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  課題解決型インターンシップ事例集発行に寄せて 
 

インターンシップを取り巻く環境は、ここ数年、目まぐるしく変化しています。つ

い先日も、経済団体がインターンシップに関する指針を変更し、日数に関する制限規

定を撤廃する旨のニュースが報じられました。次代を担う若者のキャリア形成がより

良いものとなるために、私たちはどのような機会を提供するべきなのでしょうか。 
 

「仕事」を経験することで学びや気付きを得て、キャリア形成や専門の学びにつな

げる、というインターンシップの基本に立ち返れば、ひとつの解が、この事例集で取

り上げられているような、実践的なインターンシップにあると考えています。 
 

“解のない”仕事に協働的に取り組み、仮説検証を繰り返す中で、学生は多くのこ

とを学びます。同時に、事業所の課題解決の一端を担うことができれば、受入の持続

性も担保され、プログラムそのものを改善していくことも可能となります。 
 

“インターンシップ”という取り組みの本質が問われているこのタイミングで、こ

うした教育的効果の高いインターンシップの実践事例集が取りまとめられることに

は、非常に大きな意義があります。各々の取り組みを磨き上げ続けると同時に、立場

を越えて情報を共有しあい、地域全体の人材育成力を高めることこそが、今私達が成

すべきことではないでしょうか。一関係者として、企業、大学等の関係者の皆様が取

り組みを進められる際に、この事例集が少しでもご参考となることを願います。 
 

追手門学院大学 基盤教育機構      

特任助教 大串 恵太  

 

 
 

＜各事例の分類について＞ 

    各事例は、課題の性質により、以下の４つの項目に分類しています。 
 

○ 事業・商品の企画・・・・・・・・事例Ｎｏ. １～２５ 

○ 販路開拓・販売促進・・・・・・・事例Ｎｏ.２６～３４ 

○ 事業・業務の改善・・・・・・・・事例Ｎｏ.３５～５０ 

○ 製品・技術の評価や改善・・・・・事例Ｎｏ.５１～５５ 
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事例分類一覧表（課題の性質による分類） 

【事業・商品の企画】 

（H27.3掲載事例） 
事例№ 
(頁数) 

事例タイトル 受入れ企業・団体 参加学生 期間 
１ 

(p7) 

中小企業求人紹介動画の
作成 

合同会社傍楽（はたらく） 
・所在地  滋賀県東近江市 
・従業員数 役員のみ 5名 
・資本金  30万円 

滋賀大学 経済学部 ２回生（男
性・女性 各１名） 

１６日間 

２ 

(p9) 

学生向け企業紹介冊子作
成のための取材の実施 

立命館大学 
・所在地  滋賀県草津市 
・従業員数 3,348名 
 

立命館大学 経営学部 ４回生、
３回生、３回生  
政策科学部３回生 
計４名（男性１名、女性３名） 

６箇月間 

３ 

(p11) 

新事業の立ち上げと既存
事業の新規顧客の開拓 

有限会社アサヒプロテクトニ
ーズ 
・所在地  大阪府大阪市 
・従業員数 28名 
・資本金  300万円 

大谷大学 文学部 ３回生（男性） ３箇月間 

４ 

(p13) 

 

複数の中小企業支援事業
の体験 
 

株式会社シーズクリエイト 
・所在地  大阪府八尾市 
・従業員数 約 150名 
・資本金  7,000万円 

追手門学院大学 心理学部 ３回
生（女性） 

３０日間 

５ 

(p15) 

 

大学の講座の導入部分の
企画 
 

株式会社ワークアカデミー 
・所在地  大阪府大阪市 
・従業員数 86名 
・資本金  9,000万円 

大阪商業大学 総合経営学部 ３
回生（女性） 
 

５日間 
 

６ 

(p17) 

先進的農業生産法人の新
たなビジネスチャンス創
造 

有限会社柑香園（観音山フル
ーツガーデン） 
・所在地  和歌山県紀の川

市 
・従業員数 20名 
・資本金  1,000万円 

和歌山大学 経済学部 ３回生
（男性） 

１２日間 

７ 

(p19) 

地域のニーズと魅力を生
かした旅行商品の開発 

株式会社徳バス観光サービス 
・所在地    徳島県徳島市 
・従業員数 50名 
・資本金    1億円 

四国大学 文学部 ３回生（女性） ５日間 

８ 

(p21) 

