12月開催済みイベントリスト（公開希望限定）
開始日

終了日

都道府県 事業者

イベント名

対象人材

2017-12-01

2017-12-01

岡山県

岡山県中小企 働き方改革
誰でも
業団体中央会 2017 イクボス
養成講座

企業セミナー、 メルパルク岡山
研修

2017-12-01

2017-12-01

熊本県

テンプスタッフ シニア人材活
キャリアコンサ 用セミナー
ルティング株式
会社（九州ブ
ロック）

シニア

企業セミナー

2017-12-02

2017-12-02

宮城県

一般社団法人 企業めぐり
ワカツク

若者

その他（学生が 石巻市内企業2 https://www.facebo 業種業態の異なる地域の企業を訪問し、見学等を通じて中小企業への理解を深める。若者自身が働く姿を具体的に思い描
地元の企業様 社、大崎市内企 ok.com/wakatsuku/ けるようになることや、従来の就職活動の手法にとらわれない企業選び・仕事選びの視点を持つこと、就職後の定着率アッ
を訪問、仕事の 業1社
プにつなげることを目指す。
現場を見学す
る日帰り研修）

2017-12-02

2017-12-02

長野県

一般財団法人
浅間リサーチエ
クステンション
センター

2017-12-02

2017-12-02

広島県

一般社団法人 魅力発信グラン 若者、誰でも
中国地域
プリ２０１７
ニュービジネス
協議会

企業セミナー、 県立広島大学
交流会
大講義室

2017-12-04

2017-12-04

宮城県

一般社団法人 いぐするテラス 若者
ワカツク

人材セミナー

2017-12-04

2017-12-04

福岡県

マンパワーグ
ループ株式会
社

人材セミナー

2017-12-06

2017-12-06

東京都

一般財団法人 中小企業等と
浅間リサーチエ シニア人材の
クステンション 交流会
センター

2017-12-06

2017-12-06

沖縄県

2017-12-08

2017-12-08

2017-12-08

シニア人材マッ シニア
チング会「第3
回 シニア人材
+地域企業交流
会 in 東御」

女性のための 女性
求人票公開会
＆就職支援セミ
ナー（事業説明
会）
シニア

形態

交流会

会場

URL

概要

http://www.okachu. 「働き方改革２０１７ イクボス養成講座」を開催します！
or.jp/?p=4729
<趣旨>
「イクボス」とは、部下やスタッフの「ワーク・ライフ・バランス」を考え、その人のキャリアと人生を応援しながら、組織の業績に
ついても結果を出しつつ、自らも仕事と私生活を楽しむことができる上司のことです。
人口減少が加速する中、企業においては、人材確保を図るとともに、従業員のモチベーションや能力を引き出し、生産性を
高める必要があることから、従業員の子育て等を支援することは、経営上も重要になります。また、企業における両立支援が
すすむと、健やかな家庭の形成につながり、ひいては少子化対策の大きな鍵となります。
<主催>
岡山県、中国経済産業局、岡山県中小企業団体中央会
<対象>
県内企業の代表者、人事・労務管理担当者 等（定員100名 要申込み）
<日時及び会場>
・日時 平成29年12月1日（金）13：30～16：50
・会場 メルパルク岡山（岡山市北区桑田町1-13）
<講座内容>
【基調講演】
・講師 安藤哲也 さん（特定非営利活動法人ファザーリング・ジャパン代表理事）
・演題 「働き方改革 子育て支援とイクボスの心得」
【講演・事例発表】
・講師 光畑由佳 さん（有限会社モーハウス代表取締役）
・演題 「イクボス企業事例紹介 子連れ出勤で働き方改革」
【ロールプレイング】
「スタッフが妊娠・育休を申請・復帰したとき」
（ファシリテーター：安藤哲也さん）
●お申込みお問い合わせ先
岡山県中央会 企業人材支援課 086-224-2245
くまもと森都心プ
【日時】平成29年12月1日（金）
ラザ6階 A会議
・受付 13：00
室
・開催 13：20～16：15
【場所】くまもと森都心プラザ6階 A会議室（熊本市西区春日1丁目14番1号）
【内容】人手不足対応に役立つ省庁の施策や「九州経済産業局における地域中小企業・小規模事業者の
人材確保支援等事業」等の紹介を行います。
【費用】無料
【申込方法】下記いずれかによりお申し込みください。
・添付セミナーチラシの参加申込書にご記入の上、FAXもしくはメールで、ご送信ください。
・専用アドレス：kyushu-senior@ tempcc.co.jpに、次の項目をご入力の上、ご送信ください。
※貴社名、参加者名(フリガナ)と電話番号（携帯・固定・FAX）
・FAX 092-287-9330 電話 092-433-7780

