
　　　インターンシップ実施状況アンケート結果

（2020年6月）

受入 大学向け

日数 学部学科 必要スキル 職種・体験内容 開始 終了 回数 人数/回 交通費 昼食 手当 評価シート

1日 なし なし AWSでの仮想サーバ構築体験 未定 未定 1回 10人予定 未定 未定 未定 難しい

複数日 なし なし ハード、ソフトウェア設定作業 未定 未定 1回 未定 未定 未定 未定 難しい

0.5日 なし なし IT業界って？ 2月 2月 1回 16名 × × × 難しい

企業研究

自己表現力を磨く

10日 情報系 若干のプログラミング知識 システム開発に関する作業（プログラム作成、テストケース、8/17 8/28 1回 若干名 実費 × ×

10日 情報系 若干のプログラミング知識 データ作成、ドキュメント整備　等）8/24 9/4 1回 若干名 実費 × ×

10日 情報系 若干のプログラミング知識 実際にシステム開発部門に入って社員といっしょに作業を行う8/31 9/11 1回 若干名 実費 × ×

5日 なし なし 業務体験（物流関係のソフトウェア開発） 8月 2月 2回 未定 実費 × × 作成可

なし 業界説明、事業説明

1日 なし なし ITサービス・コンテンツ企画 6月 2月 未定 MAX12名 あり × × 当社フォームなし

1ヵ月 なし なし 未定 10/1 10/30 1回 2名 あり × × 内容次第

1日 なし なし ソフトウェア開発工程体験（若手社員懇談会　含） 1月 3月 12回 12名 × あり × 内容次第

1日 なし なし プログラミング体験（若手社員懇談会　含） 1月 3月 12回 6名 × あり × 内容次第

なし なし エンジニアの仕事内容の説明 × × × 原則可能

なし なし 作業風景を見学しながら、画面や書類を見せて作業説明 × × × 原則可能

なし なし プログラムなど解析やプログラミングの実施 × × × 原則可能

1日 なし なし 「プログラミング」1dayコース × あり × 内容次第

1日 なし なし 「システム要件定義」1dayコース × あり × 内容次第

1日 なし なし システムエンジニア 1月 2月 4～5回 8名 2,000円 × × 内容次第

（ｸｵｶｰﾄﾞ)

1日 なし なし プログラミング体験（対戦ゲーム作成） 7月 9月 適宜 最大20名 1,000円 × × なし

1日 なし なし プログラミング体験（土ローン操縦） 7月 9月 適宜 最大12名 1,000円 × × なし

1日 なし なし IT業界セミナー・就活セミナー（ビジネスマナー・心構え等） 8月 2月 15回程度 15名 難しい

ITビジネス体験（架空の顧客向けにチームで成果物を）

先輩社員とのランチ会・座談会

1日 なし なし 業界研究＆プログラミング体験 7月 9月 8回 10名 1,000円 ×

1日 なし なし 業界研究＆プログラミング体験 1月 2月 未定 10名 1,000円 ×

1日 なし なし ITエンジニアのVBA就業体験 8月 1月 6回 5名 × × ×

1日 なし なし ITエンジニアのAWS就業体験 8月 1月 6回 5名 × × ×

1日 なし なし 金融関連、および公共関連を担当するSEのお仕事って何？ 7月 2月 19回 10名 2,000円 用意 × 原則可能

食事をしながらの若手社員との座談会 (ｸｵｶｰﾄﾞ)

