


学情リサーチ 2018年卒採用の状況・2019年卒採用の展望

2017年8～9月に東京・名古屋・大阪・福岡の4都市で開催された
弊社主催「就職講演会・名刺交換会」には、多くの企業採用担当
者ならびに大学就職指導担当者が来場した。各地区の来場者を
対象に、採用活動状況や就職指導状況に関するアンケートを実
施。今号ではその調査結果をもとに、2018年卒採用の現状や
2019年卒採用の展望等についてレポートする。
※レポート内の各項目は小数点第一位を有効桁数と表記しているため、択一式の回答の合計が
100.0％にならない場合があります。またインターンシップ実施の有無別のグラフについては、
「Q.2018年卒学生を主対象とするインターンシップの実施の有無は？」に対する無回答の数
値を除いて算出しています。そのため、「インターンシップ未実施企業の割合＜全体の割合＜イ
ンターンシップ実施企業の割合」（あるいはその逆）にならない場合があります。

　採用広報解禁日が卒業前年度の12月1日から3月1日へと3ヵ月
後ろ倒しになり3年目の2018年卒採用。採用広報解禁までに生じ
た空白期間を埋めるために注目、活用されたものがインターンシップ
だ。インターンシップ実施企業は年々増加し、今回のアンケートでは
実施企業が52.5％と半数を超える結果となった。インターンシップは
プレ期の活動として切っても切れないものになったと言えよう。そこで
以降についてはインターンシップ実施企業と未実施企業でアンケー
ト結果を比較。インターンシップ実施が採用活動にどのような影響を
及ぼしたのかを見てみる。
　まず採用予定数に占める「内々定を出した人数」の割合である
が、採用予定数に対して「101％以上」の内々定を出し得た企業

は、インターンシップ実施企業は50.9％と過半数に達しているのに
対し、インターンシップ未実施企業は25.7％に留まる。一方、採用予
定数に占める内々定出し数が「80％以下」である企業は、インター
ンシップ実施企業が28.7％であるのに対し、インターンシップ未実施
企業は過半数の54.6％に達している。採用予定数に占める「内々
定承諾者数」の割合についても概ね同様の傾向が見られる。イン
ターンシップ参加者をその後の選考で優遇した企業もあれば、イン
ターンシップ参加が自社の理解度や志望度向上に繋がり、結果的
に採用に結び付いたというケースもあるだろう。状況は企業ごとに違
いはあるが、インターンシップ実施がその後の内々定出しや承諾に
貢献したことが見て取れる。

■参考：前年度調査結果
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1. 企業アンケート結果

［調査概要］
調査対象：全国の企業採用担当者、大学就職指導担当者
有効回答数：企業担当者1,453件、大学担当者329件
調査方法：「就職講演会・名刺交換会」来場者への
 アンケート配布・回収
調査期間：東　京／2017年 8月25日～8月30日
 名古屋／2017年 8月30日～9月  2日
 大　阪／2017年 9月  4日～9月  7日
 福　岡／2017年 9月  6日～9月  8日

■2018年卒採用の状況について
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Q. 採用予定数に占める「内々定を出した人数」の割合は？
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　6月の選考解禁から3ヵ月ほど経った時点での今回の調査では、
各社の活動状況は、「既に終了」は3割弱の29.7%に留まり、
63.8%が「継続中」である。インターンシップの実施別で見ると、「既
に終了」はインターンシップ実施企業が36.6％と、未実施企業
（20.2％）を16.4ポイント上回っている。インターンシップ実施には必
要以上のマンパワーを求められるが、それでも実施に踏み出すことで
売り手市場の新卒市況にあっても労が報われる状況にあると言え
そうだ。
　2017年卒採用と比較した活動の進捗については、「苦戦＋やや
苦戦」（51.9％）が「順調＋やや順調」（24.8％）を27.1ポイント上
回っており、前年度以上に苦戦を強いられる企業が多い。インターン
シップ実施別で見ると、「順調＋やや順調」はインターンシップ実施
企業（27.6％）が未実施企業（21.0％）を6.6ポイント上回り、「苦戦