ラ・ヴェリテ

https://jinzaibanknagano.com/

シニア人材を対象としたマッチング会。経験豊富で高いスキルを持ち就労意欲を有するシニア人材と、中小企業が求める経
営強化に資する人材とのマッチングを目的に開催する。マッチング会以外にも、昨年度の同イベントへの参加をきっかけに
再就職をしたシニア人材による事例発表も行う。

http://jinzai.cnbc.or.j 企業の「伝えたい」と就活生の「知りたい」のギャップを洗い出し、就活生の心に刺さるパンフレットを大学生×企業のプロジェ
p/miryokugp2017
クトチームでとことん話し合い、完成しました。地元中小企業の特色をいかした「採用パンフレット」とは？そのコンテンツや魅
せ方などについて、12企業のプロジェクトチームのプレゼンバトルを開催します。当日は、採用と表現のプロフェッショナル集
団が、審査員として登場！制作した採用パンフレットについて、審員からの鋭い質問やコメントにチーム力で立ち向かうこと
ができるでしょうか!?毎年、うれし涙、悔し涙が巻き起こる感動の「魅力発信グランプリ」。企業の代表者様、採用ご担当者様
はもちろん、学生の方々もぜひご来場ください!!
◆会場に来ればわかること◆
その１：学生が魅力と感じるポイント！
その２：学生が見たい！知りたい！パンフレットの構成・表現
その３：なぜ、その内容や表現に至ったかの理由
■魅力発信グランプリとは
採用に課題を抱える企業の若手社員と学生がプロジェクトを組み、学生視点で、自社の「学生の心に刺さる採用パンフレッ
ト」を半年間かけて作成。
学生の心に刺さるコンテンツや手に取る仕掛けとは何か？自社のパンフレットの説明だけではなく、この仕様に至った学生
視点の根拠をプレゼンテーションし、パンフレットの出来栄えを競う大会です。
■日時：2017年12月2日（土） 11:00～18:00（入退出自由）
■会場：県立広島大学 大講義室
広島市南区宇品東1丁目1-71
※観覧自由
■審査員：採用と表現のプロ集団
・経済産業省中国経済産業局 阿比留 彩子氏
・(株)中国四国博報堂
野田 幸男氏
・(株)リクルートキャリア
小池 拓人氏
・(株)ＴＳＳプロダクション 川口 修治氏
■主催：中国経済産業局・（一社）中国地域ニュービジネス協議会 連携実施機関：株式会社帝国データバンク
■お申込み：出入り自由 ※是非お越しください。
■お問合せ：（一社）中国地域ニュービジネス協議会 担当：葛西・中原 TEL：082-221-2929
FiveBridge
info＠wakatsuku.jp 学生の職業観醸成、地域中小企業・小規模事業者と地元の若者の接点構築を目的に実施。就職した後の「リアル」を学生に
追体験してもらうため、企業の事業・仕事内容だけにとどまらず、仕事観やキャリアについて経営者や若手社会人などのゲ
ストが車座で話す、少人数制の座談会。
小郡市生涯学習
求職中の女性向け就活セミナーです。その他、キャリアカウンセリングもご希望に応じて実施致します。
センター

交流会

池袋サンシャイン
シティ イベント
ホール

関東経済産業局管内11都県の中小企業等とシニア人材を対象とした交流会イベントを開催。中小企業・小規模事業者の経
営課題を解決するための「企業支援」をしたいシニア人材を中心に来場いただき、シニア人材の知見を活用いただくための
マッチングの機会として実施する。

