
事務運用担当：岡山県中小企業団体中央会
（岡山県中央会）

＝岡山県内の企業限定＝
キャンパスウェブシステム（インター
ネット）で直接、 に
応募ができます。
■岡山県では多くの企業がインターンシップを受入、就業実
習を行っています。岡山県ではインターンシップマッチング支
援を行っています。
■大学のキャリアセンターor岡山県中央会に問合せください

（teichaku@okachu.or.jpまで、メールをしてください）

問合せ先／岡山県中小企業団体中央会 企業人材支援課
担当：仲田 e-mail：teichaku@okachu.or.jp
Tel：０８６－２２４－２２４５ Ｆａｘ：０８６－２３２－４１４５

・対象者：
主に2021年3月以降卒業予定の大学・短大・専門学校の学生

①（学生）キャンパスウエブで初期登録を行う。
（マニュアル参照＝問合せに対応し送信します。）

県外大学の在学生でも
岡山県内企業での

インターンシップを申込可能

②（学生）キャンパスウエブで岡山県のインターンシップ受入企業を選ぶ。
（インターネット上）

③（学生）キャンパスウエブで企業に応募するエントリーシートを作成し、応
募する。（岡山県中央会で不備のないことを確認して企業に連絡する）

④（中央会）マッチング支援活動して、受入可否を確認する。 結果を学生
に連絡する。（キャリアセンターにも情報共有します。）

2019

岡山県内企業が各地で受入する
インターンシップを含む

200社以上登録!!

mailto:teichaku@okachu.or.jp


インターンシップのマッチング=岡山方式=の仕組み（流れ）
（岡山県外大学・ｷｬﾝﾊﾟｽｳｴﾌﾞ利用の場合） 岡山県中小企業団体中央会・仲田作成

岡山県内企業ｲﾝﾀｰﾝｼｯ
ﾌﾟ希望問合せ

受入承諾書（ﾒｰﾙ）

実習日誌・まとめ・
評価書

学生アンケート

受入企業名公開（ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ受入企業一覧）・ｷｬﾝﾊﾟｽｳｴﾌﾞ情報検索

受入承諾書
（ﾒｰﾙかFAX）

学生アンケート
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ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ岡山方式依
頼（ﾏｽﾀｰID/PW連絡）

①

企業を選択（ｷｬﾝﾊﾟｽｳｴﾌﾞで検索して応募する）
エントリーシート記入・自己アピール更新／ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ応募

応募：エントリーシート
（大学確認後）

受入可否登録・連絡

ｷｬﾝﾊﾟｽｳｴﾌﾞ登録＆
電話かメール（手動）

⑥

実習日誌・まとめ・評
価書 ㉒㉓

太線部分
ｷｬﾝﾊﾟｽｳｴﾌﾞ利用

OR岡山県中央会へ問合せ
（必要に応じて）

学生
各大学

キャリアセンター
岡山県

中小企業団体中央会
企業

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ岡山方式
案内（ﾁﾗｼ・ﾏﾆｭｱﾙ・
ﾏｽﾀｰID/PW連絡）

初期登録
（マスターＩＤＰＷを使い、個人IDの取得） 確認

登録情報共有（ﾒｰﾙ）必要に応じて指導

⑩ ⑨ 応募情報共有（ﾒｰﾙ）必要に応じて指導

⑯

確認

確認

受入可否連絡・日程の調整を必要に応じて依頼 ⑫

場合によっては直接企業と調整

ｷｬﾝﾊﾟｽｳｴﾌﾞに結果登録 ⑮

日程等調整完了 受入（辞退）決定

受入連絡

実習前指導

実習／誓約書 実習指導

提出 実習日誌・まとめ

登録時に学部学科欄
に『大学名・学部学
科』を必ず記載する
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（1）　下記に記載の学校（学部）専用の学生マスターアカウントでログインし、「個人登録」へ進みます。

