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○応用化学・生命工学科 

 

氏名 田代 結女    

 

期間 ９月５日 ～ ９月９日 

 

実習先 株式会社大東環境科学 

 

 

 私は、9月5日から9月9日までの5日間、株式会社大東環境科学総合技術研究センターにてインターンシップ実習を

させていただきました。 

 インターンシップに参加した理由は、働くことがどういうことかを体験し、その経験を就職活動に活かしたいと思ったか

らです。将来化学の技術を使って健康に携わる仕事がしたいという漠然とした思いから、環境測定事業という仕事について

興味を持ち、参加を希望しました。 

 5日間の実習では大東環境科学様で行っている環境測量事業のほとんどについて学習・体験させていただきました。1日

目は環境測量事業についてと騒音振動測定について、2日目は土壌汚染について、3日目はアスベストについてと作業環境

測定について講習と実習を行い、その業務内容について学びました。4日目と5日目は自宅から持参した水道水の分析を行

いました。 

環境測量事業については、インターンシップの時まで知らなかったので、ガイダンスでは環境とは何か、どうしてこのよ

うな事業が必要か、ということについて学ぶことができました。普段は身近に感じることのない仕事ではありますが、私た

ちの健康で安全な暮らしのためには欠かせない仕事だとわかりました。 

 今回の実習では、環境汚染について初めて詳しく学べたということが、私にとって大きな収穫だったと感じています。ど

のようなことが問題になっているのか、またどのようなことが環境汚染を招くのかということを学ぶことができ、技術者を

目指すものとして貴重な知識を得ることができたと感じています。 

 今回行った実習の中で、水道水の分析は自分の習っている分野に関連したものでした。学生実験で習った内容も多かった

のですが、普段は実験書に頼りきりで、せっかく習ったことでもうまくできなかったりしたのが反省点でした。また、IC(Ion 

Chromatography)やTOC(Total Organic Carbon)分析も行い、機器の原理や使い方などについて詳しく教わることが

できました。分析実習では、自分の分野の学習を深めることができました。最後に、結果を報告書として作成し自宅がある

ところの浄水場のデータと照らし合わせたところ、ほぼ同じデータを出すことができたので、良い測定ができたと思います。 

 インターンシップを通して、自分の学習している分野、そして進みたいと考えている化学の分野についての知識を深める

ことができました。また、お客様の信頼を得る、作業を効率化するなど、仕事をしていく上で大切な精神についても学ぶこ

とができました。 

 最後に、お忙しい中懇切丁寧にご指導くださった大東環境科学の皆様に感謝申し上げます。 
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株式会社 大東環境科学 

 

環境部次長 坂本 宏行 

 

 

 

 

弊社は、1972年に盛岡市大沢川原に、排ガス測定会社「大東化学」として創業し、1996年に現社名へ変更しました。

工場排水や河川水の水質分析、飲料水の検査、排出ガスの測定、騒音振動測定、作業環境測定を主としており、近年は、特

に豊洲市場でも社会問題となっている土壌汚染や、負の遺産の象徴的な問題でもあるアスベスト等を対象とした調査・コン

サルティング業務にも対応しております。 

現在、従業員は44名で、紫波郡矢巾町の西部工業団地内の総合技術センターにて業務を行なっております。弊社従業員

に岩手大学の卒業生が多いこともあり、岩手大学様との交流の場として、そして社会貢献活動の一環として、毎年1～2名

程度、インターンシップの学生の受け入れをさせていただいております。 

受け入れを開始した当時は、弊社の業務内容の中で最も大きな主力商品である「分析業務」を主に、実習を行なっており

ました。しかし、先にご説明した通り、近年は環境問題が多岐多様にわたってきていることもあり、世の中で発生している

環境問題について少しでも学生に覚えていただきたいという観点から、以前より実習内容の範囲を広げながらインターンシ

ップの取り組みを行なっております。 

インターンシップの受け入れにあたり常に考えていることとして、限られた期間内での対応となることから、実習内容が、

学生に対してむやみな詰め込みすぎとならないように、少しでも飽きせない実習内容となるようなカリキュラムを設定する

ことです。具体的には、従来からのラボでの分析実習に加え、土壌調査やアスベスト調査の実習の際には、現場での「フィ

ールド業務」を体験していただいております。また学生と対話する時間を設けながら、自主的に発言し、考えてもらう機会

を提供しながら、学生に取り組んでもらっております。 

毎年、インターンシップの期間が終了し、「果たして、学生に実習内容を理解していただけただろうか」と不安がよぎるの

ですが、実習終了後、学生より感謝の気持ちが込められたお手紙等をいただき、私共も「今年も受け入れて良かった、来年

も是非来ていただきたい」という気持ちになります。また、インターンシップを受け入れることによって、私共も自らの技

術力の再認識や、人へ理解していただくための難しさを改めて痛感することが出来て、最終的に自己を高めることに繋がっ

ております。 

1週間と短い期間ではあるのですが、弊社で体験した内容が、今後の社会生活に多少なりとも役立てていただくことを御

祈りつつ、機会がありましたら、来年度以降も会社としてインターンシップの受け入れに、積極的に取り組ませていただい

と考えております。 

 

■事業者概要 

商 号  株式会社 大東環境科学 

所在地  岩手県盛岡市津志田西1丁目2-23（本社） 

岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢1-265 

（総合技術センター） 

代表者  小山 克也 

設 立  昭和47年8月25日 

資本金  3,500万円 

従業員  44名 

事業内容 環境調査・アセスメント業務 

     環境測定分析業務 

 

■沿革 

昭和47年8月 株式会社大東化学を盛岡市大沢川原 

一丁目1-6に設立する。 

昭和51年4月 計量証明事業（濃度）の登録を受ける。 

        計量証明事業（騒音）の登録を受ける。 

平成4年12月 盛岡市津志田に本社・事業所を設立する。 

平成6年 6月 計量証明事業（振動）の登録を受ける。 

平成8年10月 株式会社大東環境科学に社名を変更する。 

平成19年9月 紫波郡矢巾町大字広宮沢1-265 

（西部工業団地内）に総合技術センターを 

新設する。 
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○マテリアル工学科 

 

氏名 千葉 裕矢 

 

期間 ８月２９日 ～ ９月２日 

 

実習先 自然科学研究機構国立天文台 

ＲＩＳＥ月惑星探査検討室 
 

 

 私は地元の研究機関である国立天文台水沢にインターンシップに行った。同機関には直径20mの電波望遠鏡を用いて天

文観測を行うVLBI観測所の他、将来の月や惑星探査の検討を行うRISE月惑星検討室(以下RISEとする)があり私は後者の

RISEに参加した。インターンシップは全5日間の日程で行われ、実験をメインに行った。我々はRISEが計画した月面に

天測望遠鏡を置き月の自転を調べるILOM計画について学び月面での天体観測技術について実験を実験室レベルおよび野外

での実験の二段階に分けて行った。ILOM計画とは In-situ Lunar Orientation Measurementの略称で月の極域に望遠鏡

を設置し月の回転運動を計測することで月の内部構造や物性について明らかにすることを目的としている。月の自転は基準

となる星の動きを精密に観察することで月の自転軸の変動を決定するため観測には高い精度が要求される。月面は地球とは

大きく環境が異なるため観測にあたって長所と短所が存在しそれぞれについて考慮する必要である。たとえば月面には大気、

電離層がほとんど存在しないため雑音が少なく精度の向上が期待できる。また月の自転周期が1カ月と長く同じ天体を長時

間にわたって観測できるという利点もある一方で、温度変化が大きい輸送及び制御のコスト、夜間の電力補給について問題

がある。これらを考慮したうえで実際に月面に望遠鏡を置くに際し、望遠鏡自体の姿勢制御について工夫が必要である。こ

れは星像を得るためには望遠鏡は常に星に対して垂直でなければならないからである。そこで我々は望遠鏡の姿勢を制御し

評価する実験を行った。実験室での室内実験ではピンホールとコリメーターを用い疑似星像を造りこれをCCDと呼ばれる

カメラで撮影しコンピューター処理をすることで星像の中心を求めることを目標に行い無事に星像を得ることに成功した。

また事前に設置した地震計から振動のデータを得ることができた。得られたデータを解析すると鉛直方向にある周期をもっ

た振動が観測されこれは花田先生によると海水の振動がここまで伝播しているという。そのほか車が通った際の振動などノ

イズを生じる要因は様々あるらしい。室内実験が無事に成功したため翌日は野外で実験を行ったが夜空に薄く雲がかかって

しまい星像を得ることができなかった。以上がインターンシップで行った実験の概要と結果である。 

 このインターンシップで私は天文台が持つ歴史や器具など多くのことに驚かせられた。小さいころから何度も行った天文

台であったが大学生になり理解できることが増えたことが新たな発見と驚きにつながったように思える。具体的には実験結

果の海の波の振動が水沢にまで伝播しているということである水沢は岩手県の内陸の地域でありここまで振動が伝わること

に地球のスケールの大きさと天文台がもつ観測機器の精度に驚いた。天候に恵まれず野外実験が失敗してしまったことが非

常に残念ではあるが自然を相手にすることの難しさを学ぶ良い機会となった。今回のインターンシップは班員や教授陣に恵

まれ実りの多いものになったと思う。特に担当の花田先生をはじめ浅利先生、鶴田先生には実験の計画や準備など我々の実

習に多くの時間と労力をかけていただき本当に感謝しています。この場を借りて改めて感謝を伝えたいと思います。 
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氏名 平野 達也 

