
 2019夏期しまね学生インターンシップ募集詳細　　6月28日現在

1.  伸共木材協同組合（伸和産業株式会社内）　【助成あり】

所在地 益田市隅村町623-2

事業内容
森林で木材を伐採する仕事ですが、全ての現場で条件が異なるため、積み上げられた知
識と技能を活かし、チームワークで取り組めるとてもやりがいのある仕事です。（詳細はHP
参照）

募集部署 所在地に同じ

実習時期 8月～9月末
実習日数 5日間
募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容

・素材生産、チップ製造等の事業全体の説明（現場視察）
・伐採予定森林の調査（境界確認等）
・伐採現場の見学、簡単で安全な作業体験（伐採、重機試乗）
・社員との意見交換
・森林、林業全般に関する概要説明

実習内容のタイプ その他
特記事項

2.  有限会社中山農場

所在地 大田市川合町忍原イ1140-1

事業内容 生乳・子牛・堆肥の生産販売
募集部署 中山農場内牧場

実習時期 8月～9月末
実習日数 5日間
募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
酪農業について 
乳牛、子牛の飼育管理

実習内容のタイプ 食品関連（農業含む）

特記事項

3.  有限会社桜江町桑茶生産組合　【助成あり】

所在地 江津市桜江町市山507-1

事業内容
農作物の生産・加工・販売を行う６次産業です。主な農作物は桑葉・大麦若葉などがあ
り、近年では多品目化を目指し栽培面積は２０ｈａです。 
また加工場は海外に輸出する為、ＩＳＯ22000を取得しています。

募集部署 所在地に同じ

実習時期 8月～9月末（土日を除く）
実習日数 5日間
募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
栽培生産部では、農作物の収穫作業・圃場整備作業。一次加工部では、農作物の洗
浄・粉砕・乾燥・選別作業。二次加工部では、ティーパック加工や商品梱包、商品出荷作
業がすべて体験できます。

実習内容のタイプ 食品関連（農業含む）、企画・営業系

特記事項
畑や工場での作業になります。暑い中での体験になりますので体調管理に気をつけてくだ
さい 。また、江津市内であれば宿泊先から本社まで送迎は可能です。

4.  カナツ技建工業株式会社
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所在地 松江市春日町636番地

事業内容
土木・建築工事、上水場および下水処理場の維持管理業務など幅広く行っています。そ
して、「技術サービス集団」として、様々な面から、社業を通じて社会に貢献することを目
指しています！

募集部署 本社周辺の工事現場事務所

希望により調整します。申込書の希望する部署・店舗欄にご記入ください。【申込書への記載要】

実習時期 8月～9月末

実習日数 5日間

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
【土木事業】土木工事の設計・施工 
【建築事業】建築工事の設計・施工住宅の新築・リフォーム 
【環境事業】水処理施設建設、水処理施設（上水場、下水場）の運転・維持管理

実習内容のタイプ まちづくり（建設含む）
特記事項

5.  極東興和株式会社　【助成あり】

所在地 松江市西嫁島1丁目4-12

事業内容
・プレストレストコンクリート橋の建設、桁の製造 
・コンクリート構造物の補強・補修

募集部署 ①江津PC工場(江津市都野津)　②県内橋梁建設現場

希望により調整します。申込書の希望する部署・店舗欄にご記入ください。【申込書への記載要】

実習時期 8月～9月末

実習日数 5日間

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 土木系

実習内容
【工場】製作するＰＣ桁の品質管理、出来形管理 
【建設現場】品質管理、施工管理、出来形管理、若手技術者との意見交換

実習内容のタイプ ものづくり
特記事項

6.  山陰温調工業株式会社　【助成あり】

所在地 松江市矢田町250番地105

事業内容
設備工事業を主とし、空気調和・冷暖房・冷凍冷蔵・給排水衛生設備等の設計、施工、
保守を主力業務としております。特に空調・冷暖房部門においては県内有数の業者として
高い評価も頂いています。

募集部署 ①本社　②安来営業所

希望により調整します。申込書の希望する部署・店舗欄にご記入ください。【申込書への記載要】

実習時期 8月～9月末
実習日数 5日間

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容 設備工事業とはどのような業種なのかを体験を通して知ることが出来ます。

実習内容のタイプ まちづくり（建設含む）、ものづくり、その他

特記事項

7.  島根電工株式会社　【助成あり】
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所在地 松江市東本町5丁目63番地

事業内容
生活に欠かせない電気・水道・通信設備等を提供しています。当社が1番大切にしている
のは、社員とその家族です。充実した社員教育や、運動会、週3日のノー残業デー、プレ
金などに取り組んでいます。

募集部署 所在地に同じ

実習時期 9/9（月）～9/13（金）

実習日数 5日間

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
営業職と現場管理職の仕事について、座学やグループワーク、疑似体験、実際の現場見
学などを行います。

実習内容のタイプ 企画・営業系、まちづくり（建設含む）、事務・管理系

特記事項

8.  株式会社長岡塗装店　【助成あり】

所在地 松江市西嫁島1-2-14

事業内容
新築・改修時の建物、橋梁等構造物の塗装工事、防水・断熱・アスベスト除去等の各種
工事の他、建築工事一式の許可業者として請負・施工・管理をしています。又、建築物の
診断・調査業務などで社会に貢献しています。

募集部署 工務部

実習時期 8月～9月末
実習日数 5日間
募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
現場を管理する工務職の実務作業や工事現場の見学も体験できます。塗装でカバーで
きる範囲の広さや奥深さを知り楽しさも体験できます。実際に見聞きすることで、将来の就
職に役立つ情報や知識が得られます。

実習内容のタイプ ものづくり、まちづくり（建設含む）、事務・管理系

特記事項
車通勤の場合駐車場有。現場体験時に足場に上がることも有る為、高所が苦手な方はご
遠慮ください。

9.  株式会社庭の川島　【助成あり】

所在地 松江市菅田町218番地

事業内容
「環境保全」・「修景デザイン」・「ものづくり」・「文化財保全」
総合的な町づくりに弊社創業７０年の蓄積された技術、技能そして新たな技術を取り入れ
特色のある事業を展開しています。 

募集部署 ①松江本社　②松江市内工事作業所

希望により調整します。申込書の希望する部署・店舗欄にご記入ください。【申込書への記載要】

実習時期 8月～9月末

実習日数 5日間、応相談

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 工学部土木系及び農学部造園・園芸系

実習内容
土木作業所においては測量・施工管理・ＣＡＤ等。造園部作業所においては作庭計画・作
庭・樹木管理及び樹木医診断調査等の見学、補助を通して体験していただきます。

実習内容のタイプ まちづくり（建設含む）、企画・営業系

特記事項

10.  株式会社フィディア（ホームデコ）
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所在地 松江市西川津町4170

事業内容
住宅のガーデン・インテリアのお店です。店内では雑貨花苗の販売もしています。毎年20
名以上のインターンシップを受け入れています。専攻は問いません。詳しくはホームページ
をご覧ください。

募集部署 ホームデコ松江店

実習時期 8月～9月末

実習日数 5日間

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
①ガーデン＆インテリアアドバイザーコースは現場見学、作図体験、資料整理など
②雑貨花苗販売コースは店内商品管理、販促POP作成、店内整備など
①と②の複合も可能

実習内容のタイプ ものづくり、サービス（販売・福祉を含む）、企画・営業系

特記事項 詳しくはホームページ・FB・インスタなどをご覧ください。

11.  今岡工業株式会社　【助成あり】

所在地 出雲市塩冶神前2-8-16

事業内容
総合建設業、土木（道路、トンネル、河川、海岸整備など）、建築（公共建築物、介護施
設等民間建築物など）、住宅（桧家住宅の営業・販売・施工管理、新築住宅）

募集部署 ①土木部　②建築部　③営業部

希望により調整します。申込書の希望する部署・店舗欄にご記入ください。【申込書への記載要】

実習時期 8月～9月末

実習日数 5日間

募集学年 大学1～3年、短大1年、高専4年・専攻科1年

学科/専攻制限等
土木技術職の場合、土木関系の学部学科を履修している方。建築技術職の場合、建築
関係の学部学科を履修している方。

実習内容
①土木技術職・・・各現場において現場管理の体験。
②建築技術職・・・各現場において現場管理の体験。 
③営業職・・・住宅営業または工事受注に関する営業の体験。

実習内容のタイプ まちづくり（建設含む）、企画・営業系

特記事項
土木技術職、建築技術職を希望される方は、作業着と安全靴が準備できるかお知らせく
ださい。準備できない場合は当社で用意します。

12.  イマックス株式会社　【助成あり】

所在地 出雲市高岡町166-1

事業内容
設備工事で建物に命を吹き込む仕事をしています。ライフライン整備・保守など生活に重
要な仕事になります。モノづくりの仕事なので、夢中になれる仕事が沢山あります。また「や
りがい・達成感」も沢山あります。

募集部署 所在地に同じ

実習時期 8月～9月末

実習日数 5日間

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
ＣＡＤを使用しての設計図作成、建設現場の見学や軽作業、若手社員（2018入社・
2019入社）との意見交換会

実習内容のタイプ ものづくり、まちづくり（建設含む）
特記事項

13.  久文建設株式会社（キュービックホーム）
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所在地 出雲市大津町701番地7

事業内容
住宅建築：自然素材（無垢材、塗壁等）の材料を中心に自由設計の戸建て住宅を建設し
ます。 また、大型リフォームによる家屋再生についても多数の実績があります。 

募集部署 ホームアドバイザー部門

実習時期 9月

実習日数 5日間

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
戸建て住宅の設計およびプラン提案、住宅建築に関する基礎知識、住宅イベントの参加・
企画の手伝い等

実習内容のタイプ サービス（販売・福祉を含む）、企画・営業系、まちづくり（建設含む）
特記事項

14.  株式会社三友電工　【助成あり】

所在地 出雲市渡橋町1126番地1

事業内容

出雲を中心に５０年以上にわたり、住宅・店舗・アパート・工場等及び官庁発注の電気設
備工事をしています。 
一般家庭のスイッチの修理から、工期が１年以上に及ぶ大きな建物の工事まで幅広く営
業しています。

募集部署 出雲市内各現場

実習時期 8月～9月末
実習日数 5日間、応相談
募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
現場見学、簡単な軽作業を体験していただきます。 
実際の作業風景やそれに携わる人たちを見られるよい機会にしてください。社員や現場で
会う人に普段聞けない質問をたくさんして理解を深めてください。

実習内容のタイプ まちづくり（建設含む）
特記事項

15.  森島建設株式会社　【助成あり】

所在地 飯石郡飯南町下赤名473番地1

事業内容

①道路や橋梁の建設、補強などの公共工事を中心とした建設事業
②生コンの製造・販売事業
③「デイサービスセンターまごのて」を運営する介護事業
④ローソン・ポプラ店の経営
といった4事業を展開。

募集部署
①本社　②本社　③デイサービスセンターまごのて（飯南町下赤名）
④ローソン・ポプラ出雲医大南町店（出雲市医大南町）
複数の部署を全て体験予定です。【申込書への記載不要】

実習時期 8月～9月末
実習日数 5日間
募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容

①測量や施工管理などの仕事や作業を模擬体験
②生コン製造過程や試験の様子を見学
③デイサービスでの利用者様とのふれあいや介護者の生の声を聞く
④コンビニでのレジ業務体験など
多種の事業を一度に体験。

実習内容のタイプ まちづくり（建設含む）、事務・管理系、サービス（販売・福祉を含む）
特記事項

16.  森下建設株式会社
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所在地 江津市桜江町市山543-16

事業内容 土木工事・ICT施工・建築工事・家屋解体工事・ボイラー製造販売

募集部署 ①土木部 ②建築部

希望により調整します。申込書の希望する部署・店舗欄にご記入ください。【申込書への記載要】

実習時期 8月～9月末

実習日数 5日間

募集学年 大学1～3年、短大1年、高専4年・専攻科1年、専修1年

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
建築・土木工事において、施工図・工程表の作成、作業の指導監督、工程管理、品質・
安全の管理などの技術的な仕事の体験となります。

実習内容のタイプ ものづくり、まちづくり（建設含む）

特記事項 宿泊費用は、全額弊社で負担します。

17.  大畑建設株式会社　【助成あり】

所在地 益田市大谷町36-3

事業内容
私たちの生活に欠かせない道路・トンネル・橋・ダム・港などのインフラ整備から、学校・病
院・銀行・スーパー・工場などの大型施設や個別住宅に至るまで幅広い建築を行っていま
す。

募集部署 ①本社　②住宅事業部（益田市中吉田町）

希望により調整します。申込書の希望する部署・店舗欄にご記入ください。【申込書への記載要】

実習時期 8月～9月末（お盆時期を除く）

実習日数 5日間

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容 土木、建築の作業現場での簡単な作業体験や、住宅の設計（ＣＡＤ）の体験。

実習内容のタイプ まちづくり（建設含む）

特記事項

18.  有限会社河野建材　ハッピーベリ－農園　【助成あり】

所在地 邑智郡邑南町上亀谷456-1 

事業内容 ブルーベリーの収穫、出荷、ジャム製造、ジュース製造及びお客様の対応

募集部署 ハッピーベリ－農園（邑智郡邑南町上亀谷）

実習時期 8月中旬

実習日数 1週間

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
お客様への対応（接遇）により、社交性及び協調性が養えます 。
何より緑豊かな自然な中で、その場で収穫できた果実を何の心配もなく口にできる事、そ
して加工の楽しみを味わえる事です。

実習内容のタイプ サービス（販売・福祉を含む）

特記事項

19.  柏村印刷株式会社　【助成あり】
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所在地 浜田市相生町3889

事業内容
総合印刷物(商業印刷物から刊行物、伝票類など)およびWeb関連事業(ホームページや
メールマガジンの作成等)など幅広く活動しています。

募集部署 ①浜田本社　②松江支店(松江市西嫁島)　③出雲支店(出雲市斐川町坂田)

希望により調整します。申込書の希望する部署・店舗欄にご記入ください。【申込書への記載要】

実習時期 8月～9月末

実習日数 5日間

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容 支店の場合は営業職のみ、本社は企画、編集、印刷等全て可能

実習内容のタイプ ものづくり、企画・営業系

特記事項

20.  JUKI松江株式会社　【助成あり】

所在地 松江市宍道町佐々布2207-1

事業内容
メカトロ技術とロボットシステムにより、生産設備の設計製作、立体縫製の自動化装置設計
製作など、スマート工場の創造を行っています。

募集部署 製造部生産技術課

実習時期 8月～9月末

実習日数 5日間

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 機械工学系、電気制御系

実習内容
製造工程の省人化、低難化のシステム設計を行うに当たり、ロボットの取り扱いと制御系
の理解、及びロボットハンドのアイデア出しなどを体験していただきます。

実習内容のタイプ ものづくり

特記事項
ＪＲ宍道駅を利用して通勤の場合は、宍道駅まで送迎いたします。作業服、作業帽、安全
靴は貸与します。

21.  曽田鉄工有限会社　【助成あり】

所在地 松江市東出雲町錦浜583-17

事業内容
鉄工所です。業種は製缶業です。比較的大きなサイズのプラント設備向け製缶製品や冶
具を製作しています。溶接技術を中心に展開、切断、折り曲げ、 ロール曲げなどの要素技
術を使い製作していきます。