＋やや苦戦」は未実施企業（56.2％）が実施企業（48.3％）を7.9
ポイント上回っている。インターンシップ実施の有無によらず順調よ
りも苦戦と回答した企業が多いものの、インターンシップ実施がその
後の採用活動を後押ししていることが見て取れる。順調に進められ
た理由としては、「インターンシップで自社をうまくアピールできた」「イ
ンターンシップ参加者のうち、採用に至った学生が増加した」など、イ
ンターンシップ実施が功を奏したという声が複数寄せられた。一方で
苦戦した理由は「母集団形成がうまくいかなかった」という声が多
かった。3月の採用広報解禁とともに、学生はエントリーシート作成・
提出を強いられることとなった。3月中にじっくり企業選びをする時間
が取れない状況において、企業の母集団形成は難航、インターン
シップで早期にアピールできた企業ほど優位に活動を進められた。こ
れが2018年卒採用の特徴と言えるだろう。
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Ｑ． 採用予定数に占める「内々定承諾者数」の割合は？
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学情リサーチ 2018年卒採用の状況・2019年卒採用の展望

　2018年卒採用において重要な役割を果たしたインターンシップ
だが、実施にはどのような課題があるだろうか。インターンシップ実施
の有無に関わらず1位に挙げられたのが「マンパワー不足」だ。ただ
しインターンシップ実施の有無で大きく差が生じ、実施企業は
41.9％、未実施企業はそれを23.7ポイント上回る65.6％に達して
いる。未実施企業は「社員の協力が得づらい」（36.3％）、「コンテン
ツ策定に手間が掛かる」（29.8％）がそれに次ぎ、実施する前段階
の準備や社内調整を課題に感じる傾向がある。一方でインターン
シップ実施企業については実施してみての実感値が反映され、「学
生が集まらない」（35.8％）、「採用に繋がらない」（33.5％）がそれに
次ぐ。もっとも、そうした点を課題に挙げる企業が3社に1社に留まる
ことを踏まえると、学生募集や採用との連携がうまくいったと感じてい
る企業も多いようだ。

Ｑ． インターンシップ実施における課題は？（複数回答可）
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　少子高齢化等に伴い、新卒採用難は待ったなしで進行している。
大卒の求人倍率は2016年卒＝1.73倍、2017年卒＝1.74倍、
2018年卒＝1.78倍（出所：リクルートワークス研究所「ワークス大
卒求人倍率調査」）とここ3年、1.7倍台の高水準で推移している
が、2019年卒採用ではさらに採用意欲が高まりそうだ。
　採用予定数の見通し（前年度比）については、「並」が65.7％と
過半数を占めるものの、「増やす」（19.0％）が「減らす」（3.3％）を
15.7ポイント上回り、増加基調にある。採用予算（前年度比）につ
いても、「増やす（「101～119％」「120％以上」の合計）」
（27.2％）が「減らす（「80～99％」「51～79％」「50％以下」の合
計）」（8.2％）を19.0ポイント上回った。採用予定数、採用予算の両
側面から次年度の新卒採用に向けた各社の積極的な姿勢がうか
がえる。

　インターンシップの実施意欲も旺盛だ。2019年卒学生を主対象
とするインターンシップの実施（予定）の有無について、「実施してい
る・実施予定あり」が67.5％と、3社中2社に達している。前述の
2018年卒学生を主対象とするインターンシップ実施企業＝52.5％
を15.0ポイント上回り、インターンシップを初めて実施する企業も増
加しそうだ。実施（予定）時期については「2017年12月～2018年
1月」（57.2％）と「2018年2月」（50.8％）が「2017年7～9月」
（48.5％）を上回った。夏期よりも冬期実施企業が多いのは前年度
の同調査でも見られた傾向だ。2018年卒採用が長引き夏期開催
に注力しづらい、2019年卒の採用広報スタートにより近い時期で
の実施により学生への印象付けを強化したいなど、理由が多岐に
渡るだろうが、夏期よりも冬期実施が主流になってきている。

