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インターンシップ参加学生は年々増加（平均13社/1人あたり）

インターンシップの参加時期の分布を見ると、3 年生（修士1 年生、以下同）・「8 月」の割合が最多で、
コロナ禍前の水準に戻りました（24.2％）。一方、採用広報解禁直前の「2 月」の割合は年々減少してい
ますが、その分早期の参加が増加しています。

また、インターンシップの参加社数は平均13.0社であり、前年の10.8社より増えています。

「参加したいプログラム内容」の結果から、業界・企業・仕事・雰囲気が分かるものへの参加が高いよう
に読み取れます。一方で、参加者との交流に対するニーズはそこまで高くないことが考えられます。

出典：ディスコ『キャリタス就活 モニター調査』 （2022年4月調査）

出典：ディスコ『キャリタス就活 モニター調査』 （2021年5月調査）

※調査においてはインターンシップに限定せず、１日以内のプログラムも含めています

1-1.基本的な採用マーケティングの考え方

1. オンラインインターンシップ戦略設計のコツ 3



就職したいと思う社数は近年変化なし

出典：ディスコ『キャリタス就活 モニター調査』（2021 年12 月）

インターンシップ参加社数は増えており、

インターンシップから就職先企業を積極的に見つけていることは見て取れますが、

そのうち「就職したい」と思った社数は約３割で、前年と変わっていません。

インターンシップが乱立するマーケットの中で、「もっとこの会社を知りたい！」
「選考を受けたい！」と興味度・志望度を高めていくには戦略的な工夫が必要です。

※調査においてはインターンシップに限定せず、１日以内のプログラムも含めています

1-1.基本的な採用マーケティングの考え方

1. オンラインインターンシップ戦略設計のコツ 4



0 5 10 15 20 25 30 35 40
その他

経営者が魅力的
幅広い人脈がつくれる

男女・学歴などの差別がない
離職率が低い

企画力・オリジナリティに優れている
海外で働ける

専攻・資格が活かせる
若手が活躍できる

残業が少ない
立地・オフィス環境が良い

多様な業務を経験できる
高いスキルが身に付く
企業理念に共感できる

優秀な人材が多い
製品・サービスの質が高い

教育・研修制度が充実している
希望の職種に就ける

業績・財務状況が良い
休日・休暇が多い

世の中に影響力が大きい
業界順位が高い

希望の勤務地で働ける
職場の雰囲気が良い

仕事内容が魅力的
大企業である

福利厚生が充実している
有名企業である

将来性がある
給与・待遇が良い
社会貢献度が高い

＜就職決定企業に決めた理由（最大５つまで選択）＞

22年卒

社会性・将来性をより意識したコンテンツ構成が必要

出典：ディスコ『キャリタス就活 モニター調査』 （2021年7月）

就職決定企業に決めた理由で最も多いのは「社会貢献度が高い」かどうか。

また、「将来性がある」かにも票が集まっており、社会・未来に対する興味があることが見てとれます。

1-1.基本的な採用マーケティングの考え方
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学生の就職活動費用はコロナ禍前の半額程度に

直近の平均費用は約７万円。オンラインでの開催が増えたことで、コロナ禍前の半額程度になりました。

学生が費用を抑えながらどこからでも参加できることにより、インターンシップ参加者数の増加にも

つながっていると考えられます。

1-1.基本的な採用マーケティングの考え方

162,911 167,166 163,229
154,311 157,013

151,326

162,902

138,763
143,943

135,881 136,867

97,535

61,212
70,007

0 

30,000 

60,000 

90,000 

120,000 

150,000 

180,000 

2010年卒 11年卒 12年卒 13年卒 14年卒 15年卒 16年卒 17年卒 18年卒 19年卒 20年卒 21年卒 22年卒 23年卒

※「リクルートスーツ代」「交通費」「宿泊費」「資料費」「備品代」「有料講座受講費」「その他諸経費」それぞれの平均額の合計

出典：ディスコ『キャリタス就活 モニター調査』 （2022年10月実施）

1. オンラインインターンシップ戦略設計のコツ 6



学生の面接の参加形式：オンラインが主流

面接はWEB・オンラインが8割近くを占めています。

学生・企業双方の効率性・利便性を考慮した場合、当面はこの形式が続くと想定されます。

また、最終面接については直接顔を合わせコミュニケーションを取りたい意向もあり、

半数以上が対面で面接を実施しています。

1-1.基本的な採用マーケティングの考え方

出典：ディスコ『キャリタス就活 モニター調査』 （2022年6月実施）

対面面接
22.8%

WEB面接
77.2%

＜最終面接の受験形式＞＜対面面接とWEB面接の割合＞

対面での最終
面接

54.2%

WEBでの最終
面接

45.8%
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これからの採用マーケティング・インターンシップの考え方

