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企業によるインターンシップ説明会
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4社まわると
500円分

シールラリー実施中！！

タイムスケジュール
11：00～11：50　講演「参加しただけで終わりにしない！
　　　　就職活動につなげるインターンシップ活用法」
12：00～12：30　参加企業の紹介・ＰＲ
12：35～13：15　第1回
13：20～14：00　第2回
14：05～14：45　第3回
14：50～15：30　第4回
15：35～16：15　第5回
16：15～16：30　フリータイム　気になる企業や、
　　　　　　　   もう一度まわりたい企業へ

各企業ごとのブースで
説明を聞きます。

食事スペースは
国際文化学部食堂
にあります。
ご自由にご利用ください。

BEL BOXカフェテリア
T-BOXカフェテリア
営業しています。
営業時間11:30～13:30

（オーダーストップ）

「就職活動を少しでも便利に。」という思いで、
神戸大学生協が内定者と一緒に作りました。



JFE エンジニアリング株式会社
業種：建設・設備・道路

【理系】大規模なプラント・社会インフラの企画～設計～建設を通し
て、地域を取り巻く様々な問題を技術の力で解決することが当社の
使命です。そんな我々の多岐に渡る仕事を知っていただくため、ご
自身の興味と専攻に合った設計エンジニアリング・建設マネジメン
トのコースを用意いたしました。

【文系】今回のインターンシップでは、グループワークを通じて、
EPC( 設計・調達・建設 ) それぞれの役割を体験していただきます。
事務系社員の役割に加え、技術系社員が担う役割を体験いただくこ
とにより、エンジニアリングビジネスをより深く理解出来るものと
なっています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

インターンシップの PR ポイント

近鉄不動産株式会社
業種：不動産

近鉄不動産は、関西圏を中心に商業施設・オフィスビルの運営、マ
ンション・戸建開発、仲介事業やリフォーム事業など総合不動産会
社として人々の暮らしに密着した事業を展開しています。

街づくり 3Days インターンシップでは幅広い事業のうち不動産開発
やイベント企画を通じて街づくりに携わる「デベロッパー」の仕事
を体感していただきます。
・グループワークやフィールドワークを通じ、仕事が体感できる
・先輩社員からのフィードバックを通じ、仕事のおもしろさや難しさ
を体感できる
・先輩社員のランチタイムを通じ、社風を体感できる
街の魅力を高め、そこを訪れるたくさんの人を笑顔にする仕事のや
りがいを感じられる 3 日間です

インターンシップの PR ポイント

旭化成ホームズ株式会社
業種：住宅・住設機器

旭化成ホームズの HUMAN INTERNSHIP は、一人一人が実戦形式で行
うリアルな仕事体験、お客様や社員との交流など、“人” とのつなが
りを通して、私たちの事業・仕事、住まいづくりの最先端に触れて
いただくプログラムをご用意しております。

■プログラム内容（昨年実施例：技術系）■
研究開発体験・展示場見学・支店見学・設計コンペ・入居訪問
※上記の実施内容は、変更になる場合があります。
■開催日時■
8 月中旬頃（4 日間）予定 “住まい” をつくるという仕事の楽しさや
難しさ、そして、旭化成ホームズの製品の特色や設計思想を体感し
ていただきたいと思います。

インターンシップの PR ポイント

オリックス株式会社
業種：その他

～ Do you know ORIX ? ～
オリックスを金融の会社と認識している方はどれほどいらっしゃる
でしょうか。
金融機関として初の農業分野への進出や、民間企業として初の空港
運営事業への進出により「世界に類のない企業」と言えるまで成長
しているオリックス。
さまざまな顔を持つオリックスは、みなさんから見て「わかりづらい」
企業かもしれません。
そんな無限の可能性を秘めたオリックスの根幹であるコンサルティ
ングスキル。
そのノウハウを学び、自分の可能性を広げに来てみませんか？

インターンシップの PR ポイント

アクセンチュア株式会社
業種：コンサルティング

アクセンチュアは世界 120 カ国以上でお客様のハイ・パフォーマン
スの実現を支援している、世界最大級の総合コンサルティング企業
です。当社だから提供できる、グローバル水準のビジネスリーダー
育成プログラムにより、第一線の “ビジネスのプロ” から学び、成長
し、仲間を見つけ、今後のキャリアの財産となる、本物のビジネス
力を身につけて下さい。