 

期間 ８月２２日 ～ ８月２６日 

 

実習先 日本ファインセラミックス株式会社 

 

 

 

私は８月２２日から２６日までの５日間、宮城県仙台市にある日本ファインセラミックス株式会社の製造、開発を行う技

術開発部においてインターンシップ実習をさせていただきました。 

私のインターンシップ実習参加の理由は大学卒業後のあるべき姿と企業が学生に求めることを知ろうと考えたからです。

また、インターンシップ実習先として日本ファインセラミックス株式会社を選んだ理由は実習内容が製造、開発業務であっ

たこと、ファインセラミックスという材料に興味をもっていたこと、私が大学に入るまで生活していた地元の企業であった

ことからです。私にとってこれ以上ない条件の企業であったので迷わずに希望しました。 

インターンシップ実習にあたりセラミックスについて事前に学習を行いましたが、セラミックスという材料がもつ幅広さ

に困惑し、十分に学習できずに実習当日となってしまいました。しかし、実習初日に必要とされる内容についての学習の時

間をとっていただいたので、実習にスムーズに参加することができました。また、実習生が私一人であったので私に合わせ

た実習をしていただきました。 

日本ファインセラミックス株式会社はエレクトロニクセラミックス、エンジニアリングセラミックス、金属セラミックス

複合材料などが営業品目である中で私が実習させていただいた部署はエレクトロニクセラミックス分野で大まかに高機能な

セラミックスの電子基板をつくるために様々なパラメータを変化させ、セラミックスの基板の機能を向上させていく技術開

発を行っていました。 

インターンシップ実習内容は、工場見学、セラミックス薄板のプロセス（調合、脱泡、塗工、ダイシング、レーザ加工）

の見学、製造、評価機器の説明、セラミックス薄板の強度試験における試験片の測定（測長、密度測定、形状値測定、カラ

ーチェック（傷を確認するもの）、表面粗さ測定）、曲げ強度試験（三点曲げ）、実習報告、測定結果の報告発表などでした。

測定結果の報告はセラミックス薄板の強度が何に依存するかについて行いました。測定した基板の体積、密度、そり、表面

粗さ、傷それぞれのパラメータと強度の関係を調べることでセラミックス薄板の強度の依存性を調べました。ここで、測定

した試験片が36×6個あったので、操作の複雑さより一つ一つの操作の正確さが求められていると思いました。ただ、曲

げ強度試験を行うのに丸一日かかったのには驚きました。測定は時間を忘れて没頭していたので時間が経過するのが本当に

速かったです。そして、自分がそのような測定や、なぜそのような結果が出たかなどを考えるのが好きだということに気付

きました。測定は数値でまとめていきましたが数値以外にも考えなければならないことがあり、結果の原因はそれぞれの数

値の結果に加え数値化できない破壊後の状態などを総合的に判断しないといけないことを教えていただきました。 

開発をする部署は今後の企業の発展においてなくてはならないものであり、些細なことも見逃さずに製品の向上に努めて

いく重要な業務であると私は感じました。また、そのような部署で働く上で基礎知識とともに正確な結果を得るための操作

技能と結果に対して疑問を常にもつことが必要だと学びました。 

実習先には岩手大学を卒業した先輩方がいらしたので、大変頼もしく心地よい環境でした。そして、これからのアドバイ

スを多く受けることができました。インターンシップ実習で得られた経験は今の私にとってかけがえのないものとなったの

で、参加して本当に良かったです。これから、この経験をしっかりと生かしていきたいと思います。 

最後に、お忙しい中、指導をしていただいた日本ファインセラミックス株式会社の皆様に心より感謝申し上げます。 
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○電気電子・情報システム工学科 

（電気電子システム工学コース） 
 

氏名 三浦 貴大 

 

期間 ８月２９日 ～ ９月９日 

 

実習先横河電子機器株式会社 盛岡事業所  

 

 

私は8月29日から9月9日までの2週間にわたり、横河電子機器株式会社盛岡事業所でインターンシップ実習をさせ

ていただきました。 

インターンシップに参加した理由として、私は電気回路の設計に興味がありその分野の就職を考えていたため、学生のう

ちに実際の職場の雰囲気を体験し、また今の自分にはどのような知識が足りず残りの学生生活で何を学べばよいかという事

を明確にしたいと思ったからです。 

私のインターンシップのテーマは「オートパイロットから発せられる操舵発令信号がおおよそ何度を出力しているかを表

示するインディケータを製作する」というものでした。これはオートパイロットという船舶を自動で操縦する機器からの信

号を変換し、LEDの点灯を制御するというものです。 

最初にどのような回路構成にするかを検討し、シミュレータで狙った動作をするか確認しましたが、自分で一から回路設

計をすることがなかったので入力信号の制御の仕方が分からず苦労しました。技術者の方にアドバイスを貰って何とか形に

なりましたが、大学で習った範囲で制御できることが分かり、講義で習った知識を実際の現場で使うというのはとても難し

いと実感しました。 

次にどのような素子を使うかを検討しましたがこれも初めての経験で、今回の実習で一番時間が掛かりました。制御に使

う素子やLED、回路を入れるボックスなども自分で選ばなければならず、また実際の回路にする場合色々な制約があり、な

かなか条件に合う素子が決まりませんでした。特に私は LED の特性についてあまり理解しておらず、突っ込まれた質問を

されると答えられず自分の知識の浅さを痛感しました。 

次に基板に素子をはんだ付けし、動作確認をしました。その結果 LED は狙った通りに点灯しましたが、閾値に多少の誤

差があり課題が残りました。 

2週間を通して思ったことは、実際の現場で必要な知識はすぐに出てくるというものではないということです。今回の実

習でも大学で習っていたことなのに教えられて初めて気づくということが多々ありました。また、自分の回路設計や素子に

ついての知識が足りないということも分かりました。基本的なことも1から教えてもらはなくてはならず、とても悔しい思

いをしました。ですがこのようなモノでくりの仕事をしてみたいという思いは強くなりました。上手くいかないことがたく

さんありましたが完成した時の喜びは大きく、得られたものもたくさんあったと思います。また、インターンシップ中の目

標として掲げていた残りの学生生活で何を学べばよいかということが明確になったので就職活動では大きな塚らになると思

います。 

最後にお忙しい中貴重なお時間を割いてご指導してくださった横河電子機器株式会社の皆様に心から感謝申し上げます。 
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横河電子機器株式会社 

 

盛岡技術部1Ｇｒ 工藤 正彦 

 

 

 

 

 