① インターンシップの
立ち位置変化

採用の早期化に伴い、単発での企画ではなく
実施時期・参加ニーズに応じた時間/日数など
線でフォローアップしていきながら
志望度・興味度を醸成していく必要があります。

③ 天秤を前提に 学生1人あたりの参加社数が増えているため、より他社競合
（同業・非同業）を意識して設計する必要があります。

④ 社会性・将来性
を訴求する

自社の「WHY（なぜそのビジネスをやっているのか？
目指している方向は？）」
「WHAT（何をやっているのか？）」
「HOW（どのような仕事をしているのか？）」
を明確にしながら、自社の「これから/世界観」を
訴求していく必要があります。

■ 学生と出会う機会を創出し、継続的に繋がっていくために、オンラインを活用した採用活動を実施
  できることが重要です。
■ 「オンラインだからできること」を整理して、学生のニーズに合ったインターンシップを実施して
  いきましょう。

② 就職活動状況の
変化

オンラインの普及により、学生の就職活動にかかる費用や時間、
情報取得方法が大きく変化しており、オンラインを活用した
採用活動が重要となっています。

1-1.基本的な採用マーケティングの考え方

1. オンラインインターンシップ戦略設計のコツ 8



Q. オフラインのように学生と接することはできるのか？

A. オンラインでも、オフラインのように再現することが可能です。
  むしろデジタルの活用を通じた、より相互補完的な交流が可能です。
 
  例えば以下のようなコンテンツもオンラインで実施する方法があります。

また、オンラインを活用することで、今までにかかっていた時間を効率化できます。
効率化によって生まれた時間は、有意義に活用することができ、
学生にとって従来以上の満足度向上につながる可能性があります。

1-2.オンライン化によるメリットなど

1. オンラインインターンシップ戦略設計のコツ 9



参考：オンライン実装例①

例）ワークの回答をGoogleフォームで集計
  グループワークの回答をGoogleフォームで集計することで、回答内容を管理  
  用スプレッドシートに即時反映することが可能です。

  それによって集計も自動化・効率化され、その他コンテンツなどに余剰時間を
  再分配・有効活用が実現できます。

1-2.オンライン化によるメリットなど
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参考：オンライン実装例②

例）Google jamboardでグループワーク
  対面のインターンシップで使用することが多い「模造紙」「ふせん」「ホワイト
  ボード」についてもオンライン化が可能です。
  リアルタイムで共同編集が可能なため、グループで議論しながら共同でアウト  
  プットを作成することができます。

1-2.オンライン化によるメリットなど

上部矢印を押すと
スライド移動ができます

このボタンをクリックして
ふせんを作成することが

できます

文字を入力することも
できます

1. オンラインインターンシップ戦略設計のコツ 11



企画時のステップ

特に大切なことは、まず「現状把握」をしっかりと行うことです。ただ企画・実施するのではなく、

「何を強調すべきか？」「他社の動きはどうか？」「自社らしさをどう訴求していくか？」など、

情報整理をしながら設計していく必要があります。以下の流れに沿って企画を整理してみましょう。

①

目的の設定（何のために実施するのか）②

目標の設定（参加人数・満足度など）③

メッセージの設定（学生にどんな気づきを得てほしいか？）④

④を実現するためのコンテンツ設計

現状把握 
（自社の「ＷＨＹ」「ＷＨＡＴ」「ＨＯＷ」の整理、

現在の課題、競合整理、ターゲット整理など）

⑤

広報手段・流れの設計⑥

1-3.オンラインインターンシップ作成時に
考えること

1. オンラインインターンシップ戦略設計のコツ 12



自社の情報整理を考える

以下、自社の「WHY」「WHAT」「HOW」を整理する際にどんな項目について考案・検討すればよいかに

ついて記載しています。是非項目に沿って自社バージョンの情報を書き出してみてください。

ＷＨＹ

■なぜ/どういう背景で自社が生まれたのか？
■どんな時代環境の中で生まれたのか？
■どういう方向を目指してビジネスを進めているのか？
（ビジョン・ミッション・バリューや中長期経営計画）

