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福島大学 COC+インターンシップ 
ワンデイから中期型へ！ 

 

福島大学 COC+事業では、若者の地元定着をめざす取り組みの一つとして、昨

年度、初めて一年生を対象にした「ワンデイ・インターンシップ・バスツアー」

を実施しました。今年度は「ワンデイ」をさらに充実させるとともに、２年生

以上を主な対象として、県「Ｆターンインターンシップ」とタイアップしたイ

ンターンシップを実施します。 

 

福島大学 COC+事業では、若者の地元定着をめざす取り組みの一つとして、昨年度、

初めて一年生を対象にした「ワンデイ・インターンシップ・バスツアー」を実施しまし

た。１年生約１，０００人の５割を超える約５４０人が参加しました。学生アンケート

では、県内事業所に興味を持つきっかけとなった、将来のキャリア形成に有意義だった

との回答が数多く寄せられ、一定の成果があったと考えています。今年度は、訪問事業

所数やエリア、訪問期間を拡大し実施いたします。 

さらに、昨年度の一年生が二年生に進級した今年度は、次のステップである中期型（１

～２週間）インターンシップも同時に推進していきます。この度、COC+事業の協働機関

である福島県がＵＩＪターン促進のため、新たなインターンシップ事業である「Ｆター

ンインターンシップ」を開始しました。福島県全域の事業所を対象に中期型を含め多様

なインターンシップが体験できる新しいインターンシップ事業です。福島大学としては、

COC+事業としてこの「Ｆターンインターンシップ」を学生に周知・推奨し、インターン

シップ体験学生を増やしていきたいと考えています。 

 「ワンデイ」の日程は別紙を参照していただき、当日の取材についてよろしくお願い

いたします。なお、「Ｆターンインターンシップ」についても、福島県への取材を含め、

県内の学生、事業所の皆さんへの情報提供にご協力いただければ幸いです。 

 
 
 
 

 

【問い合わせ先】 
福島大学 COC+推進室（FURE 5F） 

（担当：南、今泉、鴫原、佐藤） 
TEL: 024-504-2889 
Mail: cocplus@adb.fukushima-u.ac.jp 
初日（6/7）の連絡先: 090-8614-2115（訪問先①） 
            090-6628-2116（訪問先②） 

福島県商工労働部雇用労政課 
  主査 須藤法幸 

TEL: 024-521-7290 



福島大学 COC+推進室 

 

地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+） 

ふくしまの未来を担う地域循環型人材育成の展開 

 

平成２９年度 

ＣＯＣ＋ワンデイ・インターンシップ・バスツアー 

 

■趣旨・目的 

「インターンシップ（就業体験）」は、大学の外での経験を通して視野と関心の幅を広げる学びの

機会である。さまざまな社会と接することを通じて、職場の雰囲気や基本的なマナーに触れ、自分

自身の将来の職業に関する意識を形成することを目的としている。ワンデイ・インターンシップ・

バスツアーは、若者の地元定着を目指す COC+インターンシップの第一歩として、１年生に、まずは

福島県内の魅力的な事業所を知り興味・関心をもってもらうことを狙いとする。１日限りの数時間

のプログラムではあるが、自己を成長させる貴重な機会として、大学の外の体験により大学の中で

の日々の学習の意味づけができるよう、目的意識をもって臨むことを目指す。 

 