　①URL⇒ または 下記の②【QRコード】から個人登録へ進んでください。

（2）　操作マニュアルは、以下のURL　または　TOPページ→〔役立ちツール〕→〔学生システムご利用方法〕

学校の
担当窓口

担当部署

　　※初回登録時に必要です

応募先は1社でなく、色んな実習先を探し、
複数エントリーしてみましょう！

：学校担当者のアクション

※左記の学生マスターアカウントでログインして、
〔個人情報を入力〕、〔個別のＩＤを取得〕し、〔パスワードを設定〕してくだ

さい。（入力時に大文字/小文字に気をつけてください。）

 学生マスターID

学生マスターパスワード 

　　　操作マニュアル⇒　 http://www.campusweb.or.jp/internship/web/event/

2. 岡山県中央会のインターンシップ窓口・問い合わせ先

岡山県中央会

インターンシップ担当(企業人材支援課)

nakata@okachu.or.jp

県外大学在学生(県内企業応募用)

086-224-2245

1. 【インターンシップ・キャンパスウェブ】への登録方法

　

http://www.campusweb.or.jp

学校担当者より応募結果連絡（学生システムで確認）
受入可能の返事があったら、実習日程などの詳細打ち
合わせに進みます。（事前面談がある企業もあります。）

『登録完了』メールが着信します（登録ad宛）
◆◆完了メールがアドレスに着信しない理由・・
・メールの受信制限設定をしている場合・・
　以下３つのドメインからのメールは、受け取れる
　ように設定を変更してください。

　campusweb.or.jp
　nasic-is.co.jp
　tokyu-nasic.jp
・アドレスの入力間違いが多く発生しています。
　登録完了メールが届かない場合は必ずログ
  インし、間違いがないかを確認してください。

学校担当者がエントリーシートを確認後、企業に応募送信

個人登録をします（個人情報の登録）
《登録時の注意点》※電話番号/Emai lは必須
・電話番号は携帯と固定電話（ある場合）の登録をして
ください。※学校/事務局/企業から連絡をする場合
があります。
・アドレスは別々のものを、必ず２つ入力してくださ
い。※優先順位；学校ad/携帯ad/その他ad）

3. 対象大学（学部学科）の学生マスターアカウント

4. 個人登録からシステム利用までの流れ
上記記載の学校（学部）用の【学生マスターアカウント】
（ID・パスワード）で先ずはログイン

エントリーシートの登録・提出
※応募エントリーシートは、一旦学校担当者に送信されます。

登録アドレスの入力に問題なく登録が完了したら、ログインして自
己プロフィールなどを追加入力、応募に備えます。
企業の検索・企業研究の後、実習内容などの詳細を確認し、応募
先を絞り込みます。
※企業検索や応募はPC（推奨環境）でおこなってください。

：学生がシステムで行うこと 

KEYBJT

H9L5JSYC

① キャンパスウェブTOPページ(右側）の
「学生の新規参加申し込みについて」

をクリックし、マスターアカウント

の入力画面に進みます。

：初回登録時のみの入り口

：2回目以降は個人ID/パス
でログインしてください。

☎e-mail

1

2

3

4

5

6

7

② このＱＲコードを携帯で読み込む

と「学生参加申し込み」のページにア

クセスすることができ、個人登録が出

来ます。

-この経験が就活の力になる-

初回

2回目以降

8

キャンパスウェブの説明

裏ページ
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産学連携のウェブサイト 

　
お悩み・不明点は担当者・キャンパスウェブ事務局まで

　　学校（学部学科）単位で登録し、そこに在籍している学生さんをインターンシップで支援します。
　　インターンシップに関する悩みや分からない事を担当者に相談する事が出来、  
　　キャンパスウェブ事務局でも相談を受け付けています。

