5354-2331

03-5463-5321

社団法人　日本鋳造協会 総務グループ 〒105-0011東京都港区芝公園3-5-8 03-3432-2991

日本電気（株）

日本電信電話(株)

人事部採用グループ
NTT先端技術総合研究所

東京都港区芝5-7-1

〒243-0198神奈川県厚木市森の里若宮３－１

03-3798-6555

046-240-5005

有限責任中間法人
人材開発担当

事務局 〒150-0001渋谷区神宮前6-25-8-810 03-3406-8708
日本パーソナルカラリスト協会

日本粉末冶金工業会 〒101　東京都千代田区岩本町2-2-26（玉川ビル） 03-3862-6646

日本モレックス(株) 人事部 〒242-8585神奈川県大和市深見束１－５－４ 046-265-2330
日本ユニシス(株) 政策推進センター 〒135-8560東京都江東区豊洲１－１－１ 03-4329-2137
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03-3517-8607 www.tokaitokyo.co.jp/ 経団連

http://www.tokyo-gas.co.jp 経済同友会

03-3454-0687

03-3596-8502

www.tks-net.co.jp/

www.tepco.co.jp
例年8～9月にインターンシップを受入（募集6～7月）対象は

経団連

経団連

047-454-1802 www.tokyo-eng.co.jp

大学(院）、短大、専門、高専 応募は当社HP等で受付。
【対象者の範囲】プラントエンジニアリング業界への就職を検討している
理工系修士1年生または学部3年生 経団連

03-3535-0640

【講師派遣】機械・電気・化学工学系の学科への非常勤講師派遣可

開発・設計・研究部門で受入を行っています。 経団連

03-3245-5163 www.toray.co.jp
技術系：個別要望に応じ、専門領域と受け入れ部門のニーズがマッチすれば対応。

経団連

03-3499-8965

事務系： ｅｂに

www.tokuyama.co.jp

例年８～９月に実施。事前にｗ て公募。

経団連

03-6847-1121 www.dowa.co.jp 経団連

048-266-2712

http://www.trans-cosmos.co.jp

http://www.e-nagayama.co.jp/
講師の派遣などで大学教育に対する協力等が可能
・学生のインターンシップの受入にあたり、保険への加入をお願いする等
安全面に配慮して受入を実施することをご了解ください。

経済同友会

機械
（素形材）

03-3578-7237 http://www.nabtesco.com
理系の機械、電気関係で受入実績あり。

経団連
受入実績のある工場：岐阜工場・垂井工場・津工場・神戸工場・甲南工場

03-3438-4395 www.nichias.co.jp/ 経団連

03-5461-8380

03-3758-1969

http://www2.nikkeikin.co.jp/act/ 

http://www.nissin-precision.com/
index.html

・学生のインターンシップの受入にあたり、保険への加入をお願いする等
安全面に配慮して受入を実施することをご了解ください。

材料

機械
（素形材）

03-3216-5807 www.nisshin-steel.co.jp 材料もしくは機械を専攻する大学3年生又は修士1年生に限る。 経団連

03-3567-4086 http://www.nippo-c.co.jp/ 
四年生大学および高等専門学校において、

経団連

03-3433-7505 http://www.nikkin.or.jp/

土木・機械・電気系の学科を専攻している学生に限る。

協会が窓口となり、受け入れは協会の副会長会社で対応。
機械

03-5461-9299 http://www.nikkeikin.co.jp/

（素形材）

材料・
経済同友会

029-283-4701

03-5217-5501

http://www.jaea.go.jp/index.shtml

http://www.japc.co.jp/

原子力

原子力・
経団連

03-3593-5199

【会社ホームページ】
http://www.nipponkoa.co.jp
【採用ホームページ】
http://www.saiyo-nipponkoa.com

インターンシップに関する具体的なカリキュラムはない。
今後策定するかどうかも含めて未定。

経団連

03-3238-8326

03-3434-3763

www.n-koei.co.jp

www.jmtba.or.jp インターンシップは全国の会員企業を紹介。

経団連

機械
（工作機械）

03-3217-7300

03-3216-1371

http://www.signal.co.jp

www.np-g.com/

経済同友会

経団連

03-5533-5245 www.nissay.co.jp 経団連

03-5354-2339

03-3664-6470

www.nstweb.co.jp/

http://www.jfa-tanzo.jp
・講師も派遣協力可能（要相談）
・学生のインターンシップの受入にあたり、保険への加入をお願いする等
安全面に配慮して受入を実施することをご了解ください。

サービス

機械
（素形材）

03-3433-7498 http://www.foundry.jp
・学生のインターンシップの受入にあたり、保険への加入をお願いする等
安全面に配慮して受入を実施することをご了解ください。

機械
（素形材）

03-3798-6552

046-270-2371

http://www.nec.co.jp

http://www.ntt.co.jp/

電気電子

経団連

03-3406-9190 www.personal-colorist.org
・パーソナルカラー検定の実施、パーソナルカラリストの養成・色彩を

サービス

03-5687-0599 http://www.jpma.gr.jp/

応用した各種福祉活動（子供、高齢者、心身障害者）・色彩セミナー

・学生のインターンシップの受入にあたり、保険への加入をお願いする等
安全面に配慮して受入を実施することをご了解ください。

機械
（素形材）

046-265-2388 www.molex.co.jp り。高専の方を優先する場合あ 経団連

03-5546-7826 www.unisys.co.jp 経団連
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（株）リケン 管理部人事室 東京都千代田区九段北１－１３－５ 03-3230-3918

株式会社パスコ 社長室　評価企画グループ
〒153-0043　東京都目黒区東山1-1-2
東山ビル4Ｆ

03-6412-2397

（株）長谷工コーポレーション 人材開発部 東京都港区芝2-23-1 03-3456-5428
（株）八芳園

株式会社　早川ダット工場

八芳園グループ総本社総務部

総務部

港区白金台1-1-6

東京都日野市新町5-6-13

03-3443-3113

042-585-1414

（株）日立国際電気
人事総務本部

東京都小平市御幸町32 050-3383-3334

（株）日立システムアンドサービス

人材戦略グループ
人財開発部

東京都港区港南２－１８－１JR品川イーストビル 03-6718-5715

株式会社 日立製作所

採用教育グループ

人財戦略室 採用グループ
〒100-8280

株式会社 日立製作所
日立事業所 原子力事業統括本部
(日立ＧＥニュークリア・エナジー株式会社)