募集部署 所在地に同じ

実習時期 8月～9月末

実習日数 5日間

募集学年 大学3年、高専4年・専攻科1年、大学院1年

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
技能編：溶断、溶接、曲げ加工。技術編：スケッチ、作図、設計。
改善活動：3S活動 。
「自分で考え自分で作るものづくり」

実習内容のタイプ ものづくり
特記事項

22.  株式会社谷口印刷　【助成あり】
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所在地 松江市東長江町902-59

事業内容
印刷・出版業。印刷は地元の企業・団体・官公庁等の印刷物を中心に製造しています。
出版は山陰に関する出版物を発行しており、企画、取材・編集、デザインなど、より良い誌
面をつくる業務を得意としています。

募集部署 営業部およびハーベスト出版編集部

複数の部署を全て体験予定です。【申込書への記載不要】

実習時期 8月～9月末

実習日数 5日間

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
印刷物の製造過程見学と出版企画立案体験。主となるのは出版企画立案体験で、実際
に本の企画を立案してプレゼンを行い、制作・販売シミュレーションを行います。

実習内容のタイプ 企画・営業系、サービス（販売・福祉を含む）

特記事項

・ 通勤について…一畑電鉄『朝日ヶ丘駅』から徒歩13分。自家用車の通勤は駐車場有。 
 ・事前準備について…出版企画立案体験がメインになりますので、自分が好き・興味があ
る・勉強しているコトやモノなどがあれば、企画を立てやすくなります。さらに、そのコトやモノ
に関連する本が世の中にあるのかどうか調べておくと良いと思います。 持参物は筆記用具
のみ。なお、ノートパソコンをお持ちの方はプログラムをスムーズに進めることが出来ると思
います。 企画立案のためには、できるだけリラックスすることが望ましいので、普段通学する
ような私服でお越しください。

23.  タニダ株式会社

所在地 松江市乃木福富町735番地208
事業内容 シ－ル・ステッカ－製造、ファンシ－グッズ・ノベルティ・OEM商品企画卸販売
募集部署 所在地に同じ

実習時期 8月～9月末(8/11～8/15を除く)
実習日数 5日間
募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
当社はシ－ルを中心とした印刷製造業者です。印刷物が市場に出回るまでに、どの様に
して出来上がるのかを体験することができます。

実習内容のタイプ ものづくり
特記事項

24.  中浦食品株式会社　【助成あり】

所在地 松江市東出雲町錦浜583-41

事業内容
観光土産品の製造・卸・販売をしている会社です。看板商品「どじょう掬いまんじゅう」に代
表されるように、お客様に笑顔をお届けする商品を取り扱っています。また地元の資源を
活かした商品創りに力を入れています。

募集部署 ①製造部　②営業部　③販売部
希望により調整します。申込書の希望する部署・店舗欄にご記入ください。【申込書への記載要】

実習時期 8月～9月末
実習日数 5日間
募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
観光土産品(おもに食品)の製造・営業・販売等、様々な現場を実際に体験します。 
インターンシップを通して、自分に向いている職種を見つけることが出来ます。

実習内容のタイプ 食品関連（農業含む）、サービス（販売・福祉を含む）、企画・営業系
特記事項

25.  富士産業株式会社　山陰事業部　【助成あり】

所在地 松江市殿町111番地　松江センチュリービル3階309号室8
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事業内容
“身内のつもりになった食事サービスの提供をしましょう”の企業理念のもと、病院や福祉
施設の利用者様に家庭の延長線上にある美味しくてぬくもりのあふれる食事サービスの提
供を心がけております。

募集部署 ①松江　②出雲　③浜田

1つの部署・店舗での体験となります。申込書の希望する部署・店舗欄にご記入ください。【申込書への記載要】

実習時期 8月～9月末
実習日数 5日間
募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
普段見ることのできない、福祉施設の厨房での大量調理・衛生管理、また栄養士を目指
す方には献立作成や発注業務などを体験していただけます。

実習内容のタイプ 食品関連（農業含む）
特記事項

26.  馬潟工業有限会社　【助成あり】

所在地 松江市八幡町786

事業内容
金属材料の切断や削り加工を請け負っています。ゲーム機やスマホに使われる材料の加
工や飛行機のエンジン部品の加工をさせていただいており、今の飛行機にもわが社で加工
した部品が使われているかもしれません。

募集部署 松江本社工場

実習時期 8月～9月末
実習日数 5日間、応相談
募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
最先端の三次元測定機で1/100ミリ台での計測を体験し、第二次産業の品質保証の重
要性を学ぶ。

実習内容のタイプ ものづくり

特記事項 山陰本線『東松江駅』下車徒歩10分

27.  松江山本金属株式会社　【助成あり】

所在地 松江市北陵町30番地

事業内容
Intelligence Factory for the Future　～100年企業へ～　2つのコア技術「大物加工技
術」と「計測評価技術」で世界一を目指しています！

募集部署 所在地に同じ

実習時期 8月～9月末

実習日数 5日間

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
ものづくりを実際の現場で体験して頂きます。図面から、製作に必要なプログラムを作成
し、実際に精密機械を操作して頂けます。モノづくりの楽しさ、大変さを感じていただける内
容になります！

実習内容のタイプ ものづくり、事務・管理系

特記事項 駐車場がございますので、自家用車で通勤可能です。

28.  三菱マヒンドラ農機株式会社　【助成あり】

所在地 松江市東出雲町揖屋667-1

9



 2019夏期しまね学生インターンシップ募集詳細　　6月28日現在

事業内容
私たちは国内唯一の外資系総合農機メーカーです。各種農業機械（トラクタ、コンバイン、
田植機）の開発設計および販売が主な事業内容です。お客様の作業負担軽減に挑戦し
ています。

募集部署 開発設計統括部

実習時期 8月～9月末

実習日数 5日間または10日間、応相談

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 理系学部学科の学生のみ

実習内容 開発設計体験、エンジニア業務、ものづくり体験など

実習内容のタイプ ものづくり、ＩＴ
特記事項

29.  モルツウェル株式会社　【助成あり】

所在地 松江市黒田町454-3

事業内容
他社が真似できない真空調理製法で、安心安全・おいしい、温かい食事を全国の介護施
設に、再加熱機器とセットで製造販売し、介護業界の生産性アップに寄与しています。地
域では、ごようきき三河屋事業を展開中。 

募集部署
厨房実習：松江市内厨房受託事業所　　ごようきき三河屋事業実習：松江市内全域
製造工場実習：本社工場

複数の部署を全て体験予定です。【申込書への記載不要】

実習時期 8月～9月末
実習日数 5日間
募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
厨房実習：介護施設厨房で盛付提供業務 
ごようきき三河屋事業実習：松江市内の在宅高齢者へ配食、ごようきき業務
製造工場実習：真空調理製品製造業務

実習内容のタイプ 食品関連（農業含む）、サービス（販売・福祉を含む）、ものづくり

特記事項 インターンシップ開始までに検便検査結果を提出いただきます。

30.  リョーノーファクトリー株式会社　【助成あり】

所在地 松江市東出雲町揖屋686-1

事業内容
国内外で活躍する三菱農業機械のトラクター・コンバイン・田植機の製造を一手に担って
います。『ものづくり』に関する全ての工程を有しており、調達・生産管理・品質管理・生産
技術の一貫した体制を整えています。

募集部署 生産技術部

実習時期 8月～9月末(8/10～8/15を除く)
実習日数 5日間
募集学年 大学1～3年、高専4年・専攻科1年、大学院1年

学科/専攻制限等 理系

実習内容

＜製造ラインの作業分析と改善活動＞ 
①動作時間分析手法についての基礎学習 
②製造ラインにおける時間分析実習 
③時間分析をもとにした改善案作成

実習内容のタイプ ものづくり、事務・管理系
特記事項

31.  株式会社島根富士通

所在地 出雲市斐川町三絡1180-6
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事業内容
富士通製ノートＰＣ・タブレットＰＣ製造、ノートパソコン(LIFEBOOK)、タブレットパソコン
(Arrows Tab)、サービスビジネス、製造受託(EMS)・製造設備の設計・開発、改善コンサ
ルティング

募集部署 ①生産技術部 ②ITシステム技術部

希望により調整します。申込書の希望する部署・店舗欄にご記入ください。【申込書への記載要】

実習時期 8月～9月末(8/12～8/15を除く)

実習日数 5日間または3日間、応相談

募集学年 大学3年、高専4年・専攻科1年、大学院1年

学科/専攻制限等 理系学部

実習内容
ノートパソコン製造における生産技術全般（工場レイアウトシミュレーションやパソコン設計シ
ミュレーション、設備構築体験）と試験プログラミング作成、ITシステム体験を行っていただ
きます。

実習内容のタイプ ものづくり、ＩＴ
特記事項

32.  株式会社ニッポー　島根工場　【助成あり】

所在地 仁多郡奥出雲町下横田750-1

事業内容
電気・電子・ソフトウェアを応用し機器の開発・量産を行っています。例として農業ハウスで
の作物育成環境を最適化する「統合環境制御装置：ハウスナビアドバンス」は発売3年で
九州全県での採用実績を得ております。

募集部署 ①島根工場（奥出雲町下横田）　②出雲オフィス（出雲市高岡町）

希望により調整します。申込書の希望する部署・店舗欄にご記入ください。【申込書への記載要】

実習時期 8月～9月末
実習日数 5日間、応相談
募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容

・組み込みソフトウェア開発 ・電子回路設計
・電子機器組立製造 ・試作品組立
・試作品動作評価 ・クラウドシステム評価
・農業向け各種センサー開発実験、評価
これらを通じて、弊社の開発業務と事業内容を知る。

実習内容のタイプ ものづくり、ＩＴ、企画・営業系

特記事項
島根工場の場合は公共交通機関の便が少ないので、その他の通勤手段（バイク・自家用
車、徒歩圏内での宿泊等）を検討してください。

33.  木次乳業有限会社　【助成あり】

所在地 雲南市木次町東日登228-2

事業内容

木次乳業：食品製造(乳製品)、日登牧場：酪農(生乳)、奥出雲葡萄園：農業、加工(ワイ
ン)
3社とも扱う製品は異なりますが、それぞれに自然の恵みを活かし、地域の文化に根ざし
た食品づくりをしています。

募集部署
農事組合法人日登牧場（雲南市木次町木次）
有限会社奥出雲葡萄園（雲南市木次町寺領）
複数の部署を全て体験予定です。【申込書への記載不要】

実習時期 8月～9月末
実習日数 5日間～10日間
募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
木次乳業グループの広報担当として実習を行っていただきます。農業、加工、販売を通し
て人々の暮らしにどのようにかかわっているか体感すると共に、その魅力をどのように発信
するのか学んでいただきます。

実習内容のタイプ 企画・営業系、食品関連（農業含む）、サービス（販売・福祉を含む）
特記事項

34.  株式会社ゼンキンメタル　【助成あり】

所在地 雲南市木次町里方1079番地111
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事業内容
私達は、金属をお客様から要望される様々なカタチにする金属加工を行っています。精
密板金加工として、薄い金属板を「切って」「曲げて」「溶接して」様々な産業分野で使用さ
れる金属部品を生産しています。

募集部署
製造本部（技術・品質管理）
※希望に応じて他部署の製造作業も体験

希望により調整します。申込書の希望する部署・店舗欄にご記入ください。【申込書への記載要】

実習時期 8月～9月末
実習日数 5日間
募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
○就業体験の為の仕事をせず、真に当社の社員として役割を感じるような「生きた仕事」
を体験してもらいます。 
○実際の課題を“実習者と社員が一緒になって”取り組みます。

実習内容のタイプ 事務・管理系、ものづくり
特記事項

35.  株式会社明和　【助成あり】

所在地 雲南市大東町前原111番地1

事業内容
薄板精密板金加工の請負製造をしており、高い品質で、お客様に満足していただいてい
ます。 
自分の思い描くものを作る事ってすごくおもしろいんですよ、体験してみませんか？ 

募集部署 本社工場

実習時期 8月～9月(9月下旬を除く)

実習日数 5日間または2週間～3週間

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容 安全教育、板金部品、設計、作成、管理業務等　 

実習内容のタイプ ものづくり、事務・管理系、ＩＴ
特記事項 パソコンの基本操作ができる方

36.  株式会社吉田ふるさと村　【助成あり】

所在地 雲南市吉田町吉田1047-2

事業内容
地域に根ざした商品開発を手がけ、「卵かけご飯専用醤油」を開発。地元の農産物を主
原料とした農産加工品の製造を中心に地域住民へのインフラ提供事業など多彩な事業
を手掛けています。 

募集部署 農産加工部

実習時期 8月～9月末
実習日数 5日間(14日間等応相談)
募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
地域資源を活用した商品開発、販売体験。
中山間地域での地域資源の有効活用。 
企業の中でチームを作りながら、仕事をする職場体験。 

実習内容のタイプ 企画・営業系、食品関連（農業含む）、ものづくり
特記事項

37.  東洋製鉄株式会社　出雲仁多工場　【助成あり】

所在地 仁多郡奥出雲町上阿井2467
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事業内容
最新鋭の設備と優れた生産力で、建機のカウンターウエイトをはじめ、鉄アレイのようなもの
から組合せにより200tを超えるものまで、メーカーのニーズに合わせて100種以上のウエ
イトを製造しています。

募集部署 所在地に同じ

実習時期 8月～9月末(8/10～8/15を除く)
実習日数 5日間
募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
テーマを出し、生産効率や不具合の対策案の検討を行っていただきます。 
また、場合によっては鋳造現場での溶解、造型、仕上工程、管理業務を体験していただき
ます。

実習内容のタイプ 事務・管理系、ものづくり

特記事項 なるべく車での通勤が出来る方

38.  マルハマ食品株式会社　【助成あり】

所在地 浜田市周布町イ100番地

事業内容
当社は昭和7年に醤油製造業から始まり、食生活の変化に伴い様々な製品を製造してき
た87年の歴史ある会社です。品質第一主義にこだわり、当たり前のことを当たり前以上に
行うことを経営の根本としています。

募集部署 ①商品開発部　②品質保証部　③レトルト第一工場　④醤油工場　⑤セットアップ工場

希望により調整します。申込書の希望する部署・店舗欄にご記入ください。【申込書への記載要】

実習時期 8月～9月末
実習日数 5日間
募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容

①商品開発部において製品の開発業務
②品質保証部にて品質管理業務
③～⑤各工場にて製品の充填・検品・包装・梱包作業などの製品製造業務を経験するこ
とにより製造業の流れを学んでいただきます。

実習内容のタイプ 食品関連（農業含む）、ものづくり、事務・管理系

特記事項 学部学科を問わず、「食」に興味のある方、お待ちしております。

39.  株式会社イワミ村田製作所

所在地 大田市大田町大田イ795-1

事業内容
電子部品の製造・開発を行っており、世界中のお客様に弊社製品をご利用いただいており
ます。

募集部署
①事務課 ②業務課 ③生産技術課 ④開発課
（受け入れ先の業務状況により変更となる場合がございます）

1つの部署・店舗での体験となります。申込書の希望する部署・店舗欄にご記入ください。【申込書への記載要】

実習時期 8月～9月末(8/14～8/16、9/16、土日を除く)
実習日数 3日間
募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
事務系、技術系職種問わず、当社業務体系を理解した上で、各業務の部分的な体験を
行う。体系理解、体験から得られた気づきを、社内発表(プレゼン)する。