・戦略コンサルタント育成プログラム（8 月下旬～ 9 月中旬のうちの
3 日間）：戦略コンサルティング業務体験 
・和魂偉才塾 エンジニア塾（8 月下旬～ 9 月下旬のうちの 5 日間）：
アプリ開発 
・和魂偉才塾 コンサルタント塾（11 月開催予定）：ビジネスコンサ
ルティング業務体験

インターンシップの PR ポイント

アイテック阪急阪神株式会社
業種：IT サービス・ソフトウェア

□■ [ ICT で社会を支える ] 鉄道・医療 ×ICT の魅力を体感■□
ICT 業界に興味はあるけれど、SE( システムエンジニア ) って何をす
るんだろう。
アイテック阪急阪神でその疑問を解消しませんか？先輩社員との交
流や、社員からのフィードバックも行います。

□当社インターンシップのここがすごい！□
～鉄道や医療を支える SE の仕事を体験～
阪急阪神東宝グループを ICT で支える当社ならではの仕事を体験し
ていただきます。
社員からのフィードバックもあるため、より実際の業務に近い体験
ができます。理系の方はもちろん、文系の方も大歓迎です。
ぜひアイテック阪急阪神で ICT の魅力を体感してください。

インターンシップの PR ポイント

学内開催のイベントのスケジュールがまとめて分かる︕アクセスは右上のＱＲコードから︕

　　－ 参加企業一覧 －



ノバシステム株式会社
業種：IT サービス・ソフトウェア

スマートフォン向けアプリケーションの企画・開発を体験していた
だきます。こんなアプリがあったらいいなという思いを、ビジネス
的な観点も踏まえた企画として立案・プレゼンし、実際のアプリケー
ション開発も体験していただける充実のプログラム（10 日間）をご
用意しています。学部、専攻、経験等は一切問いません。このインター
ンシップをきっかけとして活躍中の神戸大学卒業生も在籍していま
す。ぜひこのインターンシップを、ものづくりの楽しさや働く意義
を考える契機として活用してください。

インターンシップの PR ポイント

日本生命保険相互会社
業種：生保・損保

日本生命では、生命保険業の幅広い業務フィールドを体感いただく
ために、『職場受入型インターンシップ』を開催致します！（インター
ン専用ＨＰは 6月 1日にオープンします！）

◆概要
座学だけでなく、実際の業務フロアで職員と机を並べて、業務をご
経験いただけます。「営業企画・教育」「資産運用」「海外事業」「広報・
CSR」など計 8コースをご用意しており、「営業企画・教育コース」
では商品パンフレットなどの販売支援ツールの作成、「資産運用コー
ス」では取引先への同行訪問などを予定しております。
◆日程
第 1回：2018 年 8月 20 日（月）～ 8月 24 日（金）
第 2回：2018 年 9月 10 日（月）～ 9月 14 日（金）

インターンシップの PR ポイント

東洋ゴム工業株式会社
業種：自動車・自動車部品

当社はモビリティ製品であるタイヤ事業と自動車部品事業を柱にグ
ローバルに高い支持をいただいています。お客様の期待や満足を超
え、感動や驚きを生み出すことが当社の使命であり、日々革新を続
けています。
当社では、以下3つのテーマでインターンシップをご用意しています。
1. タイヤ設計開発　2. 生産設備開発　3. 社内システム開発
それぞれテーマは違いますが、「現状を分析し課題を明らかにする力」
や「課題を克服するために必要な思考力」などを鍛えることに加えて、
当社の社員と交流しながら課題に取り組んでいただくので、当社の
雰囲気を肌で感じていただけるかと思います。ご興味のある方は是
非エントリーください！