株式会社 日立製作所
人財戦略室 採用グループ

東京都千代田区丸の内一丁目六番六号
(会社)茨城県日立市幸町3丁目１番1号
(担当者)〒100-8280
              東京都千代田区丸の内1丁目6番6号

03-4564-5876

日立電線㈱ 人事部
〒101-8971

03-6381-1032
東京都千代田区外神田4-14-1秋葉原UDX

(株)日立ハイテクノロジーズ 人事勤労部人材開発グループ 東京都港区西新橋1-3-12 03-3504-7044
ひたちなか商工会議所

日野自動車（株）

総務部
人事部人材開発室

茨城県ひたちなか市勝田中央14番8号

〒191-8660東京都日野市日野台3-1-1

029-273-1371

042-586-5063
採用要員グループ

（株）富士急ハイランド 総務部採用教育センター 山梨県富士吉田市新西原5-6-1 0555-24-6711
富士通エフ・アイ・ピー株式会社 管理本部人材開発部 東京都江東区青海2-45　タイム24ビル 03-5531-0180
富士電機ホールディングス（株） 人事企画部 品川区大崎1-11-2 ゲートシティ大崎イーストタワー 03-5435-7223
富士屋ホテル株式会社

古河スカイ株式会社

総務部人事課

人事部

神奈川県足柄下郡箱根町宮ノ下359
〒101-8970

0460-82-2219

03-5295-3783

（株）プロス 教育事業部

東京都千代田区外神田4-14-1　秋葉原ＵＤＸ
〒158-0097

03-3707-4161
東京都世田谷区用賀2－32－18グレース用賀406

ボッシュ（株）

ホテルエピナール那須

人材開発部採用グループ

総務課

〒150-8360 東京都渋谷区渋谷3-6-7
〒325-0302

03-5485-4101

0287-78-6002

株式会社　堀内テクノロジー

栃木県那須郡那須町大字高久丙1番地

静岡県磐田市南田伊兵衛新田127 0538-59-1250

（株）ベネッセコーポレーション

(株)マクロミル

人財部
経営管理本部

東京都多摩市落合1-34

東京都港区港南2-16-1品川イーストワンタワー11F

042-356-0811

0120-945-314
人事・総務ユニット

（株）丸栄商会

マンパワー・ジャパン(株)

世田谷メンテナンスセンター

人事本部人材開発部

世田谷区豪徳寺2-23-15
〒220-8136横浜市西区みなとみらい2-2-1

050-5515-5004

045-227-4418
ランドマークタワー36階

三井化学(株)

三井金属鉱業(株)

人事・労制部

人事部人事担当採用グループ

東京都港区東新橋1-5-2汐留シティセンター
〒141-8584東京都品川区大崎１－１１－１

03-6253-2260

03-5437-8035
ゲートシティ大崎ウエストタワー19階

三井精機工業（株）

三菱アルミニウム株式会社

人事総務部

総務部（人事・労政Ｇ）

埼玉県比企郡川島町八幡6-13
東京都港区芝2丁目3番3号

049-297-5555

03-3769-0111
芝二丁目大門ビルディング

三菱商事（株）

(株)三菱総合研究所

HRDセンター研修チーム

人事部

千代田区丸の内2-3-1

東京都千代田区大手町2-3-6

03-3210-9242

03-3277-0701

三菱電機(株)

三菱マテリアル（株）

人事部採用グループ

人財部門　人事企画室
人材開発グループ

〒100-8310東京都千代田区丸の内2-7-3
〒100-8117
東京都千代田区大手町1-5-1

03-3218-2386

03-5252-5216
大手町ファーストスクエアWEST

三菱レイヨン(株)

株式会社　ムトウ

人事部人材開発グループ

総務課

東京都港区港南1-6-41

〒134-0013 東京都江戸川区江戸川4-16

03-5495-3116

03-3656-8561

明治製菓株式会社 薬品企画管理部 〒140-8002 東京都中央区京橋2-4-16 03-3273-3392
矢崎総業(株) 総務人事室　人材開発部 静岡県裾野市御宿1500番地 055-965-3004
八千代工業(株)

株式会社　山武

総務部人事ブロック

人事部　人材開発グループ

埼玉県狭山市柏原393
〒100-6419

04-2955-1211

03-6810-1026

ヤマダイ食品（株）
カスタマーソリューション部
特販グループリテールチーム

東京都千代田区丸の内2-7-3東京ビル

四日市市富田1-8-19
企画開発担当

ヤマト運輸（株） 人事総務部人材育成課 東京都中央区銀座2-16-10 03-3248-5885

横浜ゴム（株） 人事部人材開発グループ 東京都皆特区新橋5-36-11 03-5400-4515
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03-3230-3919 www.riken.co.jp 経団連

03-3715-6600 www.pasco.co.jp

【インターンシップ応募において学生に期待する動機】
＜人文系＞
・国、地方公共団体及び民間企業向け提案営業およびコンサルティングなどに
　興味がある学生。
・会社戦略経営の支援（社内環境整備・労務管理・人材育成・経営計画・IR活動
　及び法律・訴訟問題等）に興味がある学生。
＜理工系＞
・お客様の課題解決に向けた情報システムの設計・開発・運用サポートなどに
　興味があり、関連する科目を専攻又は研究している学生。
・世界最先端のセンシング技術（衛星・航空機・地上）等を活用した地形地物の
　測量や高精度データの取得・整備などに興味があり、
　関連する科目を専攻又は研究している学生。
・地理情報を基軸にした「安心・安全」な国土基盤整備（空間情報サービス、調査、
　計画、設計）に興味があり、関連する科目を専攻又は研究している学生。
・SAR衛星をはじめとした各種衛星データを応用したリモートセンシング利用（国土・
　防災・気象・農業・環境および商業分野）に興味があり、関連する科目を専攻又
　は研究している学生。
・GIS(地理情報システム)、センシング、衛星画像に関する最先端の技術研究開発に
　興味があり、関連する科目を専攻又は研究している学生。