実習内容のタイプ 事務・管理系、ものづくり

特記事項 自宅から通勤可能な方を対象としております。

40.  トップ金属工業株式会社　江津工場　【助成あり】

所在地 江津市松川町上河戸390-19
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事業内容
自動車ボディの生産に必要なプレス金型を設計から一貫生産。世界の自動車生産を支
えるため、世界中の金型をここ島根で創り続け、島根から世界に向け供給しています。

募集部署 所在地に同じ

実習時期 8月～9月末

実習日数 5日間

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
世界へ供給している日本のモノづくり、設計や製造の巧の技術が体験できます。モノづくり
に携わる技術者とのふれあいや作業体験、グループワークを通して地元に根ざす企業を
感じてください。自分の力も試せますよ。

実習内容のタイプ ものづくり
特記事項 自力で通勤できる方

41.  若女食品株式会社

所在地 江津市渡津町961-4

事業内容
創業110余年の若女食品株式会社でございます 。
冷凍食品を中心とした食品製造業です。出荷先は、日本全国と海外（アジア圏中心）で
す。工場では、産業ロボットを使用した製造を行っております。

募集部署 所在地に同じ

実習時期 9月

実習日数 5日間、要相談

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
工場でロボットをどのようにして管理しているか、商品開発での商品をどのように開発してい
るか、 品質管理ではどのような管理をしているのか、事務はどのような仕事をしているのか
をそれぞれ体験。

実習内容のタイプ 食品関連（農業含む）
特記事項

42.  株式会社ハマ電機　【助成あり】

所在地 出雲市天神町188-1

事業内容
電気機器の販売・修理。主として重電機器、制御機器等を取り扱う。また、制御盤の設
計・制作も行う。 

募集部署 所在地に同じ

実習時期 8月～9月末

実習日数 5日間

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
〇電気機器(電気チェーンブロック、コンプレッサ、モートル、ポンプ等)の不具合に対しての
点検・修理等。 
〇自動制御盤の設計・制作等。

実習内容のタイプ サービス（販売・福祉を含む）、ものづくり

特記事項

43.  米子ガス株式会社　【助成あり】

所在地 鳥取県米子市旗ケ崎2200番地
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事業内容 都市ガス供給販売、LPガス販売、電力小売販売、ガス器具販売、ガス配管工事

募集部署 経営管理部

実習時期 8月～9月末
実習日数 5日間
募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
構内設備見学、お客様との商談、器具取替、ガス管工事現場への同行、事務の軽作業
体験

実習内容のタイプ 企画・営業系、事務・管理系、まちづくり（建設含む）

特記事項 簡単な入力作業(エクセル、ワード、パワーポイント)

44.  株式会社アキュートシスコム　【助成あり】

所在地 松江市乃白町334番地6　のしらスイートビル2F

事業内容
市町村・金融・電力など業務知識を活かしたシステム受託開発、OSSを活用した自社オリ
ジナルサービスの提供を中心に行っています。 
特にコンタクトレンズ業界のEDI化に貢献するシステム開発を行っています。

募集部署 クラウドソリューション部

実習時期 8月～9月末

実習日数 5日間、応相談

募集学年 大学3年、短大1年、高専4年・専攻科1年、専修1年、大学院1年

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
実際の仕事を手伝ってもらうので、多少なりとも仕事のイメージがつかめると思います。頼
む仕事内容はスキルと体験期間により調整します。

実習内容のタイプ ＩＴ

特記事項

無料駐車場あり。
公共交通機関利用の場合：近くのバス停は便が少なく、それ以外のバス停からは徒歩10
分程度。最寄り駅からは徒歩20分程度 。
言語は何でもよいのでプログラミング経験者であること。

45.  株式会社イード　松江ブランチ　【助成あり】

所在地 松江市北陵町1番地 テクノアークしまね南館B

事業内容
50以上の自社Webメディアを企画・開発・運営しています。自動車、IT、セキュリティ、ゲー
ム、アニメ、映画、スポーツ、教育、マネーなど数々の専門Webメディアを運営していま
す。

募集部署 所在地に同じ

実習時期 8月～9月末
実習日数 5日間
募集学年 大学3年、高専4年・専攻科1年、大学院1年

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
当社Webメディアを成長させるための提案とシステム改善を行っていただきます。メディア
事業とエンジニアの働き方、必要スキル、各種ツールの使い方等、幅広い知識を得ると共
に実業務に近い体験ができます。

実習内容のタイプ ＩＴ

特記事項
・HTML、CSSの基本的な知識がある方 
・プログラミングが好きな方 
・ノートPCをお持ちの方はご持参ください。

46.  ＳＣＳＫサービスウェア株式会社

所在地 松江市御手船場町553-6　松江駅前エストビル
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事業内容
全国13拠点でBPOサービスを提供し、ITを活用したコンタクトセンター等、豊富なサービス
を提供してきた実績とノウハウが強みです。「人×業務×IT」で企業が抱える課題を解決す
るビジネスです。

募集部署 所在地に同じ

実習時期 8月～9月末
実習日数 3日間
募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
ビジネスマナーや電話応対研修（電話機を利用したロールプレイングがあります） 
グループワーク（会社でのコミュニケーションの取り方が体験できます） 
若手社員、採用担当者との交流・意見交換

実習内容のタイプ 事務・管理系、サービス（販売・福祉を含む）

特記事項
駐車場はありませんので、可能な限り公共交通機関をご利用ください。（駐輪場はありま
す）

47.  株式会社コミクリ　【助成あり】

所在地 松江市朝日町498　松江センタービル8F

事業内容

会社理念「ITを駆使し、人・情報・地域を繋ぎ、地域力を高める創造的な活動に挑戦し続
けてます。」 
この会社理念を柱に、私たちが持っている技術と地域愛で、まちを元気にする仕事をして
います。

募集部署 所在地に同じ

実習時期 8月～9月末

実習日数 5日間

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
理系学生：VRコンテンツの作成実習 
文系学生：トイドローン飛行プログラミング実習

実習内容のタイプ ＩＴ
特記事項

48.  株式会社山陰中央新報社

所在地 松江市殿町383

事業内容 日刊新聞の発行、販売。文化・スポーツ事業の企画、運営。各種イベントの企画、運営。

募集部署 所在地に同じ

実習時期 8/19（月）～8/21（水）

実習日数 3日間

募集学年 大学1～3年、専修1年、大学院1年

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
編集（新聞記者）業務説明、カメラ操作体験、同行取材による執筆および手直し。編成に
おける新聞レイアウト、見出し付け。

実習内容のタイプ その他
特記事項

49.  株式会社ジェットシステム　【助成あり】

所在地 松江市学園南1-15-10
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事業内容
システム開発・販売を主体として様々な事業を行っています。主な商品は飲食店向け
PC-POSシステム、クラウド型美容室向けPOSシステム、ホテル向けフロント管理システム
等、受託開発を行っています。

募集部署 ①営業部ITソリューション課 ②トータルサポート課

希望により調整します。申込書の希望する部署・店舗欄にご記入ください。【申込書への記載要】

実習時期 8月～9月末（8/13～8/15、土日祝を除く）

実習日数 5日間

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
商品開発から商品（パソコン・周辺機器等）の設置・設定（納品）業務、設置後の保守業
務等の一通りの流れを体験していただき、ITソリューション業務の実態や仕組みを理解し
て貰えるプログラムを予定しています。

実習内容のタイプ ＩＴ、サービス（販売・福祉を含む）、企画・営業系
特記事項

50.  株式会社セントラル情報センター　【助成あり】

所在地 松江市朝日町477-17　松江SUNビル8階

事業内容 ソフトウェアサービス業：システムの受託開発、保守運用、セキュリティコンサルティング

募集部署 所在地に同じ

実習時期 9/2(月)～9/13(金)
実習日数 5日間
募集学年 大学1～3年、高専4年・専攻科1年、専修1年、大学院1年

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
静脈認証システムを用いたシステムの検討及び開発（3Dプリンターを用いたものに変更す
る可能性あり） 
（実習内容が変更になる場合もあります）

実習内容のタイプ ＩＴ

特記事項 PC（Windows）やOffice製品の使用経験があり、基本的な操作が可能なこと 。

51.  株式会社TSKエンタープライズ

所在地 松江市向島町140-1

事業内容
TSKエンタープライズは、山陰中央テレビジョン放送株式会社の100%子会社として、クオリ
ティの高い映像の制作、放送設備等の運営、広告宣伝事業を行っている地域プロデュー
ス集団です。

募集部署 所在地に同じ（ロケ等の訪問先は県内各地）

実習時期 8月～9月末

実習日数 5日間

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
映像制作、放送技術、宣伝広告の3部門の中から一つ、または複数の業務を体験してい
ただきます。いずれも滅多に経験できないクリエイティブかつ刺激的な世界であり、地域と
のつながりを感じられる業務です。

実習内容のタイプ サービス（販売・福祉を含む）、事務・管理系、企画・営業系

特記事項
映像制作、放送技術、宣伝広告などの分野に関心のある方、当社に通勤できる方、明る
く元気な方を希望します。時間帯は9:30～18:00の予定ですが、多少前後する場合があり
ます。仕事の内容により服装などの指定をさせていただきます。

52.  株式会社ネットワーク応用通信研究所　【助成あり】

所在地 松江市学園南2-12-5
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事業内容 プログラミング言語Rubyを開発したまつもとゆきひろの在籍するソフトウェア会社です。 

募集部署 所在地に同じ

実習時期 8月下旬～9月初旬

実習日数 10日間

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
それぞれの学生さんにあったスキルに応じた内容です。わからないことがあれば一緒にイ
ンターンをしている学生に聞きながら楽しく問題解決を進めていただきます。

実習内容のタイプ ＩＴ

特記事項 PC持参でお願いします。

53.  株式会社パソナテック　【助成あり】

所在地 松江市朝日町498　松江センタービル9階

事業内容
東証一部パソナグループの一員としてITに特化してサービスを展開するパソナテックの島
根拠点です。エンジニアの雇用拡大、また産学連携を通じて島根県の産業振興を図るこ
とを目的とした新しい形の開発拠点です。

募集部署 所在地に同じ

実習時期 8月～9月末

実習日数 5日間

募集学年 大学1～3年、高専4年・専攻科1年、専修1年、大学院1年

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
Webアプリケーション開発を体験していただきます。基本的な技術スキルから、各種ツー
ルの使い方・プロジェクト管理の方法・品質についての考え方まで、幅広い知識を得ること
ができる5日間のプログラムです。

実習内容のタイプ ＩＴ

特記事項
【要件】ノートPCを持参できる方、プログラミングが好きな方
（未経験でも興味があれば大丈夫です。）

54.  株式会社ペンタスネット　【助成あり】

所在地 松江市北陵町43番地

事業内容
島根県松江市に本社を構え、東京支社との2拠点で事業を展開しているシステムインテグ
レーションの会社です。手書きのサインで行う「Lafcadioサイン認証」の研究開発・普及にも
取り組んでいます。

募集部署 所在地に同じ

実習時期 8月～9月末

実習日数 5日間

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容 プログラミングの学習（最終日に社員に対して成果発表を予定）

実習内容のタイプ ＩＴ

特記事項

55.  株式会社八雲ソフトウェア　【助成あり】

所在地 松江市朝日町478-18　松江テルサ別館2階
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事業内容
NTTdocomoやPaulSmith、ランバンなどのECサイト。総務省、環境省、産総研など官公庁
の実績。大手企業や教育、福祉機関と連携し、AIスピーカーのスキルをコンサルティング
から一気通貫で開発。

募集部署 所在地に同じ

実習時期 8月～9月末

実習日数 5日間

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
話題のスマートスピーカーのスキルをゼロから作ってもらい、開発の一連の流れを学べま
す。 
主要な３デバイス Amazon Echo、Google Home、LINE Clova に対応しています。 

実習内容のタイプ ＩＴ
特記事項

56.  和幸情報システム株式会社

所在地 松江市伊勢宮町560番地

事業内容
システム開発やネットワークの設計・構築を通して「お客様にとってなくてはならない企業」
を目指します！

募集部署 所在地に同じ

実習時期 8月～9月末

実習日数 5日間

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容 ○会社説明、業務説明　○Smalrubyを利用したプログラム開発体験、成果発表

実習内容のタイプ ＩＴ
特記事項

57.  株式会社イーグリッド　【助成あり】

所在地 出雲市江田町40-1

事業内容
ソフトウェアの設計、開発、運用・保守・Webサイトの企画、制作、運用等、自社プロダクトの
提供も積極的に行っている企業です。

募集部署 所在地に同じ

実習時期 8月～9月末
実習日数 5日間または10日間、応相談
募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
1.会社案内、事業内容説明
2.Webシステム開発の実務体験
3.各実習期間の月～金曜日に、出雲市内ワーキングスペースにて3日間の開発合宿

実習内容のタイプ ＩＴ、ものづくり

特記事項

（注１）開発テーマはチームごとに決定します。
（注２）開発合宿を希望されない場合、Webシステム開発、ホームページ制作の実務に携
わっていただきます。
詳細はホームページにて公開予定です。

58.  出雲ケーブルビジョン株式会社

所在地 出雲市塩冶町1291番地24
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事業内容
ケーブルテレビ・インターネット・電話サービスを提供しています。出雲市の話題を中心に
地域の話題を取材して、コミュニティーチャンネルで放送しています。みなさまに必要とさ
れる番組づくりをめざしています。

募集部署 ①制作部 ②営業部 ③技術部

希望により調整します。申込書の希望する部署・店舗欄にご記入ください。【申込書への記載要】

実習時期 8月～9月末

実習日数 5日間

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
イベント取材の同行、放送の準備に加わり、番組制作の流れを見ていただきます。 困って
いるお客様宅に訪問することで、サポートの重要性を学んでいただけます。

実習内容のタイプ ものづくり、企画・営業系
特記事項

59.  株式会社プロビズモ　【助成あり】

所在地 出雲市駅南町2-3-1　エイコー駅南ビル4F

事業内容
ソフトウェア開発・保守・運用、ネットワーク構築・保守 
インターネットサービスプロバイダー「いずもネット」運営

募集部署 所在地に同じ

実習時期 8月～9月末

実習日数 5日間

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容 ソフトウェア開発実体験、先輩社員との交流

実習内容のタイプ ＩＴ

特記事項

60.  明石屋株式会社　【助成あり】

所在地 松江市宍道町佐々布303番地7

事業内容
山陰を中心とした地域を支える「食」の専門商社です。食品原料資材課は、食品工場様
へ食品原料や包装資材の販売、営農米穀課は、玄米・精米の販売、水稲生産者へ農薬
肥料の販売と玄米の高値買取を行っています。 

募集部署 ①食品原料資材課 ②営農米穀課

希望により調整します。申込書の希望する部署・店舗欄にご記入ください。【申込書への記載要】

実習時期 8月～9月末

実習日数 5日間

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
営業同行中心のインターンシップです。若手のリアルな営業活動に密着し、弊社の営業の
面白さや大変さを体感します。仕事に対する意識や成功・失敗談など、様々な話を引き
出すことで中身の濃い時間にしてください。

