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発表内容の 

関係地域 

全県、岩国、柳井、周南、山口、防府、宇部、山陽小野田、下関、長門、萩、首都圏 

 

１  件 名   

「やまぐちインターンシップ＆キャリア学習フェア２０１３」の開催について 

 

２ 趣 旨 

  山口県立大学は、平成２４年度に採択された文部科学省「産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整

備事業」の一環として、山口大学との共同主催で「やまぐちインターンシップ＆キャリア学習フェア２０１３」

を開催します。この学習フェアは、学生が、県内企業の担当者と直接面談し業界の理解を図ることによりインタ

ーンシップのミスマッチを解消し、積極的にインターンシップに取り組むことを目的として開催するものです。 

 

３  日 時 

平成２５年１１月９日（土）１０：００～１７：００ ※参加無料・申込み不要   

 

４  場 所 

  セントコア山口 サファイアの間他（〒753-0056 山口県山口市湯田温泉 3-2-7） 

 

５  主催等 

    主催：山口県立大学、山口大学 

  共催：徳山大学、梅光学院大学、山口県インターンシップ推進協議会 

 

６  プログラム 

９：３０～      受付 

１０：００～１１：５０ 開会・学生の仕事体験トークセッション 

１２：００～１３：００ 昼休憩／学生のインターンシップ体験報告 

１３：００～１４：００ 参加事業所による１分間PR 

１４：００～１７：００ 事業所ごとのブースでの個別面談（30分×６回） 

＊上記プログラムと並行して専門の講師によるメイクや身だしなみの講座も開催する。 

 

７  参加予定企業等（50音順）  

 あさひ製菓（株）、（株）朝日新聞社、（株）アデリー、エルクホームズ（株）、（株）鷗州コーポレーシ

ョン、（株）カシワバラコーポレーション、関光汽船（株）、近畿日本ツーリスト（株）、（株）向学社、国

立大学法人山口大学、（株）コメリ、誠和工機（株）、大晃機械工業（株）、（株）中特ホールディングス、

長府工産（株）、（株）データロジック、テルモ山口（株）、東京海上日動火災保険（株）、東ソー物流（株）、

日本生命保険（相）、（株）ビジネスアシスト、フジマグループ、ブライダルスペースMIMI、（株）ぷらざFM、

（株）丸久、柳井紙工（株）、やまぐっちおいしいプロジェクト実行委員会、山口市役所、山口日産自動車（株）、

（株）ユニサプライズ   

 