地域の特性、企業の個性
を生かした商品の開
発・製作 

株式会社ハレルヤ 
・所在地  徳島県板野郡松

茂町 
・従業員数 33名 
・資本金  3,000万円 

四国大学 生活科学部 ３回生
（女性） 

５日間 

９ 

(p23) 

 

シニア向け情報誌の作
成 

株式会社ユメコム 
・所在地  京都府京都市 
・従業員数 5名 
・資本金  2,400万円 

立命館大学 文学部 ２回生（女
性） 

６箇月間 

１０ 

(p25) 

 

企業のイメージアップ
につながる社会貢献事
業 

株式会社インサイトハウス 
・所在地  京都府京都市 
・従業員数 10名 
・資本金  7,366万円 

京都府立大学 生命環境学部 ３
回生（男性） 

１０日間 

１１ 

(p27) 

大学生向け情報誌の作
成、企業と大学生との交
流会イベントの運営 

株式会社インテリジェンスオ
フィス 
・所在地  京都府京都市 
・従業員数 71名 
・資本金  1,000万円 

龍谷大学 社会学部 ３回生（女
性） 

６箇月間 

１２ 

(p29) 

 

コンペに応募する店舗デ
ザインの作成 
 

株式会社ピクデザイン事務所 
・所在地  大阪府大阪市 
・従業員数 4名 
・資本金  1,000万円 

大阪市立大学 ３回生（女性） １箇月間 
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１３ 

(p31) 

弁当販売における営業戦
略の企画やマーケティン
グ、メニュー開発 

株式会社ミレニアムダイニン
グ 
・所在地  兵庫県神戸市 
・従業員数 22名 
・資本金  1,500万円 

神戸松陰女子学院大学 人間科
学部 ３回生（女性） 

８日間 

 
（H27.12掲載事例） 
事例№ 
(頁数) 

事例タイトル 受入れ企業・団体 参加学生 期間 
１４ 

(p33) 

 

大学生向けフリーペーパ
ーの発行、企業と大学生
との交流会イベントの開
催 

株式会社インテリジェンスオ
フィス 
・所在地  京都府京都市 
・従業員数 88名 
・資本金  1,000万円 

龍谷大学 社会学部 ２回生（女
性） 

６箇月間 

１５ 

(p35) 

輸出貨物梱包用パッケー
ジ商品の新規開発 
 

ワコン株式会社 
・所在地  和歌山県紀の川

市 
・従業員数 76名 
・資本金  1,000万円 

和歌山大学大学院 システム工
学研究科 １回生（女性） 

１０日間 

１６ 

(p37) 

不良解析ソフトウェアの
開発 

太洋工業株式会社 
・所在地  和歌山県和歌山   
      市 
・従業員数 250名 
・資本金  7 億 9,325 万 5

千円 

和歌山大学大学院 システム工
学研究科 １回生（女性） 

２０日間 

１７ 

(p39) 

～鳥取発～ITで、地方創
生 事業企画立案及び
WEB サイトに掲載する
フォトギャラリーの作
成、総合テストの実施 

株式会社 LASSIC 
・所在地  鳥取県鳥取市 
・従業員数 116名 
・資本金  8,888万円 

鳥取大学 工学部 ３回生（女性） 
摂南大学 経営学部 ３回生（男
性） 

５日間 

１８ 

(p41) 

海外向け給湯器の開発と
性能評価 

株式会社ノーリツ 
・所在地   兵庫県明石市 
・従業員数 3,042名  
・資本金  201億円 

徳島大学大学院 先端技術科学
教育部 １回生（男性） 

１０日間 

１９ 

(p43) 

 

オリジナルパソコン製品
化にあたっての調査、開
発 

アイクラフト株式会社 
・所在地  兵庫県神戸市 
・従業員数 50名 
・資本金  7,000万円 

大阪産業大学 デザイン工学部 
４回生（男性） 

１６日間 

２０ 

(p45) 

 

IT を用いた製品の研
究・開発にあたってのア
イデア提案 

株式会社神戸デジタル・ラボ 
・所在地  兵庫県神戸市 
・従業員数 168名 
・資本金  2億 995万円 

京都大学 工学部 ４回生（男性） ４日間 

 
（H28.12掲載事例） 
事例№ 
(頁数) 

事例タイトル 受入れ企業・団体 参加学生 期間 
２１ 

(p47) 

木の特質を活かした新商
品の開発と販路の開拓 

有限会社山田木工所 
・所在地  京都府京都市 
・従業員数 5名 
・資本金  300万円 

聖泉大学 人間学部 ３回生 
８名（男性４名、女性４名） 

６箇月間 

２２ 

(p49) 

