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9月上旬 9月上旬 9月中旬 10月2日 

※日程は個別で調整します 

実施体制 
全10チーム 

（1チーム）学生1～2名、企業（若手社員）1名             2名1組でのご応募も歓迎！！ 

受入れ企業 京都府下に事業所のある中小企業 

対象 
・大学(院)、短大、高等専門学校等に在籍する学生 及び卒業後3年までの既卒者 

・若年求職者 

オリエン 
テーション 

(注1) 

（注１）原則参加必須となります。 

• 申込多数の場合は抽選となります。予めご了承ください。 

• 参加決定後の辞退はご遠慮ください。 

• 本事業においては、報酬・交通費等の支給はありません。 

• 企業との組み合わせ及び日程調整は、事務局が行います。 

 
● お申込み 

下記必要項目を平成29年8月31日までにメールにてお送りください。 

近畿コンソーシアム京都事務局 平松 宛   
   m-hiramatsu@kyoto-jobpark.jp 

[題名] 

地域企業魅力発信インタビューシップ参加希望 

[本文]  

①氏名  ②性別  ③年齢 ④電話番号  ⑤メールアドレス  ⑥大学名・学部学科  
⑦興味のある業種  ⑧興味のある職種   ⑨京都ジョブパークの登録（あり・なし） 

ご 質 問 ・ お 問 い 合 わ せ は 、 事 務 局 ま で お 気 軽 に お 問 合 せ く だ さ い 。  

   近畿経済産業局       京都ジョブパーク 主催 共催 

短期インターンシップ × 企業人との交流 

平成29年度「近畿経済産業局における地域中小企業・小規模事業者の人材確保支援等事業」の一環として実施します。 

発見 

体験 

発見 

発信 

8月31日 個別 
調整 



選択肢が広がる。可能性が広がる。 

リアルな現場を体験して「自分が働く姿」を発見 

写真スペース 

参加のメリット 

業界・企業理解を深める 

企業は採用活動のツールである就活サイトや企業説明会で、一人でも多くの学

生（求職者）と出会うため、精一杯の企業情報や魅力を発信していますが、発

信できる情報には限りがあります。特に「職場の環境」「働く人の魅力」「実

際の仕事」は自分の目で見てみないと、サイトや求人票だけでは知ることが難

しい部分です。百聞は一見にしかず！実際に企業に行けば働く姿がイメージで

きると共に業界・企業の理解を深めることができます。 

事前オリエンテーションで不安解消 

企業訪問前に、参加にあたっての心構えや基本的なマナーをしっかり学習。魅

力発信の観点や、業界・中小企業についても知る事ができるので、今後の就職

活動の参考にしていただけるはずです。 

初めての企業訪問でも安心して参加いただけるようフォローします。 

若手社員や経営者との交流 

従来、説明会等で説明をしているのは人事担当者が多く、各部署で働く社員や

経営者から話を聞く機会は滅多にありません。 

しかし今回のプログラムは企業訪問で気になった内容をインタビューするので、

直接話を聞くことが出来るチャンスです。若手社員には志望動機や体験談など、

管理職・経営者には企業理念やビジョンなどをお伺いすることで、多面的にそ

の企業のことを知り他社との違いを知ることができます。 
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、業界研究や会社研究の一環ということであれ
ば意味はあります。インターン説明会は、基本
的に知識のない人を対象に、分かりやすく噛み
砕いて説明してくれるため、業界理解や会社理
解、仕事理解をする上で有益な情報を得られま
す。 

ただし、業界研究や会社研究を目的とする場合
にも、注意は必要です。なぜなら、情報提供す
るのはその業界に身を置く、その企業自身だか
らです。 

第三者の情報であれば、客観性がありますが、
当事者からの情報は、ときに客観性を欠きます。
ましてや、採用活動の一環として行っている1日
インターンシップで話す内容は、いい面に偏った
情報である可能性は高いです。 

インターンで得た情報をそのまま鵜呑みにする
のではなくて、家に帰ってから必ず調べ直すと
いうことを絶対にしてください。 

  

▼ インタビューシップとは？ 

 本プログラムはまず企業へ訪問し、企業の魅力や仕事

の面白さを体験して“気になったこと”  “もっと深く知

りたいこと”等を、後日、先輩社員や経営者にインタ

ビューに伺います。また、受入れを新入社員（若手）の

方にご対応いただくので、入社後の働く姿がより具体的

にイメージできます。そこで知ったことや感じたことを

記事にして“企業の魅力発信ツール”として、WEBで発

信していくプログラムです。 

 

当初の中小企業のイメー

ジとは違い、綺麗な社内

で和気あいあいとしてい

て、大手企業と変わりな

いことが分かりました 

B to B企業について知る

ことができたし、世の

中にこんなホワイトな

企業があることを知る

ことができた 

魅力発信ツールについて 

インタビュー項目 

       

    

魅力発信ツールの公開 

経済産業省 近畿経済産業局 

働くなら近畿。 

http://www.osakajobfair.com/kinki/ 

記事完成後、WEBサイトへ掲載し京都だけではな

く近畿圏や、より広域に情報を発信して行きます！

あなたの作成した記事が企業の広報物として多くの

人へ魅力を届けます。 

【魅力発信記事公開サイト】 

  ・ＯＳＡＫＡジョブフェアサイト 

  ・京都ジョブナビ 

  ・京都ものづくり企業ナビ 

   ・京都インターンシップナビ 

   ・京都UIターンナビ 

   ・各自治体保有のＳＮＳ 

   ・各企業HPでの掲載 

 

 

 

▼平成２８年度 

インタビューシップ 魅力発信記事公開中 

企業訪問後、気になったこと・もっと深く知りたいことをまとめて、後日インタビューへ伺います。 

アットホームな社風、親

身に話を聞いて下さるこ

とにとても魅力を感じま

した 

実際に訪問し、企業の

人柄・雰囲気等の社風

がとても良い感じでし

た。この企業で働くこ

とは幸せなことである

と感じました 

フォロー体制がしっか

りしていたり、女性が

活躍できる職場づくり

に力を入れている企業

が多く会社と向き合え

そうだと感じました 

・若手社員へのインタビュー 
（ex） 入社を決めた理由は？仕事のやりがいは？ 

・中堅社員へのインタビュー 
（ex）  働くうえで大事にしていることは？ 

     キャリアビジョンはどのように描いているか？ 

・経営層へのインタビュー 
（ex）  起業の思いはどのようなものだったか？ 

      今後どのような会社にしていきたいか？     etc… 

インタビュー項目 

 ・若手社員へのインタビュー   （ex） 入社を決めた理由は？仕事のやりがいは？ 

 ・中堅社員へのインタビュー   （ex）  働くうえで大事にしていることは？ 

                    キャリアビジョンはどのように描いているか？ 

 ・経営層へのインタビュー    （ex）  起業の思いはどのようなものだったか？ 

                    今後どのような会社にしていきたいか？     etc… 

平成28年度 参加者コメント 

百聞は一見にしかず 

今までは、規模・条

件・職種で企業を選ん

でいましたが、「誰と

働くか」が大事なんだ

と気付くことができま

した 

中小企業をもっと知り

たい。もっと魅力的な

企業をみつけたいと意

欲が出ました 

お申込みについては  
裏面をご確認ください  

 

http://www.osakajobfair.com/kinki/
http://www.osakajobfair.com/kinki/
http://www.osakajobfair.com/kinki/