当社、横河電子機器株式会社は1960年の創立以来、航海事業、防衛特機事業、環境計測事業、航空・燃焼事業という4つの事

業を展開しております。 

東京都に本社を置き、秦野事業所（神奈川県）、入間事業所（埼玉県）、盛岡事業所（岩手県）の3事業所において、お客様、

社会に貢献できる製品を提供しております。その中で盛岡事業所は航海事業（船舶向け）の製品を生産しており、開発・設計、組

立はもちろん鋳物、工作、塗装を行う工場も備え、一貫したものづくりが出来る事業所です。 

主力製品は、船の方位を検出するジャイロコンパス、船を自動で操船する自動操舵装置（オートパイロット）、船の速力と移動

した距離を計測する船速距離計（電磁ログ）です。いずれも、船を安全に運航する上で欠かせない製品です。 

当社では2005年から受け入れておりますが、今年度までに延べ14名の学生がインターンシップを経験されました。今年度は2

名の学生を受け入れに際し、私が1名を担当することになりました。担当者がテーマ設定、スケジュールを計画しますが、10日間

という短い期間でものづくりの面白さ、なるべく実務に近い内容を経験して頂くべく、頭を悩まし立案しております。今年度は、

主力製品である自動操舵装置の試験治具の製作をテーマにしました。パソコン、ＣＡＤを使用しての設計、必要となる部品の選定、

手配、組立を行いました。9日目には完成品の説明会を計画しておりましたが、予定通り進まず残業をして完成させました。説明

会には、数名の社員が参加しましたが、社員の質問に答えられない内容もあり私の説明不足と感じ、申し訳なく思っております。

インターンシップの期間中は学生に教えるにあたり、自分自身の知識力、伝達の難しさ、期限どおりに完成させる難しさを痛感し、

私ども社員の成長の場にもなっております。 

毎年恒例となっておりますが、最終日には、成果発表会を行いました。学生には体験した内容を文章化し相手に伝えるという目

的もありますが、発表会には、若手社員も参加し学生のプレゼンの仕方、資料のまとめ方を見て・聞いて・感じる場としておりま

す。 

10日間と短い期間でしたが、当社の業務を体験することで、仕事内容や専門知識だけではなく、会社の雰囲気、人との接し方、仕

事の厳しさ、ものづくりの面白さを経験して頂けたと思います。このインターンシップがご自身の将来を決めるうえで、何らかの

参考になれば幸いです。今後も「やる気」と「好奇心」を持って取り組んで下さい。御活躍を期待しております。 

 

■会社概要 

商 号  横河電子機器株式会社 

所在地  東京都渋谷区千駄ヶ谷5-23-13南新宿星野ビル 

代表者  代表取締役社長 藤井 隆 

設 立  1960 年10 月 

資本金  3 億円 

従業員  667 名（平成28 年3 月現在） 

事業内容 航海、環境計測、航空燃焼、防衛特機 

 

■沿革 

1950年 株式会社北辰電機盛岡製作所設立 

    （盛岡事業所の前身） 

1960年 日本電子機器株式会社設立 

1993年 横河電子機器株式会社設立 

    （日本電子機器、横河航空電機と合併） 

1998年 横河ウエザック株式会社より営業権取得 

2010年 盛岡特機株式会社を統合 
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○電気電子・情報システム工学科 

（情報システム工学コース） 
 

氏名 渡邊 はるな 

 

期間 ８月２２日 ～ ８月２６日 

 

実習先 ダイアモンドヘッド株式会社 

 

 

私は8月22日から26日までの5日間、ダイアモンドヘッド株式会社でインターンシップ実習をさせていただきました。企

業で働くということはどういうことかを学び、プログラミングのスキルアップを目指すために今回の実習に参加させていただきま

した。 

初日は会社の概要と業務内容の説明を受け、その後今回のインターンシップ中におこなう課題を提示されました。課題はTodo

リストのWebアプリケーションを作成することでした。まず、HTMLページでデザインを考えました。通常のHTMLだとデザ

インが良くならなかったため、スタッフの方から教えていただいた Bootstrap というツールを用いて良いデザインになるように

仕上げました。 

2 日目は初日にデザインしたHTML ページをもとに、PHP という言語でTodo リストが機能するようにプログラミングしま

した。プログラミングを始める前にXAMPPというパッケージをインストールして設定をしました。開発環境から整えるのは初め

てのことだったのでとても勉強になりました。 

3日目は引き続きPHPでプログラミングを行いました。わからないことはWebで調べ、PHPの力も付けていきました。この

日にローカル上では機能するものが完成しました。 

4 日目はHeroku という PaaS を用いて成果物をウェブに公開しました。解説がほとんど英語であったり、日本語のマニュア

ルを読んで実行しても動作しなかったりと公開できるようになるまで苦労しました。しかし、ここで自分の作ったものが実際にブ

ラウザ上で見ることができて達成感を感じました。 

5 日目は JavaScript で動的な制御をおこなうプログラムを考えました。PHP は比較的容易にプログラムを組むことができた

のですが、ここで手も足も出ないという状況に陥ってしまいました。そこで、JavaScript に詳しいスタッフさんの力を借りてよ

うやく仕上げることが出来ました。通常の業務でも行き詰ったらすぐに他のスタッフに相談することが多々あるそうです。なかな

かスタッフさんに相談する勇気が出なかったので、反省し直したいと思います。そして完成したプログラムをスタッフの方々に向

けて発表しました。プロのプログラマの前で発表するのは緊張しましたが、様々な意見をいただき貴重な経験となりました。 

実習期間中、1日に2～3名のスタッフ方々に就職活動や社会人生活を送るうえで気になることなどをインタビュー形式で伺い

ました。多数の会社でプログラマとして働いていた方が、まず多数の会社がある東京である程度働く経験を積んだ方が良いとおっ

しゃっていました。私はずっと地元である北海道で就職を考えていたため、今まで道外の会社に目を向けたことはありませんでし

た。しかし、スタッフの方の言葉で、ある程度経験を積んでから地元に貢献したいという思いも生まれ、広い視野で就職する企業

を探すべきだなと感じました。 

5日間のインターンシップで大学の通常の授業では得られないような知識を多数得て、実践的な経験を積むことができました。

今までプログラミングは授業である程度やっていましたが、他者からの要求に沿ったものを作るという経験が少なかったためとて

も勉強になりました。そして、制作を進めていくうえで、行き詰ったら他のスタッフの方に訊く重要性を学びました。プログラミ

ングをするときに使うソフトのほとんどが英語だっため、英語が苦手な私はマニュアルを読むときなどとても苦労しました。今後

大学生活を送るうえで、英語の学習にも重点をおこうと思いました。また業界の方とお話する機会もあまりなかったので、インタ

ビューは今後の就職活動や社会人としてどのように働いていくかを考えるうえでとても貴重な情報となりました。 

最後になりましたが、お忙しい中実習に受け入れてくださったダイアモンドヘッド株式会社の皆様に心からお礼申し上げます。 
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株式会社システムベース 

商品企画・開発部 マネージャー 

伊藤 秀悦 

 

 

 当社は地元密着のシステムインテグレータとして、お客様のニーズにあった情報システムを企画から設計・開発、運用ま

で一貫して担っています。 

 現在は、どのようなシステム開発を行うにしても、ゼロから作るのではなく、既存の技術を組み合わせて行いたいことを

実現します。それには、世の中にはどのような技術があり、それらはどんな特性を持っているのかを見極める能力が必要で

す。さらに、何らかの技術を採用する際には、チームのメンバーや時にはお客さまに対して、なぜそれを採用したのか、ど

のように活用すべきかを説明できなければいけません。 

 そこで今回、インターンシップの学生を受け入れるにあたり、BootstrapというWebサイトを作成する際に広く利用さ

れているライブラリについて調べてもらい、その特徴や活用方法について社内で発表して頂きました。 

 発表にあたっては、実際にWeb サイトのサンプルを１つ作成してもらいました。全く新しい技術に初めて触れてから、

ほんの１週間という限られた時間で作成したものとしては見栄えの良いものができ、当社の社員にこのライブラリへの興味

を惹かせることには成功したと思います。 

 ただ欲を言えば、出来上がったサンプルについての説明だけでなく、それから一歩踏み込んで、利用した Bootstrap と

いうライブラリにはどのような機能や効果があるのか。仮に誰かが作業を引き継ぐことになったら何をしなくてはならない

のか。さらには、このライブラリはどういった場所でよく使われ、将来性はどうなのか。といった、実作業で採用する場合

に考えなければならない要素についての説明も詳しく行っていただければ、より価値のある発表になったと思います。もち

ろんこれは、指導する側の課題でもあったと感じています。 

 ソフトウェアの業界では特に、経験の長さよりもむしろ多様性にこそ価値があると考えています。長く続いてきた組織の

文化に皆が単に染まるのではなく、異なる考えを持った人材を受け入れていくことで、少しずつ変化を続けていくといった

あり方が健全です。 

 私も岩大ＯＢのひとりなのですが、やはり学生の頃の経験は、社会で得られる経験とはまた別の種類の価値があるものだ

ったと感じています。企業では、あらゆる作業をビジネスとして成立させながら行っていかなければならない制約がありま

すが、大学という場所はその制約から解放された、貴重な環境にあるのではないでしょうか。 

 ぜひインターン生には、学生だからこその経験から得られた知識・能力に基づき、自分なりの考えを持って企業の門を叩

いて頂ければと思います。 

 

