インターンシップ in 東北
岩手県立大学・岩手大学・盛岡大学主催のインターンシップ一覧です。
事業所名

業種

受入部署

就業地

受入期間

主な体験内容

株式会社 昭和土木設計

その他

コンサルタント事業部

岩手県紫波郡矢巾町流通セ 2023年2月13日〜2月17日 建設コンサルタント業の概要と測量調査設計の概要説明。
ンター南
迄
2次元から3次元設計に進化している最先端の設...

株式会社東北システムズ・サポート

情報通信業

人事企画本部

岩手県盛岡駅西サテライト 2023年 3月22日（水）、2 情報処理業界勉強会 プログラミング演習 他
3日（木）、24日（金）

人事企画本部

岩手県盛岡駅西サテライト 2023年 3月6日（月）、7
日（火）、8日（水）

人事企画本部

岩手県盛岡駅西サテライト 2023年 2月27日（月）、2 情報処理業界勉強会 プログラミング演習 他
8日（火）、3月1日（水）

情報処理業界勉強会 プログラミング演習 他

山人-yamado-

飲食・宿泊業

本社

岩手県和賀郡西和賀町

2022年1月〜3月の内５日
間以上

株式会社 小田島組

建設業

工務部

岩手県北上市

2023年2/13-3/10の期間中 ・現場での各種作業(測量、現場の写真撮影など) ・内業
3日間

データドリブン部

岩手県北上市

2023年2/13-3/10の期間中 ITを使った各種操作
3日間

ソリューション1部

岩手県北上市村崎野１９地 2023年2023/2/15˜17
割１１６番地４

株式会社システムベース

情報通信業

開発1部商品企画グループ 岩手県北上市村崎野１９地 2023年2023/2/6
割１１６番地４

チェックイン、アウトの見学・客室清掃・食事対応の見学・補
助・ミーティング参加など

設計支援ツールを使った画面デザイン、システム設計と、プロ
グラム自動生成ツールを活用したプログラム...
プログラム開発に使われる自社ツール「RapidReport」を使った
プログラミングを体験していただきます。

奥州宇宙遊学館

教育・学習支援業

インターンシップ担当

岩手県奥州市水沢

2023年2/8〜2/12、または 小中学生向けサイエンス・ワークショップのプログラム考案か
、2/23〜2/27
ら実演まで

自衛隊岩手地方協力本部

公務・非営利組織等

自衛隊岩手地方協力本部

岩手県盛岡市、滝沢市、山 2023年2023/2/27〜3/24の 【講義】 防衛省・自衛隊の概要、自衛隊でのキャリアデザイン
田町
間で応相談
、福利厚生など 【実習】 訓練内容...

北上市役所

公務・非営利組織等

北上市企画部総務課統計係 岩手県北上市芳町１番１号 2023年2023/02/13-02/17

統計調査に関する単位区設定図（図面）の作成

株式会社サラダファーム

卸売・小売業

アグリ部・運営部・加工部 岩手県八幡平市

2023年2/15〜2/17

園芸作物に関する農作業体験、小売店舗における接客販売体験
、菓子工場製造体験

株式会社ぴーぷる 盛岡事業所

情報通信業

盛岡事業所

岩手県盛岡市

2023年2月13日〜2月15日 【サーバー構築〜ウェブサイト公開】Linuxでサーバーを構築し
の間で応相談
てウェブサイトを公開

矢巾町役場

公務・非営利組織等

産業観光課

岩手県矢巾町

2023年2023/02/01-2023/
03/31

ＰＣを使った事務作業、ＨＰやＳＮＳでの情報発信事務、観光
施設（屋外）の確認作業等

株式会社新鉛温泉 結びの宿 愛隣館

飲食・宿泊業

接客部、パブリック部、管 岩手県花巻市
理部など

2023年2/4〜2/6

■オリエンテーション■ インターンシッププログラムの説明
社長講話 館内見学 ■各部署の仕事体験■ ...