■2019年卒採用の展望について

Ｑ． 採用活動の進捗（前年度比）は？
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2. 大学アンケート結果

■2018年卒および2019年卒学生の状況について

Ｑ． 2019年卒学生を主対象とする
　 インターンシップの実施（予定）の有無は？

Ｑ． 2018年卒学生の内々定状況（前年度比）は？ Ｑ． 2018年卒学生の就職相談件数（前年度比）は？

Ｑ． 2019年卒学生向けに前期に実施した「インターンシップ」に
　 関する就職ガイダンスの参加学生数（前年度比）は？
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　各社の採用意欲が高まりにより、2018年卒学生の就職活動環
境は売り手市場にいっそうの拍車が掛かった。各大学へ調査した
内々定状況（前年度比）は「非常に良い～少し良い」が71.8％と、
「悪い～少し悪い」（0.3％）を大幅に上回った。今年度は例年にも
増して内々定を獲得しやすい環境であったと言える。一方で、就職
相談件数についても「非常に増えた～少し増えた」（36.9％）が
「減った～少し減った」（11.0％）を大きく上回っている。エントリー
シートの添削依頼なども多く寄せられたが、「内々定辞退の仕方」
「複数の内々定先の絞り込み方」など、今年特に目立ったのが内々
定獲得後の相談であった。企業理解が不十分なまま内々定獲得に
至ったことで、多くの学生が内々定獲得後に頭を抱えるという状況
が生まれることとなった。

　2019年卒学生については、インターンシップ全盛とも言える状況
になり、インターンシップへの参加意欲が例年にも増して高まってい
る。各大学で前期に実施されたインターンシップに関する就職ガイダ
ンスの参加学生数（前年度比）は、「増えた～少し増えた」が
59.8％。半数以上の大学で参加者が増加している。インターンシッ
プ以外の就職ガイダンスについては、「増えた～少し増えた」が
39.2％と、こちらも増加傾向にあるものの、インターンシップ関連の
ガイダンスと比べると差が開いている。前年同時期と比較し就職活
動準備に熱心な学生が増えた印象だが、就職指導担当者からは
「アクティブな学生と何もしない学生の二極化が進行している」とい
う話もよく聞く。就職ガイダンスの参加状況に満足せず、動きの鈍い
学生にどうアプローチするかを後期以降の課題とする大学が多い。



学情リサーチ 各地域の地方創生への取り組み事例レポート（1）

事業概要、夏期実施レポート

■ふくいでワーキングホリデー

　総務省では地域経済の好循環の更なる拡大に向け、「ヒト・情
報」の流れを創出することを目的として、都市部の若者（大学生等）
などが一定期間地方に滞在し、働きながら、地域住民との交流や学
びの場などを通じて田舎暮らしを学ぶ「ふるさとワーキングホリデー」
を、平成29年度は全国15道府県（北海道、福島県、石川県、福井
県、岐阜県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、山口県、高
知県、福岡県、熊本県、宮崎県）にて実施している。

　福井県においては株式会社学情とテンプスタッフフォーラム株式
会社が共同事業体を形成し、運営事務局として委託を受け、「ふく
いでワーキングホリデー」の名称で各企画を実施している。
　本記事では夏期に実施された「ふくいでワーキングホリデー」をレ
ポートする。