株式会社りゅう 社会人のリアル 若者
せきビジネス
を知る
サービス

交流会

沖縄県立芸術大
学

県内大学の教授とタイアップし、正課の授業内社会人ゲストを招聘し、講話を行う。経営者の登壇を「地域のエクセレントカン
パニー講座」、若手従業員や人事担当者など従業員の登壇を「社会人のリアル」と銘打って開催する。数年後に社会に出る
自身のイメージを描き、就業意識を高めることを目的とする。
沖縄ファミリーマート様の登壇

青森県

特定非営利活 子育て女性の
動法人プラット 働き方改革
フォームあおも
り

企業セミナー、 アピオあおもり
人材セミナー、
研修（その他座
談会）

2017-12-08

奈良県

企業セミナー

生駒市役所

2017-12-10

2017-12-10

宮城県

奈良県中小企 意識改革セミ その他
業団体中央会 ナー／中小企
業の人材採用・
育成 まるわか
り講座
一般社団法人 東北若者10000 若者
ワカツク
人会議

交流会

仙台PIT

2017-12-10

2017-12-10

熊本県

株式会社熊本 くまもと白熱教 若者
日日新聞社
室2017

人材セミナー

崇城大学M号館 https://job「自分らしい働き方」をテーマに、これから就職する学生に、自分らしい将来のキャリアビジョンを描くきっかけにしてもらおう
303・306教室
kumamoto.jp/data20 と、県内企業に勤める30、40代の男女を招いてインタビューやグループトークを繰り広げる。参加無料。
18/hakunetu.pdf

2017-12-11

2017-12-11

広島県

株式会社アソ
ウ・ヒューマ
ニーセンター

交流会

広島グリーンア
リーナ

女性、誰でも

復職を目指す 女性
女性のための
合同企業説明
会 ＡＳＵＨＡＲ
Ｅ２０１７

http://platformaomori.org/2017/11
/09/womens_work_w
ay_reform/

第１部 家庭でも職場でも人間関係を良好に！～ストレスフリーセミナ―～
第２部 女性∞企業／リアル座談会
第1部では、子育て女性も（働きたい女性、働いている女性）企業の方も（経営者、管理職、リーダー）一緒に学ぶ事が出来る
「家庭でも職場でも人間関係を良好にする！ストレスフリーセミナ―」を開催。
第2部では、女性と企業がより信頼関係が築けるよう、普段聞けない話や本音で語る「リアル座談会」を開催し、女性と企業
が知り合い、マッチングの第1歩に繋がる機会とする。
経済のグローバル化、少子高齢化の現代において、企業競争力の強化を図るためには、優秀な人材の確保だけでなく、社
員の多様性を活かす職場づくりが必要です。この講座では、求職者の企業選択のポイント理解から社員の多様性を受け入
れられる組織作りや育成環境を整えることを学び、社内でアクションを起こすためのヒントを持ち帰っていただくことをねらい
としています。

https://www.facebo 東北若者10000人会議実行委員会と共催で開催。過去2年、同時期に開催実績があり、キャリア選択にも地域貢献志向を強
ok.com/tohoku.banni く持つ社会人・学生が多く来場している。
n/

復職を目指す女性のための合同企業説明会を実施します。
◆2017年12月11日（月） 13時30分～15時00分
◆広島グリーンアリーナ 大会議室
◆予約不要、参加料無料、履歴書不要、無料託児所有
（託児所は予約制）
女性の採用に積極的な取り組みをしている企業が30社程度参加予定！
じっくりと話を聞けるチャンスですのでお気軽にご参加ください。

