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と
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第2回就職ガイダンス



「VUCA（ブーカ）」とは、
ビジネス環境や市場、組織、個人などあらゆるものを

取り巻く環境が変化し、将来の予測が困難になっている状況を意味する
造語。

「VUCA」の時代とは、VUCAの状態が続き、既存の価値観やビジネスモデルなどが通用しな
い時代のこと。IT技術の急速な進展や新型コロナウイルスの影響などにより、世界的に
VUCAの度合いが増している近年は、「VUCAの時代」だとされています。

【メモ】



「人生１００年時代」に求められるスキル

【 】

専門スキル

社内スキル

【 】

パフォーマンス

年齢

• 全ての基盤
• 絶えず持ち続けることが必要

• 社会人としての基礎スキル
• 初期に身につけておく必要

• 人材としての付加価値の源泉
• 絶えず新たなスキルの獲得や
アップデートが必要

• 職場によって異なる

専門スキル

社会人として
の基盤能力

【OS】

業界等の特性に
応じた能力

【アプリ】

人生100年時代の働き手は、
【アプリ】と【OS】を常に “アップデート” し続けていくことが求められる。

インターンシップは、OSをアップデートする機会のひとつ。



「人生100年時代の社会人基礎力」とは

「人生100年時代の社会人基礎力」は、これまで以上に長くなる個人の企業・組織・社会との関わりの中で、
ライフステージの各段階で活躍し続けるために求められる力と定義され、社会人基礎力の３つの能力／12
の能力要素を内容としつつ、能力を発揮するにあたって、自己を認識してリフレクション（振り返り）しながら、
目的、学び、統合のバランスを図ることが、自らキャリアを切りひらいていく上で必要と位置付けられる。

どう活躍するか
【目的】

自己実現や社会貢献
に向けて行動する

リフレクション （振り返り）

３つの能力
12の能力要素

【 】

主体性、働きかけ力、
実行力

【 】

課題発見力、
計画力、
想像力

【 】

発信力、傾聴力、
柔軟性、情況把握力、

規律性、
ｽﾄﾚｽｺﾝﾄﾛｰﾙ力

どのように学ぶか
【統合】

多様な体験・経験、能力、
キャリアを組み合わせ、

統合する

何を学ぶか
【学び】

学び続けることを学ぶ

３つの視点



インターンシップとは
自己理解と職業理解を促進させる1つの「きっかけ」

【 】を深める
●自分はどういう行動ができたか
●自分の知識や能力は、実際の仕事の現場で求められる知識や能力に照らし合わせてどうだったか
●自分はその仕事の現場に接して、どう考え・感じたか、何に関心をもったか

【 】を深める
●自分が思い描いていた仕事・業界の現実が見えてくる
●自分が知らなかった仕事・業界が見えてくる

【 】を培う
●社会人として求められる態度・行動を体感する
●職場の個々人が果たしている「役割」、その部門がその会社の中で果たしている「役割」、
その会社が業界の中で、あるいは顧客に対して、果たしている「役割」が見えてくる



①知る
・業界や企業説明の座学
・職場見学
・社員との座談会
・学生同士でのワークショップ

（特徴）
期間：1DAY～3DAY程度の短期間、土日にやっている
学年：主に学部生（低学年でも参加できる）
人数：選考がなく、一度に大人数、マスでの参加が中心
座学や見学が中心で、オンラインでも実施可能。
基本となる仕事の目的理解できる内容が多め。



②見極める
・事業、業務の具体的な説明
・与えられたテーマでの

グループディスカッション
・実際に業務同行、業務を担当
・発表、プレゼンテーション

（特徴）
期間：1週間～2週間程度、主に長期休暇中
学年：大学3年生・院1年生がメイン
人数：選考がある場合もあり、比較的、中～小人数で行われる
実際に業務や課題に取り組むことで、自分自身での気付きが多い