「ふくいでワーキングホリデー」実施報告

　「ふくいでワーキングホリデー」は福井県外在住の若者（大学生等）に福井県での仕事、働き方、暮
らし等の多様な魅力を立体的に発信し、将来的に福井県への移住者の増加を実現することを目的に
実施され、実施期間は平成29年8月から平成30年3月までを予定している。
　「ふくいでワーキングホリデー」の参加者は2週間～1ヶ月の期間、福井県に滞在し、有給で福井県
内の仕事に従事しながら、地域住民との交流や福井県内の様 な々活動を経験する「ふくい暮らし体
験メニュー」にも参加する。また、ワーキングホリデーの実施期間内に複数の福井県内企業を見学する
バスツアーも実施し、福井県内の企業への理解を深める機会を設けた。
　ワーキングホリデーには、平成29年9月末までの時点で福井県外在住の大学生を中心に29名が
参加。参加者には福井県出身者はおらず、およそ９割が関東・東海・関西の３大都市圏の出身者で占
められた。ワーキングホリデーの参加動機としては「都会とは異なる環境で、今までにない経験をしてみ
たい。」や「今後の就職活動を見据えて、自分の進路の可能性を広げたい。」といった声
が多く聞かれ、都市部の若者の地域での生活や仕事への関心の高さが感じられた。

ワーキングホリデー参加の流れ

１．広報
日本総合研究所が発表した「全47都道府県幸福度ランキング
2016年度版」にて、福井県が「幸福度No.1」に選ばれたこともＰＲ
のポイントとして広報を展開。「あさがくナビ」、「Re就活」等の登録
者や大学等に向けての広報活動を実施。

２．ワーキングホリデー説明会
東京、名古屋、大阪の会場にてワーキングホリデーの説明会を実
施。「幸福度No.１」に輝く福井県の魅力や本事業の趣旨及び制
度説明、受入先企業及びふくい暮らし体験メニューの紹介を行っ
た。時間が合わない等の理由で説明会に参加にできない希望者に
は電話等でも事業説明を実施、できる限り柔軟に対応できる体制を
構築している。

３．個別面談
ワーキングホリデー説明会後、希望者には個別面談を実施。希望

の参加期間や受入先企業、ふくい暮らし体験メニューのヒアリング
を行い、受入先企業やふくい暮らし体験メニューのマッチングを行っ
た。

４．オリエンテーション
ワーキングホリデーの参加が確定した方を対象に、参加にあたって
必要な諸手続きや注意事項の伝達を実施。

５．ワーキングホリデー参加
ワーキングホリデー参加期間中は福井県内の運営事務局スタッフ
による参加者及び受入先企業のフォローを実施。加えて滞在期間
中は運営事務局にてワーキングホリデー参加者を対象にした傷害
保険に加入し、移動費や宿泊費の一部は運営事務局から助成を
実施。参加者の精神的・経済的な面でフォローする体制を構築して
いる。

受入先企業
旅館・ホテル、観光業、農業、水産業、加工業などを
中心に紹介。
例）・森林をフィールドとしたテーマパーク
・日本海に面したロケーション抜群の温泉旅館
・地場で獲れた海鮮物を販売する魚問屋
・ハーブや野菜の栽培を手がける農業法人

ふくい暮らし体験メニュー
福井県の暮らしに触れる機会をプログラムとして提
供。
例）・地元地域の祭りへの参画
・農業ボランティアへの参加
・地域おこし協力隊と一緒に地域住民と交流
・伝統工芸（「石田縞」、「若狭和紙」等）の制作体験

企業見学バスツアー
福井県内の「シェアナンバーワン企業」「オンリーワン企業」
などを知るバスツアーを実施。職場見学、工場見学を通じて
福井を代表する企業の魅力を知る機会を設けた。
①8月24日実施　6名参加
訪問先企業：株式会社福井村田製作所、株式会社ふじ
や食品、株式会社松浦機械製作所
②9月5日実施　4名参加
訪問先企業：アイシン・エィ・ダブリュ工業株式会社、株式
会社 ALL CONNECT、セーレン株式会社
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参加者の声 2