経団連

03-3456-5434 経団連

03-3443-6274 www.happo-en.com

042-585-1413

・受け入れ体制は要請を頂いた時に決定
（内容・設計・機械加工・仕上・鋳造・他）
・学生のインターンシップの受入にあたり、保険への加入をお願いする等

サービス

機械
（素形材）

042-322-0313

安全面に配慮して受入を ご

www.hitachi-kokusai.co.jp/

実施することを 了解ください。

経団連

03-6718-5714
www.hitachi-system.co.jp/

経団連
recruit/home.html
http://www.hitachi.co.jp/recruit/ インターンシップの受入は公募にて実施している。

電気電子
newgraduate/select/internship/

https://www5.hitachi.co.jp/intern/st

詳細はホームページを参照。

原子力

03-5256-3162 http://www.hitachi-cable.co.jp/recruit/ 材料・経団連

03-3504-5290 www.hitachi-hitec.com/ 経団連

029-275-2666

042-586-5167

http://www.hcci.jp/ を く、 。

www.hino.co.jp

直接インターンシップ 受け入れるのではな 会員事業所の紹介を行う 商工会議所

経団連

0555-24-6882 http://www.fujiq.jp/ サービス

03-5531-0181 http://jp.fujitsu.com/fip/ 情報処理

03-5435-7491 www.fujielectric.co.jp/ 経団連

0460-82-0688

03-5295-3761

www.fujiyahotel.co.jp/ り。

http://www.furukawa-sky.co.jp/

神奈川、東京、山梨に事業所あ 希望者は直接人事課に連絡。 サービス

材料

03-3707-7565 http://www.pros-it.co.jp サービス

03-5485-4139

0287-78-6666

www.bosch.co.jp

www.epinard.jp/

経団連

サービス

0538-59-1251 http://www.horitec.co.jp/
・学生のインターンシップの受入にあたり、保険への加入をお願いする等
安全面に配慮して受入を実施することをご了解ください。

機械
（素形材）

042-356-0676

03-6716-0701

http://www.benesse.co.jp/

http://www.macromill.com/ 【対象者】大学３年生もしくは大学院１年生

経団連

経団連・
経済同友会

03-3429-9699

045-227-4753

www.maruei-jp.com

www.manpower.co.jp 神奈川県経営者協会のハイパーキャンパスを利用して募集。(毎夏）

サービス

経団連

03-6253-4248

03-5437-8038

http://jp.mitsuichem.com/

www.mitsui-kinzoku.co.jp/jinji/

経団連

経団連

049-297-4714

03-3769-0180

www.mitsuiseiki.co.jp

http://www.malco.co.jp

経団連

材料

03-3210-7031

03-3277-3438

www.mitsubishicorp.com/jp/

www.mri.co.jp/RECRUIT/
internship.html

・夏（7～9月）冬（12月）の年2回実施、大学院修士課程1年生もしくは博士課程2年に
在学中の学生の方大学3年生（法律・経済・経営・商学専攻の学生）。
＊詳細は当社HPを参照。インターンシップ受入以外の講師派遣等の協力については

経団連

経団連

個別に相談（ 。派遣実績あり）

03-3218-3636

03-5252-5277

www.mitsubishielectric.co.jp/

www.mmc.co.jp 技術系のみ受入。時期・受入事業所等、個別に対応している。

経団連

経団連

毎年8月後半～9月上旬にかけ、化学系学生を中心に20名1年程度の
03-5495-3183

03-3656-2782

www.mrc.co.jp

http://www.muto-mold.com

インターンシップ学生を受け入れている。

・学生のインターンシップの受入にあたり、保険への加入をお願いする等
安全面に配慮して受入を実施することをご了解ください。

経団連

機械
（素形材）

03-3272-9140 http://www.meiji.co.jp バイオ

055-965-0423 www.yazaki-group.com 経団連

04-2955-1217

03-5220-7276

www.yachiyo-ind.cojp

http://jp.azbil.com インターン生受入れは東京、神奈川の事業所で行う。

経団連

経団連

http://www.yamadai.jp/ 個別要望により対応している。 経済同友会

経団連・
03-3542-3887 www.kuronekoyamato.co.jp

経済同友会

03-3578-8416 http://www.yrc.co.jp/ 化学、機械、材料
【期間】通常２～３週間　【宿泊施設】会社で準備

経団連
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（株）ＷＯＷＯＷ 人事総務局人事部 港区元赤坂5-2-20赤坂パークビル21F

リンナイ(株)
人材開発チーム

名古屋市中川区福住町2-26 052-361-8385

理研軽金属工業株式会社

リケンテクノス(株)

管理部　総務担当

総務部人事グループ

静岡県　静岡市駿河区曲金3丁目2番1号
〒103-8438

054-281-1111

03-3663-7995
東京都中央区日本橋本町3-11-5
〒108-0075

（株）リンクケア 総務本部
東京都港区港南2-16-4品川グランドセントラルタワー

03-6821-5111

（株）ルネサンス 人事部人事労務チーム 東京都墨田区両国2-10-14両国シティコア3階 03-5600-5442
（株）レストランスワン

（株）ロイヤルパークホテル

本社人事部

総務部人事課

群馬県前橋市大渡町1-20-11
〒103-8520

027-252-6212

03-3667-1606
東京都中央区日本橋蛎殻町2丁目1番1号

中部地方

団体名

朝日印刷（株）

担当部署

総務部

所在地

富山県富山市大手町3番地9号

電話番号

076-421-1177

（株）出雲記念館 婚礼課 福井県福井市渕2丁目2001 0776-35-4170

岡谷綱機（株）

小千谷商工会議所

人事総務部

指導課 課長

名古屋市中区栄2-4-18

小千谷市本町2-1-5

052-204-8122

0258-81-1300

(株)北國銀行 人事部人事課 石川県金沢市下堤町1番町

〒390-0815

076-223-9711

グロウ・アップ・カレッジ
長野県松本市深志2-3-30 俊栄ビル4階

0263-36-2012

小島プレス工業(株)

