
主催：岡山県・岡山県中小企業団体中央会



ー 本日のスケジュール ー
● １０：００～（１３：３０～） 開会挨拶

● １０：０５～ きらおかリニューアルの目的について 岡山県中央会

（１３：３５～） （１５分）

● １０：２０～ きらおかリニューアル内容説明 ＴＣＣ

（１３：５０～） （３０分）

● １１：５０～ インターンシップ運用２０２１の説明 岡山県中央会

（１４：２０～） （２０分）

※全体を通して、質疑応答。アンケート回答

● １１：３０頃（１５：００頃） 閉会



きらおかリニューアルの目的について

説明：岡山県中央会



きらおかリニューアルトップページ



きらおかリニューアルの目的

①企業の情報提供を充実し、発信力を強化する。
②インターンシップ情報を登録できるようにすることで、県
内企業とのインターンシップマッチング支援を強化する。
③採用情報の登録を強化する
④画面を見やすくし、使いやすくする。
⑤以上を通して、学生の興味関心を高め、学生と企業の
マッチング支援を強化する。

学生の関心
を集中

企業情報を
集中

イベント情報
を集中



きらおかリニューアル説明パンフ



きらおかリニューアル説明パンフ



企業・学生マッチング支援
年間スケジュール表



企業・学生マッチング支援
イベント一覧表

・インターンシップ・業界研究会・合同企業説明会
年間を通して、支援するイベントを企画・実施して
いる。

・学生とのマッチング支援事業は10年以上継続
する事業。
岡山県にとっても重視をしている分野であり、こ
れからも重点です。

・学生とのコミュニケーションをとり、進めていく企
画が多い。

きらおかの登録・更新を
お願いいたします！



インターンシップ運用２０２１の説明

説明：岡山県中央会



－ きらり輝く🌟「おかやま企業情報」丸わかり！ ー

企業にとってのインターンシップとは

◇企業採用活動の入り口（の一つ）。

◇学生に企業のことをまず知ってもらう。
◇学生に企業の実際に触れる機会となる。
◇学生に実際の社会を知ってもらえる。

◇採用活動で、今年度の見通しを持つことにつながる。

◇実際の採用活動時の応募につながる。

◇企業イメージの向上につながり、ひいては顧客層に
なる学生へプラスイメージを持ってもらえる。

インターンシップ運用２０２１について

インターンシップの位置づけ

学生にとってのインターンシップとは

◇3年生はインターンシップをさがすこの時期、企業の

ことをほとんど知りません。せいぜい、企業名だけか
特徴のある商品名ぐらいです。
⇒まったく未知の領域です！

◇どのようにして、企業のこと・インターンシップのこと
を調べるのか。一番大きいのは大学のキャリアセン
ターからの言葉です。（その他、友達からの口コミ）

◇マッチングのイベント・企業のホームページ・動画情
報など、最初のイメージは大切です。

・『きらおか』に情報があれば、大学も案内し、学
生も注目します。
・さらにイベント情報・企業からの発信などが充実
することが重要です。
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－ きらり輝く🌟「おかやま企業情報」丸わかり！ ー