株式会社 スズキ自販岩手

卸売・小売業

管理部

岩手県盛岡市

2023年2/14〜2/16

「スキルアップ」や「仕事体験」を同時に行いたいという方に
、おススメのインターンシップを開催します...

二戸市役所

公務・非営利組織等

希望により調整

岩手県二戸市

2023年通年（応相談）

ＰＣを使った事務作業、施設等での体験、施策立案演習、屋外
作業 など希望に応じ対応します。

株式会社アイオー精密

製造業

製造部・標準品事業部・生 岩手県花巻市東十二丁目1 2023年2/1（水)˜2/28（火
産技術
7-1-1
）の間3〜5日間

信幸プロテック株式会社

建設業

サービス部・トータルエン 岩手県矢巾町
ジニアリング部他（全部門

受注から機械加工、出荷までデジタル技術を駆使した最先端の
ものづくり体験をしていただきます。実際に...

2022年2023.2.1〜2023.3.3 現場同行・軽作業、事務処理
1
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就業地
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主な体験内容

）
（有）アイドカ

金融・保険業

営業・事務

岩手県盛岡市前潟2-2-20

2023年2023/3/7〜3/9

保険営業体験やグループワーク、保険代理店が使用しているシ
ステムの紹介等を行う予定です。 また普段...

株式会社西部開発農産

農林水産業

生産部

岩手県北上市

2023年2023/2/1˜2023/3/3 米穀・野菜の栽培管理、収穫等
1の期間中3日間（応相談
）

東北エンジニアリング株式会社

サービス業

用地部

岩手県盛岡市

2023年2/6〜2/10、2/13〜 測量調査の実習と、帳票へのデータ入力、ＣＡＤソフトを用い
2/17、2/27〜3/3、3/6〜3 た図面作成などを行っていただきます。
/10、3/13〜3/17 3/27〜3/
31から選択、他応相談

技術部

岩手県盛岡市

2023年2/6〜2/10、2/13〜 ドローン等を使った測量演習、三次元点群データ解析、パソコ
2/17、2/27〜3/3、3/6〜3 ンを使った土木設計ＣＡＤ、水理計算演習、...
/10、3/13〜3/17 3/27〜3/
31から選択、他応相談

千田工業株式会社

建設業

総務部、土木部、建築住宅 岩手県北上市
部

2023年応相談

・建設業界の現状把握 ・建設工事の現場見学
・施工管理（現場実習）

社会福祉法人 悠和会 銀河の里

医療・福祉

【web開催】法人事務局

岩手県花巻市

2022年2022年1月-2022年 Web上で銀河の里全体の事業や活動の紹介します。
2月（応相談）
銀河の里のリソースや強みをまとめ、社会や地域の課題...

特定非営利活動法人 未来図書館

教育・学習支援業

未来図書館

岩手県盛岡市

2023年2022年2月〜3月で プログラム実施に向けた情報入力作業、学校現場での会場設営
応相談
、サポート、司会進行、事後フォロー（感想...

株式会社タカヤ

建設業

営業職(住宅・建築・不動
産)

岩手県盛岡市

2023年2023/2/9˜11（3日
間）

各事業部（住宅事業部・建築営業部・不動産事業部）の営業職
についてローテーション体験していただきま...

ニチコン岩手株式会社

製造業

技術部、品質管理部

岩手県岩手町

2023年応相談

・各種機器を使用したコンデンサの試験・検査
・希望により事務職種あり

リコージャパン株式会社

卸売・小売業

事業管理グループ

岩手県盛岡市

2023年2023/02/06-02/17
の間で応相談

会社紹介、商品紹介と体験、営業・カスタマーエンジニアと同
行等

ホクト株式会社

製造業

総務部

岩手県北上市村崎野15-35 2023年2/1˜3/31
6-3

・部品の注文 ・入荷品の検品 ・入荷伝票の処理

工法技術部

岩手県北上市村崎野15-35 2023年2/1〜3/31
6-3

・3D CADを使用してCAD実習 ・2D
CADを使用して制御配線図作成
・機械組立実習、制御盤作成実習等 ...