コマツキャスティックス（株）

総務統括部人事課

総務部総務課

豊田市下市場町3-30

〒935-8501

0565-34-6403

0766-91-1511

笹原金型　株式会社 総務部

富山県氷見市下田子1-3

〒480-1203　愛知県瀬戸市広之田町469-2 0561-41-1135

（株）ジェイアール東海ホテルズ

新東工業株式会社

経営管理部総務課

総合企画室

名古屋市中村区名駅1-1-4

〒442-8505
豊川市穂ノ原3丁目1番

052-584-1215

0533-85-3111

住友軽金属工業株式会社 人材開発部
〒455-8670
愛知県名古屋市港区千年3-1-12

052-654-1185

中日本高速道路(株)

中部電力株式会社

人事部採用係

人事部　採用グループ

名古屋市中区錦2-18-19 三井住友銀行名古屋ビル

〒461-0006　愛知県名古屋市東区東新町1番地

052-222-1620

052-973-2161

豊田合成（株） 人事部 愛知県西春日井郡春日町大字落合字長畑１ 052-400-5161

豊田通商株式会社

株式会社 名古屋精密金型

人事部　人材開発グループ

業務課

名古屋市中村区名駅4-9-8センチュリー豊田ビル

愛知県知多郡東浦町字北鶴根66-5

052-584-5051

0562-84-7600

名古屋鉄道（株）

日高工業（株）

人事部人材開発担当

総務部　総務課

名古屋市中村区名駅1-2-4

〒４４８－０００２
愛知県刈谷市一里山町柳原7番地1

052-588-0831

0566-36-2390

株式会社不二越 人事部 富山県富山市不二越本町1-1-1 076-423-5579
北陸電力株式会社

本多金属工業　株式会社

人事労務部人材育成チーム

管理グループ　総務チーム

〒930-0858　富山市牛島町15-1

愛知県名古屋市中区栄3丁目32番22号

076-405-3117

052-251-4811

ウェディングプロデュース 愛知県名古屋市中区錦2-3-4
（株）モック　HONEY'S WEDDING

（株）ヤマトインテック

名古屋事業部

管理部

名古屋錦フロントタワー2階

〒399-0702
塩尻市広丘野村1048番地

052-222-1585

0263-52-0626

管理本部人事部
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054-282-0654

03-3663-7997

http://www.rikenkeikinzoku.co.jp

www.rikentechnos.co.jp/
年1回夏に実施（2008年実績：8/25～8/29の5日間、研究開発職志望の大学3年生

材料

経団連
および修士1年生対象に弊社材料開発センターにて実施。参加人数4名。）

インターンシップ対象者は大学3年生、夏期休業中に実施。
03-3450-8841 www.lincrea.co.jp

によりますが、講師派 す。テーマ 遣が可能で
経団連

03-5600-5419 www.s-re.jp 経団連

027-255-4208

03-3667-1261

www.swanweb.co.jp/

www.rph.co.jp

サービス

サービス

http://www.wowow.co.jp/ 経済同友会

業種FAX番号

076-491-6140

webサイト

www.asahi-pp.co.jp

その他

8月に富山でのインターンシップを受け入れている。
製造部門(工場）、営業での受入となり、部門によっては

（所属団体）

経団連
紙 との積み降ろし等力を要する作業をしていただくこ もあり。

0776-35-7880 www.izumotaisya.jp
対象者：学部3年生、修士1年生　内容：東京、大阪、名古屋地区で

サービス

経団連・
052-204-8384

0258-83-3632

www.okaya.co.jp

http://www.ojiyacci.org/

それぞれ1～2週間の期間で営業同行を中心に商社機能について学んでいただく。
・会員事業所を紹介。
・一般機械器具製造業、電気機械器具製造業、精密機械器具製造業で

経済同友会

商工会議所
受入れが可能。
北陸3県内の4年生大学生、北陸地方にUターン就職を考えている

076-263-0217 www.hokkokubank.co.jp
4年生大学生
・ブライダル業界でのコンサルティング・人材教育を業務として実施。

経団連

0263-36-2023 www.growup-college.jp
・現在でも大学をはじめ、幅広く多くの教育機関に講師の派遣を実施。

サービス

0565-34-3771 www.kojima-tns.co.jp

0766-91-2411

【募集分野】　理系　（機械・材料・化学・電気等）

・学生のインターンシップの受入にあたり、保険への加入をお願いする等

経団連

機械
（素形材）

0561-42-0086 http://sasahara-kk.com

安全面に配慮して受入を実施することをご了解ください。

・学生のインターンシップの受入にあたり、保険への加入をお願いする等
安全面に配慮して受入を実施することをご了解ください。

機械
（素形材）

052-584-1219

0533-89-1221

www.associa.com/

http://www.sinto.co.jp
・学生のインターンシップの受入にあたり、保険への加入をお願いする等
安全面に配慮して受入を実施することをご了解ください。

サービス

機械
（素形材）

052-654-0061 http://www.sumitomo-lm.co.jp

【対象分野】金属材料、機械、化学系
【申し込み】WEBサイトからも可能。
上記以外に次のホームページからも申し込み可能。
(社)軽金属学会 http://www.jilm.or.jp/

材料

(社)日本アルミニウム協会http://www.aluminium.or.jp/index.html

052-222-1636

052-973-3157

www.c-nexco.co.jp

http://www.chuden.co.jp/

【参考】2008年度は8月に東京・名古屋・金沢の3会場で講義や現場見学などを実施。

例年、６～７月頃に当社ホームページにて募集、８月に２週間程度の

経団連

電気事業
インターンシップを実施。詳細はホームページ参照。 経団連

052-400-5883 www.toyoda-gosei.co.jp/
【対象者】

経団連

052-584-5658

0562-84-7644

http://www.toyota-tsusho.com/recruit/

http://www.nagoya-sk.co.jp

・大学3年生の方・修士1年生の方・2010年3月までに卒業予定の方

＊愛知県以外のインターンシップ受け入れ工場
【熊本工場】
〒869-1102 熊本県菊池郡菊陽町原水字向原926-1
【宮崎工場】
〒889－4222 宮崎県えびの市大字小田字炎谷1350
・学生のインターンシップの受入にあたり、保険への加入をお願いする等
安全面に配慮して受入を実施することをご了解ください。