ＷＨＡＴ

ＨＯＷ

■どんな事業をしているのか？
■売上推移・人員推移はどれくらいか？

■どんな業務内容なのか？
（役割・チーム規模・業務プロセス例・やりがい など）

1-3.オンラインインターンシップ作成時に
考えること

1. オンラインインターンシップ戦略設計のコツ 13



競合を整理し、自社の強調要素を考える

競合整理・俯瞰を実施する際の1つのフレームワークとして3C分析を実施するのも一手です。
① 想定される採用ターゲット（Customer）はどんなターゲットか？
② そのターゲットがキャリアとして考えそうな業界・企業はどこか？（同業・非同業いずれも）
③ その上で、自社としてどのような特徴を強調していくべきか？
のステップで情報を整理してみてください。

◆採用競合を考える際、同業種だけを考えがちですが、①の考え方によっては非同業が採用競合になることもあります。
 （例）製造業：採用ターゲット→理系学生・・・「情報通信業」「建設業」「金融業」などで採用競合の可能性あり 
◆インターンシップで自社紹介をしていく際には、同業だけでなく非同業で競合している他業界・他社と比較しながら、自社の
 魅力や雰囲気などの話を織り込んでいくことで、より学生にわかりやすく違いや魅力を訴求していくことが可能になります。

市場・顧客（Customer）
・市場・顧客は？
・市場の規模、成長性
・顧客のニーズ

自社（Company）
・市場での立ち位置（シェア）
・自社の特徴（戦略、強み、弱み）

競合（Competitor）
・競合先は？
・競合の特徴（戦略、強み、弱み）

1-3.オンラインインターンシップ作成時に
考えること

1. オンラインインターンシップ戦略設計のコツ 14



参考：自社方針・戦略の整理（ワークシート）

自社のオンラインインターンシップを企画する際の補助資料として是非整理・書き出してみてください。

①

② 目標

■自社として伝えたいメッセージは？（箇条書き）

目的

③

■どんなコンテンツを学生に提供すると良さそうか？

④

1-3.オンラインインターンシップ作成時に
考えること

1. オンラインインターンシップ戦略設計のコツ 15



参考：自社方針・戦略の整理（ワークシート）

自社のオンラインインターンシップを企画する際の補助資料として是非整理・書き出してみてください。

①

② 目標

■自社として伝えたいメッセージは？（箇条書き）

・安定的な業界に見えるかもしれないが、DXなどの取り組みをはじめ、内外を問わず新たな取り組みを
 進めていること
・言われたことをやるのではなく、役員を含めやりたいと思うことはどんどん提案できる風土
・ものづくりだけでなく、コンサルティングや商社のようなビジネス要素もあること  など

目的 母集団形成のため

③

■どんなコンテンツを学生に提供すると良さそうか？

・業界におけるDX事例と自社の事例
・将来の社会ニーズ変化における仮説設計→自社社員だったらどんなことに取り組んでみたいか？
 についてアイデア立案
・入社後の先輩・上司とのコミュニケーション環境・カルチャーについて紹介
・コンサルティングや商社でも活用するようなビジネスフレームワークを活用した
 架空クライアントの業務改善・ソリューション提案
・同業他社との違い など

④

1-3.オンラインインターンシップ作成時に
考えること 記入例

1. オンラインインターンシップ戦略設計のコツ 16



コンテンツ設計の基本的なプロセス

コンテンツを考えて行く際の流れの目安としてご参照ください。

①現状整理

②企画設計

③コンテンツ制作

④実施

⑤レビュー・改善

2-1.コンテンツ・ワークショップ設計のコツ

2. コンテンツ・ワークショップ設計のコツ 17



例）レヴィン変革モデル：心理変化プロセス

今あるコンテンツをただパズルのように並べたり組み替えたりするのではなく、参加学生の態度変容を喚起するべく設計する
必要があります。次ページの「設計シート」を使って「参加する学生の気持ち」や「伝えるメッセージ」などを整理しながら、
どのようなコンテンツが学生を引きつけるかについて考えてみてください。

①解凍
学生が持っている

固定概念などに対して
「え、そうなの？！」

という意外性をもたせる

②変化
「建設業ってこういう
イメージだったけど、

意外とこうかもしれない・・」
などくすぐり・変化を訴求

③凝固
「一度エントリーしてみよう」

と思ってもらうために、
動線誘導に向けて訴求・一押し

2-1.コンテンツ・ワークショップ設計のコツ

2. コンテンツ・ワークショップ設計のコツ 18



2-1.コンテンツ・ワークショップ設計のコツ 参考：設計シート

2. コンテンツ・ワークショップ設計のコツ 19

現状 解凍 変化 凝固

1 参加者の気持ち

2 伝えるメッセージ -

3 プログラムコンテンツ -

4 投影資料に盛り込む情報要素・項目 -

5 その他特記事項 -

※次ページに記入例がありますので、参考にしてください。



2-1.コンテンツ・ワークショップ設計のコツ 参考：設計シート 記入例
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現状 解凍 変化 凝固