■会社概要 

商 号  株式会社システムベース 

所在地  岩手県北上市村崎野１９地割１１６番地４ 

代表者  代表取締役社長 青柳秀夫 

設 立  １９７３年９月２８日 

資本金  ３０，０００千円 

売上高  ２０億４千万円 

従業員  １６９名 

事業内容 ・クラウドサービス、データ処理サービス 

     ・コンピュータ・システム機器販売 

     ・ソフトウェアの設計、開発、提供 

     ・ソフトウェア、ハードウェアの保守サービサス 

     ・ＩＴセミナーの企画実施 

 

 

 

■沿革 
1973年  9月 有限会社岩手中部計算センターを設立 

1975年  9月 株式会社に改組。資本金３，０００万円 

1976年  9月 本社ビルを新築 

1981年10月 盛岡営業所を盛岡市菜園に開設 

1982年12月 本県唯一の富士通ディーラーとなる 

1988年 1月 パシフィックシステム株式会社と業務提携を結ぶ 

1988年 7月 北上市村崎野にＯＡセンターを開設 

1988年12月 本社ビルが通産省情報システム安全対策実施事業所に認定 

1989年 4月 分社により株式会社リンク（資本金１，０００万円）を設立 

1991年 8月 郵政省一般第二種電気通信事業者認定 

1998年 7月 本社を北上市村崎野に移し、ＯＡセンターを統合して社屋を新築 

社名を株式会社システムベースに改称、新たなスタートをきる 

2001年 8月 品質マネージメントシステムＩＳＯ９００１：２０００認証

取得（派遣事業を除く） 

2006年 2月 プライバシーマーク付与認定 

2007年10月 パシフィックシステム株式会社グループに参加 

2007年12月 情報セキュリティマネジメントシステムＩＳＯ２７００１：

２００５認証取得（センターシステム部） 

2009年9月 株式会社リンク 合併 

2010年 4月 パシフィックシステム株式会社大船渡センターを統合 

2012年 1月 非常用発電設備を設置  

2014年 8月 北関東支店を栃木県宇都宮市に開設
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○機械システム工学科 

 

氏名 阿部 美月 

 

期間 ８月２２日 ～ ８月２６日 

 

実習先 株式会社小林精機 

 

 

 私はものづくりの仕事を体験したいと思い、8月22日～8月26日の5日間、滝沢市の株式会社小林精機へインターン

シップに行かせて頂きました。 

 1日目はオリエンテーションと様々な部署の方々のお話を聞かせていただきました。納期に間に合いそうにない場合の対

処法や、不良品の発生理由など貴重なお話を聞くことができました。また、実習で加工する部品をCADで設計しました。 

 2日目は材料や刃物・治具管理、測定器の使用方法などを学びました。同じ材質ごとに端に色を付けたり、不良品を出さ

ないように様々な所に工夫がされていました。午後にはCNC自動盤によって加工された部品の検査をしました。 

 3～4日目はNC旋盤とフライス盤による実習を行いました。1日目にCADで設計した部品の加工をしました。図面か

らプログラムを考える際、正確に加工工程を読み取らないとその後の工程に狂いが生じるため、図面を読み取る能力はとて

も大事なことだと思いました。 

 5日目は加工した部品の仕上げをしました。洗う際、微小な変形をしないように、材料によって洗剤の種類や水温を変え

ていました。 

 インターンシップでは会社目線のお話やものづくりの一連の工程を体験できたことで、今自分が仕事としてものづくりを

する際に何が足りないのかを理解でき、貴重な経験になりました。 

 最後に、お忙しい中貴重な時間を割いてご指導して下さいました、株式会社小林精機の皆様に感謝申し上げます。 
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株式会社小林精機 

 

常務取締役 吉田寿朗 

 

 

 

 

 

株式会社小林精機は1953年創業、1977年法人設立しました。事業内容は医用機器、半導体分析装置、光学機器、食

品製造装置検査分析装置、自動車に使用される金属部品を加工する切削加工業の事業展開を行っています。物づくり企業と

して、多品種少量生産の取り組み、超精密加工への挑戦、品質・納期・価格について日々改善に努力しています。 

岩手県の物づくり企業の一員として、地域に貢献出来るように社員一丸となって課題に取り組んでいます。弊社では２０

０３年より岩手大学工学部のインターンシップを受入れして来ましたが、これまでに今年を含め１１名の学生がインターン

シップを経験しました。 

弊社を取り巻く地域の役所、学校、関係機関に日頃から大変お世話になっており、インターンシップ受入れのお話が有っ

た時には地域社会への貢献、恩返しが出来るチャンスだと思い引き受けさせて頂いています。 

カリキュラム作成に当たっては、限られた５日間で物づくりの概略を理解・体験することが出来るように配慮して検討・

作成致しました。弊社の受注から出荷迄の工程の流れの説明と、各部門がどのような考え方で仕事に取り組んでいるかを、

ポイントを簡潔に説明しています。また、ＮＣ旋盤、タッピングセンター等の設備を使用しての切削現場の加工作業を通し

て、どのような技術等が必要かを概略でも把握して貰うことを狙いとしたカリキュラム構成としています。 

指導者はその部門の経験豊かな人財が担当として、その指導に当たっています。改善をキーワードとして、継続して挑戦

していく取り組み姿勢が重要であることを少しでも理解して頂けるように、説明出来ればと考えています。 

学生さんとのコミュニケーションにより、忘れかけているフレッシュな感覚や刺激を受ける良い機会と、受け入れ側とし

てのメリットを毎回感じています。インターンシップ終了後に手紙を頂きましたが、その手紙の中に、「もっとより良くなる

ための工夫を考えながら仕事をする大切さを学びました。」とありました。このように学生さんにとっても企業側にとっても、

お互いにメリットのあるインターンシップだと思っています。 

社会に出る前の準備期間として、残された学生期間で勉強上何が必要かの気づきが有ったとすれば幸いです。元気でご活

躍されることを期待しています。また、物づくりに興味ある学生さんは、当社へのインターンシップ応募お待ちしています。 

 

■会社概要 

商 号  株式会社 小林精機 

所在地  岩手県滝沢市大釜風林3-21 

代表者  代表取締役 小林清之 

設 立  1977年2月  

資本金  2,000万円  

売上高  12億8,900万円 （1016年9月期） 

従業員  106名 （平成28年10月現在） 

事業内容 各種金属、樹脂の切削加工及び組み立て 

省力化機器、加工治具の設計・製造 

業務ソフトウエア開発 

 

 

■沿革 

1953年10月 盛岡市志家町にて「小林精機製作所」 

営業開始 

1977年2月 「有限会社小林精機」法人設立 

1989年11月 滝沢村（現滝沢市）大崎に工場移転 

1990年4月  岩手県機械金属厚生年金基金加盟 

2001年1月 「株式会社小林精機」に改組 

2001年5月 ＩＳＯ９００２認証取得 

2012年５月 盛岡西リサーチパークに工場移転 

2013年2月 ISO14001認証取得 

2015年5月 関連会社として株式会社コバテック設立 

2015年9月 第三工場増築 
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○社会環境工学科 

 

氏名 山内千里 

 

期間 ８月２２日 ～ ８月２６日 

 

実習先：株式会社鴻池組東北支店 

 

 