株式会社ベアレン醸造所

製造業

営業部ほか

岩手県盛岡市

2023年1/27 2/3 2/10 2/20 「ベアレンの日常を理解する」コース・・・営業同行、工場見
学など。 「ベアレンの考え方を理解する」...

株式会社吉田測量設計

サービス業

測量調査部／設計部

岩手県盛岡市

2023年指定なし（応相談
）

岩手県国民健康保険団体連合会

公務・非営利組織等

保健介護課

岩手県盛岡市

2023年2023年3月8日（水 R6年度岩手開催の全国学会に係る協賛金候補の洗い出し業務（8
）〜3月10日（金）
00人規模）、準備作業全般 その他、保険者...

大森クローム工業株式会社

製造業

製造課・生産管理課・技術 岩手県北上市
開発室

2023年2023/2/13〜2/25

大森クローム工業の「めっき加工」体験と「プレ社員」体験
当社で行っている「工業用クロムめっき加...

製造課・生産管理課・技術 岩手県北上市

2023年2023/2/13〜2/17

大森クローム工業の「めっき加工」体験と「プレ社員」体験

「地図に残る仕事」として、皆さんの生活基盤を支える社会イ
ンフラ整備のための必要な測量または設計業...
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就業地

受入期間

開発室

主な体験内容
当社で行っている「工業用クロムめっき加...

社会福祉法人 共生会

医療・福祉

地域密着型特別養護老人ホ 岩手県二戸市
ームサンパレス又は特別養
護老人ホームサントピア

株式会社キンレイ

製造業

開発技術部または品質保証 岩手県奥州市胆沢区小山字 2022年2-4週間（応相談） ものづくり（機械組立、部品製造）、ラズベリーパイを使用し
部
森161-1
た製品改善課題の取り組み等 土日は、岩手...

有限会社タニムラフードサービス

製造業

鶏肉処理加工管理

岩手県久慈市

2023年2023年2月1日〜20 ・製造ラインでの製品づくり ・総合管理業務
23年3月20日期間中3日間
を予定

日本端子株式会社花泉工場

製造業

花泉工場

岩手県一関市

2023年2023/2/1〜2023/3/ ①連鎖端子のプレス加工オペレーター
31
②コネクタ・成形品のオペレーター ③製品検査業務
④生産設備の保...

岩手基礎工業株式会社

建設業

事業部

岩手県北上市

2023年応相談

（株）プレステージ・インターナショナ 複合サービス業
ル岩手BPO一関ブランチ

IT統括本部

岩手県オンライン開催(Zo
om)

2023年2022/2/20〜2022/ ■プログラム：事業理解/会社説明/IT実務体験/社員との交流 等
2/22
■IT体験内容： 【システム開発】 ...

株式会社丹野組

建設業

建築部、土木部、総務部

岩手県二戸市

2023年2023/2/1〜3/31

工事現場の管理（安全・品質・工程・原価）、測量、ドローン
撮影、CAD図面作成、建設機械重機操縦、工事...

合同会社スプリングブリーズ

医療・福祉

有料老人ホームSW

岩手県盛岡市

2023年2023/2/1〜3/20

有料老人ホームでのセールス戦略（ワークショップ）策定・策
定した戦略を用いたセールス活動（同行）

有料老人ホームケアチーム 岩手県盛岡市

2023年2023/2/1〜3/20

ご利用者の心身状態の把握・レクリエーションコンテンツの企
画など。

経営管理部

2023年随時

養鶏農場や鶏肉加工工場の見学。給与計算。業界研究、発表。
テーマを設けた課題解決のためのディスカッ...

株式会社あべはんグループ

製造業

岩手県二戸市

2023年2月上旬〜3月下旬
（応相談）

入所者の日常生活全般にわたる介護の業務、食事介助、見守り
、余暇支援等

工事現場に行き、下記の仕事を体験できます。
【施工管理補助】工事写真の撮影・測量など（天候により...
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