■対象 

福島大学１年生（約1,000名） （※平成28年度実績：540名参加） 

（人間発達文化学類・行政政策学類・経済経営学類・共生システム理工学類・現代教養コース） 

※複数の受入れ先から希望考慮の上、行先を決定する。 

■内容（案） 

（行先）県内全域   ※バスをチャーターし、乗り合わせて訪問します。 

（日程）２０１７年６月～９月末の間を予定 

 ７月～８月初旬：水曜日の午後（13時30分頃大学発～17時30分頃帰学予定）※２～３ｈ程度  

８月中旬～９月末（学生の夏休み期間中）：午前中～夕方までの間で実施 

（プログラム例） 

（１）企業見学 

事業所・工場等を見学することで、どんな企業か、どんな取組をしているかなどについて学び、

企業への理解を深める。 

（２）若手職員（キャリアサポーター）からの講話 

その企業で活躍している若手職員から、企業や魅力のほか、具体的な業務内容や仕事のやりがい

などについて経験談を交えながら話をしてもらうことで、どんな働き方があるかなど、自分自身

の職業観や社会人としてのイメージを高める。 

（３）体験活動・ワークショップなど 

研修や業務の一部を体験したり、「新しいプラン（サービス・商品）を考えてみよう」「改善点を

探ろう」などの課題に対し、インターン生同士で議論・協力しながら進めることで職業人の感覚

に触れ、仕事への理解や職業観の醸成を図る。 



事業所
番号 

事業所名 訪問日 所在地 業種（大分類） 業種（中分類） 

① 株式会社アポロガス 6/7（水） 福島市飯坂町 F.電気・ガス・熱供給・水道業 34.ガス業 

② 株式会社福島民報社 6/7（水） 福島市太田町 G.情報通信業 41.映像・音声・文字情報制作業 

③ 富士通アイソテック株式会社 6/14（水） 伊達市保原町 E.製造業 30.情報通信機械器具製造業 

④ 合同会社ななくさ農園 6/14（水） 二本松市戸沢 A.農業、林業 01.農業 

⑤ 株式会社向山製作所 6/14（水） 安達郡大玉村 E.製造業 28.電子部品・デバイス・電子回路製造業・食料品製造業 

⑥ ゼビオ株式会社 6/21（水） 郡山市朝日 I.卸売業、小売業 56.各種商品小売業 

⑦ 株式会社エフ・イー・ティーシステム ザ・セレクトン福島 6/21（水） 福島市太田町 M.宿泊業，飲食サービス業 75.宿泊業 

⑧ タカラ印刷株式会社 6/28（水） 福島市渡利 E.製造業 15.印刷・同関連業 

⑨ 福島コンピューターシステム株式会社 6/28（水） 郡山市大槻町 G.情報通信業 39.情報サービス業 

⑩ 奥の松酒造株式会社 7/5（水） 二本松市長命 E.製造業 10.飲料・たばこ・飼料製造業 

⑪ 株式会社いちい 7/5（水） 福島市さくら I.卸売業、小売業 56.各種商品小売業 

⑫ 有限会社吉川屋 7/12（水） 福島市飯坂町 M.宿泊業，飲食サービス業 75.宿泊業 

⑬ 北芝電機株式会社 7/12（水） 福島市松川町 E.製造業 29.電気機械器具製造業 

⑭ 福島キヤノン株式会社 7/12（水） 福島市佐倉 E.製造業 30.情報通信機械器具製造業 

⑮ 福島交通株式会社 7/19（水） 福島市東浜町 H.運輸業 43.道路旅客運送業 

⑯ 株式会社ダイユーエイト 7/19（水） 福島市太平寺 I.卸売業、小売業 56.各種商品小売業 

⑰ 国立研究開発法人産業技術総合研究所 福島再生可能エネルギー研究所 7/29（土） 郡山市待池台 L.学術研究、専門・技術サービス業 71.学術・開発研究機関 

⑱ 株式会社ワンダーファーム 8/8（火） いわき市四倉町 E.製造業、小売業、飲食サービス業 09.食料品製造業、飲食料品小売業、飲食店 

⑲ 株式会社タンガロイ 8/8（火） いわき市好間工業団地 E.製造業 26.生産用機械器具製造業 

⑳ 株式会社テレビユー福島 8/9（水） 福島市西中央 G.情報通信業 38.放送業 

㉑ 福島テレビ株式会社 8/9（水） 福島市御山町 G.情報通信業 38.放送業 

㉒ 株式会社エフコム 8/9（水） 郡山市堤下町 G.情報通信業 39.情報サービス業 

㉓ 磐梯リゾート開発株式会社 8/30（水） 耶麻郡磐梯町 M.宿泊業，飲食サービス業 75.宿泊業 

㉔ 株式会社ハニーズホールディングス 8/30（水） いわき市鹿島町 I.卸売業、小売業 51.繊維・衣服等卸売業 

㉕ 林精器製造株式会社 9/5（火） 須賀川市森宿 E.製造業 24.金属製品製造業 

㉖ 株式会社シグマ 9月初旬 耶麻郡磐梯町 E.製造業 29.電気機器具製造業 

㉗ 会津電力株式会社 9/20（水） 喜多方市 F.電気・ガス・熱供給・水道業 33.電気業 

㉘ 末廣酒造株式会社 9/22（金） 大沼郡会津美里町 E.製造業 10.飲料・たばこ・飼料製造業 

㉙ 株式会社元気アップつちゆ 9/26（火） 福島市土湯温泉町 F.電気・ガス・熱供給・水道業 33.電気業 

㉚ 株式会社山水荘 9/26（火） 福島市土湯温泉町 M.宿泊業，飲食サービス業 75.宿泊業 

㉛ 株式会社菊池製作所 9/26（火） 相馬郡飯舘村 E.製造業 24.金属製品製造業 

㉜ 株式会社羅羅屋 会津若松工場 9/28（木） 会津若松市河東町工業団地 E.製造業 32.その他の製造業 

ワンデイ・インターンシップ・バスツアー 訪問事業所一覧（訪問順） 



  