経団連

機械
（素形材）

・夏期休業中に実施 ・事前にwebにて公募。
052-588-0836

0566-36-0279

www.meitetsu.co.jp

http://www.hidaka-kk.jp/

（＊いずれも2008年度実績）

・学生のインターンシップの受入にあたり、保険への加入をお願いする等
安全面に配慮して受入を実施することをご了解ください。

経団連

機械
（素形材）

076-493-5219 http://www.nachi-fujikoshi.co.jp/ 経団連

076-405-0107

052-251-0076

http://www.rikuden.co.jp/

www.hondalex.co.jp

【実施時期】７月下旬～９月上旬の２週間（予定）
【研修地】　 恵那工場（岐阜県）
【研修内容】アルミ加工・一次から三次までの一貫ラインにおける主要部門
＊製造（鋳造・押出・修正・ロール、アルマイト処理加工）

原子力

材料

＊金型工作・設計、品質管理、生産管理、技術開発

052-222-1194

0263-52-9883

www.honeyswedding.com

www.yamato-intec.com
・学生のインターンシップの受入にあたり、保険への加入をお願いする等
安全面に配慮して受入を実施することをご了解ください。

サービス

機械
（素形材）

052-361-8015 www.rinnai.co.jp 経団連
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ワタベウェディング（株） 人事部 京都市下京区烏丸通仏光寺上る二帖半敷町671 075-352-4189

近畿地方

団体名 担当部署 所在地 電話番号

イオンディライト（株） 人事部 大阪市中央区南船場2-3-2南船場ハートビル 06-6260-5639
（株）泉州銀行 人事部（採用・研修担当） 大阪府岸和田市宮本町26-15 072-433-4134
エイウェイト 明光義塾尾崎市役所前教室 〒660-0051尼崎市東七松1-14-1 06-6482-0888
（株）大垣共立銀行 人事部人事企画課

大阪鋳鉄工業組合

岐阜県大垣市郭町3丁目98

〒511-0053
大阪市中央区本町1-4-5大阪産業創造館12階

0584-74-2522

06-6263-2114

(株)奥村組 人事総務部　人事課 〒545-8555大阪市阿倍野区松崎町2-2-2 06-6625-3623
開明伸銅株式会社

(株)カネカ

管理部総務課

人事部採用チーム

京都府亀岡市大井町並河3丁目10番1号

大阪市北区中之島3-2-4朝日新聞ビル

0771-23-6111

06-6226-4861

株式会社近鉄ホテルシステムズ
ウェスティン都ホテル京都

株式会社クボタ

人事総務部

人事部採用育成グループ

京都市東山区粟田口華頂町壱番地

〒556-8601 大阪市浪速区敷津東1-2-47

075-771-7152

06-6648-3970

桑原鋳工㈱ 管理課 〒511-0806三重県桑名市東三太上518番地 0594-21-2141

公立学校共済組合大阪宿泊所
ホテル アウィーナ大阪

総務課 大阪市天王寺区石ヶ辻町19-12 06-6772-1443

（株）神戸製鋼所

虹技株式会社

人事労政部人事グループ

総務部人事グループ

〒651-8585　神戸市中央区脇浜町2-10-26

〒671-1132

078-261-4310

079-236-3221
兵庫県姫路市大津区勘兵衛町4丁目1番地

個人別指導塾フルスイング 木曽竹一朗（代表） 大阪府岸和田市別所町1-1-19 072-438-2066
（株）サトウ花店 総務部 大阪市福島区福島1-2-11 06-6453-0878
（株）ジーエス・ユアサコーポレーション 人事総括部人事グループ 京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町1

〒600-8216
075-312-0091

（株）ジェイアール西日本ホテル開発 総務部総務人事グループ
京都市下京区烏丸通塩小路下る東塩小路町901番地
〒545-8522

075-342-5503

シャープ株式会社 人事本部 人事部 採用担当
大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

06-6621-1251

株式会社大紀アルミニウム工業所 管理部 大阪市西区土佐堀1-4-8日栄ビル 06-6444-2751

太平洋工業（株） 人事部 大垣市久徳町100 0584-93-0120
田辺三菱製薬（株） 人事部人事グループ 〒541-8505大阪市中央区道修町3-2-10 06-6205-5030
（株）土屋組

東伸熱工㈱

総務部人事課

総務部　総務課

〒503-0917岐阜県大垣市神田町2-55

大阪府八尾市北亀井町1-5-33

0584-81-5111

072-922-0041

日東電工（株）
経営統括部門人財統括部

〒530-0001
大阪市北区梅田二丁目5番25号ハービス 06-6452-3284

人事総務部採用グループ OSAKAオフィスタワー
日本毛織（株） 人財戦略室 大阪市中央区瓦町三丁目3-10 06-6205-6620
パナソニック電工(株) 人事部採用グループ 大阪府門真市大字門真1048 06-6908-3014
パナホーム株式会社 人事部　採用グループ 大阪府豊中市新千里西町1-1-4 06-6834-4115
三菱マテリアル（株） 堺工場　事務課

（株）三輪鋳造

〒592-8331　堺市西区筑港新町3-1-9

〒511-0504

072-241-4111

0594-46-3461
三重県いなべ市藤原町川合1066-2

株式会社 村田製作所 人事部 人事採用課

ユニオン精機　株式会社

〒617-8555 京都府長岡京市東神足1-10-1

加古川市平岡町山之上170

075-955-6522

079-425-0765

ロイヤルオークホテル
スパ＆ガーデンズ

人事課 滋賀県大津市萱野浦23番1号 077-543-9107
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業種FAX番号 webサイト その他
（所属団体）