実習内容のタイプ 企画・営業系、食品関連（農業含む）

特記事項

61.  株式会社今井書店　【助成あり】

所在地 松江市殿町63
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事業内容
書店事業に加えて、雑貨事業、カフェ事業、複合業態のSHIMATORI、スクール事業、新
物販事業など、従来の「本屋」のイメージを超えた多面的な事業を展開し、新たな価値の
創造に挑戦しています。

募集部署
①グループセンター店　②グループセンター店スタジオワンダー
③グループセンター店青杏＋　④ご希望の店舗(要相談)

希望により調整します。申込書の希望する部署・店舗欄にご記入ください。【申込書への記載要】

実習時期 8月～9月末

実習日数 5日間

募集学年 大学1～3年、短大1年、専修1年、大学院1年

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
書店・CD店・雑貨店での、商品の陳列やPOP作成など仕事の体験と店頭での企画などを
考えてもらうワークも予定しています。

実習内容のタイプ サービス（販売・福祉を含む）
特記事項

62.  オートバックス株式会社（美作グループ本社）　【助成あり】

所在地 岡山県津山市院庄934－1

事業内容 カー用品販売、取付専門、車検のオートバックス事業を行っております。

募集部署 ①松江店 ②いずも店

希望により調整します。申込書の希望する部署・店舗欄にご記入ください。【申込書への記載要】

実習時期 8月

実習日数 5日間

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
店舗販売希望者には、店舗内での接客、レジ補佐業務や商品出し、売場作成。ピット希
望者には、タイヤ・オイル交換補佐、ピット掃除、洗車等。

実習内容のタイプ サービス（販売・福祉を含む）
特記事項 自転車、車での通勤可能

63.  山陰パナソニック株式会社　【助成あり】

所在地 出雲市渡橋町416番地

事業内容
panasonicという世界ブランドと山陰の架け橋となる会社です。家電、電材、住健、システ
ム・カーエレ、エンジ、サービス、ドコモと、幅広い事業領域で山陰のソリューションに貢献し
ています。

募集部署 中央家電営業所 (松江市平成町)

実習時期 ①8/19(月)～8/23(金)　②8/26(月)～8/30(金)

実習日数 5日間

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
小売販売店様への販売促進活動を通じ、成果に繋がるコミュニケーション能力の体験と、
チームワークの大切さを体験。

実習内容のタイプ 企画・営業系
特記事項

64.  島根トヨタグループ

所在地 松江市西津田1丁目8-22
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事業内容
島根県において世界のトップブランド「トヨタ」の自動車を扱う歴史ある企業です。地元のお
客様に安全で快適なカーライフを提案します。

募集部署 所在地に同じ

実習時期 8月～9月末

実習日数 4日間

募集学年 大学3年、短大1年、高専4年・専攻科1年、専修1年、大学院1年

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
店舗にて実際に若手営業スタッフに同行し、訪問活動を行うことで、お客様との信頼関係
を築いていくプロセスを体験していただきます。また、採用担当からの就活アドバイスも行
い、今後の活動に役立ててもらいます。

実習内容のタイプ 企画・営業系

特記事項 自家用車通勤可能です。

65.  株式会社ジュンテンドー

所在地 益田市下本郷町206-5

事業内容
ホームセンター「ジュンテンドー」およびブックセンター「ジャスト」を経営しています。地域の
お客様のニーズに応える存在として、また生活に欠かせないインフラとして更なる発展を目
指しています。

募集部署 30分以内で通勤可能な島根県内店舗を事業所HPにて確認してください。

希望により調整します。申込書の希望する部署・店舗欄にご記入ください。【申込書への記載要】

実習時期 8月～9月末（8月13日～15日を除く）
実習日数 5日間
募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
・接客、販売を通して接客業の面白さを体感 
・社会人に必要なマナーの向上 
・専門的なスキルや知識の習得（自転車修理及び機械修理体験あり）

実習内容のタイプ サービス（販売・福祉を含む）
特記事項

66.  東京靴株式会社（シューズ愛ランド）　【助成あり】

所在地 松江市東出雲町1643-4

事業内容
郊外型の靴の大型専門店「シューズ愛ランド」を西日本を中心に39店舗展開中 。
圧倒的な品揃えで売上200億円、50店舗を目指して邁進しています。

募集部署 ①出雲店　②松江上乃木店　③松江学園通店

1つの部署・店舗での体験となります。申込書の希望する部署・店舗欄にご記入ください。【申込書への記載要】

実習時期 8月～9月末
実習日数 5日間
募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
店頭での接客販売	、店頭またはバックヤードでの札づけ、商品補充、荷解き 
商品整理、清掃など店舗運営業務											

実習内容のタイプ サービス（販売・福祉を含む）
特記事項

67.  トヨタＬ＆Ｆ広島株式会社　【助成あり】

所在地 広島県広島市西区商工センター2丁目16番10号
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事業内容

各種産業車両（フォークリフトなど）、無人物流システムの販売・レンタル、産業車両の検
査及び修理・加工 。
お客様の“困った”や“改善したい”という声に応え、プロとしてお客様の現場の最適化をお
手伝いします。

募集部署 松江営業所（松江市宍道町佐々布）

実習時期 8/26(月)～8/30(金)
実習日数 5日間
募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
インターンシップを通じて職業理解を深め、将来についてより具体的に考え、“B”to“B”（法
人営業）という普段の生活では関わることの少ない職業に触れることで視野を広く考えても
らう機会にしたいと考えています。

実習内容のタイプ 企画・営業系、サービス（販売・福祉を含む）
特記事項 事前研修会を予定しています。

68.  有限会社ピー・エム・エー

所在地 松江市菅田町180　アイウォーク菅田ビル309号

事業内容
OA機器の販売施工をしている会社です。地域の中小企業の皆さんに便利で安心して
使ってもらえる通信システムを提供しています。地域の中小企業が日々どのような仕事を
しているか体験できます。

募集部署 所在地に同じ

実習時期 8月～9月末(9月最終週は除く)
実習日数 5日間
募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
営業・技術・業務といった複数の部署を体験できます。特に営業と技術は現場への同行
が中心となるので当社顧客との接点が持つことが出来ます。

実習内容のタイプ 企画・営業系、事務・管理系、ＩＴ
特記事項

69.  フジキコーポレーション株式会社　【助成あり】

所在地 松江市東出雲町意宇南2-1-1

事業内容
店舗部門：米子～大田までギフト専門店を6店舗展開。お客様一人ひとりの人生に寄り添
いながら、贈答品選びのお手伝いをしています。 
営業部門：法人向けのギフトの提案・出荷。県外企業にも販路拡大中です。

募集部署
①フジキ本部＋田和山店（松江市田和山町） 
②フジキ本部＋学園通り店（松江市学園）

希望により調整します。申込書の希望する部署・店舗欄にご記入ください。【申込書への記載要】

実習時期 8/20(火)～9月末
実習日数 5日間
募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
フジキの事業説明後、実際に営業部や店舗での業務を体験していただきます。最終日に
はテーマに合わせて“スマートギフト”を作成していただき、贈りものを選ぶワクワク感を味
わっていただきます。

実習内容のタイプ サービス（販売・福祉を含む）
特記事項

70.  株式会社マルマン　【助成あり】

所在地 松江市竪町38
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事業内容 スーパーマーケット

募集部署 ①黒田店（松江市黒田町）　②大社店（出雲市大社町）　③雲南店（雲南市木次町）

1つの部署・店舗での体験となります。申込書の希望する部署・店舗欄にご記入ください。【申込書への記載要】

実習時期 8月～9月末

実習日数 5日間

募集学年 大学1～3年、短大1年、高専4年・専攻科1年、専修1年

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
各部署の仕事体験をします。生鮮部門、惣菜、寿司部門、レジ部門、一般食品部門等多
岐にわたって製造・販売・接客・クリンネス等の体験をし、見るだけではわからないスー
パーの心臓部の仕事を紹介します。

実習内容のタイプ サービス（販売・福祉を含む）、食品関連（農業含む）

特記事項

71.  株式会社三城(メガネの三城)

所在地 東京都港区海岸1-2-3 　汐留芝離宮ビルディング10階

事業内容
眼鏡およびその関連商品を主に取扱う眼鏡専門店チェーン。メガネ店本来のアイケア
サービス、地域に合わせた店舗開発、ファッション、エンタメ型サービスの展開など未来の
小売業にチャレンジしています。

募集部署 ①松江本店　②出雲市店

1つの部署・店舗での体験となります。申込書の希望する部署・店舗欄にご記入ください。【申込書への記載要】

実習時期 8月～9月末
実習日数 5日間
募集学年 大学3年、短大1年、高専4年・専攻科1年、大学院1年

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
AI時代に向け、人がすべき仕事とはどのような仕事になるのか？ということを接客業から学
んでいただけると思います。

実習内容のタイプ サービス（販売・福祉を含む）

特記事項 接客経験がある方(アルバイト等で）　ファッション等身に付けるものを扱うことに興味のある方

72.  株式会社ミック　【助成あり】

所在地 松江市学園南2-10-14　タイムプラザ1階

事業内容

・IT関連機器（複合機、ネットワークセキュリティ機器、ソフトウェア等）の販売と保守 
・Webサービス（クラウド等）の提供 
・ネットワークの構築、保守 
・ネットワークセキュリティ製品の開発、製造

募集部署 ①営業職　②カスタマーエンジニア職　③開発（プログラマ）職

1つの部署・店舗での体験となります。申込書の希望する部署・店舗欄にご記入ください。【申込書への記載要】

実習時期 8/19（月）～8/23（金）
実習日数 5日間
募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
全コース共通：コミュニケーション手法の体感ワーク、業界研究
※弊社が新入社員に実施している研修の一部も受講して頂きます。 
各コース別：仕事体験（先輩社員に同行、開発業務の体験）

実習内容のタイプ 企画・営業系、ＩＴ、ものづくり
特記事項 通勤方法：駐車場・駐輪場ありますので、車・バイク等での通勤可能です。

73.  株式会社和想　【助成あり】

所在地 鳥取県鳥取市南隈460
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事業内容
呉服屋に併設の和カフェや落ち着いた雰囲気のブックカフェを通し、お客様にゆったりとし
た空間でまったりできる時間を提供しています。ランチやスィーツも充実。

募集部署 ①松江店（松江市大庭町）　②浜田店（浜田市琵琶町）

1つの部署・店舗での体験となります。申込書の希望する部署・店舗欄にご記入ください。【申込書への記載要】

実習時期 8月～9月末

実習日数 5日間

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容 ゆったりしたスケジュールで丁寧におもてなしの心を考えます。

実習内容のタイプ サービス（販売・福祉を含む）、食品関連（農業含む）

特記事項

74.  株式会社ウシオ

所在地 出雲市塩冶町2125番地1

事業内容
私たちは島根県出雲市を中心にスーパーマーケット「グッディー」を７店舗展開しておりま
す。創業は昭和21年。これまで70年以上にわたり、青果・生鮮食品を中心に安心できる
商品をお届けしております。

募集部署 所在地に同じ

実習時期 8月下旬～9月中旬

実習日数 5日間

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
商品部のバイヤーに付いて、店舗業務、仕入・商談、社内会議・研修等に参加し、スー
パーマーケットの基本業務から商品開拓に関わる専門的な分野を体験していただきます。

実習内容のタイプ サービス（販売・福祉を含む）、企画・営業系、食品関連（農業含む）
特記事項

75.  サンプラス株式会社　【助成あり】

所在地 出雲市平野町735

事業内容
創業72年の、製造業・建設業（水回り関係）の企業向けに特化した専門商社です。 
経済活動の黒子として、商品販売や情報提供、物流の機能を果たし、皆さんの知ってい
る地元の企業活動を支えています。

募集部署 営業部、商品部
複数の部署を全て体験予定です。【申込書への記載不要】

実習時期 8月～９月末
実習日数 5日間
募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容

営業部では顧客企業の要望を商品等の形で提案する体験の他、TOTOショールームでの
接客体験ができます。 
商品部では多種多様な商品の入荷～処理・保管～配送までの、地域物流の流れを体験
する事ができます。

実習内容のタイプ 企画・営業系、事務・管理系
特記事項 通勤方法　①自動車通勤 ②電車通勤（ＪＲ出雲市駅又は一畑電鉄高浜駅）

76.  福間商事株式会社　【助成あり】

所在地 出雲市長浜町1372-8
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事業内容
サッシ、ガラスを中心とした建築資材（新築・リフォーム共、一般住宅から大型公共建築
向け）を、山陰全域において、大手ゼネコン、地元工務店から一般施主まで幅広く販売と
施加工を行い、快適住空間を創造します！

募集部署 所在地に同じ

実習時期 8月～9月末

実習日数 5日間

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
当社で製造販売しているペアガラスや住宅サッシの製造・組立等を体験してもらった後、
若手営業社員に同行して顧客への訪問等の営業活動を行います。建築業界の仕組みの
一端が理解でき、職業選択の幅を広げられます。

実習内容のタイプ 企画・営業系、ものづくり
特記事項

77.  益田石油株式会社　【助成あり】

所在地 益田市高津8-10-9

事業内容
ガソリンスタンドは実は非常に高度な接客業です。しかも将来非常に美味しい業態！なぜ
なのかを証明しましょう。マネージメントも学んでもらいます。貴方の知らないGSの世界！
貴方と創る新たな業態の世界！

募集部署 Dr.Drive緑ヶ丘SS（益田市高津）

実習時期 8月～9月末
実習日数 5日間
募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
大人として、ビジネスマンとしての基礎的な判断基準の学習および体験。高度接客術の体
験。

実習内容のタイプ サービス（販売・福祉を含む）、企画・営業系

特記事項 「ガソリンスタンドなんか」と思ってる方、大歓迎です！！

78.  株式会社ミヨシ産業

所在地 鳥取県米子市両三柳2360-8

事業内容
建材・住宅機器の卸売り及び施工、木材プレカット、屋根・外壁工事、アルミサッシ工事、
建築設計・管理・請負、太陽光発電、不動産売買

募集部署 所在地に同じ

実習時期 8月～9月末(8/11～8/18を除く)

実習日数 5日間

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 建築関連学科

実習内容

木造住宅の設計・施工見学・体験と題し、木造住宅の現場を実際に見学したり、CAD入
力を実際に行ったりしていただきます。 
また構造計算や外皮計算などの実務を学んでいただきます。
弊社は建築資材の卸売だけでなく、木造住宅の建築に関わる多様な仕事を行っておりま
す。 様々な観点から住宅が出来るまでの流れを知っていただきたいと思います。

実習内容のタイプ まちづくり（建設含む）
特記事項 車通勤可能。JR境線『後藤駅』から徒歩約25分。

79.  島根県信用保証協会　【助成あり】

所在地 松江市殿町105番地
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事業内容 中小企業支援業務（信用保証、経営支援、管理業務等）

募集部署 総務部、業務統括部、営業部

複数の部署を全て体験予定です。【申込書への記載不要】

実習時期 8月～9月末

実習日数 5日間または3日間

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
当協会の概要説明、業務説明、業務体験（保証、経営支援、管理業務）、若手職員との
交流等

実習内容のタイプ 事務・管理系、企画・営業系
特記事項

80.  株式会社りそな銀行　グループカスタマーセンター島根

所在地 出雲市駅南町2-4-8

事業内容
支店で会えないお客さまとの接点として全国のお客さまを電話・メール等でサポートしてい
ます。お客さまのサポートを通して、新たな金融ビジネスモデルにチャレンジしている当社
国内最大の拠点です。