プログラミング体験（Java+HTML言語を使ってのWEBサイト構築）

1日 なし なし IT業界について 10月 2月 4回 10名 内容次第

システム開発の作業工程・技法について

システム開発疑似体験（上流工程）

2日 なし なし ⅠoTエンジニア 12月 2月 3回 6名 × 弁当支給 × なし

2日 なし なし ⅠTエンジニア 12月 2月 3回 4名 × 弁当支給 × なし

2日 なし なし マーケティング営業 12月 2月 3回 6名 × 弁当支給 × なし

検討中 なし なし 検討中 × 用意 ×

なし なし

なし なし

1日 IT業界について　SEの仕事について 10月 2月 10回程度 12名

プログラムを体験してみよう

上流工程を体験してみよう

5日 なし Pgm経験あり システム開発体験（設計書の作成、開発、テストまでの一連の流れを体験） 8月 9月 2回 4名 実費 用意 ×

1日 なし Pgm経験あり 10月 2月 複数回 4名程度 実費 用意 ×

受入条件 時期 費用の支給
備考

1

開催含め、現時点では詳細未定。

2

現在のところインターンシップは未定。左記は
一昨年の実施内容を記載。21卒採用は、WEB
を中心とした会社説明会・WEB面接にシフトして
いる。

3

夏に関しては実施見送り。
秋以降の実施については、実施内容も含
めて検討中。

4

他に１Dayインターンシップも実施予定。7
月～１月末：月1～3回程度）

5

6

交通費は上限2000円。
実施未定だが、実施の場合はマイナビで
告知。

7

実施回数、プログラム内容は都合により変
更になる場合あり。

8

インターンシップの実施日程、実施日数に
ついては現状未確定。

9
10月 2月 8回 3～4名

現時点、下期開催予定だが秋冬の新型コ
ロナ等の状況で中止の可能性もあり。

10

リクナビで11月ごろからエントリー開始。年
内のエントリー者には先行して予約案内。

11

12

6月1日からリクナビ受付開始。
夏季開催日（8/12・17・24・26
9/2・9・11・18）

19

13

現状は昨年同様と考えているが、新型コロ
ナの影響で、夏のインターンシップの内容
等を検討中。

14

対面で行うか、リモートで行うかは検討中。

15

終了時に事業所内を見学案内。

16

17

18

情報系学生をターゲットにエンジニア採用
に注力していく。

20

日程は決めたがコロナ次第で流動的。対
面かWEBかも未定。
なお、交通費は上限5,000円。



5日 なし なし 8月 9月 1回 26名 1,000円 × × なし

3日 なし 書類選考あり 8月 9月 5回 10～26名 1,000円 × × なし

1日 なし なし 8月 9月 5回 32名 1,000円 × × 原則可能

1日 なし なし IT業界とは？ 6月 2月 随時 4名 × × × 作成不可

プログラミング体験

1日 なし なし C言語プログラミング体験 7月 2月 未定 10名 難しい

5日 なし なし プログラミング体験 7月 9月 随時 2名

10日間 なし なし 社会人生活と企業情報セキュリティの理解 8/18 8/29 1回 最大3名 実費 用意 × 対応可能

ソフトウェア開発業務の仮想体験

成果発表のプレゼン体験　等

なし なし これから決定 1,000円 用意 × 作成あり

1日 なし なし システムエンジニア 未定 月1回 6名 実費 × × 難しい

1日 なし なし 業界研究 8月 2月 5～10回 5名 2,000円 × ×

自己分析などのキャリアカウンセリング

10日 なし なし 回路設計コース：座学、実習を通して情報処理機器等の揮発工程を体験 8/17 8/28 1回 8名 実費 用意 × 原則可能

ソフト開発コース：SEの業務把握・評価業務を通じて出荷確認業務を体験

事務コース：一般事務の業務内容を体験

1日 なし なし 組み込みソフトウェア設計体験 7月 9月 10回 6名

10日 理工系 なし LEGO/ロボマスターを活用した製品企画開発体験 8/17 9/9 2回 10名 × × 5,000円 原則可能

1日 なし なし ヒューマン系：業界研究、自己分析、履歴書作成、模擬面接　等 9月 2月

1日 なし なし エンジニア系：製品分解研究、ドローン自動航行体験　等 9月 2月

10日 なし なし パソコンの環境設定 8/24 9/4 1回 3名 原則可能

システム開発係る仕事体験

1日 なし なし システムエンジニア 10月 2月 10～15回 12名 1000円 × ×

10日 なし なし システムエンジニアの仕事を体験する 8/17 8/28 1回 8名 実費 × × 学校指定

10日 なし なし 経験者向け：システムづくり工程体験コース 8/20 9/2 1回 3名 実費 用意 × 学校指定

5日 なし なし 未経験向け：ITプロジェクト支援体験コース 8/20 9/2 2回 1～2名 実費 用意 × 学校指定

5日 なし なし 検討中 実費 × × 原則可能

上限3,000

1日 なし なし 検討中 8月 8月 検討中 検討中

2～5日 なし なし エンジニア・プログラミング研修 1～2名 × × 1,050円

(時給)

2日 なし なし ネットワークエンジニアグの体験：実機を使ってネットワーク構築 8月 9月 1回 5～7名 1,000 × × 原則可能

3日 なし なし ロボットレゴを動かそう　 8月 9月 1回 5～7名 1,000 × × 原則可能

1日 なし なし 人事採用：IT企業が使用する学生とは　★2日以上受講が基本 ８月 9月 1回 5～7名 1,000 × × 原則可能

1日 なし なし システムコンサルタント職 未定 未定 未定 5名程度

1日 なし なし IT業界って？SEって？ 12月 2月 10回 10名

職場懇談会

面接対策　等

＊インターンシップ実施予定なし（若しくは全く未定の企業）　　27社

21

5日間開催は、学校に求人j。

22

他に長期のインターンシップ、5日間（沖
縄）、10日間（沖縄～東京）は個別に募集。

23

例年通りC言語のプログラミング。オンライ
ンでのインターンシップについても内容検
討中。

24

弊社HPより自由応募

25

26

27

交通費は上限2,000円

28

29

交通費の上限：30,000円

30

実施する方向で検討しているが、詳細は未
定。

31

夏季２weeksは、5日間＋5日間の分割開
催の可能性あり。5日間のみも考慮。

約20回 4～8名 × 用意 × 原則可能

32

夏休み期間中に大学からの要請で日程調
整中。記載日程は様子を見ながら変更の
可能性あり。

33

本来であれば夏から動きたかったが、秋・
冬の開始が濃厚。

34

募集は、基本的に大学からの依頼のみ。
その他のコースも企画中。

35

交通費は上限あり（1日1,500円）。事前に
履歴書とスキルチェックアンケートの提出
要。多数の場合は書類選考あり。

36

40

41

評価シートは学生個人に対してフィード
バック。

37

例年はグループワークだが、コロナの影響
で実施内容は検討中。

38

随時 コロナの影響で実施できるかどうかは、現
段階では未定

39

交通費1,000はクオカード。
今年のインターンシップは4年生も来るので
はと思っている。