参加者の声 3

兵庫県在住の大学４年生
受 入 先：足羽山デッキ
事業内容：カフェの運営

◆今まで知らなかった福井を知るために、ワーキングホリデーへ
の参加を決意。
　大学では地域活性化について研究するゼミに所属しており、
地方での生活を体験するワーキングホリデーに参加すれば、「研
究テーマの参考になるかもしれない。」と思い、詳しく調べること
に。福井は今まで訪れたこともなく、現地で実際に生活をするワー
キングホリデーは福井を知るきっかけになる絶好の機会だと考え
ました。

◆心にゆとりを持って働く。ワーキングホリデー先にはゆっくりと
した時間が流れています。
　数ある受け入れ企業の中、私は足羽山デッキに一目惚れしまし
た。現在も神戸のカフェでアルバイトを続けていることもあり、業態
が同じカフェである足羽山デッキに関心を抱きました。ホームペー
ジを見た瞬間に伝わってくるお洒落な雰囲気に、「この空間を味
わいたい！」という想いが芽生えたことを覚えています。
　実際に働いてみると足羽山デッキはくつろげる空間づくりを大

切にしており、お客様もゆったりとした時間を過ごすことを目的に
来店されます。私もお客様の目を見て丁寧にコミュニケーションを
図ることができました。心なしか、足羽山デッキで働いているとき
は、時間がゆっくりと過ぎていく―――。それは退屈で時間が過ぎ
るのが遅く感じるのではなく、心にゆとりを持って働くことができた
のだと思います。

◆福井は自然と共存できる場所。
　福井で過ごしてみて気付いた魅力は、自然と共存しているとい
うこと。足羽山デッキはもちろんのこと、商業地や住宅街から近い
場所に自然がたくさんあり、夜には、とてもキレイな星空をみること
ができます。また、福井で暮らす人たちは、優しい人ばかりです。お
世話になった足羽山デッキのスタッフの方をはじめ、来店されるお
客様も皆さん温かく、福井に関する様々なことを教えてくれました。
　都市にはない自然、そして人との出会い。いずれもワーキングホ
リデーに参加しなければ見つけることができませんでした。最初は
不安もありましたが、それも含めて良い思い出になりました。

大阪府在住の大学３年生
受 入 先：フィールドワークス
事業内容：「とみつ金時」を中心とした野菜の生産・販売

◆夏休みを有意義なものにするため、ワーキングホリデーに参加。
　「ふるさとワーキングホリデー」を実施している県はいくつかあり
ますが、その中で私が「ふくいでワーキングホリデー」に参加を決め
たのは、「福井県が幸福度No.1の県」であるからです。なぜ、福井
は幸福度が高いのか。なぜ、福井の人々は幸福を感じているの
か。幸福というイメージしにくいものだからこそ、自分の目で見て、そ
して肌で感じてみたいと思いました。

◆一生懸命働いて、疲れるからこそ得られる達成感。
　今回のワーキングホリデーでは、普段の暮らしでは体験すること
ができない仕事に就きたいと考えていました。ですので、とみつ金
時（さつまいも）をはじめ、福井のブランド野菜を栽培しているフィー
ルドワークスにお世話になることにしました。いざ働いてみると本当
に大変です（笑）。とみつ金時の収穫時期はワーキングホリデー実
施期間である秋がピーク。暑さは緩和されているものの、一日中体
を動かす仕事は農業体験がはじめての私にとって、体力的に堪え

ました。ただ、終業時間を迎えたときに味わう感覚。農業に限った
ことではないですが、身体を使う仕事ならではの達成感はとても大
きなものがあります。普段の生活では感じられない非日常的な体
験をすることができたと考えています。
　また、宿泊はフィールドワークスの社長のご実家にホームステイ
をさせていただきました。アットホームな雰囲気とたわいもない会
話、そして美味しいご飯（福井のご飯は本当に美味しいです！）は、
いつも私に元気をくれました。