06-6260-5651 www.aeondelight.co.jp 経団連

072-423-0744 経団連

06-6482-0888 ・教育学修士保有者2名在籍。大学講師派遣可能。 経団連

0584-74-2512 www.okb.co.jp

06-6263-2115

・岐阜県インターンシップ推進協議会を通じて募集。

・学生のインターンシップの受入にあたり、保険への加入をお願いする等
安全面に配慮して受入を実施することをご了解ください。

経団連

機械
（素形材）

06-6627-5295 www.okumuragumi.co.jp 経団連

0771-23-8811

06-6226-5106

soumu@kaimeishindo.com

www.kaneka.co.jp

インターンシップ受入の具体的内容について、H21年4月より検討開始
＊本格的受入については、H21年度開始を目標に関連本部と調整を進めるが、
現時点では開始時期を含め詳細は未確定。
【案】
１．受入期間：MAX1ヶ月　２．受入時期：7～8月　３．受入人数：5名程度
４．受入学生の専攻：機械、電機、化学工業
【過去5年間の実績】
H16：5名（10日間）　H17：4名（約10日間）　H18：2名（約7日間）　H19：4名（約7日間）

材料

経団連

H 間）、2名（約1名）、1名（約3ヶ月）20：1名（約5日）、3名（約7日

075-751-7294

06-6648-2459

www.westinmiyako-kyoto.com

http://www.kubota-recruit.com/

＊Ｈ20.9.16-18実施内容（今年度内容等は未定）
【内容】2泊3日のワークショップでグローバルな農業活性化案を検討して頂く内容。
また、情報提供として海外・国内農業の現状レクチャー、海外市場での戦略講義、
農業・産業機械の試乗会、工場見学、社員交流会等を実施。※提言表会は後日開催
【対象者】大学3年生・大学院1年生（文系・理系は問わない）

サービス

経団連

0594-22-6212

【募集人数】48名程度

・学生のインターンシップの受入にあたり、保険への加入をお願いする等 機械
（素形材）安全面に て とを ださ配慮し 受入を実施するこ ご了解く い。

06-6772-8851 www.awina-osaka.com

・原則、公募型で実施。（要項は毎年6月ごろHPにて公開）

サービス

078-265-2067

079-235-5432

http://www.kobelco.co.jp/saiyo/

http://www.kogi.co.jp

・上記連絡先の「インターンシップ担当」で受付。

・学生のインターンシップの受入にあたり、保険への加入をお願いする等

材料

機械
安全面に配慮して受入を実施することをご了解ください。 （素形材）

072-438-2066 www.fullswing-academy.com 講師派遣OK サービス

06-6453-2288 www.satoh-hanamise.co.jp し。 し。通勤交通費の支給な 保険加入な サービス

075-316-3010 http://www.gs-yuasa.com/jp 経団連

075-342-5530 サービス

06-6627-6393 www.sharp.co.jp

【対象学年】大学3年生、大学院1年生

電気電子

06-6444-2797 http://www.dik-net.com/
【募 野】金属 【人員】集分 材料又は機械工学 若干名

材料

0584-92-1804 http://www.pacific-ind.co.jp 経団連

06-6205-5038 www.mt-pharma.co.jp/ 経団連

0584-81-5141 www.tsuchiyagumi.co.jp

072-922-0044
・学生のインターンシップの受入にあたり、保険への加入をお願いする等
安全面に配慮して受入を実施することをご了解ください。

経団連

機械（素形材）

06-6452-3371 www.nitto.co.jp
【対象】技術系大学院生に限定しています。

経団連
＊専門領域と でき受入部門のニーズ等がマッチング れば受入。

06-6205-6627 www.nikke.co.jp 経団連

06-6903-5164 http://panasonic-denko.co.jp 経団連

06-6834-7862 http//www.panahome.jp/SAIYOU 経団連

072-243-0026

0594-46-2147
・学生のインターンシップの受入にあたり、保険への加入をお願いする等

材料

機械
安全面に て とを ださ配慮し 受入を実施するこ ご了解く い。 （素形材）

075-955-6527

079-425-4047

http://www.murata.co.jp/

http://www.union-seiki.co.jp/index.html
・学生のインターンシップの受入にあたり、保険への加入をお願いする等
安全面に配慮して受入を実施することをご了解ください。

電気電子

機械
（素形材）

077-543-8622 http://www.royaloakhotel.co.jp サービス

075-352-4114 www.watabe-wedding.co.jp サービス
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（株）中国銀行 人事部 岡山市丸の内1-15-20 086-223-3111

(株)高知銀行 人事部 高知県高知市堺町2-24 088-871-1262

福岡商工会議所 総務広報部総務グループ 福岡市博多区博多駅前2-9-28 092-441-1110

〒901-2602

中国地方

団体名 担当部署 所在地 電話番号

岡山トヨペット（株） 総務部総務グループ 岡山市伊福町1-20-12
〒726-0027

086-252-5110

株式会社 北川鉄工所 総務部 人事課
広島県府中市元町77-1

0847-40-0503

（株）クボタ教育センター 研修部 〒661-8567  兵庫県尼崎市浜1-1-1 06-6470-5960

サクライ軽金属㈱

大和重工株式会社

管理部

技術部

岡山市今保48

〒731-0221

086-243-7771

082-814-2101
広島県広島市安佐北区可部１丁目21番23号

四国地方

団体名 担当部署 所在地 電話番号

株式会社　阿波銀行

宇和島商工会議所

人事部研修課

中小企業相談所

徳島県徳島市西船場町2丁目24－1

愛媛県宇和島市丸之内1-3-24

088-656-7723

0895-22-5555

（有）オフイス　りぼん 高知市鴨部1351 088-850-7550
四国電力（株） 総合研修所　総括グループ 〒761-0113　香川県高松市屋島西町1850-1 087-841-1561

九州地方

団体名

エントリーサービスプロモーション(株)