８  問合せ先 

  学生支援部 吉澤茉帆 

  ＴＥＬ ０８３－９２８－５６４７ 

  E-mail yoshimaho@yamaguchi-pu.ac.jp 

えさと けんすけ ひとみ えり まつだ かずなり 



やまぐちインターンシップ＆キャリア学習フェア2013

あさひ製菓

「月でひろった卵」でおなじみの和洋菓子・パンの企画・製造・販売を県内で展開する

地域密着型企業です。2000年からスタートしたネット通販などを活用し、販売は全国区

です。これからも新しい販売戦略で一人でも多くのお客様を笑顔にするため全力で仕

事にあたる企業です。お菓子が好き！！地元山口が大好きな従業員たちです。

近畿日本ツーリスト

近畿日本ツーリストグループにおける中国四国エリアの地域会社として平成23年に

新設しました。地域の会社でありながら、個人旅行はもとより団体旅行、訪日旅行、コ

ンベンション、イベントなど我々の扱う領域はグローバルです。地域に密着し、この地

に住む人々の心豊かで活力あふれる暮らしの実現に貢献しています。

エルクホームズ

創業以来、常に時代を見据えた家づくりに取組む住宅メーカーとして成長を続けてい

ます。山口県内と広島市内に計８箇所の展示場を持ち、2012年1月には弊社の目指

す家づくりをお客様に体験していただけるエルクの杜をオープン。邸別自由設計にて

お客様の夢をカタチにする弊社の仕事に触れてみませんか？

日本生命保険

お客様からゆるぎない信頼をいただくために日本生命は努力し続けます。

朝日新聞社

朝日新聞社は日本を代表する報道・言論機関であり、不正や腐敗、暴力やいわれなき

差別と闘い、平和と民主主義の実現に貢献することを目指す「志のある企業」です。紙

とデジタルの長所を組み合わせたニュースメディアとして、デジタルニュースの発信に

も力を入れています。

コメリ

私達の使命は「地域を、そして日本を豊かに変えていく」こと。業界NO1の全国1000以

上の出店数と出店エリアで地域の方々に価値ある商品やサービスを提供します。

ユニサプライズ

パーティーグッズ・イベント（ハロウィン、クリスマス）分野では国内通販売上１位の実績。

データロジック

鉄骨建築用のパッケージソフトウェアを企画・開発しています。当社の鉄骨専用CAD

は全国で業界1位の販売実績を誇っています。国内のみならず、弊社製品を海外に

対応させ世界標準品にすることを目指し、社員一同業務に取り組んでいます。

誠和工機

総合化学メーカー東ソー㈱の１００％出資のグループ会社です。主に山口県内のプラ

ントや水道局、学校、美術館などの公共施設内の建設設備（電気・計装・空調・機械

装置など）のエンジニアリングを行っています。 建設業は“人”がすべてです。社員

が働きやすい環境づくりと、常に優れた技術力でお客さまの満足と信頼に応えられる

よう社員のスキルアップにも力を入れています。

東京海上日動火災保険

損害保険の引受け、損害の調査および保険金の支払いを行っています。山口県には

下関、新山口、徳山に事業所があります。

丸久

当社は、山口県内と広島県・北九州市に84店舗を構えるスーパーマーケットです。山

口県での食品売上シェア25％と山口県を代表する食品企業です。

11月9日（土）10：00～17：00

場所 : セントコア山口 サファイアの間 他

（山口市湯田温泉3-2-7）

生活支援グループかキャリアサポートセンターで申込み

駐輪場有 入退場自由 服装自由

＜＜当日のスケジュール＞＞

9:30~ 受付開始

10:00~11:50 開会・学生の仕事体験トークセッション

12:00~13:00 昼休憩／インターンシップ体験報告

13:00~14:00 参加事業所による１分間PR

14:00~17:00 事業所ごとのブース個別面談

【参 加 予 定 企 業】
朝日新聞社 あさひ製菓 日本生命保険 コメリ ユニサプライズ 丸久

鷗州コーポレーション 近畿日本ツーリスト エルクホームズ 東ソー物流

東京海上日動火災保険 誠和工機 フジマグループ 山口大学 柳井紙工

向学社 ビジネスアシスト 山口県JICAデスク 中特ホールディングス

データロジック カシワバラ・コーポレーション 関光汽船 山口市役所

やまぐっちおいしいプロジェクト テルモ山口 大晃機械工業 アデリー

ブライダルスペースMIMI FMわっしょい 長府工産 山口日産自動車

※参加予定企業は変更の可能性があります

参 加 予 定 企 業 プ ロ フ ィ ー ル

フジマグループ

お客様に心からの感動を与えたいこれがフジマグループの願いです。それぞれの部

門がお客様に100％の満足・喜びを味わって頂く為にあらゆる努力を惜しまない。社

員一丸となり“のびのび生き生き”と仕事をしている。

鷗州コーポレーション

1973年の創業以来、26万人を超える塾生に力を貸すことができ、卒塾生たちは現在も

社会の様々な分野で活躍しています。ゆくゆくは卒業生の中から未来のリーダーや

アーティストも生まれるでしょう。実際に、今現在も医療の分野、法曹界など、各方面で

多くの卒塾生が活躍しています。その限定が鷗州であると考えると、この仕事の醍醐

味は尽きません。鷗州ネットワークともいうべき人材の和輪が、自然に形成されていく

日も近いと思います。

主催：山口県立大学 山口大学

共催：徳山大学 梅光学院大学 山口県インターンシップ推進協議会

特別企画＜プロから学ぶヘアメイク講座＞
９時30分～受付開始 各回先着２０名

講師：メイクアップアーティスト emico.
女子３回 男子１回 開講

身だしなみチェックコーナー
協力：はるやま商事

スーツの着こなしや社会人としての
身だしなみについてアドバイス

[ 参加特典 ]
キャリアフォーラム広島

山大・県大発着無料送迎バス
予約受付 先着50名

広島国際会議場
12月21日（土）

山口県企業情報コーナー

県内企業の情報を紹介
山口県若者就職支援センター

UBEはたらこBASE
リクナビ・マイナビ・日経ナビ ほか

インターンシップ相談コーナー
先輩の体験報告ポスター展示

今年の夏、インターンシップに行った
学生の体験報告や山口県インター
ンシップ推進協議会による相談

インターンシップ参加学生と
受け入れ企業の方がインター
ンを題材に“働く”を語る

インターンシッ
プに行った学生
のポスター発表

を見学

企業の方の話を聞いて、
業界・企業研究ができる



カシワバラ・コーポレーション

創業64年、ﾌﾟﾗﾝﾄ塗装国内完工高NO.1。大規模修繕事業国内ﾄｯﾌﾟｼｪｱ。「すべての

活動が地球環境の保全に貢献し、人々（ｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰ）に安心と幸せを提供する。」と