 私は8月22日～8月26日の5日間、株式会社鴻池組東北支店にてインターンシップ実習をさせていただきました。

職業の分野においてはゼネコン、総合建設業にあたります。 

 今回インターンシップ実習に参加した理由は、実際の職場で人々がどのように働いているのかを詳しく知るため、また、

ゼネコン・コンサルといった単語や大学の先生から聞いた程度でしか知らなかったこれらの中の職業について自身で体験し

て知りたいと思い、この企業を選択し実習に参加しました。 

 私は今現在リアルタイムで施工がなされている二野倉排水ポンプ場という現場にて実習を行いました。この現場は、東日

本大震災に伴う地盤沈下により損なわれた排水機能を復旧し、住宅地域と工業団地における降雨による浸水被害を防止する

ため建設される施設です。現場の事務所に着くと早速お借りした作業着、安全チョッキ、安全ベルト、ヘルメット、長靴に

着替え、現場の人たちと全く同じ格好である完全装備を施していただきました。内心緊張と興奮の気持ちが募りましたが、

いざ現場に行ってみると、そこは大型重機も行き交い大量の機材も置かれていて、つまりは危険が沢山潜んでいる場所であ

り、この装備の意義や必要性を実感しました。 

 実習では安全衛生管理や写真管理、出来形管理や品質管理、測量実習などを実際にやらせていただき、主に施工管理を通

じて複数の請負企業を取りまとめ施工の全体を総括しているというゼネコンの仕事の体系を学びました。鴻池組の方々が工

事作業を自ら行うというわけではないですが、施工の全体を俯瞰して施工の流れや作業の進歩状態を把握し、先を見越した

施工の計画を打ち合わせして立案していく様子が見て取れました。また、直接的な施工のことだけでなく、施工をしていく

上で影響を及ぼす可能性がある天候や働く人たちの健康状態など、施工中の安全の確保を徹底していました。朝礼時に施工

に携わる人全員で安全確認をし、施工中も常に水分補給・適度な休憩をとるように呼びかけがなされていて、安全に敏感に

なりながら注意深く慎重に作業することが無事故無怪我で施工を完了させることにつながるということが改めて分かりまし

た。 

 インターンシップ実習に行って良かったと思うことの一つとして、実際の職場の雰囲気を知ることができたということが

挙げられます。この現場で働く人たちは出身も年齢もキャリアも違った人たちが多く集まり、その中で内輪の中でも請負企

業の人たちに対しても互いに積極的にコミュニケーションをとっていることが分かりました。真剣に仕事の話をする一方、

仕事以外の話になると前述のようなあらゆるギャップを感じさせず、和気あいあいでにぎやかで驚きを感じました。 

 このインターンシップ実習を通して、現場で働く人たちとほぼ同じ仕事内容を実際に行うことができ、現場で働く人たち

の働く様子を至近距離で見ることができ、総じてとても貴重な体験をさせていただきました。現場の人たちにも様々な話を

伺うことができ、インターンシップ実習に行ってみないと分からないことを多く知り、学ぶことができました。この経験を

今後の大学生活やその先の就職活動、さらには自分磨きに活かしていきたいと思います。 

 最後になりましたが、お忙しい中貴重な時間を割いてインターンシップ実習先として受け入れ、ご指導してくださった株

式会社鴻池組東北支店の皆様、二野倉排水ポンプ場で働く現場の皆様に心から感謝申し上げます。 
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株式会社鴻池組 

 

岩沼市二野倉排水ポンプ場復興工事事務所 

 

所長 一丸 明彦 

 

 

 

株式会社鴻池組は１８７１年（明治４年）に創業しました。「誠実・懇切・敏速」を社是とし、建設という「ものづくり」

を通じて人々が安心して暮らせる社会に貢献することを実践しながら歩み続け、２０２１年には創業１５０周年を迎えます。

現在は日本全国で事業を展開しているほか、東南アジアやアフリカ東部を中心に海外への進出も果たしています。 

また、協力会社とともに「最高の現場力をもってお客様の笑顔を最大に！」をスローガンとした「チームＫＯＮＯＩＫＥ」

として、顧客満足の向上とともに、社会貢献の場を広げていくことを目指しています。 

今回インターンシップを実施した「岩沼市二野倉排水ポンプ場復興工事」では、東日本大震災の被害により損なわれた既

存の都市排水機能の復旧と甚大な被害を受けた沿岸集落に替わる新たな市街地の排水機能の強化を目的として排水機場を新

設整備しています。被災された方々の安全と安心のためにも、早期の完成が求められています。 

インターンシップの受入れにあたり、建設会社でもいわゆるゼネコンが建設現場で行っている「施工管理」の仕事を体験

してもらうことにしました。学生の方々の中には、「施工管理」という仕事についてのイメージがなく、ゼネコンでは社員自

身が現場での鉄筋や足場などの組立作業を行っていると思っている方が多いようです。「施工管理」の仕事とは「発注者が求

める企画の建造物を、協力会社を指導・指揮しながら決められた工期内に完成させること」です。この仕事内容を実際の建

設現場で体験してゼネコンの仕事を正しく理解してもらうことに主眼を置きながら、さらには、大きな建造物をたくさんの

人々と協力してつくっていく「ものづくり」の魅力を感じてもらえるように、多くの鴻池組職員や実際に現場で作業をする

技能工の方と接する機会を設けたスケジュールを組みました。 

実際の研修内容は、鴻池組職員とともに朝礼や定時打ち合わせへの参加、安全・品質管理の実務体験、測量実習などに加

え、あらゆる場面で技能工の方々とコミュニケーションをとる機会を設けました。「施工管理の正しい理解」、「ものづくりの

魅力」とともに、震災復興に取り組む建設業の社会的使命や、そこで働く人々の仕事への誇りも感じてもらえたのではない

かと思います。 

鴻池組にとっても指導する若手職員が、学生の方に仕事内容を伝えるために、あらためて自らの業務を見直すよい機会に

なりました。 

５日間という短い期間でしたが、学生の方がいつもと異なる環境に飛び込むことで新たな発見をし、見識を広げることで、

将来何かに役立てていただくことを期待しています。鴻池組は、今後もチャレンジする学生を応援していきたいと考えてい

ます。 

 

■会社概要 

商 号  株式会社鴻池組 

所在地  （本社）大阪府大阪市中央区北久宝寺町3-6-1 

（東北支店）宮城県仙台市青葉区中央2-9-27 

代表者  代表取締役社長 蔦田守弘 

設 立  1918年6月7日 

資本金  52億5千万円 

売上高  2111億円 

従業員  1675名 

事業内容 国内外における土木・建築工事の企画・設計・施工 

■沿革 

1871年 現在の大阪市此花区伝法にて鴻池忠次郎が 

創業。建設業と運輸業を営む 

1918年 株式会社鴻池組を設立 

1945年 軍需会社法により運輸部門を分離独立させ、鴻池 

運輸株式会社を設立。当社は建設業専業となる 

1949年 仙台営業所（現東北支店）を開設 

2003年 株式移転により完全親会社である鳳ホールディ 

ングス株式会社を設立。その完全子会社となる 
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○平成２８年度 受け入れ事業所実績一覧（五十音順） 

 

事業所名 所在地 期間 実習生数 学科名 

株式会社アイシーエス 盛岡市 ５日 1 情報 

株式会社秋田放送 秋田県 ５日 1 情報 

青森県庁県土整備部 青森県 ５日 2 社会環境 

一関ヒロセ電機株式会社 一関市 ５日 3 マテリアル、電気、機械 

いであ株式会社 （水圏部 水工コース） 宮城県 ５日 1 社会環境 

いであ株式会社 （陸圏部） 宮城県 ５日 1 社会環境 

株式会社岩手朝日テレビ 盛岡市 ５日 1 応化・生命 

岩手県 県土整備部 盛岡市 ５日 2 社会環境 

公益財団法人岩手県土木技術振興協会 盛岡市 ５日 1 社会環境 

株式会社岩手めんこいテレビ（技術） 盛岡市 ５日 2 機械 

株式会社岩手めんこいテレビ（報道） 盛岡市 ５日 2 応化・生命、情報 

いわてリハビリテーションセンター 雫石町 ５日 1 電気 

株式会社ウッティかわい 宮古市 ５日 1 応化・生命 

ＳＷＳ東日本株式会社 花巻市 ５日 1 情報 

株式会社NＪＳ 宮城県 ５日 1 機械 

奥州宇宙遊学館 奥州市 ５日 2 応化・生命 

大森クローム工業株式会社 東北工場 北上市 ５日 1 応化・生命 

株式会社木村設計Ａ・Ｔ 花巻市 ５日 2 社会環境 

久慈市役所 久慈市 ５日 1 社会環境 

株式会社建設技術研究所 東北支社 宮城県 ９日 1 社会環境 

高周波鋳造株式会社 青森県 ５日 3 マテリアル、電気 

株式会社鴻池組 東北支店 宮城県 ５日 1 社会環境 

国土交通省東北地方整備局 盛岡市 ５日 3 応化・生命、電気 

国土交通省北海道開発局 北海道 １０日 1 社会環境 

自然科学研究機構国立天文台水沢ＶＬＢＩ観測所 奥州市 ５日 2 応化・生命、機械 

自然科学研究機構国立天文台ＲＩＳＥ月惑星探査検討室 奥州市 ５日 2 マテリアル、電気 

株式会社後藤製作所 北上市 ５日 2 応化・生命、機械 

株式会社小林精機 滝沢市 ５日 1 機械 

株式会社佐々木義肢製作所 宮城県 ５日 1 マテリアル 

ザマジャパン株式会社 滝沢市 ５日 1 機械 

国立研究開発法人 産業技術総合研究所 東北センター 宮城県 ５日 4 応化・生命 

塩野義製薬株式会社金ケ崎工場 金ヶ崎町 ５日 1 応化・生命 

株式会社システムベース 北上市 ５日 2 マテリアル、情報 

シチズン時計マニュファクチャリング株式会社 

東北北上工場（金型加工） 

北上市 ５日 1 機械 
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事業所 所在地 期間 実習生数 学科名 