図書館のイベントとし
て、小説を題材とした見
学ツアーの企画・運営 

伊丹市立図書館「ことば蔵」 
・所在地  兵庫県伊丹市 
・職員数 11名 

追手門学院大学 心理学部 １回
生（女性）、国際教養学部 ３回
生（女性） 

２０日間 

２３ 

(p51) 

台湾市場向け宿泊プラン
の企画 

株式会社むさし（紀州・白浜
温泉むさし） 
・所在地  和歌山県西牟婁

郡白浜町 
・従業員数 160名 
・資本金  3,000万円 

和歌山大学 教育学部 ３回生
（女性）、経済学部 ２回生（女
性） 

１２日間 
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２４ 

(p53) 

自社商品のパッケージデ
ザイン企画とＥＣサイト
の立ち上げ 

紀ノ川農業協同組合 
・所在地  和歌山県紀の 

川市 
・従業員数 43名 
・資本金  1億 8,000万円 

和歌山大学 経済学部 ３回生
（男性）、２回生（女性） 

１４日間 

２５ 

(p55) 

ペットフードで鳥取ブラ
ンド発信！地元野菜のペ
ットフード開発 

リバードコーポレーション株
式会社 
・所在地  鳥取県鳥取市 
・従業員数 22名 
・資本金  1,000万円 

鳥取大学 農学部 ３回生（女
性）、公立鳥取環境大学 ３回生
（女性） 

５日間 

 

【販路開拓・販売促進】 

（H27.3掲載事例） 
事例№ 
(頁数) 事例タイトル 受入れ企業・団体 参加学生 期間 
２６ 

(p57) 

 

自社商品の市場調査及
び新商品のアイデア提
案 

株式会社清原 
・所在地  滋賀県守山市 
・従業員数 23名 
・資本金  1,250万円 

滋賀大学 経済学部 ３回生（女
性） 

１５日間 

２７ 

(p59) 

スーパーマーケットに
おける販売促進 

株式会社阪食 
・所在地  大阪府豊中市 
・従業員数 正社員 869名、

パート・アルバ
イト 5,902名 

・資本金  1億円 

大阪経済大学ほか ６日間 

２８ 

(p61) 

 

新商品の開発と新たな
販路の開拓 

株式会社フェリシモ 
・所在地   兵庫県神戸市 
・従業員数  1,094名 
・資本金    18億 6,800万円 

関西学院大学 商学部 ３回生
（女性・留学生） 

４日間 

２９ 

(p63) 

 

新商品の開発と新たな
販路の開拓 

株式会社ドンク 
・所在地  兵庫県神戸市 
・従業員数 1,007名 
・資本金    2億 1,053万円 

神戸国際大学 経営学部 ３回生
（男性・留学生） 

５日間 

３０ 

(p65) 

 

外国人観光客誘致のた
めの情報発信・仕掛けづ
くり 

湯浅醤油有限会社 
・所在地  和歌山県有田郡

湯浅町 
・従業員数 10名 
・資本金  300万円 

和歌山大学 経済学部 ２回生
（男性） 

１５日間 

 
（H27.12掲載事例） 
事例№ 
(頁数) 事例タイトル 受入れ企業・団体 参加学生 期間 
３１ 

(67p) 

 

海外事業展開による世
界で最も愛されるベビ
ー用品の販売 

株式会社ファミリア 
・所在地  兵庫県神戸市 
・従業員数 664名 
・資本金  6,000万円 

神戸大学大学院 経営学研究科 
１回生（女性・留学生） 
神戸松蔭女子学院大学 人間科
学部 ２回生（女性・留学生） 

５日間 

 
（H28.12掲載事例） 
事例№ 
(頁数) 事例タイトル 受入れ企業・団体 参加学生 期間 
３２ 

(p69) 

 

ネイルの需要拡大に向
けた課題の発見と解決
策の提案 

株式会社 TAT(ﾃｨｰ･ｴｰ･ﾃｨｰ)  
・所在地  兵庫県西宮市 
・従業員数 234名 
・資本金  5,000万円 

神戸大学大学院 経済学研究科 
１回生（女性・留学生（中国・
河南省））、 
神戸学院大学 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮ
ﾝ学部日本語ｺｰｽ ２回生（女性・
留学生（中国・江蘇省）） 

５日間 
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３３ 

(p71) 

