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◆企業◆

受入企業名 対象分野 学年 人数 性別 実施期間 就業時間 実施形態 内容等詳細 実習場所 求める学生像
企業提供資料
（インターンシップ内容等）

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 文理不問 1・2年生 1名 不問 2019年8月19日（月）～9月6日（金） 9：00～17：00

損害保険会社の主要部門である「営業部門」と
「保険金サービス部門」の業務について、グ
ループワークと実務体験を通して理解を深めて
いただきます。

【営業部門】
■代理店訪問：社員とともに代理店を訪問いただき、損害保険会社のビジネスモデル（間
接営業）への理解を深めていただきます
■見積書・企画書作成：お客様へのご提案時に使用する見積書・企画書を作成いただき
ます

【保険金サービス部門】
■損害調査立会い：車両損害調査に同行いただき、過失割合の判断根拠や損害額の算
定などへの理解を深めていただきます

本社・各部署の拠点

■取り組み意欲：課題を与えられ
ることを待つのではなく、自ら課題
を見付けて取り組もうという主体性
を持った方/明るく元気に取り組ん
でくれる方
■ＯＡスキル：基本的なＯＡスキル
を身に付けている方

第一生命保険株式会社 文理不問 1・2年生 1名 不問 2019年8月19日（月）～8月30日（金） 9：00～17：00

・就業体験を通じ、ビジネスパーソンの考え方
や行動様式を理解する。
・複数のビジネスフィールドを体感することによ
り、第一生命グループの仕事の幅の広さを理
解する。
・様々な社員や学生との係わり合いを通じ、自
身の成長へのきっかけを掴む

様々な所属での就業体験を通じ、ビジネスパーソンの考え方や行動様式を理解することは
もちろん、個人向け保健分野をはじめとした複数のビジネスフィールドを体感することによ
り、第一生命グループの仕事の幅の広さを体感いただきます。また、様々な社員や学生と
の関わり合いを通じ、自身の成長へのきっかけを掴んでいただきます。

実習場所：日比谷本社および都内の事業
所
（予定）

・高いモチベーションを維持できる
だけの意欲と向上心のある学生
・金融業界もしくは保険業界に興
味を持っている学生

野村證券株式会社 文理不問 2年生 1名 不問 2019年8月13日（火）～9月6日（金） 8：40～17：10
【受入部署】
前半・・・エクイティ・リサーチ部
後半・・・投資情報部

【エクイティ・リサーチ部】
２週間のインターンシップの導入部分（３日間）で、証券会社の金融市場での位置づけから
始まり、野村の調査部隊であるエクイティ・リサーチ部について、コンプライアンス研修等も
含めて学んでいただきます。その後、３チームに分かれ、東証一部上場の企業から一社、
社員によって選ばれた企業について、分析をしていただきます。最終日には、その会社に
ついてPPTにまとめていただき、プレゼンテーションの発表会を開催いたします。

【投資情報部】
２週間のインターンシップの導入部分で、テーマリサーチに関連する情報収集や離床作成
の方法を学びます。加えてデザイン講習やプレゼンテーション講習など、今後の学生生
活・社会人生活で役立つスキルを学びます。その後、プレゼンテーションの作成を行いま
す。３チーム（昨年の例では、フィンテックチーム、レジャー・アミューズメントチーム、プラッ
トフォームビジネスチーム）に分かれ、担当投資情報部員も含め、チームで協力しながら作
成します。最後の２日間で、実際のプレゼンテーションに向けた準備・予行演習を実施し、
最終日に発表会を行います。

野村證券大手町本社
（アーバンネット大手町ビル）

経済・金融に興味があり、探究心
旺盛な学生の皆さんのご参加をお
待ちしております。

コマツ 文理不問 1・2年生 1名 不問 2019年8月26日（月）～9月6日（金） 9：00～17：45 受入部門：建機マーケティング本部

海外営業部門でのインターンシップを実施いたします。
建設機械の受注～納品までの実務や各種会議への参加等を通じて、コマツのグローバル
展開を学んでいただきます。
〈実習内容（予定）〉
・海外営業部門における実務対応（英文の契約書・注文書の内容チェック等）
・社内会議や社外イベントの事前準備、参加、聴講等
・貿易実務の紹介

