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京都工芸繊維大学の皆様へ

理系学⽣のための
インターンシップ活用講座

株式会社リクルートキャリア

大学支援推進部



(C) Recruit Career Co., Ltd.

本日の話

1. インターンシップ環境と参加目的

2. 企業探しのコツと選考に向けての対策

3. インターンシップ参加時の注意



大学 企業

就業体験学業

インターン
シップ

出所：文部科学省（2013）「インターンシップの普及及び質的充実のための推進方策について意見のとりまとめ」

学⽣が在学中に、企業等において自らの専攻や
将来のキャリアに関連した就業体験を行うこと。

インターンシップって何？
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出所：就職みらい研究所「就職白書2018 ‐インターンシップ編‐」より

企業はなぜインターンシップを開催するの？

企業のインターンシップ開催の主な目的は
学⽣に自社を含め、業界・仕事の理解をしてほしい
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インターンシップ参加のメリット
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どんな雰囲気
どんな働き方なのか

どんな人が
活躍しているのか

どんな
やりがいを持って
働いているのか

やっぱり
そうだった！

イメージと
全然違う！

インターンシップ

インターンシップ

気づき

実際に体験してみないと分からない情報を
集めることができるのがインターンシップ！

「説明会で話を聞くだけ」
「ネットで情報を集めるだけ」では絶対に分からない…



マスター タイトルの書式設定

(C) Recruit Career Co., Ltd.

インターンシップ参加の際に注意すること

学業・研究
優先

目的を持つ
こと

大学で力をつけることが重要です。

研究がおろそかになったり、授業を欠席しないように

「何のために」インターンシップに参加するのか

あくまでインターンシップは「手段」であることを忘れずに



面接

インターンシップにも選考がある！逆算して考えると…
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就職活動 情報収集 エントリー
ES提出
筆記試験
適性検査

企業選定
説明会
参加

内々定

応募 IS予約
インターン
シップ 情報収集 エントリー 面接企業選定

ES提出
筆記試験
適性検査

IS参加
振り返り

8月7月6-7月6月4-5月



昨年の夏エントリーシートの締め切りと質問項目例

業種 インターンシップ開催日程 エントリー締め切り エントリーシートの質問項目

メーカー
2018年8月27日(月)〜 8月31日(金)
2018年9月3日(月)〜 9月7日(金)

2018年9月10日(月)〜 9月14日(金)

1次締切：
2018年7月1日(日)

2次締切：
2018年7月8日(日)

(1) 目標を達成するために、集団で取り組んだ経験を教えてください。(300
文字程度)
(2) 最も難易度の高かった取り組みについて教えてください。(300文字程度)
(3) 社会人として働く上で、ご自身が大切にしたい軸や考え方を教えてくださ
い。(300文字程度)

運輸

2018年8月19日(木)〜23日(日) 東京
2018年8月24日(金)〜25日(土) 大阪

※上記の日程のなかで、午前の部(9:30-12:30)
または午後の部(13:30-16:30)に参加

全日程共通：
7月7日(火) 17:00

他社のインターンシップへ参加した、または参加する予定のある方は社名や内
容を具体的にご記入ください
(200文字以内）

IT 開発コース：2018年8月20日(月)〜24日(金) 7月3日(火) 12:00

(1) 「〇〇 Summer Job 2018」開発コースへ参加を志望する理由につい
て述べてください。 （200文字以内）
(2) ご自身の性格を、それを示す具体例も含めて述べてください。 （200文
字以内）
(3) AIの進化が今の生活にどのような影響を与えるか、ご自身の考えを述べ
てください。 （300文字以内

メーカー
①2018年8月21日(火)〜25日(土)
②2018年8月28日(火)〜9月1日(土)

7月1日(日)
設問 (1) 学生時代に力を入れたことを教えてください。(200文字以内)
設問 (2) インターンシップへの申し込み動機を教えてください。(200文字以
内)

コンサルタント 2018年8月1日(水)〜8月24日(金)の中から1日
7月9日(月) 13:00 

※プレエントリー締切 7月4日
(水)

(1) 大学時代にあなたが自分で考えて行動し、結果(成果)を残した最も大
きな経験を教えてください。※大学入学以降の経験。入学試験は除く。
(200文字以上400文字以内)
(2) 〇〇の夏季インターンシップに応募した理由を教えてください。(200文字
以上400文字以内)
(3) これまで大切にしてきたことを教えてください。(200文字以上400文字
以内)

ゼネコン
2018年8月8日(水)〜10日(金) 東京
2018年8月16日(木)〜17日(金) 大阪
2018年8月27日(月)〜28日(火) 大阪

東京本社：7月11日(水)
大阪本社：7月25日(水)