シチズン時計マニュファクチャリング株式会社 

東北北上工場（表面処理） 

北上市 ５日 1 応化・生命 

セントラルコンサルタント株式会社 宮城県 ５日 2 社会環境 

ダイアモンドヘッド（株） 北海道 ５日 1 情報 

太子食品工業株式会社 雫石工場 雫石町 ５日 1 社会環境 

株式会社大東環境科学 矢巾町 ５日 1 応化・生命 

株式会社多加良製作所 岩手工場 北上市 ５日 2 機械 

滝沢市役所 （企画政策課） 滝沢市 ５日 1 機械 

滝沢市役所 （企業振興課） 滝沢市 ５日 1 社会環境 

多摩川精機株式会社 八戸事業所 青森県 ５日 1 機械 

株式会社中央コーポレーション 花巻市 ５日 1 機械 

中央コンサルタンツ株式会社 宮城県 １０日 1 社会環境 

通研電気工業株式会社 宮城県 ５日 1 電気 

テクノメタル株式会社 福島県 １０日 1 マテリアル 

株式会社デジアイズ （ハードウェア設計） 奥州市 ５日 1 機械 

株式会社デジアイズ （機械設計） 奥州市 ５日 1 機械 

東北エンジニアリング株式会社 滝沢市 ５日 1 社会環境 

日本ファインセラミックス株式会社 宮城県 ５日 1 マテリアル 

株式会社日ピス福島製造所 福島県 ５日 1 機械 

東日本電信電話（株）岩手支店 盛岡市 ５日 1 機械 

弘前航空電子株式会社 青森県 ５日 1 機械 

株式会社復建技術コンサルタント 盛岡市 １０日 2 社会環境 

株式会社ベン岩手工場 矢巾町 ５日 1 機械 

株式会社ミクニ 盛岡事業所 滝沢市 ５日 9 機械 

盛岡ガス株式会社 盛岡市 ５日 3 応化・生命、機械 

盛岡セイコー工業株式会社 雫石町 ５日 2 機械 

矢崎化工株式会社 静岡県 １０日 1 機械 

株式会社やまびこ 盛岡事業所 滝沢市 ５日 1 応化・生命 

横河電子機器株式会社 盛岡事業所 盛岡市 １０日 2 電気、機械 

株式会社吉田測量設計 盛岡市 ５日 1 社会環境 

 

事業所数 計６４事業所  実習生数 計１００名 
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○事業所実績 

 

【事業所】計６４事業所 

○所在地別事業所数 

 ●岩手県 

 ・一関市   １社 

 ・奥州市   ５社 

 ・金ヶ崎町  １社 

 ・北上市   ７社 

・久慈市   １社 

 ・雫石町   ３社 

 ・滝沢市   ７社 

 ・花巻市   ３社 

 ・宮古市   １社 

・盛岡市  １２社 

 ・矢巾町   ２社 

●北海道   ２社 

●青森県   ４社 

●秋田県   １社 

●宮城県  １１社 

●福島県   ２社 

●静岡県   １社 

 

 

 

 

 

 

 

○業種別事業所数 

 

 ●製造業  ２８社 

 ●電気・ガス・情報通信  ９社 

 ●公務  ８社 

 ●建設・建設コンサルタント  ８社 

●学術研究、専門技術サービス  ５社 

●設計・開発・加工  ３社 

●医療・福祉  ３社 

 

 

【実習生】計１００名 

○所在地別実習生数 

 ●岩手県 

 ・一関市   ３名 

・奥州市   ８名 

・金ヶ崎町  １名 

 ・北上市  １２名 

・久慈市   １名 

 ・雫石町   ４名 

 ・滝沢市  １５名 

 ・花巻市   ４名 

 ・宮古市   １名 

・盛岡市  ２１名 

 ・矢巾町   ２名 

●北海道   ２名 

●青森県   ７名 

●秋田県   １名 

●宮城県  １５名 

●福島県   ２名 

●静岡県   １名 

 

 

 

 

 

 

○学科別実習生数 

 応用化学・生命工学科      １８名 

 マテリアル工学科         ９名 

 電気電子・情報システム工学科 

（電気電子システム工学コース） １０名 

 （情報システム工学コース）    ６名 

機械システム工学科      ３５名 

社会環境工学科        ２２名 
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○岩手大学理工学部インターンシップ実施要領 

１．目的 

  岩手大学理工学部「社会体験学習」（以下「インターンシップ」とい

う）事業は、学生に就業体験をさせることにより、主体的で創造的な

人材の育成を図ること及び事業所、地域との連携を図りながら、広く

社会貢献の基盤を作ることを目的とする。 

２．対象学年等 

  この事業は３年次対象の集中学習とし、単位数は１～２単位とする。

なお、単位認定は１週間（４０時間）を１単位、２週間（８０時間）

を２単位とし、２単位を限度とする。また、大学院性の受講を認める。 

３．実施期間 

  インターンシップは、主として夏季休業期間に実施する。 

４．受入事業所の確保 

  インターンシップにおける受入事業所の確保のために４月上旬に受

け入れの依頼を行い、受入条件を確認の上、事業参加への了承を得る。 

５．受入事業所の公表 

  受入事業所の内容・条件（受入機関の名称、業務、住所、受入期間、

学生のインターンシップ内容、交通・宿泊施設の有無等）は５月下旬

に公表する。 

  なお、実習中の報酬については原則無報酬として扱う。 

６．他機関によるインターンシップ事業への参加 

  本事業以外に実施されている他機関の主催するインターンシップ事

業に参加することができる。ただし、単位認定に関する申請等は本事

業の実施要領に基づき対処する。 

７．自己開拓事業所の決定 

  学生が自己開拓した受入事業所を希望した場合は、委員会が実習 

体制、カリキュラムの内容を調査し、適否を判断する。 

８．履修申告 

  インターンシップ事業に参加を希望し、単位認定を受けるために、希

望学生は授業科目「社会体験学習」を申し込まなければならない。 

９．受入事業所の調整及び決定 

  受入事業所の公表により参加希望学生から提出された志望理由及び

事業所の受入条件を委員会で調整の上、インターンシップ派遣学生を

決定し、６月中旬に発表する。 

  なお、受入期間及び受入事業所における実施カリキュラムの内容 

の決定は随時調整することができる。 

１０．覚書の取り交わし 

  インターンシップ派遣学生、受入事業所及び大学との三者で覚書を取

り交わし、実施形態・実施方法を確認する。また、実習生紹介書（履

歴書）を受入事業所に提供する。 

  なお、他機関によるインターンシップ事業での参加学生の場合は理工

学部インターンシップ事業の覚書等を省略することができる。 

１１．就業体験中における事故・損害、機密保持 

  就業体験中に万が一発生する事故等に備えて、インターンシップ 

参加学生の傷害・損害等の保険加入を指導し、派遣確定後は大学で 

加入の確認を行い、リスクの解消に対応する。 

  なお、保険の種類として学生自身が傷害を負う場合及び学生が受 

入事業所や第三者に損害を与える場合に対応できる保険とする。 

（委員会では「学生教育研究災害障害保険」及び「学研災付帯賠償 

責任保険」を推奨する。） 

また、受入事業所との覚書によって、守秘義務を負うことを確認 

する。 

１２．事前指導 

  インターンシップ希望学生は事前指導を受講しなければならな 

い。事前指導ではインターンシップの目的・効果、安全教育、職 

業意識と心構え、ビジネスマナー、業界及び事業所の研究、履修 

指導、保険加入等の指導及び学習に関して数回に分けて行い、イ 

ンターンシップの効果を上げる。 

  なお、事前指導の内容は委員会で決める。 

１３．インターンシップ実施前の打ち合わせ 

  インターンシップ参加学生は実施前に受入事業所との打ち合わせを

行い、インターンシップの実施に支障が無いように調整する。 

１４．インターンシップの実施期間の体制 

  インターンシップが学外の受入事業所で行われること、特に運営が大

学等の休業期間中に実施されることから、非常時の連絡体制を整備す

る。 

１５．事業所訪問 

  インターンシップ実施委員会委員は実習を円滑に進行させるため、ま

た、大学と事業所間の連携活動として、インターンシップ期間中に事

業所を訪問し、事業のフォローアップを図る。 

１６．就業体験の評価・報告 

  受入事業所では実習に対する学生の態度、テーマへのアプローチにつ

いての評価・報告を行い、大学では学生成績評価の総合判定資料とす

る。 

  また、インターンシップ実施中の学生は実習日報を作成することによ

り設定テーマの進捗状況を確認し、目標達成度を判断すること。最後

に自己評価を含めた実習レポートを作成し、大学に提出する。 

１７．事後指導 

  インターンシップ終了後、実習で得たものを学生がお互いに認識し確

認しあうために、学生間のディスカッション、自己評価及び今後の学

習に必要となる課題提出等の指導を行う。 

１８．単位認定 

  単位の認定は、事前指導・事後指導・報告会への出席状況及び事業所

からの報告、学生からの実習日報報告及び実習レポートにより総合判

定する。 

１９．その他 

  この事業の実施に関してその他必要な事項がある場合は、インターン 

シップ実施委員会で協議する。 
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○理工学部インターンシップのながれ 