和太鼓「新健康サービス
プラン」プロジェクト 

株式会社太鼓センター 
・所在地  京都府京都市 
・従業員数 94名 

京都産業大学 経営学部 ３回生
（男性）、 
京都橘大学 現代ビジネス学部
１回生（男性）、 
京都女子大学 発達教育学部 ４
回生（女性）、 
京都情報大学院大学 応用情報
技術研究科 ２回生（男性）、 
龍谷大学 理工学部 ４回生（男
性）、 
龍谷大学 理工学部 ４回生（男
性） 

５箇月間 

３４ 

(p73) 

企業サービスPRのため
のWEBサイト及びポス
ターの作成 

NPO 法人コミュニティリン
ク 
・所在地  兵庫県宝塚市 
・役員数  6名 
・会員数  10名 

神戸情報大学院大学 ２回生（男
性３名） 

８日間 

 

【事業・業務の改善】 

（H27.3掲載事例） 
事例№ 
(頁数) 事例タイトル 受入れ企業・団体 参加学生 期間 
３５ 

(p75) 

 

インテリア製品販売業
のネットショップ運営
支援 

丸蔵株式会社 
・所在地  大阪府大阪市 
・従業員数 30名 
・資本金  2,000万円 

追手門学院大学 心理学部 ３
回生（女性） 

２０日間 

３６ 

(p77) 

 

チャリティイベント運
営及びネットショップ
の活性化 

有限会社シーエスピー 
・所在地  和歌山県岩出市 
・従業員数 30名 
・資本金  300万円 

和歌山大学 経済学部 ３回生
（女性） 

２１日間 

３７ 

(p79) 

 

京都の和食産業を支え
る業界を知る 

株式会社野田屋 
・所在地  京都府京都市 
・従業員数 23名 
・資本金  1,000万円 

京都女子大学 現代社会学部３
回生 (女性) 

１１日間 

３８ 

(p81) 

 

タイにおける販売促進
と業務改善の提案 

シャープ化学工業株式会社 
・所在地  大阪府堺市 
・従業員数 49名 
・資本金  9,200万円 

泰日工業大学（タイ） ３回生
（男性） 

６０日間 

 
（H27.12掲載事例） 
事例№ 
(頁数) 事例タイトル 受入れ企業・団体 参加学生 期間 
３９ 

(p83) 

Have Fun! Eidenプロジ
ェクト 

叡山電鉄株式会社  
・所在地  京都府京都市 
・従業員数 83名 
・資本金  2億 5,000万円 

京都産業大学 法学部 ３回生
（男性）、 
京都造形芸術大学  芸術学部 
３回生（女性・留学生）、 
京都女子大学  発達教育学部 
３回生（女性）、 
京都府立大学  公共政策学部 
１回生（男性）、 
同志社大学 グローバルコミュ
ニケーション学部 ３回生（女
性・留学生）、 
佛教大学 社会学部  ３回生
（女性）、 
立命館大学 国際関係学部 ３
回生（女性・留学生） 

２箇月間 
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４０ 

(p85) 

 

業界探求プロジェクト
～地域金融の在り方～ 

京都信用金庫 
・所在地  京都府京都市 
・職員数  1,747名  
・資本金（総資産額） 

2兆 6,339億円 

京都産業大学 経営学部 ３回
生（男性２名）、 
京都橘大学 人間発達学部 ３
回生（女性・留学生）、 
龍谷大学 経済学部 ３回生（女
性）、 
龍谷大学 政策学部 ３回生（男
性） 

６箇月間 

４１ 

(p87) 

トンガリ発信プロジェ
クト 

株式会社フラットエージェン
シー 
・所在地  京都府京都市 
・従業員数 58名 
・資本金  5,000万円 

京都女子大学 文学部 ２回生
（女性）、 
京都大学 総合人間学部 ２回
生（女性）、 
京都府立大学  生命環境学部 
３回生（女性）、 
同志社大学大学院 ビジネス研
究科（男性・留学生）、 
龍谷大学 経済学部 ３回生（男
性） 

４箇月間 

４２ 

(p89) 

 

「おもてなしNo.1」自動
車教習所を目指した取
組の実施 

茨木ドライビングスクール 
・所在地  大阪府茨木市 
・指導員数 51名 

追手門学院大学 経営学部 ３
回生 ２名（女性） 

１２日間 

４３ 

(p91) 

 

新卒者に対する企業イ
メージアップツールの
作成 

大阪石材工業株式会社 
・所在地  大阪府東大阪市 
・従業員数 92名 
・資本金  1,400万円 

追手門学院大学 経営学部 １
回生（女性） 

１８日間 

４４ 

(p93) 

