
２０１９年５月２０日 

（一社）神戸大学工学振興会・理学部同窓会就職委員会主催 

理工系学生対象就職セミナーアンケート結果 

「インターンシップ」 

        

■ 当日参加者２１５名以上のうち、回収数１７９名から回答を得ました。 

１．参加学生の所属 
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院生 32 26 36 11 26 26 3 1 2 2 165 

学部生 2 1 1 1 0 3 2 0 4 0 14 

計 34 27 37 12 26 29 5 1 6 2 179 

 

２．本日のイベントの満足度は？ 

□とても満足 ４８人  □満足 １１２人 □ふつう １９人 □やや不満 ０人  

□不満 ０人 

１７９人回答 

 

３．満足度についての理由 

・気になる企業がたくさん来ていて学ぶことや具体的な目標が出来て良かった。 

・大企業の方がいらしていた。 

  ・研究室を卒業された先輩の話を聞けた。   

  ・情報通信系企業がＮＴＴしかない。 

  ・実際の職場や制度の話を聞いて、企業に対する興味が湧いた。 

  ・授業があったため回りきれなかったが概ね良かった。 

  ・サイトに載っていないような内容が知れた。 

・その企業がどのようなことをしているかもう少し知りたかった。 

  ・実際にどんな仕事をしているのか分からなかった。 

  ・興味の無かった分野に関心が持てた。 

  ・視野が広がった。 

  ・就活への意識が変わった。 

  ・インターンに向けて情報を得られた。 

  ・学部時代にも参加した。その時と同じだった。 

  ・志望企業のセミナーに参加できた。 



  ・思ったよりたくさんの企業ブースがあった。 

  ・インターンシップのシステムと各企業の事業内容を知れた。 

  ・実際の企業の方に質問出来て為になった。 

  ・企業毎に取り組んでいることについて詳しく学べた。 

  ・直接一対一で話を出来る事が他の合説と違い good！ 

  ・気になっていた企業が多数参加しており聞きたい事を早い段階で聞くことが出来た。 

  ・各ブースで分かりやすく企業理念やインターンシップについて説明して頂けた。 

  ・様々な業界の方の話を聞けた。 

  ・気になる事に対し親切に答えてもらえた。 

  ・企業の実際の取り組みが聞けた。 

  ・デベロッパー志望のため選択肢が多くなかった。 

  ・自分の興味の方向性が分かった気がした。 

  ・インターンシップや企業説明など知りたいことを知れた。 

  ・インターン申込みの前に企業を知れた。 

  ・この時期に色々な企業に来て頂いて、パンフレットなども含めて様々な情報を得ら

れた。 

  ・モチベーションが上がるきっかけになった。エントリーを早めに出したいと思った。 

  ・就職サイトの合同説明会よりは人数が少なく、じっくり話を聞くことが出来た。 

  ・時間的に参加が難しかった。 

  ・場所、時間が良い。 

  ・企業研究のようなものをまだ全く始めていないので、直接企業から事業の説明を受

けることが出来てとても参考になった。 

    

４．参加企業の中で興味のあった企業または業種    （ ）は人数 

【企業】ＮＴＴデータ（18）、パナソニック（17）、関西電力（16）、ＪＲ東海（13）、

クボタ（13）、シスメックス（13）、川﨑重工業（10）、京セラ（9）、三菱電機（8）、 

京阪ホールディングス（7）、大林組（6）、住友林業（6）、バンドー化学（6）、 

ＮＴＴコムウェア（6）、チームラボ(5)、清水建設（5）、日本製鉄（4）、古野電気（4）、

パナソニック システムソリューションズ ジャパン（4）、日亜化学工業（3）、 

アイテック阪急阪神（3）、神鋼環境ソリューション（2）、DMG 森精機（2）、 

住友電気工業（2）、デンソーテン（2）、モリタホールディングス、ブラザー工業 

  

【業種】メーカー（12）、IT（10）、運輸系（10）、化学メーカー（7）、ゼネコン（6）、

建設業（6）、電機メーカー（5）、インフラ（5）、エネルギー（3）、情報システム系（3）、

ICT 関連（2）、重工系（2）、研究開発系（2）、鉄鋼メーカー（2）、ベルト産業（2）、

電力系、自動車関連企業、不動産系、プラント業界、SE、エンジニア、自動車業界 

 

 

 



５．今回のイベントを知ったきっかけは？（複数回答可） 

□メール告知 ２人  □ポスター １１９人 □ホームページ ７人 

□友人・知人 ４７人  □当日の看板 １１人 □その他 ２人（神大就活アプリ） 

１７９人回答 

 

６．今回参加した企業以外で今後参加して欲しい企業は？ 

 【企業名】阪急電鉄 JR 西日本 JR 東日本 J-POWER 島津製作所 村田製作所 

SONY Google 任天堂 トヨタ自動車 ヤマハ KDDI 日産自動車 楽天 

本田技研工業 SQUARE ANIX 大阪ガス LINE Yahoo NTT 西日本 IHI 

野村総合研究所 ANA Amazon シマノ ダイキン工業 ヤンマー 三菱重工業 

日立 キーエンス JAL 阪急阪神ホールディングス BANDAI オムロン 東レ 

大成建設 日立製作所 オリンパス キヤノン 日本ガイシ アイシン精機 JT 

日本特殊陶業 大同特殊鋼 マツダ デンソー 近畿日本鉄道 三井不動産 日揮 

野村不動産 東急不動産 森ビル 竹中工務店 鹿島建設 JFEスチール JR貨物 

日建設計 資生堂 アクセンチュア 三井化学 住友化学 日鉄ソリューションズ 

高砂香料工業 千代田化工建設 JXTG エネルギー 積水化学 花王 応用地質 

阪神高速道路 西日本高速道路 TIS Sky NTT ドコモ 富士通 オプテージ 

ヤマハ発動機 神戸製鋼  

 