東京本社（東京都港区赤坂２－３－６）

基本的なコミュニケーション能力が
あり、意欲・好奇心旺盛な学生。
TOEICスコア：700以上が望ましい
（絶対条件ではありません）
第二外国語（フランス語、スペイン
語等）でのコミュニケーションが取
れる方は尚可

三井不動産株式会社 文理不問 2年生 1名 不問
2019年8月18日（日）～9月10日（火）
8月23日（金）～29日（木）までは休暇

未定

三井不動産：街づくり
三井不動産レジデンシャル：住宅事業
三井不動産商業マネジメント：商業施設事業
三井不動産リアルティ：仲介事業、不動産コン
サルティング

三井不動産グループは、事業機会獲得から開発、営業、運営までを一貫して担う総合不
動産会社としてオフィス、商業施設、住宅、ホテルといった多彩な事業ノウハウを生かした
街づくりを推進しています。

本インターンシップでは、三井不動産および三井不動産グループ会社（三井不動産レジデ
ンシャル、三井不動産商業マネジメント、三井不動産リアルティ）にてそれぞれ3～4日間業
務（現場体験、ワーク等）を経験してもらいます。
不動産ビジネスのうち、街づくり事業、商業施設事業、住宅事業、仲介事業を網羅的に学
んでいただけるプログラムとなっています。

本社（日本橋）、グループ会社（首都圏）
コミュニケーション能力が高く、自
ら学ぼうとする積極性がある学生

コニカミノルタ株式会社 文理不問 1・2年生 1名 不問 2019年8月19日（月）～9月13日（金） 8：30～17：10
『ソフトウェア／アーキテクチャ開発現場等での
開発業務の体験』※ハードウェア開発現場等で
の実施になる可能性もあります。

チームA（情報機器開発本部　エンジン制御開発センター）
コニカミノルタのビジネスソリューション複合機（MFP）・プロダクションプリント＆グラフィック
（PP機）のエンジン制御開発部門で、故障予測などに必要な各種センサ情報を、PP機から
AWS上にデータ送受信する。ラズパイ・AWSなどを使ったCPS環境を体験する。
チームB（情報機器開発本部　システム制御開発センター）
コニカミノルタのビジネスソリューション複合機（MFP）・プロダクションプリント＆グラフィック
（PP機）のシステム制御開発部門で、大学向けMFP用IWSアプリを開発する。自大学に欲
しい機能を発想し、用件定義・音声操作・画面デザイン・評価などを体験する。
どちらのチームに配属されるかは別途ご連絡します。

東京サイト八王子の開発拠点（SKT棟）
アプリ開発やプログラミングの経
験者、または、興味を持っている方

日本航空株式会社 文理不問 1・2年生 1名 不問 2019年8月19日（月）～8月30日（金）
9：30～18：30
（うち、休憩1
時間）

●個人目標を設定
●施設見学
●就業体験
●グループワーク

●個人目標を設定
●施設見学
主に以下施設の見学
運行乗務員のブリーフィング施設、客室乗務員のブリーフィング施設
予約センター、運行管理センター、格納庫、安全啓発センターなど
●就業体験
事業創造戦略部、デジタルイノベーション推進部、商品サービス企画部、
地域活性化推進部など
●グループワーク
※上記は2018年度実施のプログラム内容となります。
　2019年度プログラムについては上記から変更になる可能性があります。

日本航空本社（東京都品川区東品川2-4-
11）、および羽田空港周辺

・何事も主体的に取り組み、やり遂
げる意欲のある学生
・周囲の意見を聞き、異なる価値
観を尊重できる学生
・協力して物事を成し遂げようとす
る姿勢を持った学生

デュポン株式会社 文理不問 2年生 1名 不問 2019年8月19日（月）～9月13日（金）
平日
9：00～17：30

部署に配置し、実務を通して就業体験をしてい
ただきます。

人口大理石コーリアン®のマーケティング業務等の就業体験を通し、自身の具体的な進路
について問題意識や目的意識を持てるよう考えを深めていただきます。最後には発表して
いただきます。