【インターンシップ・キャンパスウェブ】の特徴

2010年から学生・学校・企業・経済団体等が
連携して、インターンシップを実施しています。
学生は、学校の管理のもとでこのサイトを利
用します。

掲載企業等の多くはインターンシップの受入実績があ
ります。 全国展開で、あらゆる業種を体感することが
できます。学生に人気の公務員インターンシップも多く
掲載されています。

　掲載企業の業種、職種、地域は様々

※　このリーフレットは【キャンパスウェブ】事務局のインターンシップ学生が皆さんの為に作成しました。

参加した先輩に聞いた

「インターンシップ参加の意味」

◇実習参加までのスケジュール◇

・4～7月 ： 夏期インターンエントリー

・7～9月 ： 夏期インターンシップ実施

・8～10月 ： 秋期インターンエントリー

・10～12月 ： 秋期インターンシップ実施

・11～2月 ： 冬/春期インターンエントリー

・1～3月 ： 冬期春期イインターンシップ実施

◇各学年インターンのすすめ◇

1年生 まずは様々な実習に参加してみよう！

2年生 興味のある業種・職種を絞りこもう！

3年生 就活を見据え、インターンで自分に

に足るないものを見つけ成長に繋げよう！

4年生 就活スタート！スキルアップした自分をPR！

学生情報センター 株式会社ナジック・アイ・サポート

キャンパスウェブ運営事務局

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-52-2

青山オーバルビル10Ｆ

ＴＥＬ ： 03-5467-0551
Ｅｍａｉｌ ： campusweb@tokyu-nasic.jp

http://www.campusweb.or.jp

・就活前のエントリーシート作成経験が役に立った。

・インターン時に面談を経験し、就活時に活かせたと思う。

・他学の友達ができ、沢山の情報を共有できた。

・スキルアップの必要性をとても感じた。

・EXCEL/WORDを授業で学んではいたが、実務レベルで学ばせても

らい、就職前に力をつける事が出来た。卒業までに更にスキルアッ

プしたいと思う。

・希望している職種を体験したが、イメージとはかなり違った。

・もっと他の企業も、複数体験すればよかった。

・とても良く指導して頂き、この会社が好きになった。

・色んな業界を、これからも見て回り、絞り込みたい。

・正しい言葉遣いを学んだ。

・就活時に必須の「エントリーシートの作成」「面接」を早めに

経験をしておきたい。
・社会で通用するか、今の自分の力を試したい

・故郷の企業を全然知らないので、詳しく知りたい

・休暇中に故郷の企業を体感してみたい。
・将来何をしたいか?分からない。

・自分に合う仕事のイメージが沸かない。

・ものづくりの現場を体験したい

・日本の企業に就職したい（留学生）

◆大学・短大・院生・高専・専門学校の1年生から登録出来ます。

◆学年を問わず実習参加が可能な企業が多数あります。

◇夏期休暇の他、冬～春に参加したい。

こんな学生さん、

インターンシップに参加しませんか？

最近、企業からこんな報告が、複数社でありました。

「パソコン操作、そこから教えなきゃダメ？」

どんな企業でも、メールやWORD/EXCELなどパソコンを操作する機

会があり、ほぼ必須業務です。
「パソコン能力；不問」で参加しても、結構基本操作が求められます。

インターンシップに参加してみて、操作レベルに危機感！「やば

い！」と感じ、その後MOS試験などで知識を補う学生も多数います。

「早めにインターンシップを経験して良かったあ。」との声も結構耳

にします。
「習うより実践！」正直そうです。実践で経験すると飲み込みも速く、

履修科目の試験でも多いに成果をあげると聞きます。簿記もそう

ですね、実務経験がベスト。

自分の弱み・強みを実感し、次のステップへ進むそれを後押しする

のがこのインターンシップ。
自分に合った業種・職種を、早期に経験してみてください。

就職活動の本番まで、あと少しです！

事務局からインターンシップ参加スケジュール例

特徴

1
特徴

2

特徴

3