1 参加者の気持ち

・建設の仕事って体力めちゃ使いそう・・・
・怖い上司がいそう

・体育会系・年功序列のイメージ？
・大手のほうがしっかりしているのかな・・・
・自分は特に資格がないしな・・・

・残業多そう？
・下請けになると色々指示が大変そう？
・この会社名初めて聞いたけど、何してるんだろ

・現場？施工管理？

・建設の仕事って体力よりも、考え抜く力や、コミュニケー
ションを自分からとっていくスキルのほうが大切なのかな

・あれ、現場で肉体労働ではなくて施工管理が99％のしご
となのかあ

建設業界自体はまだまだのびしろがありそう
この会社だと、大企業でない分コミュニケーションもとりや

すそう
建設業もIT化が進んでいて、こういうのも興味あるなあ

まず選考参加してみよう

もっと先輩社員の話を聞いてみよっと

2 伝えるメッセージ -
うちの建設業の場合は、いわゆる力仕事ではなく、プロジェ
クトマネジメント力・チームワーク力がすごく大事（施工管
理）

自社事業の方向性・目指している世界

会社の特徴

今後の案内・イベントとしてこういうのがあるよ
カジュアル面談も実施できるよ
直接オフィス見学もできるよ

3 プログラムコンテンツ

・みなさんが思い浮かべるイメージは？
洗い出してもらって整理→回答していく

会社や業界の固定イメージを整理する

・先輩から仕事内容やキャリア例の商事回

男性1名、女性1名

ギミック体験ワークを入れる
例）
産業機械装置の開発設計をギミック化する

オンラインPPTなどで、

架空の設計書マニュアルを見ながら
様々なパーツを画像を組み合わせて完成品をつくる
→ただし、設計書にミスがあって完成できないようにしておく

→設計書の改善を議論・修正
★設計こそがものづくりのキモだと訴求するオチに
★業務プロセスの全体像や、その際に求められる

チームワーク、IT活用事例などについても補足解説

ワーク実施後の解説・補足説明
先輩社員との座談会
今後の案内・質疑応答

4 投影資料に盛り込む情報要素・項目 -

・これからの業界・自社に求められるスキル・
　変わってきている考え方　など
・ワーク（ケーススタディ）提示

・（ワーク実施後の）回答例・考え方のポイント

・実際の事例におけるお客様の課題感・自社の提案内容・
その後の変化/お客様のお声
・自社事業の方向性・目指す世界について

・先輩社員に質問しやすくするための質問例
・今後の案内や誘導したいWEBはQRコード化しておく
・次回イベント情報も案内

5 その他特記事項 -

１～５の項目について、以下の順番で埋めていきましょう。
「参加者の気持ち」を考えることで「伝えるメッセージ」が決まっていき、どんな「プログラムコンテンツ」を実施するべきか見えてきます。

① 1の「現状」を記入 ② 1の「解凍」「変化」「凝固」を記入

③ 2、3、4についてそれぞれの
段階ごとに記入していく



設計例 ～製造業：メーカーとしての特徴を訴求する

■チェックイン
－イントロダクション　（講師紹介　主旨・全体像説明）

■基本インプット
－業界傾向・自社の組織/各事業概要・特徴（ワーク）
－ビジネスモデルやソリューション導入事例の紹介

■自社の3C分析（他メーカーとの違いの理解）　
－事例クイズ （ワーク）
－3C分析のポイントを知る
－自社の3C分析を実施してみよう（ワーク）
－グループ共有・フィードバック
－自社の特徴整理（ワーク）
－自社がこれから目指す世界とは？

■自分の「これから」を考える
－WANTリストの作成（ワーク）
－ワークライフマトリクスの整理（ワーク）
－自社で働く場合の環境や、
自己実現の支援に向けてできること

■オンライン座談会（30〜60分程度）
－先輩社員が入り座談会を実施

■振り返りとまとめ

プログラム内容時間

自社の特徴・優位性を整理する
4

時

間

程

度

基本インプット

WANTリストの作成と自社でできること

自身がワーク・ライフを問わずやりたいこと
を50個洗い出し、特に実現したいことについて
はマトリクスに整理。やりたいことの実現に向
けて、自社としての働く環境やワーク
ライフバランス、人事制度などを紹介しながら、
「この組織で働くと自己実現につながりそう」と
いう想像をしてもらう。