インターンシップの PR ポイント

日鉄住金物産株式会社
業種：商社

当社は鉄鋼、産機・インフラ、繊維、食糧の 4事業を展開し、それ
ぞれが業界 TOP クラスの事業領域を誇る” 複合専業商社” です。当
社のインターンでは、これら 4つの事業におけるトレーディングを
メインとしたビジネスモデルを通じ、商社とは何か、仕事とは何か、
そして人生とは何かを考えるべく、全国より集まった同志と共に 5
日間を過ごす、非常に密度の濃い内容をご用意しております。30 名
を超える社員や経営層と会えるチャンスもあり、自身のキャリアを
考える機会としては申し分ない環境をそろえておりますので、興味
のある方はぜひ応募ください。皆さんとお逢いできることを楽しみ
にしております！♪

インターンシップの PR ポイント

新日鉄住金エンジニアリング株式会社
業種：建設・設備・道路

世界最高レベルの環境で、実際の業務を体験して頂く濃密かつ実践
的なプログラムです。働くことに対するあなたの視野を一気に広げ、
思考を劇的に深める機会となることをお約束します！

＜文系＞
実施期間 ： 8 月下旬～ 10 月の期間のうち 2日間　　
実習場所 ： 東京本社・大阪支社、全国の各製鉄所
＜理系＞
実施期間 ： 7 月～ 9月の期間のうち 2 週間、及び 12 月～ 1月のうち
1日
実習場所 ： 全国１2都道府県、16 箇所の製鉄所・研究所 
●6月 1日より、当社HPにて応募受付致します。
【締切】文系／ 7月 13 日、理系／ 6月 24 日

インターンシップの PR ポイント

新日鐵住金株式会社
業種：鉄鋼

インターンシップの PR ポイント

ご飯を食べながら社会人と楽しく話そう！

神大学食トーク
予約・詳細はこちら

※要予約 ( 各日先着 50 名程度 ) https://happy-idworks.com/gt-koube-h30/

　　－ 参加企業一覧 －

　私たちの事業「エンジニアリング」は、時代の流れ・環境の変化
に対応しながら、産業に必要とされるモノ、社会の問題・課題を解
決するモノを作り上げる仕事です。当社は製鉄、環境、エネルギー、
海洋鋼構造、建築・鋼構造の 5事業分野で、日本・世界でオーダーメー
ドのプラント・インフラを建設・運営している会社です。
　それぞれの事業で働く社員が、具体的にどんな働き方をしている
のか、技術系社員が創り出す設計図、仕様書、それをもとに現場で
機器や建物がどのように作られているのか、実際に我々が行ってい
る業務を皆さん自身に実行していただくことで、エンジニアリング
企業で働くことの醍醐味、その面白さを肌で感じてもらいます。



株式会社モリタホールディングス
業種：その他［製造（輸送用機器）］

火災・地震・洪水など、もしもの時に備え大切な命を守るため、モ
ノづくりで社会に貢献する。モリタグループでは「人と地球のいの
ちを守る」をスローガンに、消防・防災・環境保全分野で 4事業を
展開しています。

1day インターンシップでは、アジア最大級の消防車工場をご見学い
ただくとともに、製品への試乗体験も予定しています。また、就業
体験では、製品企画段階のデザインレビューを実施する予定です。
消防車のエンジニアが指導・アドバイスさせていただきます。
消防・防災業界に興味がある！社会に貢献する仕事をしてみたい！
という方からのご応募をお待ちしております。

インターンシップの PR ポイント

ブラザー工業株式会社
業種：電機・電子部品・半導体

ブラザーは既存の事業の枠組みにとらわれず、一世紀以上、常に時
代の変化を捉え新しい製品やサービスを提供してきました。今日で
は海外売上比率が 80％を超えるグローバル企業へと成長しました。
「世界を舞台に活躍したい」「新しいことに挑戦したい」という思い
を持っている方、ぜひ私たちのインターンシップに参加してみませ
んか？

インターンシップでは、商品企画・開発などの職業体験を目的とし
たグループワーク・セミナーを予定しています。ブラザーのモノ創
りに込められた想いや挑戦の歴史、会社の雰囲気などを普段の会社
説明会とは違った視点から感じていただければ幸いです。