募集部署 所在地に同じ

実習時期 8/20(火)～8/22(木)

実習日数 3日間

募集学年 短大1年

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
金融業の新たなビジネスモデルを知ることができます。金融サービス業を検討選択してい
く着眼点を身に着けられます。銀行経営疑似体験を通して経営者の考え方を学ぶことが
できます。

実習内容のタイプ 事務・管理系

特記事項 JR出雲市駅前ですので、通勤は公共の交通機関をご利用下さい。

81.  日本海信用金庫

所在地 浜田市殿町83-1

事業内容
浜田市、江津市、益田市を営業エリアとする、地域密着型金融機関です。お客様との
日々の触れ合いにより、この地域の企業、人を誰よりも熟知しており、いざというときに頼っ
てもらえる関係性を築いています。

募集部署 総務部人事課

実習時期 8月～9月末

実習日数 3日間

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
新入職員向けの研修を体験していただき、信用金庫と銀行の違い、業務内容、ビジネス
マナー等について学んでいただきます。また営業店見学や職員へのインタビューを通じ、
当庫の雰囲気を感じていただきます。

実習内容のタイプ その他
特記事項

82.  株式会社伸興サンライズ　【助成あり】

所在地 松江市黒田町87番地4
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事業内容

「建設関連事業・環境関連事業・生活支援サービス事業(ベンリー)」
・安全安心で快適な現場づくりに貢献する建設仮設工事の企画営業(設計～資機材の賃
貸販売）、施工、運送までのトータルサービス。
・国土の保全修景に貢献する法面(のりめん)保護工事・斜面安定化工事の施工～そこに
「法面」があれば、県内どこへでも駆け付けます！
・島根県産天然ゼオライトを使用した製品、口腔ケア商品「回転ブラシクルン」などの製造
～全国への販売まで。
・便利サービスのプロ集団「ベンリー橋北店」

募集部署 営業事業部(松江市宍道町)、ベンリー橋北店、本社管理部

複数の部署を全て体験予定です。【申込書への記載不要】

実習時期 9/3(火)～9/7(土)
実習日数 5日間
募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
・営業事業部：同行実習(第一営業部/松江市宍道町)
・ベンリー橋北店：スタッフ体験実習
・本社管理部：全体会議など体験実習※全社員対象の全体会議(9/7)に参加

実習内容のタイプ 事務・管理系、企画・営業系、サービス（販売・福祉を含む）

特記事項
・車通勤可(駐車場あり）
・作業等があり、全般的に体力を要します。

83.  西尾レントオール株式会社　【助成あり】

所在地 広島県広島市安佐南区伴南1-2-1

事業内容
建設現場や様々な催し物、災害復旧作業…想像をはるかに越えるスケールで、そしてあ
らゆる分野でレンタル商品が活躍しています！ 
（街中で働いている建設機械の５０％以上はレンタルに依存されています）

募集部署 松江営業所(松江市東出雲町意宇南)

実習時期 8月～9月末

実習日数 5日間

募集学年 大学1～3年、短大1年、高専4年・専攻科1年、専修1年

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容 建設機械レンタル業務上の機械管理及び稼働管理に関わる業務等の研修

実習内容のタイプ 事務・管理系、その他

特記事項

84.  有限会社アエラ地域文化デザイン室　【助成あり】

所在地 松江市東朝日町227番地401

事業内容
広告企画・デザイン会社です。官公庁や企業のプロモーション、イベント企画、文化事業の
企画運営などをしています。毎年インターンシップを受け入れ、デザイナーに育った人もい
ます。

募集部署 松江事務所

実習時期 9月
実習日数 5日間、応相談
募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし
実習内容 広告デザインの現場や、イベントの実習などを体験します。

実習内容のタイプ ものづくり、企画・営業系、その他

特記事項 イラストレーターが使えること。

85.  株式会社アテナ　【助成あり】

所在地 松江市内中原町226-3
28



 2019夏期しまね学生インターンシップ募集詳細　　6月28日現在

事業内容
島根県内外の地方公共団体が策定する計画づくりに携わっています。統計データ分析、
住民ニーズ把握、住民参加による合意形成を主軸に、まちが抱えている課題を解決する
方法とまちの将来について検討しています。

募集部署 所在地に同じ

実習時期 8月～9月末

実習日数 10日間

募集学年 大学3年、高専4年・専攻科1年、専修1年、大学院1年

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
社会では、お客様や職場内の意見など多様な場面に遭遇します。これらの意見を客観的
に分析するスキルを学ぶことはどの分野でも共通して役立つと考え、アンケート体験を行っ
ていただいています。

実習内容のタイプ まちづくり（建設含む）、企画・営業系、ＩＴ

特記事項
エクセル、ワード、パワーポイントを用いて資料を作成していただきます。画像や地図情報
の解析、簡単なプログラムなどお持ちのスキルがあればさらに高度な分析を行っていただ
けます。

86.  一級建築士事務所　江角アトリエ　【助成あり】

所在地 出雲市古志町2571

事業内容 古民家の改修やリノベーション、新築住宅など木造建築の設計・監理を行っています。

募集部署 所在地に同じ

実習時期 8月～9月末
実習日数 1週間以上
募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
古民家の改修やリノベーション、新築住宅など木造建築に関する研修、および建築模型
の作製など。また、実習中はカマド、囲炉裏、五右衛門風呂等を使用した古民家生活体
験をしてもらいます。

実習内容のタイプ まちづくり（建設含む）、ものづくり

特記事項
JRで通勤する場合は、出雲市駅へ迎えに行きます。CAD、イラストレーターなどが使える
方はPCを持参してください。宿泊は当社(民泊)にて無料で提供します。寝袋持参。

87.  有限会社環境計画建築研究所　【助成あり】

所在地 松江市浜佐田町982-1

事業内容
建築の設計事務所で、建築物の設計、監理業務を行っています。 
戸建住宅から商業施設、医療施設、庁舎や博物館、体育館のような公共施設まで幅広く
手掛けています。

募集部署 所在地に同じ

実習時期 8月～9月末

実習日数 5日間、応相談

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 建築系学科、専攻

実習内容
主に建築模型作りなどを体験してもらいます。平面の図面を立体に組み立てる過程で、図
面情報の読み方などを学ぶことができます。また、タイミングが合えば一緒にコンペ等に参
加してもらう可能性もあります。

実習内容のタイプ まちづくり（建設含む）、企画・営業系
特記事項

88.  協和地建コンサルタント株式会社　【助成あり】

所在地 松江市東津田町1326-1
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事業内容
地質と地下水に関する専門サービスを提供する会社です。温泉・地熱などの資源開発、
地質調査、斜面防災対策など、地域の活性化と安全安心に関わる技術を提供していま
す。

募集部署 本社及び周辺現場

実習時期 8月～9月末（お盆時期は除く）
実習日数 5日間
募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 理系学科及び地理学系学科

実習内容
一般には注目されることの少ない「地質」、「地下水」に関する技術が世の中でどのように
役立ち、利用されているのかを知ることが出来ます。地域に根差す企業としての仕事の在
り方についても紹介します。

実習内容のタイプ まちづくり（建設含む）、企画・営業系
特記事項 最低限のPCスキルがある方が望ましいです。

89.  山陰開発コンサルタント株式会社　【助成あり】

所在地 松江市乃木福富町383-1

事業内容
弊社は人々の生活に必要な道路、河川、上下水道、港湾などの整備を行う地方公共団
体(県、市町村)や国の出先機関から、業務委託として測量、地質調査、設計等を受注し
ています。

募集部署 ①測量部 ②地質調査部 ③設計部

希望により調整します。申込書の希望する部署・店舗欄にご記入ください。【申込書への記載要】

実習時期 8月～9月末

実習日数 5日間

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
測量の実習や地質調査、土木設計でCADを使ったり、実際に携わった現場を見たりなど、
建設コンサルタントがどのような仕事なのかを体験してもらいます。

実習内容のタイプ まちづくり（建設含む）、ものづくり
特記事項

90.  イズテック株式会社　【助成あり】

所在地 出雲市浜町513番地2

事業内容
弊社は『安全・安心で便利な地域社会』を目指し、測量、設計、地質調査、補償調査、環
境調査等に建設技術を提供しています。近年の大規模災害や、社会インフラの老朽化対
策にも私たちの建設技術が活かされています。

募集部署 ①設計部 ②測量調査部 ③企画部

希望により調整します。申込書の希望する部署・店舗欄にご記入ください。【申込書への記載要】

実習時期 8月～9月末
実習日数 応相談
募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容

①設計部：土木設計CADソフトによる図面の作成、擁壁等の構造計算演習、水理計算演
習及び現場見学等。 
②測量調査部：測量作業補助、ドローン空撮。
③企画部：PCを使ってGISの実習や3Dの体験等。

実習内容のタイプ まちづくり（建設含む）
特記事項

91.  出雲グリーン株式会社　【助成あり】

所在地 出雲市矢野町810
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事業内容 建設コンサルタント（測量、地質調査、土木設計）

募集部署 ①測量部 ②調査部 ③設計部

希望により調整します。申込書の希望する部署・店舗欄にご記入ください。【申込書への記載要】

実習時期 8月～9月末（8/13～8/17を除く）

実習日数 5日間

募集学年 大学1～3年、高専4年・専攻科1年、専修1年、大学院1年

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
測量作業、地質調査に関する概要説明・現地踏査等、土木設計に関する現地視察・
CAD等の実習

実習内容のタイプ まちづくり（建設含む）

特記事項

92.  株式会社カイハツ　【助成あり】

所在地 出雲市塩冶町296番地3

事業内容
当社は公共工事に関連して、土地の調査や新しい道路の計画、橋の設計などを行う技術
サービス業です。特徴は、農業に関する施設等の設計や調査など農林水産省及び島根
県の仕事を多く手がけています。

募集部署 所在地に同じ

実習時期 8月～9月末

実習日数 5日間

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
初日に課題を決め、2日目～4日目の実習を通じて、当社の問題を解決の方策をグルー
プワーク形式で協議し、最終日に課題解決のプレゼンを行ってもらいます。 

実習内容のタイプ まちづくり（建設含む）、ものづくり、事務・管理系

特記事項

93.  株式会社大隆設計　【助成あり】

所在地 出雲市江田町40-5

事業内容 建設コンサルタント（土木・測量・調査・設計）

募集部署 技術部

実習時期 8月～9月末

実習日数 5日間

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 理系学部

実習内容
土木（主に防災・インフラ整備）に係わる調査・計画・設計 
国民の暮らしを支える重要な仕事です。是非一緒に！

実習内容のタイプ まちづくり（建設含む）
特記事項

94.  株式会社竹下技術コンサルタント　【助成あり】

所在地 出雲市里方町717番地
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事業内容
当社は地域精通型の建設コンサルタントとして、「地域に根ざし、地域の未来をつくる」を
モットーに、社会資本の整備と維持管理に貢献しています。

募集部署 技術部

実習時期 8月～9月末

実習日数 5日間

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 工学部土木工学系、農学部農業土木系、理学部地学科系

実習内容
建設コンサルタントの仕事の概要を把握できる。測量、地質調査、設計それぞれの部門が
連携して業務を行う事を体験できる。最新の測量機器を操作してみることができる。

実習内容のタイプ まちづくり（建設含む）
特記事項

95.  株式会社バイタルリード　【助成あり】

所在地 出雲市荻杼町274-2

事業内容
公共交通計画やまちづくり計画などのコンサルティング業務と、クラウド×IoTを活用したシ
ステム開発の他、着地型旅行業など、地域の問題解決のため日々進化したビジネスを展
開しています。

募集部署 ①総合計画部 ②情報システム部

1つの部署・店舗での体験となります。申込書の希望する部署・店舗欄にご記入ください。【申込書への記載要】

実習時期 8月～9月末（お盆時期を除く）
実習日数 5日間
募集学年 大学3年、高専4年・専攻科1年、大学院1年

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容

・GISを活用したデータ処理。入力作業 。
・アンケート調査結果のデータ整理、グラフ等作成作業。 
・協議等への同行 。
・その他 
※弊社業務の状況に応じて、適宜日程・体験内容は変更する。

実習内容のタイプ まちづくり（建設含む）、ＩＴ

特記事項
①総合計画部⇒ワード、エクセルの基本的な操作ができる方
②情報システム部⇒C、java、PHP等プログラミング言語を習得された方 

96.  株式会社古川コンサルタント　【助成あり】

所在地 出雲市塩冶町1612番地1

事業内容

・建設コンサルタントは、道路等の設計図を作成します。 
・測量は、正確な位置を求めます。 
・地質調査は、地盤を掘って地中の情報を入手します。 
・補償コンサルタントは、移転に伴う補償金を算定します。

募集部署 ①設計部　②測量部　③地質部　④建築補償部

希望により調整します。申込書の希望する部署・店舗欄にご記入ください。【申込書への記載要】

実習時期 8月～9月末(8/10～8/18を除く)
実習日数 5日間
募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容

①設計部・・・CAD実習 
②測量部・・・測量作業体験 
③地質部・・・地質調査現場体験 
④建築補償部・・・CAD実習 
実際の業務を体験してもらいます。

実習内容のタイプ まちづくり（建設含む）
特記事項

97.  株式会社ワールド測量設計　【助成あり】

所在地 出雲市斐川町直江4606-1
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事業内容
国土・地域・都市整備事業の立案計画検討、測量、地盤調査、設計、維持管理等を通じ
て、社会資本整備全般に携わる総合建設コンサルタント会社。（測量業/建設コンサルタ
ント/地質調査業/補償コンサルタント）

募集部署 技術部

実習時期 8月～9月末

実習日数 5日間

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容 建設コンサルタント業務全般の技術補助
実習内容のタイプ まちづくり（建設含む）

特記事項

98.  株式会社三建技術　【助成あり】

所在地 益田市中吉田町364-2

事業内容
土木・建築分野における測量・設計・施工管理を中心に業務を行っています。また近年で
は、3次元での測量設計の分野に力を入れています。

募集部署 ①測量部 ②技術部 ③技術支援部

希望により調整します。申込書の希望する部署・店舗欄にご記入ください。【申込書への記載要】

実習時期 8月～9月末

実習日数 5日間

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
コンサルタント以外の幅広い分野での業務を行っているため、学生の希望に沿って希望の
分野の業務を体験してもらう。

実習内容のタイプ まちづくり（建設含む）、事務・管理系

特記事項

99.  株式会社昭和測量設計事務所　【助成あり】

所在地 益田市高津四丁目14番6号

事業内容
建設コンサルタント、補償コンサルタント、測量業、地質調査業、建設業。
「建設工事に関する測量や地質調査、設計」の他、「住宅やビル、マンション等を建てる時
の地盤調査や解析、設計から施工管理」を行っています。

募集部署 所在地に同じ

実習時期 8月～9月末（8/13～8/17を除く）

実習日数 5日間

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容

〇技術部…最新の測量機器を使用した説明と測量実習、簡易写真測量の体験、CADに
よる図面作成、ドローンの操縦体験 
〇地盤調査事業部…住宅等建築前の地盤調査体験及び地盤改良工事の現場見学な
ど