担当部署

人材開発センター

所在地

福岡市中央区天神3丁目6-26

電話番号

092-712-1433

大塚産業クリエイツ（株） 総務部人事課 長浜市八幡中山町1番地

〒890-0062
（株）鹿児島銀行 人事部（人材開発グループ）

鹿児島市与次郎2-7-28かぎん会館with
099-252-5717

鹿児島サンロイヤルホテル 総務部総務課 鹿児島市与次郎1-8-10 099-253-2312
九州旅客鉄道(株) 総務部人事課 〒812-8566 福岡市博多区博多駅前3-25-21 092-474-2761

092-523-0144
株式会社　九電工 人事労務部人事グループ 福岡市南区那の川1-23-35

造船所：長崎県佐世保市立神町
092-524-1356

佐世保重工業（株） 人事部（造船所）
（本社：東京都中央区日本橋浜町2-31-1-17）

0956-25-9113

総合メディカル(株) 人事・総務部 福岡市中央区天神3-9-33 092-713-6061
長崎商工会議所 総務部 長崎市桜町4-1 095-822-0111

沖縄

団体名 担当部署 所在地 電話番号
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＊インターンシップ制度ではなく企業実習として実施。

業種FAX番号 webサイト その他
（所属団体）

086-252-5113 www.toyota.co.jp/okayama-toyopet/ 経団連

機械
0847-45-0589 http://www.kiw.co.jp/

（素形材）

06-6470-5966
機械

（素形材）

086-243-7775

082-814-2109

http://www9.ocn.ne.jp/~slm/

http://www.daiwajuko.co.jp/
・学生のインターンシップの受入にあたり、保険への加入をお願いする等

材料

機械
（素形材）安全面に て とを ださ配慮し 受入を実施するこ ご了解く い。

086-234-6592 www.chugin.co.jp 経団連

業種FAX番号 webサイト その他
（所属団体）

088-625-3320

0895-24-6655

http://www.awabank.co.jp/

http://www.uwajima-cci.or.jp/

・直接インターンシップを受け入れるのではなく、会員事業所の紹介を行う。
 職種はビジネスホテル、飲食店、ドライブイン、不動産（宅建仲介）等
・商業、サービス業、製造業などで受入れが可能
・平成19年8月　地元の短大の外国人留学生(中国）4名を2日間、

経団連

商工会議所

4
・
事業所で企業体験として受け入れた
延べ８社で延べ８名

088-850-7538 www.win-r.com サービス

087-841-7809 http://www.yonden.co.jp 経団連

088-871-7123 経団連

業種FAX番号

092-771-2827

webサイト

www.entryservice.co.jp

その他

・インターンシップ事前マナー講座
・就職セミナー（心構え・模擬面接・面接対策等）

（所属団体）

サービス

・ 人 （ ）社会 準備講座 卒業前・内定者
http//www.otks.jp 経済同友会

099-252-5758 http://www.kagin.co.jp/ 経団連

099-253-2366 www.sunroyal.co.jp サービス

092-474-974 www.jrkyushu.co.jp/ 経団連

http://www.kyudenko.co.jp/ 経団連

0956-25-9023 www.ssk-sasebo.co.jp 経団連

092-713-7667 経団連

095-822-0112 http://www.nagasaki-cci.or.jp/nagasaki/ ・毎年、長崎商工会議所で地元大学の学生を2名受入れている
・会議所自体で受入れを行っている。

商工会議所

092-474-3200 http://www.fukunet.or.jp ・福岡県インターンシップ推進協議会を通じて、春、夏に各１名、
 ２週間受け入れている。

商工会議所

業種FAX番号 webサイト その他
（所属団体）
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３ インターンシップ関係の主な答申・提言等 
 
 ◆ 教育改革プログラム（平成９年１月文部省） 

学生の高い職業意識を育成するため，インターンシップ（学生が在学中に自らの専攻，将来の

キャリアに関連した就業体験を行うこと）の導入の在り方について，平成９年度より検討を進め

る。 

     
◆ 経済構造の変革と創造のための行動計画（平成９年５月閣議決定） 

インターンシップ（学生が在学中に自らの専攻，将来のキャリアに関連した就業体験を行うこ

と）の導入について，平成９年度より，各大学等における実施状況の把握及び各地域における自

主的な取組に対する支援を行い，その在り方について関係省庁等において早急に検討を行うとと

もに，平成１０年度より，産学連携を支援する取組を総合的に推進する。 

 
 ◆ 科学技術をベースにした産業競争の強化にむけて－第３期科学技術基本計画への期待－ 

（平成１６年１１月日本経済団体連合会） 
経済や社会にとって役立つ創造的な人材の育成に向けて，産学の協働を一層推進する必要があ

り，インターンシップの制度化や単位取得面での包括的な連携，大学と企業との人材交流の推進，

MOT 教育の推進，アントレプレナーシップ教育の実施，実践的で多様な教育プログラムの導入

などカリキュラム改革が急務である。 
そのためには，産学連携による高等専門教育の強化の観点から，インターンシップ制度の充実

が必要である。大学院生など一定の専門性を有する学生を対象に，大学と企業とが一体となって，

将来，企業活動等で中核的な役割を果たす人材を育成することが重要である。その際，企業と大

学とが契約を締結し，従来のように短期間での就業体験にとどまらず，一定期間，産業界で実践

的トレーニングを実施できるようにするのが望ましい。 

 
 ◆ 新時代の大学院教育－国際的に魅力ある大学院教育の構築に向けて－ 

（平成１７年９月中央教育審議会答申） 
〈高度専門職業人の養成に必要な教育〉 

  理論的知識や能力を基礎として，実務にそれらを応用する能力が身に付く体系的な教育課程

が求められる。 
例えば， 
・ 単位認定を前提とした長期間のインターンシップにより，学問と実践を組み合わせた教育

などが重要となる。 
〈大学院修了者の進路の多様化〉 

博士課程修了者等の多様な進路の開拓を図るため，各大学院においては，幅広い知識・能力

に裏打ちされた高度な専門性を培い，社会のニーズの変化に対応できる人材養成を行うよう，

教育内容・方法の改善や教員の資質向上，インターンシップへの参加を含む学生のキャリアパ

ス形成に関する指導，博士課程修了者の研究市場への積極的なアピール等に取り組むことが求

められる。 
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◆ 第３期科学技術基本計画（平成１８年３月閣議決定） 
① 産学が協働した人材育成 