インターンシップの PR ポイント

ミキハウスグループ
業種：商社

インターンシップの舞台は海外。
世界NO.1 ブランドに向けて挑戦を続けるミキハウスで、自分の可能性
に挑み、世界を舞台に活躍するヒントを掴んでもらいたい。そんな想い
から立ち上がった "Grow"bal Internship にはこれまで 1万人以上の先輩
がチャレンジしてきました。
"Grow"bal Internship は単に社会や企業を理解するだけのものではない。
「マーケティング」「ブランディング」「ビジネスプランニング」など、
選考会においてもテーマがあり、社会で活躍していく上で役に立つヒン
トを得られる内容となっています。
是非 1day インターンシップのような感覚でご参加ください。
"Grow"bal Internship を通じて、これからのグローバル市場で活躍して
いく力を磨きませんか？

インターンシップの PR ポイント

株式会社日立製作所
業種：電機・電子部品・半導体

「優れた自主技術・製品の開発を通じて社会に貢献する」という創業
以来の理念を貫き、これまでに培ってきた技術力で電力、情報通信、
社会・産業ソリューションといった日々の生活に欠かせない社会イ
ンフラを支えてきた日立製作所。
その日立の幅広い仕事領域をリアルに体験できるのが、
『Hitachi Internship 2018』です。

研究開発、設計開発、システムエンジニアといった、実際の仕事に
即したテーマが豊富に用意されており、豊かな企業・仕事理解を獲
得できるプログラムです。
みなさんのご応募をお待ちしています。

インターンシップの PR ポイント

株式会社パソナグループ
業種：人材サービス

パソナは「社会の問題点を解決する」という企業理念のもと、誰も
が活き活きと自由に働くことができるよう、いくつもの仕事のイン
フラを創るソーシャルソリューションカンパニーです。
インターンシップでは 2つのプログラムにご参加いただけます。

●「人と組織を活かす」ＨＲコンサルティング体験プログラム（1DAY）
ケーススタディでのグループ単位フィールドバックに加え、一人ひ
とりにＨＲコンサルタントに必要なコミュニケーションスキルを実
践頂き、個人評価フィードバックします。
●淡路島地方創生インターンシップ（長期）
パソナグループが取り組む地方創生事業の現場で、現場社員との交
流や施設の運営に携わります。

インターンシップの PR ポイント

　　－ 参加企業一覧 －

6/12(Tue) 6/14(Thu) 17:00-20:00
六甲台第 1キャンパス和風レストランさくら (アカデミア館 3階 )

参加予定企業

－6/12(Tue)－
NTTファイナンス　サンエース
JFE システムズ　日産自動車　　
－6/14(Thu)－
中西金属工業　ニッタ
パソナグループ　森合精機

美味しいご飯が無料！

社会人と話せる貴重な機会に加えて…
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インターンシップ説明会

会場ＭＡＰ

企業見学会説明会
日 時
　と
場　所

主 催

7日3日(火)・17日(火) 17:00～18:00
国際文化学部食堂南側多目的ホール
7月4日(水)・5日(木) 12:30～13:00
鶴甲第1キャンパスA棟1階
ラーニングコモンズ      　

　毎年、多くの神大生が参加する企業見学会。
　各企業見学会のプログラム内容の紹介、申込方法などの
詳細は、「企業見学会説明会」にてお話します。

職業職業

Career
Design
Career
Design

Career
Design
Career
Design職業職業 業界

企業
業界
企業

対 象
参加費
日 程
場 所
主 催
問合先

神戸大学生･院生
無料(集合場所までの交通費は自己負担） 
8月～9月土日祝除く
企業所在地
神戸大学生協
神戸大学生協　TEL078-805-1582

見る！
・社会人はどんな風に
働いているのか、職場
はどんな感じなのか。
自分の目でしかと見て
みましょう。普段は見ら
れない貴重な現場も
見られますよ！

聞く！
・神大OBOGの先輩方
をはじめ、気になる企
業の社員さんの生の
声が聞けちゃいます。
この機会にHPでは分
からない質問もできま
すよ！！

企業見学会3か条

企業見学会
Discovery

就活何から・・・？
まずは、大人の現場見てみれば 触れる！

・会社が取り扱う商品
だけではなく、企業の
雰囲気にも触れられる
のが企業見学会。社員
の方とも触れ合えるチ
ャンスです！自分に合
った企業の雰囲気を
肌で感じましょう！！！

見て・聞いて・触れて、
自分がどんな企業で働きたいのか
見えてきます！

神戸大学生協　TEL078-805-1582