実習内容のタイプ ものづくり、まちづくり（建設含む）

特記事項

100.  株式会社大建コンサルタント　【助成あり】

所在地 益田市大谷町55番地
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事業内容
公共事業における土木設計、測量、地質調査業を通して地域の発展に貢献してきまし
た。地域の方々に益々期待される企業となれるように、さらに技術力と発想を持って地域
に貢献していきます。

募集部署 ①測量 ②土木設計 ③地質調査課

希望により調整します。申込書の希望する部署・店舗欄にご記入ください。【申込書への記載要】

実習時期 8月～9月末

実習日数 5日間

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 理系学科

実習内容
技術者として必要となる現場での体験から、社内における試料分析や、3D設計の体験な
どを通して、建設コンサルタントの仕事内容を十分に理解をしてもらえるように、充実した体
験日程を準備しております。

実習内容のタイプ まちづくり（建設含む）
特記事項

101.  株式会社ウッドベル　【助成あり】

所在地 出雲市大社町杵築西2671-1

事業内容
山陰最大規模のフランチャイズ店舗展開企業。出雲市から鳥取市の間で、ミスタードーナ
ツ、焼肉屋さかい、丸源ラーメン、ベビーフェイスプラネッツ、とんかつ・かつ丼「かつや」、
英会話NOVAを展開しています。

募集部署
①ミスタードーナツ出雲店　②ミスタードーナツ松江学園通り店　③焼肉屋さかい出雲店
④焼肉屋さかい松江学園通り店　⑤ベビーフェイスプラネッツ松江田和山店
⑥その他希望店舗

希望により調整します。申込書の希望する部署・店舗欄にご記入ください。【申込書への記載要】

実習時期 8月～9月末

実習日数 5日間、応相談

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
レストラン事業で5業態、教育事業で1業態ありますので、短い間にいろいろな業態を体験
できます。おいしくて、きれいな店舗をどのようにして運営しているのかを、お店の経営側か
ら見ることができます。

実習内容のタイプ サービス（販売・福祉を含む）

特記事項

102.  株式会社玉造グランドホテル長生閣　【助成あり】

所在地 松江市玉湯町玉造331

事業内容
「お湯ひとすじに生きよ」の精神を受け継ぎ、宿泊業のグッドカンパニーを目指している「Ｒ
ＹＯＫＡＮ」です。

募集部署 所在地に同じ

実習時期 8月～9月末(8/9～8/18を除く)
実習日数 5日間、応相談
募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
「ホスピタリティ」とは何か？旅館で働くとはどういった事か・・・様々な体験を通して学ぶこと
が出来ます。業界研究の一助になればと考えます。

実習内容のタイプ サービス（販売・福祉を含む）、企画・営業系、事務・管理系

特記事項 ＪＲ玉造温泉駅から送迎します。車の方は無料駐車場があります。

103.  有限会社玉造皆美（佳翠苑皆美）　【助成あり】

所在地 松江市玉湯町玉造1218-8
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事業内容
「佳翠苑皆美」は、玉造温泉に立地し、昭和27年創業の大型観光ホテルです。皆美家伝
の料理「鯛めし」をはじめ、充実した館内施設でお客様に温かなおもてなしを提供していま
す。

募集部署 フロント

実習時期 8月～9月末

実習日数 5日間

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
フロント業務「お出迎え・お見送り・ご案内」や食事会場の準備など、お客様と接する仕事
や裏方の仕事の体験を予定しています。ホテルには様々な業務があり、館内の所々にお
もてなしの気遣いが散りばめられています。

実習内容のタイプ サービス（販売・福祉を含む）

特記事項 接客業のため、髪の毛、服装などの身だしなみを整えてご参加ください。

104.  株式会社ホテル一畑

所在地 松江市千鳥町30

事業内容
ホテル・レストラン業（宿泊・宴会・会議・各種パーティー・結婚式及び披露宴・レストラン・
喫茶・バー・売店）

募集部署 所在地に同じ

実習時期 8月～9月末（8/3～8/4を除く）

実習日数 5日間

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
フロント・宴会・レストラン・売店等の表の仕事から、ベッドメイキング・スチュワードの裏方の
仕事を体験いただきます。 
希望があればビジネスマナー・おもてなしについてなどの座学も行います。

実習内容のタイプ サービス（販売・福祉を含む）

特記事項

105.  有限会社松の湯（出雲・玉造温泉　松乃湯）　【助成あり】

所在地 松江市玉湯町玉造1215

事業内容
創業明治18年の老舗旅館です。美肌の湯・玉造温泉で国内外のお客様を「温泉」、自慢
の「美食」、スタッフ1人ひとりの「笑顔とまごころ」でお迎えする「湯・悠・遊のおもてなし」を
提供しています。

募集部署 所在地に同じ

実習時期 9月上旬～中旬

実習日数 5日間

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
宿泊のお客様のお迎え、ご案内、お見送りの接客業務と料理提供の補助、バックヤード業
務などの実務経験と旅館業務全体の流れを見学、学習。

実習内容のタイプ サービス（販売・福祉を含む）

特記事項

106.  一般社団法人海士町観光協会

所在地 隠岐郡海士町大字福井1365-5
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事業内容
予約対応・接客対応、宿泊業・清掃など、観光客の対応、または受入体制の整えになりま
す。夏の観光シーズンに、一緒に汗をかいて、観光の現場を体感してください。大変です
が、楽しい仕事です。

募集部署 キンニャモニャセンター（菱浦港）

実習時期 8月～9月末

実習日数 2週間以上

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容 観光？と言ってもピンと来ないかもしれませんが、その観光の現場を見ることができます。

実習内容のタイプ 事務・管理系、サービス（販売・福祉を含む）、まちづくり（建設含む）

特記事項

107.  株式会社三栄（ジャンボグループ）

所在地 松江市東出雲町出雲郷747-6

事業内容
島根、鳥取、広島に10店舗のパチンコホールを運営しています。近年は新規事業にも参
入し、チャレンジを続けている会社です。
事業内容：パチンコホール運営、ゴルフ用品買取販売、ソーラー事業

募集部署 ①本社 ②ジャンボマックス浜乃木店（松江市浜乃木）

1つの部署・店舗での体験となります。申込書の希望する部署・店舗欄にご記入ください。【申込書への記載要】

実習時期 8月～9月末

実習日数 3日間

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容

①POP作成体験…接客だけでない仕事を知る。商品の魅力を相手に伝える＝自分の魅
力を相手に伝える。
②接客調査員体験…パチンコ店での接客の様子を客観的に観察。接客の仕事を知り、
自分も客観的にみる力をつける。

実習内容のタイプ 企画・営業系、サービス（販売・福祉を含む）、ものづくり

特記事項

108.  サンヨーグループ（UFO)・株式会社セツ　【助成あり】

所在地 鳥取県鳥取市商栄町251-8

事業内容
島根・鳥取・兵庫の3県下を中心にパチンコ店「UFO」を17店舗展開する複合型アミューズ
メント企業です。 

募集部署 ①UFO向島店（松江市向島町）　②UFO出雲店（出雲市平野町）

希望により調整します。申込書の希望する部署・店舗欄にご記入ください。【申込書への記載要】

実習時期 8月～9月末

実習日数 5日間または3日間

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容 各店舗の見学、店舗での実習ほか

実習内容のタイプ サービス（販売・福祉を含む）

特記事項

109.  株式会社サクラサクセス

所在地 松江市東朝日町136-2　松江石油ビル3Ｆ
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事業内容
山陰を中心に44教室を展開する学習塾を運営している当社。「笑顔」と「褒めること」を大
切にしております。希望勤務地や地元での配属・新規開校を実現し、地域に根差したサー
ビスを提供することができています。

募集部署 ①島大前教室（松江市菅田町） 　②出雲市役所前教室（出雲市今市町）

1つの部署・店舗での体験となります。申込書の希望する部署・店舗欄にご記入ください。【申込書への記載要】

実習時期 8月～9月末

実習日数 3日間

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
学習塾の運営の立場を経験することができます。生徒さんとのコミュニケーションだけでは
なく、実際に個別指導の授業も体験していただきます。塾の楽しさややりがいを体験できる
企画となっております。

実習内容のタイプ サービス（販売・福祉を含む）、事務・管理系、その他

特記事項

110.  国立大学法人島根大学

所在地 松江市西川津町1060

事業内容
「人とともに　地域とともに」の理念のもと、2,700名の教職員が教育・研究・医療に従事し、
これらを通じた地域貢献に取り組んでいます。

募集部署 ①松江キャンパス内の事務部門　②出雲キャンパス内の事務部門 

1つの部署・店舗での体験となります。申込書の希望する部署・店舗欄にご記入ください。【申込書への記載要】

実習時期 要相談

実習日数 5日間

募集学年 大学3年、短大1年、高専4年・専攻科1年、専修1年、大学院1年

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
各部署における就業体験（実習部署は申込時に提出する希望調書に基づき決定）
※別紙「大学職員を目指す学生に対するインターンシップ」実施要項参照

実習内容のタイプ 事務・管理系

特記事項
申込時に島根大学提出用の希望調書も併せて提出してください。必要書類はHPの「書類
のダウンロード」ページより確認してください。

111.  松江市城北公民館　【助成あり】

所在地 松江市北堀町43

事業内容 社会教育施設として、住民への生涯学習の推進
募集部署 所在地に同じ

実習時期 8/21(土)～8/26(木)（8/24・26は半日）

実習日数 5日間

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
城北夏まつりの業務全般（テント設営・会場準備運営など）。
地域住民の方とのコミュニケーション。

実習内容のタイプ ものづくり、企画・営業系、その他

特記事項
基本的にお弁当持参。 
コミュニケーション能力があり、インターンシップとしての目的を持っている人。

112.  株式会社しちだ・教育研究所　【助成あり】

所在地 江津市江津町526-1
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事業内容
七田式教育という独自の教育法を用いた、幼児・小学生向けの教材制作・販売・教室運
営や食育、幼児教育のノウハウを活かした高齢者学習支援事業など、幅広い年代の方と
関わることができる仕事です。

募集部署 所在地に同じ

実習時期 9月中旬

実習日数 5日間

募集学年 大学1～3年、短大1年、大学院1年

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
・自社商品、サービスの特徴、マーケティングの基礎知識や販促活動のノウハウを学ぶ 
・弊社の企業理念やビジョン、社内のコミュニケーションのスタイルを実感する

実習内容のタイプ サービス（販売・福祉を含む）、企画・営業系

特記事項

113.  社会福祉法人桑友(まるべりー工房)　【助成あり】

所在地 松江市天神町93

事業内容
①「はたらく」「くらす」を通して、障害者の自立を支援します。 
② 天然酵母＆国産小麦100％のまるべりーパンなど「真面目なものつくり」を行います。 
③ 障害者のくらしを支える地域づくりを行います。

募集部署
①桑友松江部（まるべりー松江・松江障害者就業・生活支援センター）　②斐川部（まる
べりー斐川・WJ（宿泊型自立訓練）・桑友グループホーム・そうゆう相談センター）

希望により調整します。申込書の希望する部署・店舗欄にご記入ください。【申込書への記載要】

実習時期 8月～9月末

実習日数 5日間

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
ガイダンス→現場体験→振り返りを行います。障害者福祉、桑友について知ってもらいな
がら、働くことや暮らすことについて一緒に考えたりできたら良いと思っています。

実習内容のタイプ サービス（販売・福祉を含む）、ものづくり

特記事項

114.  社会福祉法人坪内宝珠会（たまちこども園）　【助成あり】

所在地 松江市西川津町1610-4

事業内容
「心身ともに健康で意欲と思いやりのある子」を保育理念とし、ゆったりとした雰囲気の中で
のびのびと保育を行っています。年長児は「たまち太鼓」にも取り組み、リズム感や集中
力、協調性などを育んでいます。

募集部署
①たまちこども園
②たまち乳児保育園（松江市西川津町） 
③たまち母衣保育園（松江市北田町）

希望により調整します。申込書の希望する部署・店舗欄にご記入ください。【申込書への記載要】

実習時期 8月～9月末

実習日数 5日間

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 保育士

実習内容 乳幼児の保育について、先輩保育士から丁寧な指導を受けることができます。

実習内容のタイプ サービス（販売・福祉を含む）

特記事項

115.  社会福祉法人豊心会　【助成あり】

所在地 松江市西浜佐陀町1399-34
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事業内容
福祉・介護の視点から“まちづくり”を考えています！ 
介護老人福祉施設、ショートステイ、デイサービス、居宅介護支援事業所、訪問看護、配
食サービス

募集部署 特別養護老人ホーム明翔苑、明翔苑デイサービスセンター、配食サービス、法人本部

複数の部署を全て体験予定です。【申込書への記載不要】

実習時期 8月～9月末

実習日数 5日間

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
福祉の視点からのまちづくりとは？各事業での業務内容は？どう人材育成しているのか？ 
入職後の自分をイメージできるよう体験いただきます！

実習内容のタイプ サービス（販売・福祉を含む）
特記事項

116.  総合病院　松江生協病院　【助成あり】

所在地 松江市西津田8-8-8

事業内容
351床の総合病院で地域に根ざした病院です。関連施設は歯科診療所と外来棟、検診
センター、診療所、地域連携室、介護医療院などあります。 
薬剤師は16名、事務員8名です。

募集部署 薬剤部

実習時期 8月～9月末

実習日数 5日間

募集学年 大学1年生～4年生まで

学科/専攻制限等 薬学部の学生限定　1年生～4年生まで

実習内容
ICUと2つの急性期病棟、回復期、地域包括ケア、障害者、療養病床があり、病棟業務で
は在宅を意識した指導と薬剤評価、カンファレンスへの参加、地域連携室との協働など体
験できます。

実習内容のタイプ その他
特記事項 ワクチン（麻疹・風疹・B型肝炎・おたふくかぜ）接種の確認をします。

117.  医療法人社団水澄み会　【助成あり】

所在地 浜田市三隅町河内451-1

事業内容
水澄み会は島根県内で地域と連携しながら高齢者のための多様な医療・福祉サービスを
提供しています。

募集部署

①介護老人保健施設アゼーリみずすみ（浜田市三隅町）
②グランドケアホームはまぼうふう（浜田市久代町）
③高齢者複合施設アゼリア（松江市黒田町）
④もやいの家うのはな（益田市遠田町）
⑤もやいの家ひきみ（益田市匹見町）

希望により調整します。申込書の希望する部署・店舗欄にご記入ください。【申込書への記載要】

実習時期 8月～9月末

実習日数 5日間

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
高齢者福祉事業の現場における必要な知識と技術の習得（介護職、リハビリ職、栄養士
職、看護職、事務職） 
社会人としてのマナー

実習内容のタイプ サービス（販売・福祉を含む）、事務・管理系
特記事項

118.  社会福祉法人恵寿会　【助成あり】

所在地 出雲市神西沖町1313番地
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事業内容
障害者支援施設、特別養護老人ホーム、保育園を運営しています。 
ご利用者との様々なふれあいを通じて、「福祉」というものの本質を体験し感じてください！

募集部署 ①障害者支援施設出雲サンホーム　②特別養護老人ホーム斐川サンホーム

希望により調整します。申込書の希望する部署・店舗欄にご記入ください。【申込書への記載要】

実習時期 8月～9月末

実習日数 5日間

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
ご利用者と一緒にレクリエーションや外出（時期によります）をしながら「人が人を支える（支
援する）」という意味を体験し感じていただきたいと思います。先進機器やノーリフトケアも導
入しています。