2017-12-11

2017-12-11

広島県

株式会社アソ
ウ・ヒューマ
ニーセンター

元アナウンサー 女性
に学ぶ、相手に
好感を与える話
し方セミナー

人材セミナー

広島グリーンア
リーナ

◆お問い合わせ・申込先
※お名前と日中連絡が可能な連絡先をご明記ください
フリーダイヤル：0120-09-1616
メール
：neishi-h01@ahc-net.co.jp
元アナウンサーだからお伝えできる大切な好印象を与える表情、伝える・伝わる声、言葉遣いと話し方などについてのセミ
ナーです。
・ランチタイムセミナー：11:30～13:00
※同時開催の合同企業説明会「ASUHARE2017」にも参加される方にはお弁当を用意いたします。
・受講無料（要予約）
【講師】
・中元綾子 元読売テレビアナウンサー
・川上裕子 元愛媛朝日テレビアナウンサー／広島テレビ テレビ派リポーター
・田中寿江 元山口朝日放送アナウンサー
◆お問い合わせ・申込先
フリーダイヤル：0120-09-1616
メール ：neishi-h01@ahc-net.co.jp

12月開催済みイベントリスト（公開希望限定）
開始日

終了日

都道府県 事業者

2017-12-11

2017-12-11

岡山県

イベント名

岡山県中小企 業界研究会
業団体中央会

対象人材

形態

会場

若者

交流会

岡山大学附属図
書館 ３Ｆセミ
ナー室

URL

概要
学生に対して、ＢｔｏＢ企業の認知度を高めるべく、ＢｔｏＢ企業人と学生の対話による交流会を開催！
・１２月１１日（月）１１時～１３時
・岡山大学附属図書館 ３Ｆセミナー室
・参加者：岡山大学１年次生４０名程度
・司会進行／ファシリテーター ＮＰＯ法人だっぴ
※企業側は県内企業２０社
◆タイムスケジュール
・オープニング／アイスブレイク
・自己紹介
・トーク①～③
・休憩／グループ変更
・自己紹介
・トーク④～⑤
・感想共有／エンディング
※就活相談や会社説明とは異なり、お互いにその人自身（人柄や経験）を知ることで、業界理解や学びを深めていきます。こ
のトークセッションでは社会人、学生という属性に関わらず、フラットな関係性で対話を進めることで深い信頼関係を築くこと
ができます。

2017-12-12

2017-12-12

鹿児島県 アールアドバン 外国人材獲得・ 外国人
ス株式会社
活用に向けて
の企業の挑戦

企業セミナー

かごしま県民交 info@r-advance.co.jp 【日時】平成29年１２月1２日(火) 13：30～16：30
流センター 東棟
【会場】かごしま県民交流センター 東棟3F 大研修室第１
3F 大研修室第１
本セミナーでは外国人材を活用している中小企業による講演や、九州で活躍する外国人社員から企業経営者、人事担当者
へのメッセージ、外国人材を受け入れる際の心構え、在留資格手続き、海外展開支援等、多彩なメニューをご用意いたして
おります。
【プログラム】
13:30 -13:35 :開会の挨拶 九州経済産業局国際部 国際化調整企画官 植木 謙治
13:35-14:30：「外国人であることを意識しない採用 」～けれど外国人であることを意識した配慮と活用～ エバオン（株） 代表
取締役会長 前西 佳信氏
14:30-14:45：外国人社員からのメッセージ
14:45-15:00：休 憩
15:00-15:30：「外国人材を受け入れるための心構え」アールアドバンス（株）代表取締役 綾戸 高志
15:30-16:15：「在留資格等の手続きについて」 行政書士佐藤広明事務所 佐藤 広明氏
16:15-16:30：施策紹介（海外展開、人材関係支援）
【お申込み】
件名：｢企業向けセミナー」
本文：企業名、部署名、お名前、連絡先（ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ、電話番号）
をご記入の上、メールもしくはFAXにてお申し込みください。
メール : info@r-advance.co.jp FAX : 03-5425-2971
【申込締切】
１２月８日（金）

2017-12-12

2017-12-12

福岡県

マンパワーグ
ループ株式会
社

女性のための 女性
求人票公開会
＆就職支援セミ
ナー（事業説明
会）
一般財団法人 関東圏中小企 外国人
浅間リサーチエ 業と外国人留
クステンション 学生のための
センター
合同企業説明
会（事務局運
営）

