
2023年卒業予定の
障がい学生のための

WebSana
登録学生会員数
毎年 2500人

以上

障がい学生就活応援サイト
業界最大級の実績！

※ 過去 WebSana に掲載した延べ企業数

就活準備サイト・メディアのご案内
掲載企業数

延べ

5000社
以上

※
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ウェブ・サーナ 2023

スムーズに就職活動を行うために準備をスタートしよう！

会員登録はこちら

▲



4月～ WebSana2023に登録しよう！

8月～ インターンシップに参加しよう！

で就職活動の流れを知ろう！

障がい学生向け
インターンシップ情報

『WebSana2023』は、これから就職活動を行う障がい学生の皆さんに向けて、
「就職活動を研究・準備」するために役立つさまざまな情報を発信するウェブサイトです。

インターンシップは企業や仕事への理解を深
め、興味のある業界や企業を発見できる貴重な
チャンスです。6月からインターンシップへのプ
レエントリーが始まり、8月から開催日程に予
約できる企業が増えてきます。2022年2月ま
で開催しているので、積極的に活用しましょう。

昨年度のインターンシップ開催・掲載企業

多くのインターンシップは10月～ 2月に開催にされます。

就職活動の準備は

まずは会員登録から！

企業理解が深まる！

働くことを理解できる
！

※掲載企業やインターンシップの開催日程は随時更新

サービス

JALサンライト	

三井物産ビジネスパートナーズ

博報堂DYアイ・オー

リクルートオフィスサポート

証券・金融・保険

JA三井リース	

農林中央金庫

大和証券

芙蓉総合リース

情報・通信・マスコミ

パナソニック
システムソリューションズジャパン

アクセンチュア

大塚商会

NHK	（日本放送協会）

ソフトバンク

富士通エフサス

NECグループ

KADOKAWA

NTTドコモ

ドコモCS

マイナビ	

メーカー

アイシン精機

キリンホールディングス

アドヴィックス

ソニー

太平電業

富士通

日本たばこ産業（JT）

ヤマザキビスケット

味の素AGF

資生堂

オムロン

ダイキン工業

ファンケル

日本イーライリリー	

ヤクルト本社	

パナソニック

雪印メグミルク

商社

花王グループ・
カスタマーマーケティング

キヤノンマーケティングジャパン

キムラユニティー

対面式 WEB

就職活動のポイントを
知ることができる！
自己分析の仕方や書類の作成方法、面
接でのポイントなど就職活動に必要な流
れを確認しましょう。

先輩の就活体験談を
知ることができる！
400人以上の先輩が行った就活体験を
掲載。就活で工夫したこと、自己分析・
企業研究のポイントなどを紹介。

業界・企業のことがわかる
就活準備イベントに
予約・参加できる！
直接人事担当者から情報収集が可能な「就
活準備イベント」への参加予約ができます。

インターンシップへの
プレエントリーや参加予約ができる！
対面式・WEB開催などのインターンシップ
開催方法により参加のチャンスが増えてい
ます。

京都 大阪愛知東京 etc.WEB開催

会員登録はこちら

▲



10月～ 就活準備イベントに参加しよう！

12月～1月 インターンシップイベントに参加しよう！

就職活動アドバイス

就活に必要な準備すべきことが分かる特別ガイダンス。
これから就職活動を始める皆さんに、障がい者採用の現状や就職活動のポイント、企業研究
の方法などを解説します。障がいのある方の就職情報の専門であるサ〜ナの講師から様々なア
ドバイスを受けることができます。また、個別相談もできますので、気軽に参加してみましょう！

就活本番までに
やるべきことがわかる

！

インターンシップって何？

各企業へ直接
アプローチ可能！

オープンガイダンス	スケジュール

第一部

障がい学生の就職戦線について
❶ 最新の障がい者の雇用状況
❷ 民間企業の就職状況
❸ 一般採用と障がい者採用の違い
❹ 特例子会社とは
❺ 就職活動の時期

第二部

今押さえるべき就活ポイント
❶ 自己分析と自己 PR
❷ 企業研究・志望動機
❸ 障がいについて
❹ 就職情報「サ～ナ」とは
❺ インターンシップ情報

京都大阪 福岡名古屋 広島

全国5地域
1日2回開催
少人数制

東京・名古屋・大阪で
12月〜1月	開催予定

1日で複数の企業のインターンシップ情報を収集すること
ができます。

第一部　企業人事担当者からのインターンシップ紹介 
参加企業すべてに参加できます。人事担当者よりプログラムや参加
メリットを紹介。

第二部　各企業ブースでのインターンシップ相談会 
各企業のブースに訪問できます。より詳細な説明や質疑応答などを
おこないます。
興味をもった企業のインターンシップに会場でプレエントリーが可能です。