 学生  大学  事業所 

    

４月上旬    受入依頼 

受入条件確認 

→ 参加・概要等の検討 

      

５月上旬  第１回学科事前指導（実施概要・目的・先輩の体験談）   

      

 

５月下旬 

 申込み手続き説明会   

受入事業所 

概要確認 

← 事業所概要まとめ 

受入事業所リスト公開 

← 概要、条件、 

カリキュラムの提示 

      

 

６月 

 履修申込 

実習事業所の希望提出 

→ 受入事業所リスト 

学生リストの確認 

  

実習先の決定 ← 受入先調整、決定   

実習生紹介書の作成 → 受入協定の締結（覚書取り交わし） 

      

７月上旬  実習に関する事前打ち合わせ（学生↔事業所） 

      

７月中旬  第２回学科事前指導（日程確認、ビジネスマナー講座）   

      

７月下旬  学部事前指導（心構え、留意事項、外部講師講演）   

      

８月～ 

９月 

 インターンシップの実施 

  事業所訪問   

      

１０月～

１１月 

 実習の反省、意見 → とりまとめ ← 実習の評価、要望、提言 

事後指導（レポート作成、まとめ、学科内報告会）   

      

１月    単位認定   

 

学生のメリット 
 

 

 

 

大学のメリット  受入事業所のメリット 

●事業所の現場における実習を通じ

て、自主性、独創性、実社会での 

適応力を養うことができる。 

●実際の現場に触れることで、学問・

研究について新たな学習意欲が喚起

される。 

●事業所に対する理解が深まる。 

●自分にあった職業を選ぶ能力が身に

付く。 

●将来に対して同様の目的意識を持っ

ている仲間と出会うことができる。 

●実践的な人材を実社会に送る事が 

できる。 

●座学だけでなく実践的な教育カリキ

ュラムを持つことができる。 

●教育改善・充実ができる。産業界の 

ニーズを知り、教育プログラムの共同 

開発など教育面で連携できる。 

●事業所に対する理解の促進、連携が 

深まる。 

●学生の進路指導において、ミスマッチ 

ングを防ぐことができる。 

●社員等が学生を指導することによって意識が

向上し、社員の研修になる。 

●学生との意見交換を通じ、新鮮な視点、新た

なネットワークを得ることができる。 

●自社に適した学生と、つながりを持つことが

できる。 

●新卒採用の選考において参考になる（ミスマ

ッチングを防げる） 

●大学（教員等）との連携が深まる。研究ニー

ズを大学へ反映させることができる。（卒論、

修論テーマ、共同研究への発展など） 

●大学教育に産業界等のニーズを反映させる 

ことができる。教育プログラムの共同開発 

など教育面で連携できる。 

●事業所についての理解が促進され、学生を 

通してＰＲ効果が期待できる。 

●実践的な人材育成という社会貢献ができる。 
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○事前・事後指導 

①事前指導 

実習に先駆け、受講希望者に対し「事前指導」を行うことにより、インターンシップが円滑に進行すると同時に、インター

ンシップがより有意義なものになります。同時に学生の自主性とやる気を喚起するために役立ちます。 

 

 《第１回 学科事前指導》 

  インターンシップ実習への参加を考えている学生に対し、インターンシップの概要や心構え、申込みの手続き方法等を

指導します。 

 

  ○内容 

   １．昨年度実習学生の体験発表 

   ２．インターンシップの概要、実習の心構え 

     ・インターンシップの目的 

     ・インターンシップとアルバイトとの違い 

     ・事業所側の実習生受け入れ姿勢について 

     ・インターンシップ実施上の注意点 

①実習期間及び実習時期 ②実習内容 ③報酬 ④守秘義務 ⑤心構え 

   ３．申込み方法、事務連絡 

 

 《第２回 学科事前指導》 

  インターンシップ実習に参加することが決まった学生に対して、学科毎に事業所の担当者の方への挨拶、日程調整、保

険の加入状況の確認などを行うほか、実習先の情報収集や交通手段の確認など、実習に向けての準備を進めるように指

導します。 

  また、ビジネスマナービデオを聴講することにより、実習をする上でのマナーを学びます。 

 

 《学部事前指導》 

  インターンシップ実習を直前に控えた学生に対し、実習にあたっての具体的な心構えや留意事項、実習中や実習終了後

の手続きについて指導します。また、外部講師の方にお越しいただき、受け入れ側の視点から実習の心構えや学生への

期待・要望等を伝えていただきます。 

 

  ○内容 

   １．インターンシップにあたっての心構え・留意事項 

     ①事前調査 ②岩手大学理工学部生の自覚 ③実習先の方針の尊重と実習態度 ④自発的な学習意識 

     ⑤事故への注意 ⑥守秘義務 

   ２．講話 

     株式会社マイナビ東北支社 就職情報事業本部 北東北キャリアサポート課 吉田 理恵 氏 

   ３．今後の手続き等について 

 

②事後指導 

インターンシップ終了後、実習で得たものを学生が互いに認識し確認しあうために、以下の項目について学科毎に事後指

導を実施します。実習の成果はこの事後指導を行うことによっていっそう有意義なものになりますので、重要な役割を果

たします。 

 １．実習体験報告会でのプレゼンテーションとディスカッション 

 ２．今後の大学での学び、および就職に関するキャリア形成の指導 
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○実習カリキュラム ～カリキュラムの一例をご紹介します～ 

会社名 株式会社ＮＪＳ  職種 設計ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 

・実習生  機械システム工学科 １名 

・実習期間 ９月５日（月）～９月９日（金）（５日間） 

 

【インターンシップ・体験学習講座カリキュラム】 

日  程 午  前 午  後 

9月5日 

（１日目） 

＜準備＞ 

・社内PC使用に 

関する説明 

・事務書類作成など 

＜以下通常業務＞ 

・エクセル入力 

・エクセル入力 

（紙ベースの書籍等より 

必要資料のデータ化 

支援） 

 

9月6日 

（２日目） 

・前日作業内容の 

チェック 

・エクセル入力 

（紙ベースの書籍等より 

必要資料のデータ化 

支援） 

・エクセル入力 

（紙ベースの書籍等より 

必要資料のデータ化 

支援） 

 

9月7日 

（３日目） 

・前日作業内容の 

チェック 

・エクセル入力 

（紙ベースの書籍等より 

必要資料のデータ化 

支援） 

・エクセル入力 

（紙ベースの書籍等より 

必要資料のデータ化 

支援） 

・入力内容の最終確認 

9月8日 

（４日目） 

・パワーポイント 

資料作成 

過年度類似業務で使用の

パワーポイント（プレゼン

資料）を参考に、資料の 

作成 

・パワーポイント 

資料作成 

過年度類似業務で使用の

パワーポイント（プレゼ

ン資料）を参考に、資料

の作成 

9月9日 

（５日目） 

・パワーポイント 

資料作成 

過年度類似業務で使用の

パワーポイント（プレゼン

資料）を参考に、資料の 

作成 

・パワーポイント 

資料作成 

過年度類似業務で使用の

パワーポイント（プレゼ

ン資料）を参考に、資料

の作成 

●受入の意図・ねらい 

・就職活動を控える学生に対し、設計コンサルタントに関す

る理解を得られるため。 

・将来的に業界全体の認知度向上により、業界に対する学生

の就職希望率向上 

●受入に当たり工夫した点 

・事務所内の年齢構成が比較的高く学生との年齢差が多いた

め、学生が活動しやすい環境構築のため若手社員の近くで

作業させることでサポート体制に配慮を行った。 

・ＯＪＴを意識し、我々が業務で使用する目的・意図を十分

に説明したうえで作業を学生に依頼した。また、極力身近

なテーマとすることで作業に対する親近感を意識した。 

●学生の研修への取り組み 

・初日は職場環境に対する緊張感が感じられた。 

・２日目以降は緊張もほぐれ、作業内容の理解が深まった事

も重なり作成資料の内容も充実した。 

・4 日目に依頼したパワーポイントは、作成途中で改善点や

作成意図に対するディスカッションにより本人の意識向上

により作成資料の充実に反映された。 

●今後の改善点 

・期間が短く感じたので、もう少し長い期間のインターンで

も良かったと思います。（馴染んできた時点で活動終了で

あった） 

 