大学や大学院における教育の質の向上は，産業界にとって直接の恩恵をもたらし，また，大

学教育よりも採用後の社内教育を重視する人材育成の自前主義には限界が存在することから，

今後はこれまで以上に，産学が協力関係を築いて人材の育成に取り組むことが必要である。 

このため，工学系を中心に，産学が協働して新たに大学院段階における単位認定を前提とし

た質の高い長期のインターンシップ体系を構築することを支援し，その普及を促進する。また，

大学を拠点とした産学協働による教育プログラムの開発・実施や，産業界との共同研究等に大

学院生やポストドクターが指導教員の適切な指導・監督のもと一定の責任を伴って参画する機

会の拡充等を進める。 

 
◆ 教育振興基本計画（平成２０年７月閣議決定） 

第３章 今後５年間に総合的かつ計画的に取り組むべき施策 

③ 人材育成に関する社会の要請に応える 

◇ 産業界・地域社会との連携による人材育成の強化 

人材育成に関する社会の要請に応えるため，大学等と産業界・地域社会とのより幅広い

連携協力の下でのインターンシップの充実や教育プログラムの開発などの取組を促す。ま

た，大学等と企業等との共同研究や大学の有する研究成果の提供，産業界・地域のニーズ

に対応した人材育成等を促す。 

 
◆ 産学人材育成パートナーシップ中間取りまとめ（平成２０年７月産学人材育成パートナーシップ）  

２－１． 主に産学双方に係る課題と今後の取組 
（３） グローバルな視点による人材育成 
これに加えて，分科会での検討においても，産学協力によるグローバル人材育成という視点か

ら，海外インターンシップ等の提案が出されている。これは，産業の現場の国際化を目の当たり

にすることにより，学生自身の気づきに極めて大きなインパクトが期待されるものである。 
２－２．主に産業界に係る課題と今後の取組 
（５） インターンシップ受入れ等の大学の教育への協力  
産業界は，大学教育の質的向上のため，学生のインターンシップの受入れ等によって積極的に

協力を行うことが求められる。その際，インターンシップの在り方については改めて見直す必要

がある。そもそも，学生にとってインターンシップは単なる社会見学にとどまらず，それを通じ

て自らが学ぶ意義を見出せるような経験であることが望ましい。そのためには，学生を受け入れ

る側の企業が，学生に様々な課題を課して厳密に達成度合いを図りフィードバックをする等，質

を高める工夫が必要である。しかしながら，インターンシップの在るべき姿について産学の共通

認識が醸成されておらず，単に実施することが目的化している場合もある。このため，既存の先

進事例を分析すること等により，今後インターンシップを更に促進するための取組が求められる。

２－３．主に大学界に係る課題と今後の取組 
（２） 教員の教育力の強化 
このため，教員の能力を向上させることや，学生のキャリアパスに対して教員の意識を高めて
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いくことが今まで以上に重要である。産業界との人材交流も含め，ファカルティ・ディベロップ

メントの機会の増大，内容の充実のための取組を一層推進することが重要である。特に産業界に

おいては，教員のインターンシップ受入れを始めとした，ファカルティ・ディベロップメントに

対する積極的な支援が求められる。 
３．課題に対する横断的取組 
★ 産学連携によるインターンシップの質的向上・更なる推進  
インターンシップの理想的な実施方法については，過去に政府や民間団体による調査や提言が

多数公表されているが，前述のとおり必ずしも関係者間で共有されておらず，受入側の産業界，

送出側の大学界とも暗中模索している状況である。  
このため，産学連携により，以下の取組を実施する。まず，可能な範囲で業種分野別にインタ

ーンシップの受入企業の担当窓口をまとめ，大学に公表し，これを活用することを通じて，大学

と受入企業とのマッチングを図り，各大学の人材養成目標や学生のニーズに応じた適切なインタ

ーンシップ先の確保を支援する。また，大学での単位化や採用活動との関係等を含め，大学と企

業とが組織的に協同してインターンシップを実施するための連携体制，多様化する学問分野に対

応した適切な受け入れ先の確保，企業秘密等の取扱い，より質の高いインターンシップをアレン

ジするコーディネート機能等について，既存の先進事例の分析等により検討・整理し，各大学・

企業の今後の改善の方向を示すリファレンス（事例集など）をまとめる。  

 
◆ 学士課程教育の構築に向けて（平成２０年１２月中央教育審議会答申） 

１ 教育課程の体系化 

(3) 具体的な改善方策 
【大学に期待される取組】 

◆ キャリア教育を，生涯を通じた持続的な就業力の育成を目指すものとして，教育課程の中に

適切に位置付ける。 
豊かな人間形成と人生設計に資するものであり，単に卒業時点の就職を目指すものではないことに留意す

る。アウトソーシングに偏ることなく，教員が参画して学生のキャリア形成支援に当たる。大学が責任を持

って関与するインターンシップと，単なるアルバイトを区別する（後者は単位認定の対象にならない）。 

【国によって行われるべき支援・取組】 
◆ 産学間の対話の機会を設け，インターンシップの推進に向けた理解の増進などの環境整備を

進める。 
３ 教育方法の改善 
(3) 具体的な改善方策 
【大学に期待される取組】 

◆ 学習の動機付けを図りつつ，双方向型の学習を展開するため，講義そのものを魅力あるもの

にするとともに，体験活動を含む多様な教育方法を積極的に取り入れる。 
学生の主体的・能動的な学びを引き出す教授法を重視し，例えば，学生参加型授業，協調・協同学習，課題

解決・探求学習などを取り入れる。大学の実情に応じ，社会奉仕体験活動，フィールドワーク，インターン

シップ，海外体験学習や短期留学等の体験活動を効果的に実施する。学外の体験活動についても，教育の質

を確保するよう，大学の責任の下で実施する。 
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