
岡山県学生・企業マッチング支援内容
●インターンシップ・ガイダンス（概要説明）支援　●インターンシップ受入企業紹介（企業一覧表提供）
●インターンシップ受入企業情報提供（「きら★おか」にて提供）　●インターンシップ利用文書・様式提供
●インターンシップマッチングに関する問い合わせ・相談対応　●実習結果のまとめ・集約
●インターンシップ実施報告書の作成と配布

2021年度

「きら★おか」で、学生と企業のニーズをマッチング！

岡山県のインターンシップ情報は
「きら★おか」に集約！

学生への「おすすめ情報」コーナーを新設！

採用情報を含んだ企業情報も引き続き提供！

マッチング支援関連イベントの案内や参加募集も！

企業毎のインターンシップ情報の掲載・リンク

まずは
サイトをチェック！
ブックマークも
お願いします！

で企業情報
  提供サイト 

2020年度でキャンパスウェブシステムは終了いたしました。
インターンシップのマッチング支援は「きら★おか」を中心にした
新しい運用形態へ変更します。 

2021年度から

パワーアップして

リニューアル！

岡山県合同企業説明会
（会場     Web開催）7

2022年3月の企業説明会の開催時期に大学コンソーシアムとの共催で
ブース形式の合同企業説明会を開催します。大学から推薦された企業
に参加依頼し、毎回、約150社の企業・団体が参加しています。

or

k irar i-okayama.jp

令和2年度　岡山県人材還流・定着プロジェクト事業

で

岡山県内には魅力的な
企業がたくさんあります。
この機会に積極的に
イベント参加して、
しっかりと情報収集
しましょう。

岡山県学生・企業
マッチング支援イベント

インターンシップ・ガイダンス
（概要説明会）1

（予定）2021年度

岡山県内企業が実施しているインターンシップについて、積み上げ
てきた実績をもとに、インターンシップの概要を説明します。
個別大学でオリエンテーションのアイテムとして実施されます。
インターンシップに参加することで実際に働く現場を体験できるこ
と、エントリーシートの作成など就職活動の予行練習ができること
などのメリットを伝え、インターンシップ応募に繋げていきます。

インターンシップ・マッチング
フェア全体向け（Web開催）2

学生・企業がWeb上のバーチャルな会場でインターンシップの説明
を聞き、質疑応答ができます。企業毎のバーチャルブースを準備し、
学生との交流をライブで行います。
企業ブース以外にもミニセミナー「自己PR・エントリーシートの書
き方指南」「インターンシップ先の探し方のポイント」など学生に役
に立つ情報を提供します。

インターンシップ・マッチング
フェア女子学生向け（Web開催）3

学生・企業がWeb上のバーチャルな会場でインターンシップマッチ
ングフェアを開催します。
インターンシップの説明を聞き、質疑応答ができる空間を女子学生
に特化して開催します。
企業選定を女子学生向けにして、学生との気兼ねない交流をライブ
で行います。

インターンシップ・マッチングフェア
県内個別大学向け4

個々の大学と連携して、学内またはWeb上でインターンシップ企業との
ブース面談ができる合同説明会を開催します。
中央会が企業募集、案内（企業向け・学生向け）を担当し、大学が会場
手配、学生募集を担当します。大学との相談で企業数は決定する予定
です。（1大学あたり10社程度を想定）
※キャリアセンターで情報をご確認ください。

インターンシップ
事前研修会（Web開催）5

インターンシップの実習を前にした学生に、インターンシップを体験
することの意義を再確認する場として、セミナー研修を提供します。
併せて、企業で働く際に必要なビジネスマナーを研修する場を提供
します。
※キャリアセンターで情報をご確認ください。

企業見学バスツアー・
Web座談会6

岡山県内の企業を1日で3～4社バスで訪問することで、企業の現場
や働く社員の声を聞き、改めて企業の良さを感じ、地元就職への一
助とします。
バスで企業現場を訪問するバスツアーとWeb上で企業をつないだ
Web座談会という2つの形式があります。

－学生に気付き・結びつきの場を提供－ 岡山県内企業を発見するチャンスです。

「きら★おか」では、岡山県の企業と連携して、インターンシップや採用
の募集情報を提供します。
職種やインターンシップの受け入れなどの条件で絞り込み検索機能を
搭載し、あなたの希望に応じたインターンシップへの応募や採用面接会
へのエントリーをサポートします。
各企業の事業内容も詳しく掲載しているため、将来を見据えたキャリア
デザインにお役立てください。