身近な企業の競合が、意外な競合を
設定していた事例なども知りながら、 
自社の3C分析を実施。
メーカーだけでなく他業界の企業・
サービスも競合になりえるものも洗い出し、
自社を取り巻くビジネス環境について
理解を深める。

組織概要や事業概要などおさえておきた
い基本ポイントについて理解を深める。

※適宜指名やチャットでのクイズなども
盛り込み、考える機会を挟み込みながら
進める想定。

他社との優位性理解①

自身とのキャリアマッチング①

他社との優位性理解②

自身とのキャリアマッチング②

2-1.コンテンツ・ワークショップ設計のコツ

2. コンテンツ・ワークショップ設計のコツ 21



設計例 
～建設業：会社・業務理解だけでなく、社会人基礎力の強化につなげる学びあるプログラムへ

■チェックイン
－イントロダクション　（講師紹介　主旨・全体像説明）

■アイスブレイク

■会社概要紹介
－自社が目指す未来・事業理解
－数字で見る自社
－自社での働き方例

■基礎インプット
－プロジェクト／プロジェクトマネジメントとは何か

■プロジェクトのゴール設定
－ケーススタディの提示（例：コミュニティイベント出店）
－要件定義と共通認識作りのコツ

■アクションプランの作成
－やるべき仕事を洗い出し、一覧化する
－ＷＢＳ（作業分解図とは？）
－１人で抱え込まない、周りを巻き込む技術

■優先順位の設定とタイムマネジメント
－プロジェクトにおけるプライオリティ
－プロジェクトタイムマネジメント
－もしも！に備えを。リスクマネジメント

■インターンシップの振り返りとまとめ

プログラム内容時間

ワークシミュレーションによる体感型演習

座学形式の演習ではなく、体感型の
オンライン演習を取り入れ、記憶に残る演
習を実施。プロジェクトにおける要件定義
や共通認識作りにも活用できる手法を学
び、施工管理職として働く際のイメージを
つかむ。

１

日

間

会社概要紹介

一方的なプレゼンテーションではなく、
ZOOMでの機能（リアクションボタンや
投票機能など）も活用しながら双方向
に参加できる形式で実施。飽きさせ
ない講座設計にて、参加学生の意欲
を向上させる。

気づきの落とし込み

オンラインインターンシップでの気づきや
要点を再チェック。気づきで終えるのでは
なく、具体的行動に移すための深堀を実
施。いつ誰にどのように実践するのか、と
いうよう行動レベルでの落とし込みを図る。
キーワードは「Ｈｏｗの５乗」

【建設・施工管理系】

オンラインインターンシップ（例）

2-1.コンテンツ・ワークショップ設計のコツ

2. コンテンツ・ワークショップ設計のコツ 22



3-1.基本定義 プレゼンテーションとは

以下の3つの要素を満たしていくことが基本ポイントで、「伝える」だけでなく どうやったら「伝わるか」までを配慮して発信
していきます。かつ、一方的に進行するのではなく「双方向（ちょっとしたリアクションや反応だけでもOK）」
「情報過多になっていないか？」についても配慮していくことが大事です。

①

②

③

3. オンラインインターンシップにおけるプレゼンテーション・ファシリテーションのコツ 23



ファシリテーションとは

ファシリテーションは一言でいうと「場回し・盛り上げ力」。「促進」「容易にする」という意味を持っており、個人や組織の
力を最大限に引き出しながら、限られた時間の中でプログラムの目的達成を促進する力のことです。
「目的達成」「時間」「人的資源」のバランスに配慮しながら進めていくことが重要です。

目的達成

時間 人的資源

人的資源 時間

目的達成

時間

目的達成

人的資源
時間 人的資源

目的達成

例：時間が気になり、表面的な
進行・議論で終わってしまう。

例：強引な結論提示・誘導案内を
してしまう。

例：参加者の意見を
聴き過ぎて、話が前進しない。

○

× × ×

3. オンラインインターンシップにおけるプレゼンテーション・ファシリテーションのコツ

3-1.基本定義

24



① どのワークにおいても、ファシリテーター側はある種「中学生・高校生」の気持ちで
グループに質問してみる
 「参考になることを言わなければ！」と意気込む必要はありません。
 「どうしてそういう意見を考えたのか？」（Why）
 「具体的にはどういうことなのか？」（So What）
 の2点を意識して問いかけてみてください。