実習内容のタイプ サービス（販売・福祉を含む）

特記事項
車通勤可能（駐車場無料）です。 
少しでも福祉に興味がある方であればスキルや専攻などは不問です。

119.  社会福祉法人島根県社会福祉事業団

所在地 松江市東津田町1741-3　いきいきプラザ島根5階

事業内容
地域の人々に信頼され愛される法人を目指し、高齢者福祉施設、障害者支援施設、保
育所を運営しています。職員の育成にも力を入れており、「伸びる・育つ・活きる」をテーマ
に、職員が成長できる環境を整えています。

募集部署 サテライトおやま(出雲市小山町）

実習時期 8/5（月）～8/7（水）、9/2（月）～9/4（水）
実習日数 3日間
募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
グループホームやデイサービスでの高齢者との交流、車椅子体験や福祉用具の操作を体
験していただけます。

実習内容のタイプ サービス（販売・福祉を含む）
特記事項

120.  社会福祉法人ひまわり福祉会　【助成あり】

所在地 出雲市神西沖町2479－6

事業内容
児童保育から高齢者介護まで、幅広く福祉サービスを展開しています。高齢者との関わ
り、乳幼児との関わりを体験できます。

募集部署

①特別養護老人ホームひまわり園【特養・デイサービス・ケアマネ等】（出雲市神西沖町）
②介護老人保健施設ナーシングセンターひまわり（出雲市古志町）
③ひまわり第1保育園（出雲市天神町）
④ひまわり第2保育園（出雲市塩冶町）
⑤古志ひまわり保育園（出雲市古志町）

希望により調整します。申込書の希望する部署・店舗欄にご記入ください。【申込書への記載要】

実習時期 8月～9月末

実習日数 5日間

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容 サービスを受けている高齢者や、乳幼児との関わりを持っていただけます。 

実習内容のタイプ サービス（販売・福祉を含む）

特記事項 通勤方法：事業所によっては、公共交通機関が使えないところもあります。

121.  社会福祉法人いわうみ会（グループホームみんなの家）　【助成あり】

所在地 浜田市熱田町1227
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事業内容
少人数の認知症高齢者が職員の介護を受けながら共同生活をしています。職員と一緒
に料理や洗濯など普通の生活をする中で認知症の症状がやわらいだり、進行を緩やかに
できるようサポートをしています。

募集部署 所在地に同じ

実習時期 8月～9月末

実習日数 5日間、応相談

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
オリエンテーション（事業概要の説明）
介護体験
お年寄りとの交流

実習内容のタイプ サービス（販売・福祉を含む）
特記事項

122.  有限会社高村（サンガーデン輝らら☆）　【助成あり】

所在地 浜田市金城町今福1473-1

事業内容
『社員の幸せ』を理念とし、幸せとは「人として成長すること」ととらえ、働く職員一人ひとりが
目標を持ち挑戦し達成していく中でやりがいを持ち、成長していくことをサポートします。

募集部署 所在地に同じ

実習時期 8月～9月末

実習日数 5日間

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
地域と企業をつなぐインターンシッププログラム『輝らら☆地産地消ネットワーク』 
近隣リサーチから営業・企画・プレゼンまでを体験する本気の5日間。 
必要なのはやる気と好奇心。

実習内容のタイプ サービス（販売・福祉を含む）、企画・営業系

特記事項

123.  社会福祉法人浜田福祉会　【助成あり】

所在地 浜田市内村町365番地7

事業内容
老人福祉事業を中心に9つの事業を展開しています。 
主な仕事は高齢者介護ですが、近年では専門職の活躍の場も増えています。 
地域貢献事業なども積極的に行っています。

募集部署
①美川苑　②美川デイサービスセンター　③グループホームみかわ
④グループホーム美川の郷　⑤ケアハウス美川　⑥訪問介護・美川
⑦居宅介護支援事業所ケアハウス美川・周布事業所

希望により調整します。申込書の希望する部署・店舗欄にご記入ください。【申込書への記載要】

実習時期 8月～9月末（8/13～8/15、土日を除く）
実習日数 5日間、応相談
募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容

複数の介護保険事業所を体験できることで、それぞれの事業の内容を肌で感じることがで
きます。 
地域貢献事業も体験することで、施設内外の取り組みを感じることができます。是非体験
してみてください。

実習内容のタイプ サービス（販売・福祉を含む）、その他
特記事項

124.  社会福祉法人水澄み会　【助成あり】

所在地 浜田市長沢町1428-6
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事業内容
社会福祉法人水澄み会は島根県浜田市内で高齢者介護事業所を運営しています。 
地域と連携しながら高齢者のための多様な医療・福祉サービスを提供しています。

募集部署
①特別養護老人ホームロング・レン（浜田市長沢町）
②グループホームゆうな（浜田市三隅町）

希望により調整します。申込書の希望する部署・店舗欄にご記入ください。【申込書への記載要】

実習時期 8月～9月末

実習日数 5日間

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
高齢者介護の現場における必要な知識と技術の習得（介護職、看護職、リハビリ職、栄養
士職、事務職） 
社会人としてのマナー

実習内容のタイプ 事務・管理系、サービス（販売・福祉を含む）
特記事項

125.  社会福祉法人隠岐共生学園（特別養護老人ホーム静和園）　【助成あり】

所在地 隠岐郡隠岐の島町栄町1088番地

事業内容
自宅での生活が困難となった高齢者に対して、「人間の尊厳に基づいた生活」「能力に応
じ、自立した生活」「明るく、安心した家庭的な生活」ができるよう支援しています。

募集部署 所在地に同じ

実習時期 8月～9月末

実習日数 5日間

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
リハビリ・クラブ活動・行事への参加による高齢者との触れ合いや、高齢者の疑似体験・基
本的な介護体験をしていただきます。また、介護サービスの意義や魅力について理解して
いただきたいです。

実習内容のタイプ サービス（販売・福祉を含む）
特記事項

126.  島根県農業協同組合　本店　【助成あり】

所在地 松江市殿町19-1

事業内容
当組合は営農経済、信用、共済など、様々な事業を通して島根県の農業と地域の発展
のため事業を展開しています。

募集部署
・本店
・営農経済本店（出雲市斐川町）

複数の部署を全て体験予定です。【申込書への記載不要】

実習時期 8月～9月末

実習日数 5日間

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
事業概要説明、職場見学、グループワーク、農家へ訪問して経営指導や技術指導の補
助を行っていただく予定です。

実習内容のタイプ 事務・管理系、食品関連（農業含む）
特記事項

127.  島根県農業協同組合　いわみ中央地区本部　【助成あり】

所在地 浜田市黒川町3741
42



 2019夏期しまね学生インターンシップ募集詳細　　6月28日現在

事業内容
農業指導・農産物販売・金融・保険など総合事業で地域の皆様の暮らしをサポートしてい
ます。 

募集部署 所在地に同じ

実習時期 8月～9月末

実習日数 5日間、応相談

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
実習内容は応相談です。総合事業を展開していますので、専攻科目を生かして実習を希
望される場合や、新しい分野にチャレンジしたい場合など、相談のうえで実習内容を決定
します。

実習内容のタイプ 事務・管理系、企画・営業系、サービス（販売・福祉を含む）

特記事項

128.  アースサポート株式会社

所在地 松江市八幡町882番地2

事業内容
一般廃棄物及び産業廃棄物の収集運搬処理、環境コンサルティング、建築設計、解体、
不用品回収「片付け堂」の運営及びフランチャイズ事業、買取専門リサイクルショップ店
「買取り堂」運営等

募集部署 所在地に同じ

実習時期 8月下旬～9月末

実習日数 5日間

募集学年 大学3年、大学院1年

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
会社説明、会社案内、社長講演、社長との座談会、若手社員との交流、座談会、現場作
業の就業体験、営業職の就業体験、就業体験成果発表会

実習内容のタイプ 企画・営業系、事務・管理系

特記事項

129.  特定NPO法人あしぶえ　【助成あり】

所在地 松江市八雲町平原481-1

事業内容
しいの実シアターを拠点に演劇による人づくり・まちづくりに取り組み、専属劇団あしぶえの
上演の他、表現コミュニケーション力育成事業、小中学生対象のしいの実シアター未来学
校を行っています。

募集部署 ①しいの実シアター ②かやぶき交流館（松江市八雲町平原）

希望により調整します。申込書の希望する部署・店舗欄にご記入ください。【申込書への記載要】

実習時期 8月～9月末

実習日数 5日間

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容 研修等の当日運営サポート、文化施設の管理体験、スタッフ業務の体験

実習内容のタイプ 事務・管理系、サービス（販売・福祉を含む）、その他

特記事項

130.  株式会社イーウェル　松江オペレーションセンター

所在地 松江市玉湯町布志名767-31
43



 2019夏期しまね学生インターンシップ募集詳細　　6月28日現在

事業内容
<<福利厚生サービスを通じて、“しあわせ”で“安心”できる暮らしをサポート>>
私達イーウェルは、300万人を超える全国の従業員およびそのご家族様へ向け、福利厚
生サービスを企画・提供する会社です。

募集部署 ・松江オペレーションセンター ・米子オペレーションセンター（鳥取県米子市上福原）

複数の部署を全て体験予定です。【申込書への記載不要】

実習時期 9月中旬

実習日数 5日間

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
オリエンテーション、会社概要説明、社内見学、個人情報保護研修、ビジネスマナー研
修、課題取組、現場実習、先輩社員との座談会、電話対応評価研修など

実習内容のタイプ 事務・管理系

特記事項 初日のみ昼食支給予定

131.  株式会社エブリプラン　【助成あり】

所在地 松江市北陵町46-6

事業内容
地域づくり支援、環境施策、社会資本整備の推進等、地域課題解決を担うコンサルタント
会社です。地方においても都会と変わらない、やりがいのある仕事がみつかるはずです。

募集部署 所在地に同じ

実習時期 8月～9月末

実習日数 5日間

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
発注者協議、ワークショップ・ワールドカフェ運営支援など現場体験を通して社会組織を体
験できる。社内業務においては、基礎となる情報収集・資料作成等スキルを学ぶことがで
きる。

実習内容のタイプ まちづくり（建設含む）
特記事項

132.  株式会社さんびる　【助成あり】

所在地 松江市乃白町薬師前3-3

事業内容

・ビルメンテナンス（清掃、設備、警備等）
・指定管理（施設の管理運営、イベント実施等）
・健康福祉（健康教室の開催、保健指導等）
・さんびるアカデミー（学童塾、健康塾の運営等）
・フード（レストランの運営等）

募集部署 松江市内の各部門

実習時期 8月～9月末
実習日数 5日間
募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
初日：会社概要や取り組み等の説明
2日目以降：ビルメンテナンスや健康福祉、さんびるアカデミーなど実際の現場に行き、見
て、体験していただきます！

実習内容のタイプ サービス（販売・福祉を含む）
特記事項

133.  公益財団法人しまね文化振興財団　【助成あり】

所在地 松江市殿町158
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事業内容

【島根県民会館】
島根県の文化芸術の拠点施設として、音楽、演劇、映画など幅広いジャンルの公演を行
い、多様で質の高い文化芸術の鑑賞機会を提供。
【八雲立つ風土記の丘】
歴史的文化財の展示施設及び周辺史跡の広報・管理運営。（八雲立つ風土記の丘ホー
ムページ参照）

募集部署 ①島根県民会館（松江市殿町）　②島根県立八雲立つ風土記の丘（松江市大庭町）

実習時期 8月～9月末
実習日数 5日間
募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容

【島根県民会館】
劇場としてのホール運営、学会等の会議室運営などの施設運営全般について実習を行う。
【八雲立つ風土記の丘】
施設管理、管理地巡回（史跡等）、各イベント事業等を通じて古代出雲の歴史や市民との
交流を学習する。

実習内容のタイプ 事務・管理系、企画・営業系、サービス（販売・福祉を含む）
特記事項

134.  公益財団法人ふるさと島根定住財団

所在地 松江市朝日町478-18　松江テルサ3階

事業内容
「若年者を中心とした県内就職促進」「県外からのＵＩターン促進」「活力と魅力ある地域づ
くりの促進」の3本柱で、島根県の人口定住対策に総合的に取り組んでいます。				

募集部署 ①松江事務局　②石見事務所（浜田市相生町）

1つの部署・店舗での体験となります。申込書の希望する部署・店舗欄にご記入ください。【申込書への記載要】

実習時期 ①8/5(月)～8/9(金)または9/2(月)～9/6(金)　②8/5(月)～8/9(金)

実習日数 5日間

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
ジョブカフェ事業課、UIターン推進課、地域活動支援課ほかイベント企画や定住・地域づく
りに関わる現場訪問などを通じ、定住財団の業務全般を理解し、定住財団事業の課題発
見・解決策の提案等をしていただきます。

実習内容のタイプ 企画・営業系、事務・管理系、まちづくり（建設含む）
特記事項

135.  NPO法人松江音楽協会　【助成あり】

所在地 松江市西津田六丁目5-44

事業内容
松江市の公共ホール「プラバホール」の指定管理者として管理運営をしています。コン
サートの企画から当日の運営まで、イベントを盛り上げ成功させるために演奏者やボラン
ティアと共に様々な業務を行っています。

募集部署 松江市総合文化センタープラバホール

実習時期 8月～9月末
実習日数 5日間～10日間
募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
関係者との調整や連携を経験しながらイベントを作り上げていきます。企画・マネジメントの
補助作業がメインですが、来場されるお客さまに笑顔になってもらうためには何が大切か
を学べると思います。

実習内容のタイプ 企画・営業系
特記事項

136.  株式会社アイエムコーポレーション　【助成あり】

所在地 出雲市大社町杵築西2671-1
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事業内容
ダスキン加盟店事業。家庭、事業所のモップ、マットの定期レンタル事業からスタートして、
世の中をキレイに快適にする事業へ拡がっています。高齢化とお客様がキレイを求める感
度が上がり、需要が拡大しています。

募集部署 ①ダスキン大社　②ダスキン久手（大田市久手町刺鹿）
希望により調整します。申込書の希望する部署・店舗欄にご記入ください。【申込書への記載要】

実習時期 8月～9月末

実習日数 5日間、応相談

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
世の中をキレイにするプロの仕事を体験していただきます。モップ、マットのレンタル事業、
プロのお掃除、飲食店や食品製造事業所の衛生管理、それらを運営している総務と経営
幹部との面談など。

実習内容のタイプ サービス（販売・福祉を含む）、企画・営業系、事務・管理系
特記事項

137.  山陰防災電機株式会社　【助成あり】

所在地 出雲市西園町206番地1

事業内容
学校・病院・店舗・工場などのお客様に火災を知らせる火災報知器や火を消す消火器・
スプリンクラーの保守点検や火災報知器・放送設備・監視カメラなどの工事を行い、安全・
安心を提供します。

募集部署 所在地に同じ

実習時期 8月～9月末

実習日数 5日間、応相談

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
営業業務体験、消火器や火災報知機などの点検業務体験、火災報知機等のプログラム
体験、現場管理業務体験 。
実務型のインターンのため、職場の雰囲気や仕事内容の適性を確認できます。 