2017-11-12

2017-12-13

東京都

2017-12-13

2017-12-13

宮城県

2017-12-13

2017-12-13

沖縄県

2017-12-15

2017-12-15

沖縄県

株式会社りゅう 社会人のリアル 若者
せきビジネス
を知る
サービス

交流会

沖縄女子短期大
学

2017-12-18

2017-12-18

宮城県

一般社団法人 いぐするテラス 若者
ワカツク

人材セミナー

FiveBridge

2017-12-19

2017-12-19

和歌山県 株式会社キャリ 採用力向上セミ その他
アブレスユー ナー／中途採
用・定着で大
手・都会企業に
勝つ！地元企
業のマル秘戦
略

企業セミナー

和歌山ビッグ愛
１２階

一般社団法人 ワーク・ライフ
ワカツク
バランスセミ
ナー
株式会社りゅう 社会人のリアル
せきビジネス
を知る
サービス

人材セミナー

レインボープラザ
61会議室

求職中の女性向け就活セミナーです。その他、キャリアカウンセリングもご希望に応じて実施致します。

交流会

新宿NSビルイベ
ントホール（

平成30年3月卒業予定・平成29年3月・9月卒業の外国人留学生を対象とした「合同企業面接会・説明会」を事務局の運営で
開催。合わせて企業向け外国人採用セミナーも行う。長野県企業も出展予定。

その他（経営者・ 企業セミナー
経営幹部、管理
者）
若者
交流会

レンタルスペース http://www.wakatsu 多様な働き方を実現することで組織活性と競争力向上を促す講座。多様な働き方を社内で実現するため、簡単なロードマッ
gayau
ku.jp/7918/
プをつくることを目標とする。
沖縄女子短期大
学

info＠wakatsuku.jp

県内大学の教授とタイアップし、正課の授業内社会人ゲストを招聘し、講話を行う。経営者の登壇を「地域のエクセレントカン
パニー講座」、若手従業員や人事担当者など従業員の登壇を「社会人のリアル」と銘打って開催する。数年後に社会に出る
自身のイメージを描き、就業意識を高めることを目的とする。
様の登壇
県内大学の教授とタイアップし、正課の授業内社会人ゲストを招聘し、講話を行う。経営者の登壇を「地域のエクセレントカン
パニー講座」、若手従業員や人事担当者など従業員の登壇を「社会人のリアル」と銘打って開催する。数年後に社会に出る
自身のイメージを描き、就業意識を高めることを目的とする。
様の登壇
学生の職業観醸成、地域中小企業・小規模事業者と地元の若者の接点構築を目的に実施。就職した後の「リアル」を学生に
追体験してもらうため、企業の事業・仕事内容だけにとどまらず、仕事観やキャリアについて経営者や若手社会人などのゲ
ストが車座で話す、少人数制の座談会。
第２弾のテーマは中途採用!!「採る、辞めない、伸ばす」
「雇用のカリスマ」と呼ばれ、ＴＶドラマ化された漫画で、登場人物のモデルにもなった、海老原嗣生氏の和歌山講演

2017-12-19

2017-12-19

沖縄県

株式会社りゅう レンアイ型採用 誰でも
せきビジネス
戦略（求人票の
サービス
書き方）セミ
ナー

企業セミナー

てだこホール 多 http://www.haisai- 給与・条件といった情報は実は求職者の求める情報の1割に過ぎない。定型的な求人票を形式的に埋めるだけでは表現しき
目的室１
p.com/company_se れない社内の雰囲気や各社の魅力や働き甲斐をどう表現するのかを教示し、採用力強化につなげることを目的とする。
minor/%E6%B1%82%E
4%BA%BA%E7%A5%A
8%E3%81%AE%E6%9B
%B8%E3%81%8D%E6%
96%B9%E3%82%BB%E
3%83%9F%E3%83%8A
%E3%83%BC-3/

2017-12-19

2017-12-19

沖縄県

株式会社りゅう あなたの魅力 誰でも
せきビジネス
が伝わる 職務
サービス
経歴書の書き
方セミナー

人材セミナー

てだこホール 多 http://www.haisai目的室１
p.com/women/semi
nor/%E3%81%82%E3%
81%AA%E3%81%9F%E
3%81%AE%E9%AD%85
%E5%8A%9B%E3%81%
8C%E4%BC%9D%E3%
82%8F%E3%82%8B%E
3%80%80%E8%81%B7
%E5%8B%99%E7%B5%
8C%E6%AD%B4%E6%
9B%B8%E3%81%AE%E
6%9B%B8%E3%81%8D
%E6%96%B9%E3%82%
BB%E3%83%9F-3/