【事業所内容】 

住所  〒980-0802 仙台市青葉区二日町9番7号 

TEL/FAX 022-266-2821/022-266-2824 

設立  1951年 9月 3日 

資本金 520百万円  

代表  代表取締役社長 村上 雅亮 

社員数 446名（グループ710名） 

売上  178億（連結） 
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事業所からのＱ＆Ａ 

 

Ｑ 各学科の授業科目の学習内容を確認したいのですが？ 

Ａ 大学のホームページに各授業科目のシラバスがありますので、そちらでご確認ください。 

  大学のシラバスサイト http://www.se.iwate-u.ac.jp/syllabus 

 

Ｑ 学生との雇用関係はありませんが、受け入れた学生自身の傷害事故・学生の過失による事業所・第三者への加害事故に

よる補償はどのようになっていますか？ 

Ａ 学生自身の傷害事故については、基本的に事故責任との観点から、事業所の過失の有無とは無関係に一定の保険金が支

払われる傷害保険等の加入を指導し、大学で加入済みの確認をしています。また、必要に応じて事業所側で賠償責任に備え

保険に加入することはかまいません。なお、大学で加入指導している学研災・賠償責任保険の補償と保険料は下記の表のと

おりです。 

 

Ｑ 実習生と協議し実習期間を事前に調整しましたが、開始日、実習期間などは変更してもよろしいでしょうか？ 

Ａ 大学・実習生・受入事業所間で取り交わした「岩手大学理工学部インターンシッププログラム覚書」には、実務を経験

する期間の具体的な日程は明紀されていませんので、開始日、実習期間の延長なども三者で調整いただければ結構です。 

 

 

【学研災・賠償責任保険の補償と保険料の例】（２８年度現在） ※詳細は加入時に確認してください 

 

名称 学生教育研究災害傷害保険（１，２００万円コース） 

死亡保険金   １，２００万円（正課中の場合） 

後遺障害保険金 程度により７２～１，８００万円（正課中の場合） 

医療保険金   治療日数（１日目～）により、３，０００円～３００，０００円 

       （正課中は１日以上が対象） 

        入院加算１日につき４，０００円（１８０日限度） 

保険料     年額８２０円 ２年間１，４４０円 ※付帯特約を含む 

 

名称 学研災付帯賠償責任保険（※こちらの保険は学生教育研究災害傷害保険の加入が必須条件です） 

   賠償責任保険金 対人賠償と対物賠償合わせて１事故につき１億円限度 

   対象・保険料  Ａコース 正課、学校行事など（インターンシップを含む）（年額３４０円） 
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○アンケート【事業所】 

 

受け入れいただいた６４事業所のうち、５１事業所を対象にアンケートを実施し、４６事業所・部署から 

回答をいただきました。 

 

●どのような経緯で受け入れを決めましたか（複数回答あり） 

 

 
 

 

 

●研修生の決定時期             ●インターンシップのカリキュラムについて 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 5 10 15 20 25 30

地域社会への貢献の一環として 

企業活動の理解の促進 

人材育成の趣旨に賛同 

社内（職場）の活性化 

将来、優秀な人材確保の一手段として 

その他 

無回答 

適切, 

39 

早いほ

うが良

い,1 

いつで

も可,2 

無回答,1 

前回まで

のものを

適用, 11 

新たに作

成, 23 

新入社員

用を流

用,1 

特に準備

なし, 5 
その他,5 
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●実習生の事前訪問、打ち合わせについて              ●実施時期について 

       

 

 

●受け入れてよかった点は何でしたか 

 

 

 

  ●実習生受け入れによる業務への支障について 

 

 

必要,2 

あった方

がよい, 

6 

どちらで

もよい, 

16 

不要, 12 

時と場合

に応じて

必要, 4 

その他,2 

夏休み

期間が

妥当, 

28 

上記期

間以外

でも可

能, 11 

その

他,2 

0 5 10 15 20 25

指導するに当たって、社員が業務

を再確認し自己啓発につながった 

他の社員にも好影響があった 

現在の学生気質が多少見えた気がする 

学校との連携が深まった 

企業のイメージアップにつながった 

その他 

無回答 

 

支障はな

かった, 10 

少しあった

が許容範

囲, 33 



 

 

 

-24- 

○アンケート【学生】 

 

実習に参加した学生１００名を対象にアンケートを実施しました。 

 

 

●インターンシップ受講の動機（複数回答あり） 

 

 

 

 

●研修期間について                 ●実習先の受け入れ体制について 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 20 40 60 80 100

自己啓発、研鑽のため 

単位取得のため 

家族、友人、先生からの薦め 

就職先の一つとして考えている企業のため 

なんとなく 

無回答 

人 

適切な長

さだっ

た, 82 

長かっ

た,5 

もっと長

くても良

い, 12 

無回答1 

整ってい

た, 59 

完全とは 

言えない

が基本的

に満足, 

19 

不十分,1 

その他,1 
無回答, 3 
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●実習に対する満足度              ●受け入れ先の対応に対する満足度 

 

 
 

 

 

●今回参加して得るものがあったか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

満足, 66 

やや満

足, 24 

やや不満

足, 3 

無回答,3 

満足, 75 

やや満足, 

17 

やや不満

足,1 

無回答, 3 

得るもの

が大いに

あった, 

63 

得るもの

があった, 

13 

無回答, 2 



 

 

 

平成２８年度理工学部インターンシップ実施委員会名簿 

 

 担当学科名 氏名 電話番号 メールアドレス 

委員長 化学・生命理工学科 

化学コース 
土岐 規仁 ０１９－６２１－６３４３ doki@iwate-u.ac.jp 

副委員長 システム創成工学科 

社会基盤・環境コース 
小山田 哲也 ０１９－６２１－６４４２ oyamada@iwate-u.ac.jp 

委 員 化学・生命理工学科 

生命コース 
菅野 江里子 ０１９－６２１－６４２７ sseriko@iwate-u.ac.jp 

物理・材料理工学科 

数理・物理コース 
谷口 晴香 ０１９－６２１－６３５９ tanig@iwate-u.ac.jp 

物理・材料理工学科 

マテリアルコース 

（兼 教務委員） 

内藤 智之 ０１９－６２１－６３６２ tnaito@iwate-u.ac.jp 

システム創成工学科 

電気電子通信コース 
秋山 雅裕 ０１９－６２１－６３７８ akiyama@iwate-u.ac.jp 

システム創成工学科 

知能メディア・情報コース 
吉森 久 ０１９－６２１－６４８５ yosimori@cis.iwate-u.ac.jp 

システム創成工学科 

機械科学コース 
佐藤 淳 ０１９－６２１－６４０４ satsushi@iwate-u.ac.jp 

学務課（理工学部担当）（学生センターＡ棟４番窓口） ０１９－６２１－６３０７ grikei@iwate-u.ac.jp 

 

 

 この度の実習にあたり、学生を受け入れて頂いた事業所、並びに実習の実現には至りませんでしたが受入の了承をいただ

いた事業所の皆様方には深く感謝申し上げます。また、この報告書を作成するにあたり、お忙しい中、原稿の執筆にご協力

頂きました関係の皆様には重ねて御礼申し上げます。 

 アンケートなどを通して頂戴したご意見は、貴重な資料として来年度の実施に反映される所存でございます。 

 今後もインターンシップについてのお問い合わせやご意見などをお待ちしておりますので、ご遠慮なくお申し出ください。 

 なお、下記ページにインターンシップ情報を掲載しておりますので、ぜひご覧ください。 

 ○掲載ＵＲＬ http://www.se.iwate-u.ac.jp/syllabus/internship 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒０２０－８５５０ 

盛岡市上田三丁目１８－３４ 

岩手大学学務部学務課（理工学部担当） 

ＴＥＬ ０１９－６２１－６３０７ 

ＦＡＸ ０１９－６２１－６０６５ 

E-mail grikei@iwate-u.ac.jp 