② 中身そのものよりも、学生さんの論理性を指摘してあげるのも有効
 「結論ファースト」というアドバイスの実施
  自身の意見が何なのか端的に発言してもらうなど、発表の「中身」ではなく、「仕方」
 についてアドバイスすることも有効です。
 「意見・質問を先に端的に述べた後に、「というのは」と補足につなげる会話方法を用い
 ることで、聞いている側もその意見・質問の意図がつかみやすくなる」など、学生の今後
 につながるアドバイスを実施することで満足度をあげることができます。

③ グループ発表時の、発表者以外の学生さんから質問などが出てこない場合・・・
  発表してもらった学生さん自身から誰かを指名してもらう方法をとってみるのも有効で
 す。指名されて喋った人はさらに他の人を指名する、という形式を入れ込むだけでスムー
 ズに進みます。

いざグループワークがはじまったときに、「運営側はどこまで介入したら良いのか？」
「何を指摘してあげれば良いのか？」と疑問に思う方も多いかと思います。
どのようなスタンス・やり方があるのかについてポイントをご紹介します。

3. オンラインインターンシップにおけるプレゼンテーション・ファシリテーションのコツ

3-2.グループワークへの介入の仕方
フィードバックの仕方 介入・フィードバックの基本

25



■ 通常話すスピードの半分程度を意識してお話いただくと、聞いている側により正確に
  伝わりやすくなります。

■ 適宜画面（カメラ）に向かって話していただいたり、カメラに写るようにジェスチャー
  を交えながら進めることで臨場感が出やすくなります。

■ オンライン時に利用する情報やワークシートなど、投影資料に記載しているURLは
  適宜チャットにコピーペーストで貼り付けて学生に利用してもらってください。

■ 「こちら側の音声・ビデオは映っていますか？」「ここまでで質問がある人はいます
  か？」など全体に確認を求めたいときは「反応」ボタンを利用してください。
  ※使用するボタンはどれでも構いません。（ライトな相互参加感が生まれます）

3. オンラインインターンシップにおけるプレゼンテーション・ファシリテーションのコツ

ファシリテーション・進行時のポイント例3-2.グループワークへの介入の仕方
フィードバックの仕方

26



4. モデル企業事例紹介 27

4.モデル企業事例紹介について 各モデル企業の概要

ここからは本事業のモデル企業として参加いただいた

5社のオンラインインターンシッププログラムをご紹介

します。

様々な業界の企業がどのようなオンラインインターン

シップを作成したか、今後の企画設計にあたり

ぜひ参考にしていただければと思います。

4-1.猿田興業株式会社（商社・設備工事・不動産）

住所：大館市御成町3丁目7番17号
主な事業内容：公共工事（インフラ関連）の施工、施工管理
（電気、管、水道施設、電気通信、土木、建築、機械器具設置、とび土工、
消防施設、塗装）
創立：1958年
会社HP：https://ohdate-katura.com

4-2.大館桂工業株式会社（建設）

住所：大館市釈迦内字稲荷山下19-1
事業内容：■TOKOドーム・建築鉄骨・土木用鋼構造物・
各種プラント機器の設計製作 ■鋼構造物設置工事・橋梁補修
工事ほか土木工事一式 ■タイヤ試験機・自動搬送機械・
フィルム粘着材プレス金型の設計製作 ■農業用ドローンの
製造販売・教習・整備点検、ドローン空撮
創業：1973年
会社HP：https://www.toko-tekko.co.jp

4-4.東光鉄工株式会社（製造）

住所：秋田市大町3-5-1 秋田大町ビル（秋田事業所）
事業内容：リコー製の複写機・複合機を始め、クラウドサービスを用いた
ドキュメントソリューションなどのオフィス関連機器のソフトウェア開発、
リコーグループ各社のITシステム構築、運用など
創業：本社：1982年 秋田事業所開設：1990年
会社HP： https://www.jrits.co.jp

4-5.リコーITソリューションズ株式会社（IT）

住所：鹿角市花輪字八正寺１番地2 タカヤ旭町オフィス2F
事業内容：■メガネ店（時計・眼鏡・補聴器・宝石）■ドコモショップ
■ドコモ法人事業 ■サンクゼール・久世福商店 ■シャトレーゼ
■コメダ珈琲店 ■ サーティワン・アイスクリーム
■レモネードby レモニカ などを東北全域で営業展開 
創立：創業1933年/設立1973年
会社HP：https://takaya-group.com