東京

・自分の専攻以外のことに対しても
学習意欲が高い学生
・明るく礼儀正しく真面目
・このインターンシップに参加する
自分なりの目的を持っている。
・ＰＣの基本的なスキルを持ってい
る（Excel、Power Pointを使用しま
す。基本的な使用方法が中心）
・英語アレルギーの無い学生（得
手不得手は不問）

デュポンＨＰ　http://www.dupont.co.jp/
コーリアンＨＰ　http://www.corian.jp/

東日本旅客鉄道株式会社
（JR東日本）

理系（土木系） 1・2年生 1名 不問 2019年9月2日（月）～9月20日（金）

9：20～18：00
または
8：30～17：00

日によって夜
勤あり

普段目にすることの少ない、鉄道を支えている
技術分野の職場で、各分野を支える多くのプロ
フェッショナルと接していただくことで、当社の
仕事の魅力を感じていただきます。

建設工事プロジェクト（ターミナル駅改良、立体交差化、橋りょう建設など）における計画・
設計・施工監理といった一連の業務サイクルの中で、工事計画策定や施工監理業務など
のテーマに取り組んでいただきます。
また、進行中の各種プロジェクトの現場見学なども予定しています。

東京工事事務所（東京都渋谷区）
JR東日本の業務や技術に興味が
あり、学校での専攻や自らのスキ
ルを実践的に試したい方

https://share.iii.kyushu-u.ac.jp/public/Cl-
UQABJjgIAK4YBxiRq8ojDPPFtAfIjDhxJhjfsaHa
W

凸版印刷株式会社 理系 2年生 1名 不問 2019年8月20日（火）～9月13日（金）
原則、
9：00～18：00

受入部署：デジタルイノベーション本部
　　　　　　　製造技術・研究本部
　　　　　　　（いずれも、本社）

内容に関してはマッチング結果を踏まえ、今後検討します。
〈昨年ベース〉
情報系
　当社のAI技術を用いたコンテンツ制作を通して、
　当社の情報系商材、情報基盤技術を学ぶ。
機械系・電気系
　当社の生産拠点の見学を通し、生産設備の
　自動化、効率化、IOTを学ぶ。

本社・各部署の拠点

学業に熱心に励み、自ら将来の
キャリアを考えたいと強く思ってい
る人
好奇心旺盛で自ら学ぼうとする意
欲がある人
周囲の意見を聞き、協力して物事
を成し遂げようとする姿勢がある
人

三菱ケミカル株式会社 理系（電気系） 1・2年生 1名 不問 2019年8月20日（火）～9月13日（金） 8：30～17：15
先輩職員の指導のもと、テーマをふまえた課題
について検討を行い、解決策を導き出す

テーマ：化学プラントにおける電気設備管理

先輩職員の指導のもと、テーマをふまえた課題について検討を行い、解決策を導き出す

三菱ケミカル福岡事業所
（北九州市八幡西区）

積極的に周囲とコミュニケーション
を図り、課題に対して、周囲を巻き
込み、強調しながら取り組める方

三菱ケミカル福岡事業所は、約80年の歴
史で培ってきた多種多様な知見と最先端
の科学技術をもとに、生活や環境をより快
適に、より豊かにする化学製品の提供を通
じて、お客様と地域社会に信頼され、アジ
アに開かれた技術と事業の拠点を目指し
ています。
当社のモノづくりの原点となる化学プラント
の、電気設備管理の最適化等について学
んでいただきたいと思います。

https://share.iii.kyushu-u.ac.jp/public/Cl-UQABJjgIAK4YBxiRq8ojDPPFtAfIjDhxJhjfsaHaW
https://share.iii.kyushu-u.ac.jp/public/Cl-UQABJjgIAK4YBxiRq8ojDPPFtAfIjDhxJhjfsaHaW
https://share.iii.kyushu-u.ac.jp/public/Cl-UQABJjgIAK4YBxiRq8ojDPPFtAfIjDhxJhjfsaHaW
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