Fターンインターンシップ推進事業の案内は裏面にも記載しております。 

受入企業の紹介、申込受付、相談対応、各種書式の案内等を 
ＷＥＢサイトにて実施しております。 

（URL： http://www.f-turn.jp/internship） 

県内全域を対象とした多くの 
受入企業、様々なタイプの 

インターンシッププログラムから 
選択できます。また、みなさんの 
成長をしっかり引き出すことが 

可能なプログラムを 
準備しております。 

Ｆターンインターンシップ推進事業の特徴 

受入企業様にはインターン 
シップの趣旨を理解いただき、 
安全・且つ有意義な体験が 
できるよう本事業でしっかり 
サポートしておりますので、 
学生のみなさんには安心して 

参加いただけます。 

インターンシップに精通する 
専門スタッフが 

相談からマッチング、事前研修、 
事後フォローまで一貫して 
サポートいたします。 

Ｆターンインターンシップ推進事業（主催：福島県） 

成長につながる一歩、 
   踏み出してみませんか？ 

インターンシップ 
参加者のＷＥＢエントリーを開始します！ 

POINT 1 POINT 2 POINT 3 

 大学生、短期大学生、大学院生、高等専門学校生、専門学校生 （学年は問いません） 

対象 

《お問い合わせ先》 
0120-017-366 

（ 受付時間／月～金 9：30～17：30 ） 

Ｆターンインターンシップ推進事業 
運営事務局 

com-f_turn_is@mynavi.jp 

スマホは 
こちらの 

ＱＲコードから！ 

◎『Ｆターンインターンシップ推進事業』とは？◎ 
福島県内外の学生に、県内企業への理解を深め、 

関心を高めるとともに、学生の職業意識を醸成するため、 
企業および大学等の協力のもと、 

インターンシップを推進する福島県のプロジェクトです。 

※4月24日10時以前のエントリーは無効となりますのでご注意ください。 



Ｆターンインターンシップ推進事業 実施の流れ 

まずはWEBサイト
にある企業情報や
インターンシップ
プログラムを確認
いただき、エント
リーフォームより
お申込みください。 

STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 

お申込みから 
３営業日中に 
事務局より 

「申込受付完了」 
の旨、連絡を 
差し上げます。 

充実したインター
ンシップを経験 
いただけるよう、
専門スタッフに 
よる電話・メール
等での個別相談を
実施いたします。 

希望のインターン 
シッププログラム
開始30日前までに

事務局より 
受入企業様との 
日程調整について 
結果をご連絡 
いたします。 

インターンシップ
参加にあたり身に 
つけておきたい 
知識を習得する
「事前研修」を 
実施いたします。 
期間中の留意事項
なども併せて 

お伝えいたします。 

ＷＥＢエントリー 申込確認連絡 個別ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ 結果通知 事前研修の実施 

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
開
始
！ 

  

インターンシップ開始までの流れ 

募集スケジュール 

みなさんがしっかりと準備を整え、安心してインターンシップに参加いただけるよう、 
インターンシッププログラムの開始時期にあわせて、下記の通り申込期限を設けております。 

受入企業様ごとのプログラム詳細はＷＥＢサイトで随時お知らせいたしますので、 
是非ともお見逃しのないようご確認ください！ 

※なお、受入企業様によっては個別に締切を設けている場合もございます※ 
※ＷＥＢサイト掲載の募集内容をご確認くださいますようお願いいたします※ 

《留意事項》事前に確認しましょう♪ 

ご参加にあたり、インターンシップ期間中の 
不測の事態に備えた保険加入が必須となります。 
学校によっては、入学時に原則全員加入と 
なっている場合もありますので、予め確認して 
おきましょう。 

インターンシップ参加を学校の単位取得に活用
したいとお考えの場合、各種手続きはご自身で 
行っていただく必要があります。 
どんな書面や手続きが必要となるのか、参加前
にしっかりと確認しましょう。 

第１期 
（夏休み期間） 

第２期 
（課外活動） 

第３期 
（冬休み期間） 

インターンシップ時期 ８月・９月開始 １０月・１１月開始 １２月・１月開始 

申込締切（一次） ６月１４日（水） ８月１６日（水） １０月１３日（金） 

申込締切（二次） ６月３０日（金） ８月３１日（木） １０月３１日（火） 

マッチング結果通知 ～７月初旬 ～９月初旬 ～１１月初旬 

事前研修（※） ７月上旬～ ９月上旬～ １１月上旬～ 

※事前研修は会場開催の他、学内にて開催する場合もございます。 
 受入企業様との日程調整が整い次第、事前研修の日程や準備物などについてもご案内いたします。 

  自分の可能性を拡げ、福島を元気に！ 
心配ごとや不明点がおありの際は、気軽にご相談ください！ 
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