求人企業から求職者へのメッセージとして求人広告・求人票があるように、求職者から求人企業へのメッセージとして履歴
書・職務経歴書があります。
ある程度形式が定まっている履歴書とは異なり、自由な記載も認められる職務経歴書はあなたの魅力をPRする絶好のツー
ルとなりえます。
効果的な自己PRツールとしての職務経歴書の書き方をマスターし、就職活動を有利に進めることを目的とします。

2017-12-20

2017-12-20

岡山県

株式会社帝国 地域企業の経 誰でも
データバンク
営課題を解決
する多様な働き
方セミナーin岡
山

企業セミナー

ＴＫＰ岡山会議室
ホール２Ａ

人手不足など人材に関する課題を解決する働き方改革のヒントをご提供するセミナーを開催します。
子育て中の従業員に寄り添った多様な働き方の実践事例、働き方改革を支援する助成金のご紹介とともに、中小企業庁に
昨年度設置した「中小企業・小規模事業者の人手不足対応研究会」でとりまとめたガイドライン及び企業の事例をご紹介しま
す。

2017-12-20

2017-12-20

福岡県

2017-12-20

2017-12-20

沖縄県

マンパワーグ
ループ株式会
社
株式会社りゅう
せきビジネス
サービス

求職中の女性 女性
向けセミナー
（事業説明会）
社会人のリアル 若者
を知る

人材セミナー

飯塚中央公民館
学習室301-302

人材セミナー

沖縄国際大学

経営者の皆様を始め、地域企業の人材不足という経営課題の解決にご関心のある、多様な方々のご参加をお待ち申し上げ
ております。
【日時】 平成29年12月20日（水）14時00分～17時00分
【場所】 ＴＫＰ岡山会議室 ホール２Ａ（岡山市北区磨屋町１－６ 磨屋町ビル２階）
【定員】 ６０名（参加無料）
【主催】 中小企業庁、中国経済産業局
【プログラム】
＜第１部＞
①中国地域中小企業・人材コーディネート事業の取り組み紹介
・全体統括コーディネーター 大森 一弘
②子育て中の従業員に寄り添った多様な働き方の実践事例
・Animo株式会社 代表取締役 橋本 典子 氏
・角南被服有限会社 常務取締役 角南 裕 氏
＜第2部＞
①生産性向上と人手不足解消を両立する助成金活用法とは？
・ソビア社会保険労務士事務所
代表/社労士 五味田 匡功 氏（一般財団法人 日本次世代企業普及機構 監事）
②中小企業の人手不足を解消する全国の実践事例紹介
・中小企業庁 中小企業・小規模事業者の人手不足対応研究会（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社）
求職中の女性向け就活セミナーです。その他、キャリアカウンセリングもご希望に応じて実施致します。
県内大学の教授とタイアップし、正課の授業内社会人ゲストを招聘し、講話を行う。経営者の登壇を「地域のエクセレントカン
パニー講座」、若手従業員や人事担当者など従業員の登壇を「社会人のリアル」と銘打って開催する。数年後に社会に出る
自身のイメージを描き、就業意識を高めることを目的とする。

12月開催済みイベントリスト（公開希望限定）
開始日

終了日

都道府県 事業者

2017-12-21

2017-12-21

宮城県

イベント名

一般社団法人 事業創造セミ
ワカツク
ナー

対象人材

形態

会場

その他（経営者・ 企業セミナー、 FiveBridge 会議
事業管理者）
研修
室（4F）

URL

概要
【概要】
人材活用による事業創造と組織活性を促す講座。
人材を活用した自社の新規事業開発について、簡単なロードマップをつくる事を目標とする。
【対象】
人手不足、現場社員との意識の相違を感じ育成に課題を持っていて、若手人材を活用した事業開発や、組織活性化を望む
企業、経営者、事業管理者