◆また知らない場所に行きたいと思えるきっかけになりました。
　私が滞在しているあわら市は、海も山も近く、自然と一緒に生活
することができます。この自然と暮らす感覚も、地域の人 と々のコ
ミュニケーションも、少し不便なところも、その土地の中まで入るこ
とができるワーキングホリデーでしか味わえない経験です。“知らな
い場所に行くことは楽しい”それを気付かせてくれた福井県とワー
キングホリデーに感謝しています。

京都府在住の大学２年生

受 入 先：越前夢ファーム
事業内容：薬草栽培・加工・販売・薬草栽培に関わるコンサル・ハーブ
　　　　　／野菜栽培加工販売

◆「なんか面白そう。」という直感。
　私がワーキングホリデーを知ったきっかけは、大学の掲示板で
す。もともと「地域」や「観光」などを学ぶ地域創造学部に所属し
ていることもあり、ワーキングホリデーのポスターを目にしたときは、
思わず足が止まりました。詳細を確認する前に「なんか面白そう。」
と感じたことを覚えています。

◆普段できないことを経験したくてワーキングホリデー先を志望。
　ワーキングホリデーに参加するにあたって、私がテーマとして掲
げていたのは、普段の生活では経験できないことへのチャレンジ
です。それは今までの人生で携わったことのない農業体験。私自
身、「自分の好きなことは何なのか。」「どんな分野に興味があるの
か。」を考えた際、“自然”というキーワードが思い浮かびますし、地
域創造学部に進学した理由もその自己分析の結果の表れです。
だからこそ、ハーブや薬草など、様々な種類の農産物を栽培して

いる越前夢ファームは私にピッタリの企業でした。
　越前夢ファームでの仕事は、日によって異なります。ハーブ園に
行って草むしりや花の収穫をする日もあれば、漢方として利用する
シソを選別する日もあり・・・どれも初体験で毎日楽しく仕事に取り
組んでいます。一緒に働いているスタッフの皆さんもとても気さく
で明るい人ばかり。仕事中も笑顔が絶えることはありません。

◆すんなりと周りに溶け込める福井の人のあたたかさ。
　人との関わりと言えば、宿泊先の民宿も楽しみの一つ。私が滞
在している民宿は、居酒屋も併設されており、お店はいつも常連
のお客様で賑わっています。福井に来た初日は一人ぼっちの夕飯
に少し寂しさもありましたが、2日目以降、その居酒屋で食事をする
ことが増え、地元の方との交流も多くなりました。まさか、これほどす
んなり溶け込めるとは思ってもいなかったので、自分でも驚いてい
ます（笑）。人の温かさは福井の大きな魅力だと考えています。

「ふくいでワーキングホリデー」の事業詳細はホームページをご覧ください。 http://fukui-wh.jp/
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学情リサーチ 各地域の地方創生への取り組み事例レポート（2）

　九州・山口8県の特選企業インターンシップ（九州・山口共同インターンシップ）は、東京
圏等の大学院・大学・短期大学・高等専門学校・専修学校等の学生（2019年以降の卒
業予定者）を対象に、九州・山口8県の特選企業約100社の受入先とのマッチングを図
り、7月～9月（夏季休暇期間）で5日間程度のインターンシップを実施する事業である。
　将来のキャリアを考えたい、九州・山口地域の魅力を体感したい、今後の就職活動に役
立つ経験をしたいといった高い意識を持つ学生からの多数の応募があり、9月末までに東
京圏等の学生約60名が、受入先企業でのインターンシップに参加した。
　参加者全体のうち、九州・山口各県出身者で夏季帰省とあわせて参加する学生（いわ
ゆるＵターン学生）が3割程度だった一方で、出身者ではなく、地域をこだわらず日本全国
広いエリアで色々経験してみたいと考える8県出身者以外の学生（いわゆるIターン学生）
が7割程度で上回る結果とった。