実習内容のタイプ 企画・営業系、サービス（販売・福祉を含む）、まちづくり（建設含む）

特記事項 ＪＲ（出雲市駅又は出雲神西駅）を利用して通勤される場合は送迎します。

138.  株式会社ジャスト西日本　山陰営業所　【助成あり】

所在地 出雲市天神町74-2

事業内容
非破壊技術を用いた、建物・公共インフラの検査 
橋・トンネル・擁壁などの構造物の調査・探査・点検

募集部署 所在地に同じ

実習時期 8月～9月末
実習日数 5日間
募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
橋やトンネルなどの現場にて業務体験、事務所内で調査機器の説明、文章作成などを行
います。一連の業務を体験していただき、安全を守る事の大切さ、大変さなどを感じてい
ただきます。

実習内容のタイプ まちづくり（建設含む）

特記事項
エクセル・ワードなどの基本的な操作は必要です。通勤に関しては自家用車での通勤をお
すすめします。
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139.  浜田ビルメンテナンス株式会社　【助成あり】

所在地 浜田市港町299番地17

事業内容
弊社は総合ビル管理業を営んでおり、清掃部門、環境衛生管理部門、警備部門、設備
部門、指定管理部門など様々な部署があります。地元の業者様などとの業務も多く地域
社会の発展にも貢献しています。

募集部署 ・本社　・浜田市内各現場見学　・浜田市内各現場体験

複数の部署を全て体験予定です。【申込書への記載不要】

実習時期 8月～9月末(お盆時期、土日祝を除く)
実習日数 5日間
募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
普段体験することのない業務を見たり、実際に体験することにより、今後の就職活動の選
択肢を増やすことにつながります。専門性の高い職業が多いので、得ることはたくさんあり、
スキルアップにつながると思います。

実習内容のタイプ その他
特記事項

140.  株式会社太陽コミュニケーションズ　【助成あり】

所在地 山口県萩市山田東沖田4286

事業内容
スイミングスクール、フィットネスクラブ、サッカースクール、体育教室、施設運営、介護予
防教室、指定管理、各種運動教室（ヨガ、エアロビクス等）など子どもから高齢者の皆様の
健康づくりをサポートしています。

募集部署 太陽フィットネスクラブ石見（益田市）

実習時期 8月～9月末

実習日数 5日間

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
施設管理、インストラクター・スポーツトレーナーの指導体験など実際にレッスンに入ってお
客様と一緒に運動の良さを知ることができます。自分の健康づくりもできるので、すがすが
しい汗をかくことができます。

実習内容のタイプ サービス（販売・福祉を含む）、企画・営業系、事務・管理系
特記事項 通勤はマイカーOK。

141.  NPO法人緑と水の連絡会議　【助成あり】

所在地 大田市大田町大田イ376-1

事業内容
環境保全活動、困難をかかえる青少年を支える居場所の開設、地域の子どもたち・お年
寄りとの交流で元気なまちづくり

募集部署 緑と水の連絡会議事務所　ゆきみーる

実習時期 9/10（火）～9/25（金）
実習日数 5日間～15日間
募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
NPOの事業がいかに地域のニーズをくみ取り実現されているかを体験していただきます。
国際ワークキャンプに参加して各国の青年と交流することができます。

実習内容のタイプ まちづくり（建設含む）

特記事項 英会話にチャレンジしたい意欲がある方を歓迎します。資格は不問。
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142.  三光株式会社

所在地 鳥取県境港市昭和町5番地17

事業内容
当社は、山陰地方最大規模のプラント施設を複数保有し、廃棄物処理業をメインとした、
環境コンサルティング業の全国展開を進めている企業です。 

募集部署 所在地に同じ

実習時期 8月～9月末
実習日数 5日間
募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
主要な工場を見学していただき、循環型社会における当社の役割を実感し、理解を深め
ていただきます。環 境問題に関する取組や考え方を学んでいただきます。

実習内容のタイプ ものづくり、その他
特記事項

143.  島根県庁

所在地 松江市殿町１番地

事業内容

県の仕事は、地域振興、保健・福祉・医療の推進、農林水産業の生産振興、産業振興な
ど多岐にわたります。 
地域・住民の方のために島根県がより安心に、より住みやすくを目指す、やりがいのある仕
事です。

募集部署 ※別紙｢島根県庁受入部署一覧｣を参照
1つの部署・店舗での体験となります。申込書の希望する部署・店舗欄にご記入ください。【申込書への記載要】

実習時期 8月～9月末

実習日数 5日間程度

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
地域振興、保健福祉等にかかる業務の補助や事業現場に行っていただき、島根県庁の
仕事・職場をイメージしてもらいます。 

実習内容のタイプ 事務・管理系、企画・営業系、まちづくり（建設含む）

特記事項

申込時に島根県庁提出用の参加申込書も併せて提出してください。
実習前に、島根県庁で実施されるオリエンテーションに参加が必要です。
※別紙｢島根県庁受入部署一覧｣を確認の上、希望する部署・店舗欄に部署の希望を3
つ記入してください。
必要書類はHPの｢書類のダウンロード｣ページより確認してください。
■希望事業所3つのうち、官公庁の希望は最大2つまでとします。必ず民間または公的団
体の事業所も1つ以上記入してください。

144.  島根労働局

所在地 松江市向島町134番10　松江地方合同庁舎

事業内容
働く方のための仕事の確保（職業安定行政）、労働環境の整備（労働基準行政）、職業能
力の向上（職業能力開発行政）、雇用機会の均等確保（雇用均等行政）などを行う公務
職場。厚生労働省の地方機関。

募集部署 ①総務部　②労働基準部　③職業安定部　④雇用環境・均等室

希望により調整します。申込書の希望する部署・店舗欄にご記入ください。【申込書への記載要】

実習時期 9月上旬予定
実習日数 5日間
募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
①総務部②労働基準部…労働基準行政講義及び職場体験・事務補助
③職業安定部④雇用環境・均等室…職業安定行政及び雇用均等行政講義、職場体験
及び事務補助

実習内容のタイプ 事務・管理系

特記事項
自家用自動車での通勤不可
■希望事業所3つのうち、官公庁の希望は最大2つまでとします。必ず民間または公的団
体の事業所も1つ以上記入してください。
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145.  松江市役所

所在地 松江市末次町86番地

事業内容
住民に最も身近な行政機関として、住みやすいまちづくりに取り組んでいます。松江市は
国際文化観光都市として、人口減少社会の中「選ばれるまち松江」の実現に向け職員一
丸となり日々業務にあたっています。

募集部署 ※別紙｢松江市役所受入部署一覧｣を参照

希望により調整します。申込書の希望する部署・店舗欄にご記入ください。【申込書への記載要】

実習時期 ※別紙｢松江市役所受入部署一覧｣を参照

実習日数 ※別紙｢松江市役所受入部署一覧｣を参照

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
イベントの準備や運営、窓口業務補助、企業訪問、各種資料作成、各種施設点検、測量
業務補助、現場視察などの体験を通じて公務員という職種の中でも「市役所」が担う行政
の役割や理念について知っていただけます。

実習内容のタイプ 事務・管理系

特記事項

自動車での通勤は可能ですが、駐車場はありません。市役所来庁者用の駐車場は使わ
ないでください。
■希望事業所3つのうち、官公庁の希望は最大2つまでとします。必ず民間または公的団
体の事業所も1つ以上記入してください。

146.  出雲市役所

所在地 出雲市今市町７０

事業内容
出雲市民の生活に密着した健康・福祉・環境・教育などの市民サービスから、産業振興や
観光交流、まちづくり推進など多岐にわたります。また、公共施設の管理や出雲駅伝等の
イベントの運営も行っています。

募集部署 ①観光課　②文化スポーツ課
1つの部署・店舗での体験となります。申込書の希望する部署・店舗欄にご記入ください。【申込書への記載要】

実習時期 8月中旬～9月上旬

実習日数 5日間

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
①観光課…出雲神話まつり企画運営業務
②文化スポーツ課…2,000人の吹奏楽企画運営業務

実習内容のタイプ 事務・管理系

特記事項
■希望事業所3つのうち、官公庁の希望は最大2つまでとします。必ず民間または公的団
体の事業所も1つ以上記入してください。

147.  安来市役所

所在地 安来市安来町878-2
事業内容 一般行政
募集部署 安来市立図書館（安来市安来町）

実習時期 8月～9月末
実習日数 5日間
募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし
実習内容 図書業務

実習内容のタイプ 事務・管理系、サービス（販売・福祉を含む）

特記事項
■希望事業所3つのうち、官公庁の希望は最大2つまでとします。必ず民間または公的団
体の事業所も1つ以上記入してください。
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148.  雲南市役所

所在地 雲南市木次町里方521-1

事業内容
平成16年に市誕生。「子ども×若者×大人チャレンジの連鎖による持続可能なまちづく
り」を実践中。地域の方だけでなく、市外・県外の多くのチャレンジャーと出会い、挑戦でき
る環境が雲南市にはあります。

募集部署 うんなん暮らし推進課

実習時期 9月
実習日数 5日間
募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
移住定住及び公共交通を主管する課で、地域住民やUIターン者との接点の持ち方、公共
交通の現状を学べます。また、施策提言の手法を学び実践します。その他の部署での体
験希望にも応じます(要相談)。

実習内容のタイプ 事務・管理系、企画・営業系、まちづくり（建設含む）

特記事項

通勤方法については、市民バスやJR等の公共交通機関があります。自家用車の場合、職
員駐車場を貸与することができます。
PCスキルは問いませんが、PCでの簡易な入力業務が発生する場合があります。
■希望事業所3つのうち、官公庁の希望は最大2つまでとします。必ず民間または公的団
体の事業所も1つ以上記入してください。

149.  飯南町役場

所在地 飯南町下赤名880
事業内容 一般行政事務
募集部署 飯南町内の行政施設

実習時期 8月～9月末
実習日数 5日間
募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
業務内容は部署により異なります。希望分野を含めたプログラムになるよう参加者と相談
します。春のインターンシップは、税金申告相談、間伐林の現地測量、教育現場の見学、
ヒアリングなどを実施しました。

実習内容のタイプ 事務・管理系、企画・営業系、まちづくり（建設含む）

特記事項
ご希望の方には町内宿泊施設を紹介します。
■希望事業所3つのうち、官公庁の希望は最大2つまでとします。必ず民間または公的団
体の事業所も1つ以上記入してください。

150.  浜田市役所

所在地 浜田市殿町1番地
事業内容 公務一般

募集部署 ※別紙「行政機構図」を参照

希望により調整します。申込書の希望する部署・店舗欄にご記入ください。【申込書への記載要】

実習時期 8月～9月末（9月上旬～中旬を除く）

実習日数 5日間

募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容 地方公共団体事務

実習内容のタイプ 事務・管理系、まちづくり（建設含む）

特記事項
希望については「〇〇部〇〇課」まで記入。
■希望事業所3つのうち、官公庁の希望は最大2つまでとします。必ず民間または公的団
体の事業所も1つ以上記入してください。
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151.  益田市役所

所在地 益田市常盤町1番1号
事業内容 市民の幸福の実現を最優先とし、各種施策、事務事業に取り組んでいます。
募集部署 所在地に同じ

実習時期 8月
実習日数 5日間
募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし
実習内容 事務、現場業務など、市民サービス活動の体験

実習内容のタイプ 事務・管理系、サービス（販売・福祉を含む）

特記事項
■希望事業所3つのうち、官公庁の希望は最大2つまでとします。必ず民間または公的団
体の事業所も1つ以上記入してください。

152.  大田市役所

所在地 大田市大田町大田ロ1111
事業内容 公務全般
募集部署 希望する部署（応相談）

実習時期 8月～9月末(お盆時期を除く)
実習日数 5日間
募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
市役所には総務、健康福祉、産業企画、建設など様々な部署があります。市民応対や事
務などの実体験を通じて、公務職場への理解を深めていただきます。

実習内容のタイプ 事務・管理系、サービス（販売・福祉を含む）、まちづくり（建設含む）

特記事項
■希望事業所3つのうち、官公庁の希望は最大2つまでとします。必ず民間または公的団
体の事業所も1つ以上記入してください。

153.  江津市役所

所在地 江津市江津町1525

事業内容
市役所の仕事といっても様々で、市民と接する課もあればそうでない課、事務・現場など
の役割があります。その中で職員は「わが町のために！」を胸に働いています。短期間です
が一緒に行政マンとして働いてみませんか？

募集部署 ※別紙｢江津市役所受入部署一覧｣を参照

実習時期 ※別紙｢江津市役所受入部署一覧｣を参照
実習日数 ※別紙｢江津市役所受入部署一覧｣を参照
募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
市役所の仕事は直接的、間接的に市民の生活に関わっています。就業体験でどのように
市民生活に関わっているのか実感することができます。

実習内容のタイプ 事務・管理系、企画・営業系、まちづくり（建設含む）

特記事項
■希望事業所3つのうち、官公庁の希望は最大2つまでとします。必ず民間または公的団
体の事業所も1つ以上記入してください。

154.  邑南町役場

所在地 邑南町矢上6000番地

事業内容
四季折々の自然と心豊かな人情にあふれる邑南町では、「日本一の子育て村構想」と、
「Ａ級グルメ立町」を２本柱に掲げて定住促進に取り組んでいます。

募集部署 総務課ほか
複数の部署を全て体験予定です。【申込書への記載不要】

実習時期 8月～9月末(9/2～9/13を除く)
実習日数 5日間
募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容
公務職場では決められた仕事も行っていますが、地域活性化の取り組み、定住支援や観
光、食と農の連携による町の魅力アップなどの仕事に触れてもらう予定です。

実習内容のタイプ 事務・管理系、企画・営業系

特記事項
■希望事業所3つのうち、官公庁の希望は最大2つまでとします。必ず民間または公的団
体の事業所も1つ以上記入してください。
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155.  山陰ケーブルビジョン株式会社（マーブル）

所在地 松江市学園１丁目2-27

事業内容
松江市・安来市でケーブルテレビ事業を行っています。
ケーブルテレビ以外にもインターネット、スマホ事業などがあり、「お客様第一」をモットーに
地域密着で事業を行っています。

募集部署 営業課、番組制作課、技術課
複数の部署を全て体験予定です。【申込書への記載不要】

実習時期 9月上旬
実習日数 4日間
募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容

営業課では実際に営業課員に同行していただき、お客様宅へ訪問します。
番組制作課ではニュースの取材から編集作業などをしていただき、ニュースとしてテレビに
流れるまでを体験していただきます。
技術課ではケーブル、インターネット等の技術的要素の実習をしていただきます。

実習内容のタイプ ＩＴ、企画・営業系
特記事項

156.  一般社団法人西ノ島町観光協会

所在地 隠岐郡西ノ島町大字美田4386-3

事業内容
西ノ島町の観光情報を発信します。
別府港フェリーターミナルにある窓口でお待ちしています！

募集部署 ①隠岐シーサイドホテル鶴丸　②リゾ隠岐ロザージュ
希望により調整します。申込書の希望する部署・店舗欄にご記入ください。【申込書への記載要】

実習時期 8月～9月末
実習日数 5日間、その他
募集学年 指定なし

学科/専攻制限等 制限なし

実習内容

海風の心地よいマリンテイストあふれるホテルで、部屋の清掃から食事の準備や片付けな
ど様々な業務を体験していただきます。
海に囲まれた島の宿泊施設での体験は、島で暮らすという非日常の中でたくさんの発見や
気付きを見つけられること間違いないです！

実習内容のタイプ サービス（販売・福祉を含む）
特記事項
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