②向上させる
・実践型中心
・実際に業務同行、業務を担当
・プロジェクトの実施
・プロジェクトで発生した

課題に対してのディスカッション
・発表、プレゼンテーション

（特徴）
期間：2週間～ 主に長期休暇中
学年：専門性を問う場合には指定あり。

各学年でチャレンジできるプログラムもあり。
実践型で自分の能力を発揮させ、より能力を向上させることができる



向上させられる社会人基礎力が明記

課題（＝ビジネスチャンス）

なぜ、課題になっているか説明

一般的なインターンシップは
企業名で選びがち。
鹿児島大学のインターンシップは

伸ばしたい社会人基礎力、

取り組みたい課題
で選べるのが特徴



大学経由

公募型
（自由応募）

主にインターンシップ窓口で
取りまとめ（大学と受入れ先で締結）

・かごしま課題解決インターンシップ
・九州･山口の広域インターンシップ

・官公庁インターンシップ
・学部・研究科独自のインターンシップ
・単位認定となるインターンシップ

個人で申し込み

・キャリタスＵＣ（大学に届いた情報）

・自治体が運営するサイト（例：かごjobなど）

・就職情報会社が運営する情報サイト（例：リクナビ、マイナビなど）
・企業のホームページ

その他取り扱い

覚書の締結、申込み～書類提出、
受入れ先との連絡は、基本的に
インターンシップ窓口や各学部で
行います。

申込みや連絡調整などは、
学生個人の自己責任で行う
ことがほとんどです。



検索方法

大学経由

公募型
大学に届いた公募型のお知らせ
の一部も検索可能です

地域キャリア・インターンシップ
（かごしま課題解決インターンシップ）

大学経由（広域型・自治体等）
インターンシップ

公募型インターンシップ・1日体験情報

① ②

③



業界／企業／職種の違い

メーカーの例 マスコミの例 金融の例 情報・通信の例

業界

同じ事業を行っている
複数の企業をひとつ
にまとめて総称するの
が「業界」

自動車業界 広告業界 銀行業界 ネットワーク業界

企業

業界に様々な「企業」
があり、利益を上げる
ために生産や販売な
どの各事業を行って
いる

自動車メーカー
部品メーカー

など

広告代理店
広告制作会社

など

都市銀行
地方銀行
など

ソフトウェア会社
ハードウェア会社

など

職種

企業の中の仕事内容
を分類したものが「職
種」

営業
開発

生産管理
など

営業
ＣＭプランナー
コピーライター

など

法人営業
金融ディーラー
融資審査
など

システムエンジニア

プログラマー
営業
など



「業界・職種」→「企業」の順が大事

どのような業界があるのか？
調べた中から興味関心は？

↓

各業界の動向や将来性を
比較検討

業 界 研 究

どのような職種があるのか？
自分ができることは何か？

↓
３～５年後の自分をイメージ
どんな仕事をしたいか考える

職 種 研 究

志望業界・希望職種が
固まってきたら

↓
様々な企業の情報を収集、

比較検討を行い絞り込む

企 業 研 究



Business to Business 

企業が企業と
取引する

Business to Customer 

企業が消費者と取引する

消費者として普段目にしている業界

①取引相手は？

一般消費者

企業



②市場・展望

構造の理解とは、

その業界がどのような構造で利益を得ているのか調べ、
その構造にとってのチャンス（機会）は何で、
逆にどのような脅威にさらされているのかを分析すること。

ＳＷＯＴ分析



過去

現在

未来

「これまでどのように発展してきたのか」
・どのような歴史があるのか
・ここ５年～１０年くらいの市場規模の推移

・市場の動向
・存在する企業について、
他業界から参入の有無
・コロナの影響

・５～10年の予測、展望
・将来に渡る課題、問題
・SDGｓ

ここをしっかり調べること
が重要

※噂や過去の話だけを鵜呑みにしない。時代は
日々進んでいることを自覚すること。

②市場・展望



②市場・展望

ＰＥＳＴ分析 各項目動向から、志望業界の市場の動き、今後の展望を把握すること。



企業研究のチェックポイント

☞ ①事業内容・売上の推移・従業員数・創業歴
☞ ② の順に社史
☞ ③ で、外部内部環境

☞ ④経営理念・ビジョン・社風
☞ ⑤社長の考えと社員の考えの一致具合
☞ ⑥仕事内容

☞ ⑦採用人数・選考方法
☞ ⑧勤務時間、休日・休暇、初任給

☞ ⑨福利厚生の背景、研修制度の理由
☞ ⑩若者雇用促進法による

青少年雇用情報シートの開示内容

過去 現在 未来

ＳＷＯＴ分析・ＰＥＳＴ分析



情報源になるもの

・日経新聞（追加するなら日経ＭＪ・日経産業、一般紙）

・四季報
・業界専門誌 ・ビジネス雑誌 ・インターンシップ
・ＯＢＯＧ社会人訪問、会社訪問 ・教授に聞く、関連授業を受ける

（大学）就職支援センター
（民間）就職情報サイト
（国）厚労省 しょくばらぼ
（国）厚労省 若者雇用促進総合サイト
（国）金融庁 ＥＤＩＮＥＴ
（県）かごＪｏｂ
（地域紙）南日本新聞や地元の新聞



情報源になるもの

しょくばらぼ 🔍検索 Ullet 🔍検索





インターンシップ窓口

場 所

開室時間

連 絡 先

： 共通教育棟１号館１階

： 平日 ８：３０～１７：１５

： ０９９－２８５－７０５３
intern01＠kuas.kagoshima-u.ac.jp

キャリアに関する、専任教員1名、専門スタッフ2名が常駐しています。
気になることや相談事があれば、気軽にお越しください。