4-3.株式会社タカヤ（小売）

住所：秋田市山王6丁目10番9号 猿田興業ビル3Ｆ
事業内容：■消防防災設備の設計、施工・保守管理や消防点検
■労働安全衛生・関連商品の販売 ■製紙工場内での原料や製品の物流
■オフィスビル等の不動産賃貸業 ■環境リサイクルを目的とした古紙や
廃タイヤの中間処理業 ■木製パレットの製造販売 ■運送・車両整備業
■損害保険代理店など
創立：1960年
会社HP：https://saruta.co.jp/



① プログラム概要について

4. モデル企業事例紹介 28

4-1.商社・設備工事・不動産：
猿田興業株式会社 プログラム概要

■タイトル
猿田興業オンラインインターンシップ（1day仕事研究）
～秋田の防災・地域保全に向けた取り組みについて探究する～

■プログラム内容（想定時間：3時間）
①猿田興業の「世界観」を知る
会社概要、事業概要、企業としてのスケール感、どの部分で秋田に貢献している会社かを知る。

②猿田興業の「仕事」を知る
グループワーク形式にて、商事部での仕事の流れを体感できるプログラム。ケーススタディとし
て、5社のお客様の防災ニーズや課題感、予算を設定。今年度の売上目標を達成するための優先
順位について検討する。

③振り返り＆フィードバック
本プログラムで得られた気づき・印象に残ったことを振り返る。
商事部での営業経験のある社員が、実体験に基づいてフィードバックを行う。



② タイムテーブル例

4. モデル企業事例紹介 29

4-1.商社・設備工事・不動産：
猿田興業株式会社 タイムテーブル例

13:00-13:15／主旨説明・自己紹介（ナビゲーター、参加学生）

13:15-13:35／会社概要・商事部業務イメージ/営業プロセスの紹介

13:35-13:45／ケーススタディ説明

13:45-14:15／グループワーク実施

14:15-14:25／休憩

14:25-14:50／グループ発表・コメント

14:50-15:00／解説

15:00-15:10／休憩

15:10-15:40／先輩社員との座談会

15:40-15:50／振り返りとまとめ

15:50-16:00／アンケート案内などを実施後、終了



③ スライドイメージ例

4. モデル企業事例紹介 30

4-1.商社・設備工事・不動産：
猿田興業株式会社 スライドイメージ例



4. モデル企業事例紹介

4-2.建設：大館桂工業株式会社

31

① プログラム概要について

プログラム概要

■タイトル
大館桂工業が手掛ける世界観・仕事イメージを知る1day仕事研究
～東北の「地域インフラ」を支える仕事の「段取り」を体感する～

■プログラム内容（想定時間：4時間）
①大館桂工業の「世界観」を知る
企業としての歴史、スケール感、事業概要を紹介。地域の生活に無くてはならないインフラ
（水、電気、鉄道）と私たちの事業がどのように結びついているのかを知る。

②大館桂工業の「仕事」を知る
施工管理の仕事の流れを体験いただくワークを実施。
・段取り＝プロジェクトマネジメントとは一体何なのか？
・具体的にどんな考え方で進めるのか？
について、架空のテーマを用いながら理解を深める。

③振り返り＆フィードバック
本プログラムで得られた気づき・印象に残ったこと



4. モデル企業事例紹介

4-2.建設：大館桂工業株式会社

32

② タイムテーブル例

タイムテーブル例

13:00-13:15／主旨説明・自己紹介（ナビゲーター、参加学生自己紹介）

13:15-13:35／会社概要の紹介

13:35-14:00／グループワーク概要（ケーススタディ）説明

14:00-14:15／作業の洗い出し

14:15-14:25／休憩

14:25-14:35／洗い出しの追加作業（カテゴリ整理）

14:35-15:25／ゴール設定ワーク＋各グループのゴール設定チェック

15:25-15:35／休憩

15:35-16:35／アクションプランの作成

16:35-16:40／休憩

16:40-16:55／補足解説、振り返り（個人ワーク5分+グループ共有5分）

16:55-17:00／今後の案内、アンケートURL送信、終了



4. モデル企業事例紹介

4-2.建設：大館桂工業株式会社
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③ スライドイメージ例

スライドイメージ例



4. モデル企業事例紹介

4-3.小売：株式会社タカヤ

34

① プログラム概要について

プログラム概要

■タイトル
タカヤ流、故郷を守るサステナブル経営戦略 【年商４億から３０億への道】
～更なる企業成長に向けた新規事業案の策定～

■プログラム内容（想定時間：3時間）
①座学／タカヤの歴史と、現在の事業戦略と課題について（高谷社長による講義形式）
・敵を知り己を知れば百戦危うからず ※真の敵についてのワークショップ
・井の中の蛙にならない
・それでも地域の未来に責任をもつ
・メガFC戦略～時間を買う
・今後の課題
・5～10年後を見据えて独自サービス・製品事業にも着手していく必要がある
・人口統計の予想グラフ