2017-12-21

2017-12-21

宮城県

一般社団法人 賢いママになる 女性
ワカツク
お金のお話

その他（働いて エル・ソーラ仙台
いるママ向け・ 研修室
働きたいママ向
け等）
交流会
沖縄国際大学

我が家に合ったマネープランは？ファイナンシャルプランナーによる講座 (託児付 無料)

2017-12-21

2017-12-21

沖縄県

株式会社りゅう 地域のエクセレ 若者
せきビジネス
ントカンパニー
サービス
講座

2017-12-25

2017-12-25

沖縄県

株式会社りゅう 外国人留学生 外国人
せきビジネス
採用セミナー
サービス

企業セミナー

琉球大学 50周
年記念館

2017-12-26

2017-12-26

沖縄県

株式会社りゅう 地域のエクセレ 若者
せきビジネス
ントカンパニー
サービス
講座

人材セミナー

沖縄国際大学

県内大学の教授とタイアップし、正課の授業内社会人ゲストを招聘し、講話を行う。経営者の登壇を「地域のエクセレントカン
パニー講座」、若手従業員や人事担当者など従業員の登壇を「社会人のリアル」と銘打って開催する。数年後に社会に出る
自身のイメージを描き、就業意識を高めることを目的とする。

2018-01-25

2017-12-25

沖縄県

株式会社りゅう 地域のエクセレ 若者
せきビジネス
ントカンパニー
サービス
講座

人材セミナー

沖縄国際大学

県内大学の教授とタイアップし、正課の授業内社会人ゲストを招聘し、講話を行う。経営者の登壇を「地域のエクセレントカン
パニー講座」、若手従業員や人事担当者など従業員の登壇を「社会人のリアル」と銘打って開催する。数年後に社会に出る
自身のイメージを描き、就業意識を高めることを目的とする。

2017-08-01

2017-12-31

山梨県

山梨県中小企 課題解決型長 若者
業団体中央会 期インターシッ
プ（重点分野企
業長期インター
ンシップ）

インターンシッ
プ

県内中小企業
（実習場所）

県内大学の教授とタイアップし、正課の授業内社会人ゲストを招聘し、講話を行う。経営者の登壇を「地域のエクセレントカン
パニー講座」、若手従業員や人事担当者など従業員の登壇を「社会人のリアル」と銘打って開催する。数年後に社会に出る
自身のイメージを描き、就業意識を高めることを目的とする。
ヤブサチ様の登壇
企業 による採用事例紹介や、留学生（元含む）の就職活動体験談発表、有識者による講演を行う。

http://www.chuokai ●課題解決型インターンシップでは、企業が自社の抱える経営課題解決のためのテーマを学生に提示し、それに基づき学
-yamanashi.or.jp/ui 生が現場実習・グループワーク等を通じて考え取り組む。学生が担当社員とコミュニケーションを図りながら実習を実施す
る。終了後は成果をまとめ、企業・学生双方で確認を行う。（提案会・プレゼンなど）
●実施期間
①学生申込期間：平成２９年６月～１０月
②希望学生(申込者)との事前面談：学生申込時（実習スケジュール・交通手段・宿泊施設等の打合せ）
③インターンシップ実施期間：平成２９年８月～１２月（実習期間が連続しない日程も設定可能）
●受け入れ企業及び参加学生
企業：長期に学生を受入れが可能な中小企業者
成果報告やフォローアップなど、当会が求める報告にご協力いただける企業
学生：県内外の大学1～3年生、短期大学・専門学校1年生
●実施スケジュール
①申込書提出
②企業シートの作成
③企業情報の公開
本会ＨＰ、本会連携大学・専門学校のキャリアセンターを通じて学生に情報の公開
④学生からの申込み(中央会で受付)
⑤学生と企業との事前面談(学生からの申込みがあった時点で、面談日時の調整)
⑥関係書類の作成
⑦インターンシップ開始
実習写真撮影、週報作成、企業のコメント、アンケート実施
⑧成果報告書の作成・提出など
⑨フォローアップ