　今年6月、国は地方創生を推進していくための戦略となる「まち・ひ
と・しごと創生基本方針2017」を閣議決定した。既存の取り組みを
加速化するための新たな施策を展開し、ローカル・アベノミクスの一
層の推進が掲げられている。近年、全国で多様な施策が取り組ま
れ、地方自治体が主導で人材還流を目指し、東京圏等からのUIJ
ターン就職の促進を行う施策が多く行われている。その一つに九
州・山口の8県が取り組む「九州・山口ふるさと若者就職促進事業」
があり、平成27年度から取り組みを行っている。
　「九州・山口ふるさと若者就職促進事業」は福岡県、佐賀県、長
崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、山口県の8県が一体と

なり、東京圏等の若者人材を対象に、地域へのインターンシップや
UIJターン就職イベントを通じて、成長する場・生活する場としての九
州・山口の魅力発信と人材還流、地域定着の促進を目的としてい
る。
　本事業は株式会社アソウ・ヒューマニーセンターと株式会社学情
が九州・山口8県で構成される九州・山口UIJターン若者就職促進
協議会から委託を受け、運営事務局として各企画を実施している。
　今回の特集では、本事業の一環でこの夏に行われた「九州・山
口8県の特選企業インターンシップ（九州・山口共同インターンシッ
プ）」の実施レポートを紹介する。

１． 事業概要、実施報告

■九州・山口8県の特選企業インターンシップ（九州・山口共同インターンシップ）

九州・山口ふるさと若者就職促進事業（九州・山口共同インターンシップ）

九州・山口8県の特選企業インターンシップ実施報告

インターンシップ参加までの流れ

　都内会場で4月からインターンシップ先行登録会
を実施し、6月以降は随時インターンシップ説明会を
実施した。参加希望学生を募り、本事業の趣旨及
び制度説明、地域インターンシップの理解向上を促
す講演、個別カウンセリング及び受入企業紹介を行
い、マッチングを行った。該当地域でのインターンシッ
プに参加できるのであれば、受入企業の規模や業
種を問わない学生が多かった。Ｉターン学生の中には
就活シーズン突入前に今しかできない経験を積みた
いからと、ゆかりのない地
域や将来の就職先として
イメージしたことのない業
種・仕事内容に敢えて
チャレンジしたいという学
生も多く見受けられた。

　受入が確定した学生を対象に、参加にあ
たって必要な諸手続きや講習を行う事前研
修会を実施。特に学生に好評だったコンテ
ンツは「社会人としての基礎マナー研修」で
ある。挨拶や身だしなみ、基本となるビジネ
スマナーを事前に学べたことで、自信を持っ
てインターンシップに参加できると安心した
ようだ。また同じ志を持つ者同士のつながり
を持ちたいと、
連絡先の交換
等も積極的に
行われていた。

　九州・山口8県の約40
社の受入企業でインター
ンシップに参加。社会に触
れる職場実習や慣れない
土地での生活も、各地域
企業担当者の指導やイン
ターンシップ仲間に助けら
れ、地域の仕事と生活を
体感する濃密な5日間を
過ごしたようだ。昨年同様
に参加者からは大変満足
したという声が多数聞かれ
た。

インターンシップ先行登録会・
説明会（個別面談、受入企業紹介） 事前研修会 インターンシップ

実施
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地域ならではの仕事に関わってみたいという希望があり、インターンシップ先を探していたところ、特産
民工芸品の製造・卸の企業に出会い、インターンシップの参加を決めた。「業界や仕事について理解
を深めるためには、さまざまな経験を積んだほうが良い」という企業側の意向もあり、製造から営業にい
たるまで、幅広いメニューが用意された。毎日が学びの連続。実務体験に加え、若手社員との意見交
換の場にも参加し、これまでにないほどの気づきを得られる機会になったようだ。また、豊かな環境の中
での生活を通じ、地域への興味も一層高まったようで、地域での暮らしに魅了されたと振り返る。「これ
からも業界研究や企業選びで悩むことがあるかもしれません。就職活動は自分自身の道を決める上で
とても大切。今回のインターンシップの経験を活かして、これからも頑張ってほしい」と受入先の企業担
当者もエールを送った。