(1) 今まで力を入れてきたこと、自己ＰＲ等、自由に書いてください。（400
文字以内）
(2) 〇〇建設への参加を希望する理由を書いてください。（400文字以内
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インターンシップ月別開催割合
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（リクルートキャリア『採用活動中間調査2019年卒』／『採用活動中間調査2018年卒』）

【インターンシップ月別開催割合】

※インターンシップ開催件数より算出

0.5％

2.8％

6.6％

23.4％

14.6％

5.7％ 5.3％

9.3％

11.0％

18.4％

1.2％ 1.1％

3.6％
3.8％

7.9％

21.7％

13.3％

6.9％ 5.7％
7.9％

9.1％

12.2％

3.2％

4.9％

5月以前 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月以降

2020年卒 2019年卒

夏と冬がインターンシップ開催のピークとなる



夏と冬のインターンシップ違いは？

冬は短期メインだが夏は短期・中/長期の両方を選べる ！

【夏】夏休み中なので比較的長期(5日間～)が
他の時期に比べて多い。

【冬】１日など短期プログラムが多い。



座談会型 グループワーク型 実践型

内
容

チームでプロジェク
トに取り組み、調査
や制作物を作成する。
またグループワーク
を通して仕事や業界
理解を深められる。

現場で働く社員の
業務の一部を担当
し実際に 実践型
の業務 経験を積
める。

期
間

１日～２日 ３日～２週間 １週間～１カ月

募集
人数

多い 比較的多い 少ない
（若干名）

数人の学⽣の中に
社員が加わり、社
員と自由なコミュ
ニケーションが取
れる。

インターンシップ期間による違い
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(参考)内定取得学⽣の平均活動量

2018卒 2019卒

インターンシップに参加した 3.30社 4.64社

OB・OGなど社会人の先輩を訪問した
2.86 社／
4.65 人

2.44 社／
3.17 人

リクルーターから接触された 3.16 社／5.03 人 3.63 社／5.36 人

企業・組織団体等にエントリー・プレエントリー（資料・情報の請求）をした 35.84 社 27.38 社

大学で開催される合同説明会・セミナーに参加した 4.58 回 4.15 回

大学以外で開催される合同説明会・セミナーに参加した 5.01 回 5.02 回

個別企業の
説明会・セミナー

対面（社内、会場）で開催されるものに参加した 14.29 社 12.83 社

Web上で開催されるものに参加した 4.80 社 4.47 社

エントリーシートなどの書類を提供した 15.82 社 13.46 社

適性検査や筆記試験を受けた 10.76 社 8.93 社

面接など対面での選考を受けた 9.26 社 8.19 社

内々定・内定を取得する 2.54 社 2.36 社

※就職みらい研究所「就職白書2018・2019」より



昨年の先輩の失敗からの学び

「とりあえず」のインターンシップ参加は意味がない。

→目的をもって、インターンシップに参加することが大事。
目的をもつことで、インターンシップ参加後に振り返りが
でき、自己理解・企業理解につなげることができる。

夏インターンシップに参加できても、油断しない。

→夏インターンシップに参加できたからといって、本選考
がうまくいくとは限らない。むしろ、インターンシップ参
加して「どんな気づきがあったのか」、「何を学んだの
か」が大事となる。



内定者のインターンシップ参加状況(企業回答)

内定者のインターンシップ参加状況（インターンシップ実施企業/単一回答）

そもそも、インターンシップを採用目的として

実施している企業は26％しかない

引用：就職みらい研究所：「就職白書2019」



インターンシップと採用選考の関係(学⽣回答)

39.6％のインターンシップ参加学⽣が

採用選考とまったく関係がなかったと回答



インターンシップ参加企業への入社予定状況

インターンシップ参加企業への入社予定状況
（インターンシップ参加者・就職先確定者/単一回答）

引用：就職みらい研究所：「就職白書2019」

インターンシップを活用して
その業種が自分に合うか・合わないかの判断している



企業を知る・企業の理解を深める

1.【ウェブ系】

・企業HP、新卒採用ページ

・就職情報サイト

・業界マップ、業界本、四季報

・「有価証券報告書」、CSR報告書、新聞

2.【対面系】

・企業説明会への参加

・OBOG訪問

・大学主催のセミナー

・インターンシップへの参加



インターンシップの探し方
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1. 自分が興味のあるキーワードで検索

例：英語、海外、先見性のある

2. 『条件』で探す

「業種」「職種」「実施場所」「実施開始月」

などの希望条件で探すこともできます！
 業種例：メーカー、商社、銀行など

 職種例：事務系、営業系、IT系、技術系など

 実施場所例：関東、近畿↔東海、中国・四国など

 実施時期例：7月、8月、9月など

3. 先輩が活躍している企業から探してみる

フリーワード検索で「自分の大学」を検索！

OB・OGが活躍している企業の情報を
探すこともできます！

インターンシップを「複数」の切り口から
体験することで、自己理解・仕事理解がより深まる



実は・・・もうインターンシップ探せます

6月1日のインターンシップサイトオープンに向けて
興味あるインターンシップを先に見つけよう



マスター タイトルの書式設定

(C) Recruit Career Co., Ltd.