②グループワーク
座学で学んだ事業戦略を踏まえて、今後タカヤが取組んだら良いと思われる事業を考えて発表

③アウトプット＆フィードバック
グループで考えた事業案を発表、社長からの講評



4. モデル企業事例紹介 35

② タイムテーブル例

タイムテーブル例

20分 イントロダクション・自己紹介

70分 社長からのお話（途中休憩10分を含む）

15分 社長へのQ&A

5分 休憩

50分 グループワーク

15分 発表＆フィードバック

5分 振り返りとまとめ

合計 180分

4-3.小売：株式会社タカヤ



4. モデル企業事例紹介 36

③ スライドイメージ例

スライドイメージ例4-3.小売：株式会社タカヤ



4. モデル企業事例紹介

4-4.製造：東光鉄工株式会社

37

① プログラム概要について

プログラム概要

■タイトル
社会課題を解決するメーカー・TOKO オンラインインターンシップ（1day仕事研究）
～秋田発・国産設計開発のドローンや災害を守るドーム開発の仕事イメージを探究する～

■プログラム内容（想定時間：4時間）
①東光鉄工の「世界観」を知る
企業グループとしての歴史、スケール感、事業内容。
コア事業である建築・土木、機械、ドローンについて概要を紹介。

② 東光鉄工の「仕事」を知る
ケーススタディとして洋上風力発電建設プロジェクトをピックアップ。
大きな風車が注目されがちだが、発電にはさまざまな付帯施設が必要であり、
そこに東光鉄工はどのように関わり、どういう作業が必要なのかを知ることができるワークを実施。

③東光鉄工の「ひと」を知る
実際の社員が参加して学生の皆さんと交流できる時間。

④振り返り＆フィードバック
本プログラムで得られた気づき・印象に残ったこと。
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② タイムテーブル例

タイムテーブル例

13:00-13:05／イントロダクション（主旨説明・講師自己紹介）

13:05-13:15／参加学生自己紹介

13:15-13:35／会社概要

13:35-13:50／ケーススタディ提示

13:50-15:10／グループワーク実施・作業の洗い出し

15:10-15:20／休憩

15:20-15:35／トラブル対応検討

15:35-15:45／補足解説

15:45-15:55／休憩

15:55-16:35／先輩社員との座談会

16:35-16:40／先輩社員から全体メッセージ

16:40-16:50／振り返り

16:50-17:00／今後の案内・終了 

4-4.製造：東光鉄工株式会社
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③ スライドイメージ例

スライドイメージ例4-4.製造：東光鉄工株式会社
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① プログラム概要について

プログラム概要

■タイトル
リコーITソリューションズ秋田事業所 1day仕事研究（オンラインインターンシップ）
～秋田×カルチャー×テクノロジーを探究するべ～

■プログラム内容（想定時間：3時間）
①会社概要・事業概要紹介

②これからの働き方・生き方を考える
・最近の若い人の「働く理由」って？（キャリア観）
・働き方≒生き方の時代において、必要なスキルって何？
いままで：5+5=[ ]
これから：[ ]=10 が必須、さらには[ ]=[ ]がとても大事

③世の中の未来に対して想像を深める
未来予想ワークの実施：政策、経済、社会、技術の側面から10年後どんな変化が起こりそうか？

④リコーITソリューションズの現状のソリューション例共有と企画アイデアの立案
企画アイデア例の立案（どういう変化に対し、誰に対してどんな施策を打ち、地域・お客様に
とってどんなメリットがあるのか？）などについて議論・ワークシート記載

⑤各グループ発表＋社員からフィードバック

⑥振り返りとまとめ・今後のご案内

4-5.IT：
リコーITソリューションズ株式会社



4. モデル企業事例紹介 41

② タイムテーブル例

タイムテーブル例

10分 講師紹介＋グループ内自己紹介

20分 会社・事業紹介

10分 社会で求められるチカラについて

5分 休憩

10分 テーマ設定

35分 未来年表を使ってリサーチ

5分 休憩

40分 アイデア立案

20分 発表＆コメント

15分  振り返りとまとめ

合計 170分

4-5.IT：
リコーITソリューションズ株式会社
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③ スライドイメージ例

スライドイメージ例4-5.IT：
リコーITソリューションズ株式会社