2． 今後の取り組み

Case【1】

Case【2】

受入企業名：株式会社鹿田産業　　所在地：福岡県八女郡広川町太田428
事 業 内 容：福岡県知事指定特産民工芸品「八女すだれ」をはじめとした、
　　　　　　天然素材インテリア製品の製造。百貨店・内装工事店等への
　　　　　　卸売販売

■参加学生の声
製造・営業・商品管理・総務・経理等、5日間のイン
ターンシップの中で多くの実務を体験することが
できました。ものづくりから商品が店舗に並ぶまで
の流れを、現場を通じて学べたのはとても貴重で
した。 （千葉県出身、東京都の大学3年生）

実習スケジュール例：
9：00～11：00　営業事務体験
　　　　　　　（受注／出荷業務）
11：00～12：00　商品管理に関する研修
13：00～17：00　すだれ編み体験

専攻しているプログラミングの知識を、実務でどのように活かす事ができるのか。それを学ぶためにイン
ターンシップ先を探していたところ、生まれ育った九州でマッチした企業を見つけることができた。イン
ターンシップ期間中は、プログラミング実習のみならず、実際にソフトを導入している病院に見学訪問
し、ユーザーの声を直接聞く事ができた。学校で学んだ知識に、実務経験と現場実習が組み合わさり、
これからの就職活動に対するビジョンをより鮮明に描く事ができたようだ。その他、インターンシップ最終
日に取り組んだ社員に向けたプレゼンテーションが印象的だったと振り返る。プレゼン資料の作成から
発表に至るまで、自分で試行錯誤して準備し、本番に臨んだ。それを受け企業担当者からは「5日間の
中でプログラミングの基礎から現場見学、実務研修と、内容は濃密だったと思います。その中で、一つ
一つ着実に学びを深め、その成果と自身の考えをしっかりと伝えられていました。今後の活躍に是非期
待したい」とお褒めの言葉も聞かれた。

受入企業名：株式会社ワイズ・リーディング　所在地：熊本県熊本市北区飛田3-10-21
事 業 内 容：CT、MRIなどの画像診断検査装置を有する医療機関に向け
　　　　　　た遠隔画像診断事業、健診施設向け遠隔画像診断事業、
　　　　　　医療用コンサルタント事業、医療向けソフトウェア開発

■参加学生の声
馴染みのある九州で、自分の志向性に合った企業を
見つけることができました。短い間でしたが、毎日
様々な現場を見学させていただき、たくさんの知識
と経験を得ることができたので、将来の進路を考え
る良い機会となりました。

（福岡県出身、東京都の大学院1年生）

実習スケジュール例：
9：00～11：00　朝礼・医療系IT事業の研修
11：00～12：00　導入実績のある病院への
　　　　　　　見学訪問
13：00～15：00　画像判別ソフトを使った体験
15：00～18：00　プログラミング実習

お問い合わせ先 東京都中央区銀座6-18-2　野村不動産銀座ビル15F
TEL.03-3545-7330　Mail:kyushu-yamaguchi@gakujo.ne.jp

九州・山口ふるさと若者就職促進事業運営事務局

九州・山口ＵＩＪターン若者就職促進協議会（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、山口県）

運
営

主
催

株式会社アソウ・ヒューマニーセンター

https://www.kyushu-yamaguchi.jp〉〉 キラリハッケン 検索

九州・山口の魅力がわかるイベントが続々開催！

詳細は決まり次第ホームページ・ＳＮＳで公表します！

2017．12/12（火）～12/16（土）
〈九州・山口業界研究Ｗｅｅｋ！〉

2018．2/21（水）
〈九州・山口しごとフェスタ～業界研究会～〉

事業特設サイト
│開│催│予│告│