【その他】IT、関西の企業、自動車メーカー、航空会社、不動産業、建設業、 

ハウスメーカー、デベロッパー、建築設計、食品メーカー、化粧品メーカー、 

化学系メーカー、繊維系メーカー、医薬品関係、理系に限らない業種、 

コンサルタント会社、銀行 

 

７．何社くらい企業ブースを訪問されたか？ 

□１社 ２７人 □２社 ５７人 □３社 ４６人 □４社 ４９人   

１７９人回答 

 

８．開催時期はどうだったか？いつ頃が適当か？ 

（①開催時期） 

□早い ０人 □適当 １７４人 □遅い ４人 

（②最も適当な時期） ５月初旬 

１７９人回答 

 

９．ＫＴＣではＯＢ訪問、紹介のサポートを行っているが、知っているか？ 

□知っている ４０人  □知らない １４１人 

１７９人回答 

 

 



１０． 今後利用したいか？ 

□利用を希望する １４４人  □希望しない ３０人 

１７９人回答 

 

１１． 本日の講演会に対する感想 

・今後の就活に活かしていきたい。 

・インターンの存在を知れて良かった。 

・分かりやすく、欲しい情報を得ることが出来た。 

・就職活動のイメージが湧いた。 

・実感の無かった就職に対しての意欲があがりました。 

・インターンシップに向けての準備の仕方や意識付けの機会になった。 

・参加する前はインターンシップの種類と流れをあまり知らなかったが、全体的なイ

メージを把握できた。 

・これからに向けて危機意識が高まった。 

・インターンでどのようなことをするのか、いつ行われるのかなど聞けて安心した。 

・インターンシップが始まる前に情報が得られる機会があって良かった。 

 

１２． 本日のイベント全体に対する感想・意見・要望 

・自分のインターンシップに対するイメージ、企業へのイメージと、実際の情報を照

らし合わせることが出来たので、非常にためになりました。 

・企業の方とお会いするのは初めてなので非常に有意義な時間を過ごせた。 

・イベント自体はラフな感じが良かった。 

・インターンシップに対する意欲が向上した。 

・企業の事業内容を良く知れた。 

・実際に企業の方の話聞けて良かった。 

  ・様々な企業があったため為になった。 

  ・説明して下さった方がみなさん丁寧で聞きやすかった。 

  ・３限に授業があったので、できれば４・５限の間でして欲しかった。 

  ・どのブースも魅力があって大変良かった。 

  ・とても良かったと思う。もっと色んな分野も見てみたい。 

  ・他の合説と比べて人が少なくて聞きやすかったです。 

  ・有名企業も多く､インターンおよび就職活動に向けた準備のための良い機会となった。 

  ・関西以外の有名企業も来てもらえると嬉しい。 

  ・活発で良かった。 

  ・企業毎のブースでの紹介は非常によかったが、母数が少ないと感じたのでより増や

して頂けると有り難い。 

  ・興味のなかった企業の話を聞いて、新しい分野への興味を持つことが出来た。自分

の興味のある企業を聞けてよかった。 

  ・ブース毎に説明を聞くことが出来、質問などもしやすかった。 



  ・企業毎に説明時間が違ったので統一して欲しい。 

  ・飲み物がもらえて良かった。 

    ・こういうイベントは初めてだったので今後の自分の進路を考えるのに役立った。 

  ・企業の方と大学で話す機会は凄く役に立つので今後も行って欲しい。 

  ・インターンについてまとめて知ることの出来る機会があり、有り難かった。 

  ・就活についてまだ知識がない中、詳しく企業の方からお話を聞かせて頂ける良い機

会でした。 

  ・今後働く上で気になることを質問できたのでよかった。中部出身なので中部の企業

をもっと呼んで欲しい。 

  ・今後の就活での企業研究に役立った。 

  ・業種、規模ともに様々で、社員さんの雰囲気なども感じることができ、とても面白

かった。 

  ・またこのような機会があれば参加したいと思います。 

  ・就職活動に対して、より考える機会になったと思う。 

  ・インターン準備説明会が３限と重なっていたので行けなかった。 

  ・ブース形式の訪問は話しやすくて良かった。 

  ・時間がなくて少ししか回れなかったが、会社の様々なことを知る機会になり良かっ

た。 

  ・もう少し化学系メーカーも来て欲しかった。 

  ・時間を短くして、色々な企業を回れるようにして欲しい。 

  ・神大内での開催だったので気軽に参加できて良かった。 

  ・興味のある会社のみならず、知らなかった企業についても知ることが出来て良い機

会になった。 

  ・話しかけてくれる企業も多く、気軽にブースに入れた。 

  ・インターネットでは調べられない内容についても知ることが出来、とても貴重な体

験をさせて頂いた。 

  ・時間をとってマイナビの登録も出来たので良い機会になった。インターンに対する

意識が０から１にになった。 

  ・こういった説明会などがなければ就活について考える機会がないので考えるきっか

けになり役立った。 

  ・楽しかった。 

  ・予備日などの講義がない日に実施して欲しい。 

  ・インターンに参加したいと思える機会になった。 

  ・マイナビの登録や操作などが多かったイメージがある。 

  ・非常に参考になった。友人に聞くまで知らなかったのでもう少し宣伝して欲しい。 

  ・留学生であまり日本語がうまくないので英語で話せる環境だと嬉しい。 