対面式 WEB

インターンシップを理解する
［受付開始9月～］

［受付開始8月～］

企業のインターンシップ情報を知るには、ぜひインターンシップライブに参加してみましょ
う！　「どんな企業が開催するのか」「企業のインターンシップとはどんな感じ？」「いきなりイ
ンターンシップに参加するのは…」という方にはぜひこのイベントがおすすめです！　また、
企業が個別に行うオンラインでのWEB開催もいたします。

対面式 WEB

対面式

※手話通訳・UDトークの対応があります

オンラインにて
1月開催予定

企業ごとにWEBでのインターンシップ説明会を
実施。興味がある企業の情報を確認しましょう。

・企業紹介
・企業人事担当者によるインターンシップ説明
・質疑応答

プログラム例

プログラム

WEB開催のため、気軽に参加ができます。服装自由・ 
スマートホンでの参加も可能です。

サ～ナでは新型コロナウイルス等の感染予防対策として来場される方々の安全を考慮し、
対策を実施しております。



�

1月～2月 企業研究イベントに参加しよう！

3月～ 面談会に参加しよう！

企業・業界研究を進めよう

就活本格
スタート !

本格的に就職活動がスタートする直前、企業研究や
業界研究ができるサ〜ナ企業研究セミナー。複数の
業界や企業を比較し、また、自分の知らなかった業界
や仕事について理解を深めていくことができます。

〇500円分のQUOカード
〇情報収集・企業研究に役立つ各種情報誌等をプレゼント

2022年3月卒業予定の障がいのある先輩の『サ〜ナ就活体験記』・
就活応援マガジン『SanaNEWS』・『サーナインターンシップガイド』

など

東京・大阪・名古屋・広島・福岡の主要5都市で開催す
る、障がい者のための合同企業面談会は、企業と直接出
合い、情報収集・応募ができるイベントです。新卒学生限
定の面談会も開催しますので、積極的に参加しましょう。

［受付開始 9 月～］

会員登録“特典”
早期

※ 2021年3月から2022年2月末までの期間に会員登録をされた方に限らせていただきます。

（株）イフは、一般財団法人日本情報経済社会推進協会よりプライバシーマークの認定を受け、個人情報を適正に扱う事業者に認定されております。

�

会員登録は
こちら▼

 TEL：0120-372-150（受付時間／平日10：00 〜18：00） 
〒108-0023 東京都港区芝浦3-16-4 山田ビル5F 

お問い合わせはこちら

各企業から直接
情報を収集しよう

対面式 WEB

対面式

サ～ナでは新型コロナウイルス等の感染予防対策として
来場される方々の安全を考慮し、対策を実施しております。

【2022年3月より 東京・名古屋・大阪・広島・福岡にて開催予定】［WEB説明会も実施予定
（2022卒開催実績あり）］

フェスタ参加のメリット
【企業発見】一日で多くの企業と出合える
【情報収集】人事担当者との直接面談

【応募】その場でエントリーや説明会予約ができる企業もあり
【就活相談】相談コーナーで就活の疑問を解消

東京・大阪などで
1月〜2月	開催予定

さまざまな「業界のこと」「企業のこと」を1日で知ることが
できるセミナーです。

第一部　人事担当者からの企業PR 
参加企業すべてに参加できます。イベントエリアにて参加企業の人
事担当者から企業の魅力をお話しいただきます。

第二部　企業別グループ相談会 
各企業のブースに訪問できます。企業のより詳細なアピールポイン
トや選考についての紹介・質疑応答などをおこないます。

対面式 WEB

※手話通訳・UDトークの対応があります

オンラインにて
2月開催予定

業界・企業を理解できるセミナーを企業ごとに開
催。人事担当者から直接情報を収集しましょう。

・企業紹介・事業内容など
・OBOGによる仕事・職場環境の説明
・質疑応答

プログラム例

プログラム

WEB開催のため、手軽に参加ができます。服装自由・ 
スマートホンでの参加も可能です。

［受付開始12月～］

［受付開始2月～］

WEB