インターンシップ・ガイダンス
3年生はこの時期、企業のことをわ

かっていません。

知っている企業名は、ほぼ有名な企業
くらいです。

企業のことを知るためにネッ
トを活用します。

いろいろなサイトで探すのは大変です。
岡山県の企業は『きらおか』としておけ
ば、大学キャリアセンターの指導もきら

おか中心になります。

※インターンシップの受け入れ企業一
覧を作成します。（きらおかより）

インターンシップ運用２０２１



企業団体名 産業分野 住所

1 アイサワ工業株式会社 メーカー 岡山市北区表町１ー５ー１

2 株式会社英田エンジニアリング メーカー 美作市三保原678

3 アサゴエ工業株式会社 メーカー 岡山市南区箕島５５７－４　

4 旭電業株式会社 メーカー 岡山市南区西市４３３番地４

5 池田精工株式会社 メーカー 苫田郡鏡野町小座1833

6 ＩＫＯＭＡロボテック株式会社 メーカー 津山市戸島６３４－２８

7 石川工業株式会社 メーカー 岡山市北区今岡1001

8 株式会社イシン住宅研究所（イシンホーム） メーカー 津山市二宮６５４－４

9 株式会社インパム メーカー 岡山市南区洲崎１ー２ー１３

10 株式会社ウエキ メーカー 岡山市南区藤田２２７－１８３　

11 内山工業株式会社 メーカー 岡山市中区小橋町２ー１ー１０　

12 栄光テクノ株式会社 メーカー 岡山市南区新福２丁目７ー２０

13 株式会社エイチ・エス・ピー メーカー 岡山市中区江崎５６ー５

14 有限会社エーアンドエス メーカー 笠岡市拓海町１５２番地

15 エヌイーシール株式会社 メーカー 加賀郡吉備中央町下加茂1825

16 株式会社MJカンパニー メーカー 岡山市北区西市３０８－６

17 オーエヌ工業株式会社 メーカー 津山市上田邑３２３５ー２

18 オーティス株式会社 メーカー 真庭市中原２０２ー１３

19 株式会社大本組 メーカー 岡山市北区内山下１ー１ー１３　

20 オカネツ工業株式会社 メーカー 岡山市東区九蟠１１１９－１

21 株式会社岡山木村屋 メーカー 倉敷市中庄２２６１ー２　

22 カイタック株式会社 メーカー 岡山市北区昭和町３ー１２

23 化繊ノズル製作所 メーカー 井原市東江原町838

24 株式会社　意匠堂 メーカー 倉敷市新田３２１９ー９

25 株式会社サイ メーカー 岡山市東区西大寺中野105

26 株式会社カザケン メーカー 倉敷市真備町箭田　８６２－１２

27 株式会社　蓬莱組 メーカー 岡山市南区泉田３－７－２０－１

28 カモ井加工紙株式会社 メーカー 倉敷市片島町236

29 菅公学生服株式会社 メーカー 岡山市北区駅元町１５－１　岡山リットシティビル５F

30 関西プラスチック工業株式会社 メーカー 倉敷市四十瀬３３１－３

31 岩水開発株式会社 メーカー 岡山市南区福吉町１８－１８

32 協和ファインテック株式会社 メーカー 岡山市東区金岡西町９４８－９

33 倉敷繊維加工株式会社 メーカー 倉敷市下庄１１３８－１

34 グリーンツール株式会社 メーカー 笠岡市みの越１７番地

35 コアテック株式会社 メーカー 総社市赤浜５００番地　

36 晃立工業株式会社 メーカー 津山市草加部1147

37 株式会社コーセイカン メーカー 倉敷市下庄１１２６－６

38 株式会社　コニック メーカー 勝田郡勝央町太平台１０ー５

39 株式会社　佐野組 メーカー 高梁市成羽町下日名３８ー４　

40 三陽機器株式会社 メーカー 浅口郡里庄町新庄3858

41 山陽ロード工業株式会社 メーカー 津山市下高倉西１２３０－１

42 株式会社サンラヴィアン メーカー 浅口郡里庄町新庄3920

43 株式会社　重藤組 メーカー 岡山市南区福成三丁目６-２２

44 シバセ工業株式会社 メーカー 浅口市鴨方町六条院中3037

45 株式会社ショーワ メーカー 倉敷市児島稗田町2006

46 杉岡建設株式会社 メーカー 新見市新見３６８番地４

47 西部丸山株式会社 メーカー 苫田郡鏡野町寺元１５０ー２

48 ゼノー・テック株式会社 メーカー 岡山市南区豊浜町１２ー８

49 セロリー株式会社 メーカー 岡山市南区藤田１６７８－１

50 ダイヤ工業株式会社 メーカー 岡山市南区古新田1125

２０２０（令和２）年度　インターンシップ・キャンパスウェブ　登録企業一覧
※2020年（令和２)年4月13日時点の登録企業です。募集内容については、キャンパスウエブでご確認ください。募集掲載期間を設定している場合がありますので、募集内容が確認できない場合が

ございます。登録企業情報は随時更新してまいります。

－ きらり輝く🌟「おかやま企業情報」丸わかり！ ー

インターンシップ受入企業一
覧を作成します。

まずは、インターンシップを受け入れる
企業を一覧にして学生に届けます。

企業のことを知る第一歩で
す。

興味がでてくれば、きらおか
で企業情報が閲覧できます。
きらおか関係で第一次の情報が入手
できます。

インターンシップ運用２０２１
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岡山の企業情報サイト
－ きらり輝く🌟「おかやま企業情報」丸わかり！ ー

まずは、多くの企業触れる場
を作ることが大切です。



◎企業情報を事前に「チェック！」
・詳しい内容を事前に調べてみる。

■スマホ対応

16
◎手軽に岡山の「企業情報」が確認できる



－ きらり輝く🌟「おかやま企業情報」丸わかり！ ー

インターンシップ・エントリー
企業毎にインターンシップのエントリー
に都合がよいところとリンクでつなぐこ

とができます。

・就活支援サイト
・企業のホームページ

など、企業毎に設定していた
だきます。
エントリーシート（フォーム）を中央会で
は用意いたします。

インターンシップ運用２０２１



企業・学生マッチング支援
年間スケジュール表



企業・学生マッチング支援
イベント一覧表

・インターンシップ・業界研究会・合同企業説明会
年間を通して、支援するイベントを企画・実施して
いる。

・学生とのマッチング支援事業は10年以上継続
する事業。
岡山県にとっても重視をしている分野であり、こ
れからも重点です。



今後 お願い事項

○きらおかへの登録・更新
〇特にインターンシップ情報の登録をお願いいたします。
（4月初旬にガイダンスがスタートします。）
〇インターンシップ情報の登録をもとに、受入企業一覧表を作成いたし
ます。
○企業情報は、更新しないとすぐに陳腐化してしまいます。
※特に画像情報を入れらるところには、画像を登録しましょう。