いう企業理念のもと、山口から世界に向けて事業を展開しています。現状に甘んじる

ことなく、常に新たな成長を目指しています。

向学社

【教育理念】「感動教育によってやる気を引き出し、人生の目標を掴むまで決してあ

きらめない人間をつくります」。学習塾として最高のサービスを提供するため、整えら

れた研修システムを利用することで初心者でも立派な教師まで成長できます。

関光汽船

長距離フェリー輸送のパイオニアとして創業60年の経験を基に、中国・韓国と日本全

国を結ぶ物流を展開しています。「海より早く、空より安く」をモットーにお客様に満足

頂ける輸送手段、輸送品質を追求し、提案し続けることを使命として取組んでいます。

大晃機械工業

各種ポンプ・環境保全機器の設計・製造・販売を手がける流体移送機器総合メーカー。

舶用ポンプではトップクラスのシェアを誇ります！人々の生活基盤を守り、産業の発展

と地球環境に貢献しています。本社は山口県熊毛郡田布施町にあります。

山口県JICAデスク

開発途上国が抱える様々な課題に対し、技術協力、有償資金協力、無償資金協力と

いう3つの手法を用いて援助を行います。国際協力に興味のある方、参加されたい方

はいつでもご連絡ください。

山口日産自動車

1929年創業の当社は、日産・アウディ・ポルシェ・ルノー・スズキを取り扱う、83周年を

迎えた県内で最も歴史あるディラーです。日産圏で総合経営賞の社長賞を5年連続、

お客様満足度世界表彰では日本代表として3年連続受賞しました。

東ソー物流

当社は総合化学メーカー東ソー㈱のグループ会社で、化学品を中心とした国内外の

物流を行っています。総合物流会社としてトラック、船舶、鉄道、航空機を活用した国

内外の輸送、倉庫での保管、港湾での荷役、輸出入手続きなど幅広い物流活動を

行っています。

ビジネスアシスト

山口県下でフリーマガジン「もってけ」を発刊している企業です。 求人情報誌、グルメ

や美容、癒し、スクールなどのお店のクーポン誌、賃貸向け の不動産誌を発刊し、地

元山口県では「もってけ」を知らない方はいないというほど愛されるようになったと自負

しております。

FMわっしょい

平成25年10月8日現在、全国277局あるコミュニティFM放送局。放送エリアが限定され

ますが、地域密着のメディアとして地元情報に特化した放送を心掛けています。また、

災害時には防府市との協定に基づき、災害対応放送を実施します。

やまぐっちおいしいプロジェクト

新規就農者として防府市に移り住み、こだわりのトマト･イチゴを栽培しています。従来

の農家とは違い今後、栽培→加工→販売の流れを模索した６次産業化された新たな

農業の形を模索し活動しています。

山口市役所

山口市が目指す10年後のまちの姿「ひと、まち、歴史と自然が輝く交流と創造のまち

山口」を目標に、職員1713名一丸となって公務に取り組んでいます。「生涯を通じて学

び、自己成長できる職場」で一緒に仕事をしてみませんか。

中特ホールディングス

「私たちの生活から出たものをすべて処理し再生させる」というコンセプトのもと、限り

ある資源を無駄にしない「快適環境創造企業」を目指して、日々リサイクルに奮闘して

います。「ポータルハートデスク」では、お困りごと相談窓口として、遺品整理・資産整

理や清掃・生活相談などの個人向け生活サポート業務を展開しています。

山口大学

1815年、長州藩藩士・上田鳳陽による私塾・山口講堂を前身とし、昭和24年に地域に

おける高等教育および学問研究の中核たる新制大学として創設。平成16年の国立大

学法人化後も，学生・教員・職員の三者が一体となって、理念の共有と目標の実現を

めざしています。2015年には、「山口講堂」創設から創基200周年を迎えます。

柳井紙工

クリスマス・バレンタインデー・アニバーサリー等さまざまなイベントシーンで美しい包

装紙やパッケージは、楽しい気分を演出し、美味しさに華を添えます。全国のお菓子

屋さん向けのパッケージ制作から店舗設計にいたる幅広い事業展開でお菓子職人の

ために私たちはその想いを包むメーカーです。

ブライダルスペースMIMI

「利用者に不安を与えない貸衣装料金と最良のコーディネートの提案」という思いか

ら、山口県唯一の一律料金を導入し、各人にあったベストな衣装選びを実現しました。

「仕事＝社会貢献」を常に心がけており、県大生との共同募金コラボも実現。「接客

力・提案力・安心感」で「あの店は良いよ！」と噂になるような店づくりをしていきます。

テルモ山口

医療機器業界では国内No.1のテルモ㈱の100％製造子会社。当社の製品はテルモ㈱

を通じて世界160カ国で販売されます。テルモ㈱によって主要なカテーテル及びドラッ

グ＆デバイス製品を製造します。

アデリー

おいしいをデザインする 食の総合プロデュースカンパニー。

ギフト・通販業界で、総合プロデュースカンパニーとして、商品開発からカタログ製作、

商品調達、物流、販売まで一貫して手掛けています。お客様のニーズ・おいしいを追

及し日本全国に向けて販売を行っています。

長府工産

下関市を本社として３０年以上”お湯まわり製品”を提案するメーカーです。石油給湯

機、風呂釜、太陽熱温水器などを、自社で開発、製造、販売しています。環境商材と

して太陽光発電システムやオール電化商品も取り扱い、商社的な業務も行っておりま

す。

参 加 予 定 企 業 プ ロ フ ィ ー ル

バスで行く人のための
【バス時刻】

8:43 →  9:00 
9:44 →10:00

10:44→11:00
10:53→11:09
11:00→11:22
11:14→11:30
12:44→13:00

15:53→16:15 
16:50→17:06
17:00→17:21
17:22→17:38
17:54→18:17

県立大学 → 湯田温泉 湯田温泉 →  県立大学

交通情報
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