まずはアプリにログインしよう

STEP１『リクナビ2020アプリ』をダウンロード

STEP２ アプリでログインをしよう

自分のID/Pass
を入力しよう！

登録がまだの人
はこちら！



インターンシップの選考方法

選考方法は、「書類」が38.4％で最も多い。

（％）

インターンシップ参加者の選考方法
（インターンシップ実施企業［実施予定企業も含む］/複数回答）

引用：就職みらい研究所：「就職白書2019」



マスター タイトルの書式設定

(C) Recruit Career Co., Ltd.

①自己PR

②学⽣時代がんばったこと

自分の特徴は何か。
企業に入って特徴を活かすことができるか。

学生時代にどんなことをがんばってきたのか。
そこから何を学んだか。

定番の質問とは

③インターンシップ参加理由
何を学びたいと思っているか
志望を知っておきたい。

就活準備対策にもなります！早めの準備を！



マスター タイトルの書式設定

(C) Recruit Career Co., Ltd.

企業が知りたいこと

企業は自己PRやガクチカのエピソードや経験を通じて

「あなたらしさ」を知ろうとしている

ポイントは「再現性」

その経験・体験は仕事に応用できそうか？
会社に入ってから活躍するイメージがわくか？



マスター タイトルの書式設定

(C) Recruit Career Co., Ltd.

それぞれの書き方

①結論（強みを一言でいいきる）

②結論を裏づける具体的な経験・エピソード

③なぜ、その体験が「自分らしさ+強み」なのかをまとめる

①結論（がんばったことを一言で表現）

②結論を裏づける具体的な経験・エピソード

③その体験から得た「学び」をまとめる

自
己
Ｐ
Ｒ

ガ
ク
チ
カ



就職準備サイト活用講座

〇〇大学の皆さんへ

(C) Recruit Career Co., Ltd. ※ 2018年6月1日時点・主要就職準備サイト比較

志望のインターンシッププログラムを選んだ理由

●志望の強さ

●そのプログラムから何を得たいのか

●そのプログラムをどう活かしたいのか

を具体的な自分の目的、志向をもとに

自分の言葉で伝えること。

「インターンシップへの参加目的」を
聞かれているのに、

その企業への志望動機、答えていませんか？

インターンシップの志望動機とは



(C) Recruit Career Co., Ltd.

本日の話

1. インターンシップ環境と参加目的

2. 企業探しのコツと選考に向けての対策

3. インターンシップ参加時の注意



マスター タイトルの書式設定

(C) Recruit Career Co., Ltd.

インターンシップフォーラム
に参加しよう！

6/14（金）6/15（土）

10:00～17:40
松ヶ崎キャンパス体育館



就職準備サイト活用講座

〇〇大学の皆さんへ

(C) Recruit Career Co., Ltd. ※ 2018年6月1日時点・主要就職準備サイト比較

インターンシップ合同企業説明会の参加はリクナビアプリから！

参加無料

入退場自由

服装・髪型自由

＼気軽に参加しよう／

日程をメモしておこう

京都駅から会場まで
予約制 無料バス配車

参加予定企業

日本ハムグループ｜ジェーシービー（JCB）｜Ｐｌａｎ・Ｄｏ・Ｓｅｅ
日本郵政グループ（日本郵便、ゆうちょ銀行、かんぽ生命保険）
セキスイハイムグループ｜コクヨ｜小林製薬｜UCC上島珈琲｜ANAテレマート

Ｓｋｙ｜村田製作所｜ルートイングループ（ROUTE INN HOTELS） など多数



就職準備サイト活用講座

〇〇大学の皆さんへ

(C) Recruit Career Co., Ltd. ※ 2018年6月1日時点・主要就職準備サイト比較

予約・来場で就活準備応援グッズをプレゼント

就活準備に役立つ
「Amazonギフト券(500円分)」を全員にプレゼント！

今すぐ予約しておこう！

WES画面

①参加したいイベントを選択

②キャンペーンコード「2021」を

入力して予約

③イベントに来場

受け取り方法

対象者の方に、7月末頃ギフト券コードを
リクナビ登録のメールアドレス宛に配信します

こちらに

「2021」と入力



インターンシップはあくまで手段でしかない
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自分 企業何度も繰り返す
共通点を探す

理想の働き方 社風・働き方

自分の行動の特性 現場で求められる行動

大切にしていること 大切にしていること

相性

夏のインターンシップを活用して、
企業の情報と自分の傾向を「深堀り」してみよう！



まずは夏のインターンシップ
に向けて行動してみよう！
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