電力自由化に向けて選
ばれる企業になるため
の提言 
 

関西電力株式会社 
・所在地  大阪府大阪市 
・従業員数 22,313名 
・資本金  4,893億円 

徳島大学大学院 先端技術科学
教育部 １回生（男性） 

１０日間 

４５ 

(p95) 

会社説明会におけるプ
レゼン資料の作成 
 

金井重要工業株式会社 
・所在地  大阪府大阪市  
・従業員数 201名 
・資本金  4億 6,000万円 

同志社大学大学院  理工学部 
1回生（男性） 

７日間 

 
（H28.12掲載事例） 
事例№ 
(頁数) 事例タイトル 受入れ企業・団体 参加学生 期間 
４６ 

(p97) 

 

企業の魅力発見レポー
トの制作 

三共精機株式会社 
・所在地  京都府京都市 
・従業員数 55名 
・資本金  1,000万円 

龍谷大学 経営学部 ２回生（男
性）他３名 

１０日間 

４７ 

(p99) 

サッカースタジアムで
のおもてなしを基本と
した接客 

株式会社ガンバ大阪 
・所在地  大阪府吹田市 
・従業員数 48名（フロント

スタッフ 
・資本金  1,000万円 

追手門学院大学 国際経済学部 
３回生（女性）、社会学部 １回
生（女性）、経営学部 １回生（男
性）、社会学部 １回生（男性）、
経済学部 ２回生（男性）、経営
学部 ３回生（男性）ほか 

通年 

４８ 

(p101) 

経営戦略に基づいた人
材確保のためのツール
を作成 

大塚テクノ株式会社 
・所在地  徳島県鳴門市 
・従業員数 409名 
・資本金  4,000万円 

徳島大学 総合科学部 社会創
生学科 ３回生（女性）、総合科
学部 人間文化学科 ３回生（女
性）、総合科学部 総合理数学科
３回生（男性）、工学部 機械工
学科 ３回生（男性） 

３０日間
程度 

４９ 

(p103) 

 

従業員の定着率向上の
ための資料作成 

三元ラセン管工業株式会社 
・所在地  大阪府大阪市 
・従業員数 24名 
・資本金  1,000万円 

近畿大学 経営学部 ３回生（男
性） 

１０日間 
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５０ 

(p105) 

 

部品収納方法の改善に
よる作業効率の向上 

株式会社三翠社 
・所在地  大阪府堺市 
・従業員数 180名 
・資本金  9,800万円 

泰日工業大学（タイ）工学部 ４
回生（女性） 

６箇月間 

 

【製品・技術の評価や改善】 

（H27.3掲載事例） 
事例№ 
(頁数) 事例タイトル 受入れ企業・団体 参加学生 期間 
５１ 

(p107) 

Ruby プログラミング講
座の体験受講・評価と適
性確認 

株式会社アクシス 
・所在地  鳥取県鳥取市 
・従業員数 81名 
・資本金  1,700万円 

鳥取大学 工学部 ３回生 (男
性) 

５日間 

５２ 

(p109) 

原料の新たな配合設計の
提案 

三菱化学株式会社坂出事業
所 
・所在地  香川県坂出市 
・従業員数 27,312名(連結)、

約 1100名(坂出
事業所) 

・資本金  500億円 

徳島大学 工学部 ３回生（男
性） 

１５日間 

５３ 

(p111) 

車載用セラミックスパッ
ケージの工程改善 

京セラ株式会社 
・所在地  京都府京都市 
・従業員数 69,789名（グル

ープ従業員） 
・資本金 1,157億 300万円 

徳島大学 工学部 ３回生（男
性） 

９日間 

５４ 

(p113) 

浄水場向膜ろ過設備の設
計実習 

メタウォーター株式会社 
・所在地  東京都千代田区 
・従業員数 2,021 名 ※関

連会社を含む 
・資本金  75億円 

徳島大学 工学部 ３回生（男
性） 

１０日間 

 
（H27.12掲載事例） 
事例№ 
(頁数) 事例タイトル 受入れ企業・団体 参加学生 期間 
５５ 

(p115) 

フィルム・ラミネート事
業における製品開発実習
及び改善提案 

クラレプラスチックス株式
会社伊吹工場 
・所在地  岐阜県不破郡 

垂井町 
・従業員数 200名 
・資本金  1億 8,000万円 

滋賀県立大学 工学部 ３回生
（男性） 

１０日間 

 

 