6月頃応募スタート予
定

県外学生
必見!！

県外学生
必見!！

県外学生
必見!！

県外学生
必見!！

県外学生
必見!！

まずは
アクセス！

官公庁情報は
必見です。

岡山のインターンシップがもっと進化する！



2021年

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年

1月 2月 3月 4月
各大学インターンシップ

ガイダンス
インターンシップ実習期間

インターンシップマッチング支援
インターンシップ

マッチング支援・実習支援
インターンシップ実習支援

インターンシップ（冬期）実習期間

4月・5月
学生に対する
インターンシップ
説明（ガイダンス）

4月・5月
県外大学・

担当者に対する
インターンシップ
マッチング支援説明

学生の「きら★おか」
活用による

インターンシップ
情報収集

6月or7月
インターンシップ
マッチングフェア

Web版

7月
インターンシップ
事前研修会
Web版

3月
合同
企業
説明会

7月or8月
女子学生向け
インターンシップ
マッチングフェア

6月～8月
インターンシップ

マッチングフェア（県内大学）
＜学内・オンライン＞

8月・9月
企業見学
バスツアー
Web座談会

8月・9月
インターンシップ実施
実施後アンケート
（企業・学生）

12月～2月
インターンシップ実施
実施後アンケート
（企業・学生）

10月～12月
インターンシップ

マッチングフェア（県内大学）
＜学内・オンライン＞

岡山県のインターンシップは
こう変わる！

★企業検索画面

リニューアルで
さらに使いやすく

ここ
が変わった！

2021年度

★中小企業Uターン就職促進奨学金返還支援事業 ★インターンシップ検索画面

★新着情報のお知らせ ★動画で紹介

岡山県内には、日本でも有数な優良企業が目白押しです。その中の多くの企業が学生から「知ってもらう」こと
を望んでいます。今回のリニューアルで、多くの企業が「きら★おか」に情報掲載をし、学生の皆様のアクセスを
待っています。岡山県のインターンシップは、企業数も多く、ケアも手厚い内容になっています。

「インターンシップ」の情報が新規に登録されます。エントリーできる
サイトへのリンク設定がされていますので、申し込みに直結します。
また、イベント情報の発信、役立つ動画等おすすめ情報の充実と、
「きら★おか」をみれば知りたい内容がそろうほど充実しています。

企業情報が
すぐに・見やすい

ここ
が変わった！ 新規のインターンシップ情報の充実に加えて、検索性の向上がは

かられました。また、採用情報とインターンシップ情報を複数種
類登録ができるようになります。さらに、個々の企業からお知ら
せ情報の発信があります。

インターンシップの取り組みは、学生・大学・企業が協力しな
がら進めるものです。岡山県では「きら★おか」を中心にして、
情報の交流やエントリー・実習の支援を進めてまいります。
三者が一体となった仕組みでインターンシップを盛り上げ
ていくのが、大きな特徴です。

一体となった
仕組みで支援

ここ
が変わった！

岡山県では、年間スケジュールにある通
りインターンシップだけでなく、マッチ
ング支援の活動、イベントの開催や就
職活動支援の活動を行います。あわせ
て、継続的に情報発信を行います。イベ
ントの情報、インターンシップの情報、
就活情報、学生に役立つ動画情報など
を発信し続けます。

継続的な
フォロー体制

長い就活期間でも
フォローが助かる！

ここ
が変わった！

2021年度
年間スケジュール（予定）

問い合わせ・相談（随時）

ガイダンス開催相談 インターンシップガイダンスの実施（インターンシップ説明）

企業情報提供 インターンシップ受入企業一覧公開 きら★おか情報検索準備

※必要に応じて大学に連絡 受入可否連絡・日程の調整

※受入承諾書を提出 調整完了後、実習受け入れ決定

※必要に応じて大学に連絡 学生実習のまとめ提出

企業アンケート提出実習写真の提供

実習日誌・まとめ・評価書

学生に案内

実習前指導様式の提供

大学アンケート提出

相談・指導 インターンシップ企業検索（企業研究・インターンシップ内容研究）

学生アンケート（Webサイト回答）

相談・指導 エントリーシート記入・企業・団体にインターンシップ応募（企業の募集要領により応募する）

実習／誓約書 実習指導

インターンシップの実習 実習日誌・学生アンケート・まとめ提出

インターンシップ案内（チラシ・きら★おか利用方法・エントリーのしかた）
企業の

インターンシップ情報を
きら★おかへ登録

問い合わせ・相談（随時）

きら★おか・就職支援サイト・
企業ホームページ

※大学にて単位認定がある場合は、各大学で応募ルールを設定する。

おかやまインターンシップマッチングフェアの開催

おかやまインターンシップ事前研修会の開催

企業
各大学キャリア
センター 学生

岡山県
中小企業
団体中央会
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おかやまインターンシップ
マッチング支援の流れ

全体の流れが
分かって安心！

インターンシップガイダンス

インターンシップマッチングフェア

企業見学バスツアー

※サイト内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。


