
令和５年度

うりずんインターンシップ参画等手引き

～参画からマッチング後まで～



Ⅰ．うりずんインターンシップについて
全国と比較して高い若年者の非正規労働者の割合や離職率、労働生産性の向上

といった沖縄の課題や就業問題等に対して、大学入学直後から「課題を見つけ主体

的に判断・行動し問題を解決できる力」、「自分のやりたい事や自分の望む人生を自
らの意志で選択・創造する力」、「地域社会の価値や課題に向き合い積極的な社会参
画を通して、社会貢献し続ける力」を養成することが求められており、インターン
シップはその教育機会として非常に有効です。
うりずんインターンシップは、沖縄県内産業人材の育成と学生のキャリア形成を目

的に、県内企業や他大学と連携して実施している琉球大学主催のインターンシップ
プログラムであり、基幹産業や特区に象徴される観光業・ＩＴ産業をはじめ「沖縄らし
さ」を活かした実習プログラムが特徴で、９年目の今年度までに延べ100社以上の
企業へ1000名以上（延べ400社、1400名）の学生を派遣してきました。プログラ
ム案の作成から学生とのマッチング、事前事後での研修、現地実習などの過程で、
ご参画企業・団体の皆様と綿密な調整を行うことにより、より教育的効果の高いイ
ンターンシップとなるよう目指しております。

Ⅱ．実施概要

実習時期 ： 夏季休業期間 令和５年８月１６日（水）～９月２９日（金）

実習日数 ： 2日間以上（推奨５日間以上）

※琉球大学生の単位認定条件は５日以上、名桜大学生は１０日以上です。

本学では「Ａ社（２日）＋Ｂ社（３日）を組み合わせた５日間」等も認めております。

実施時間 ： １日８時間程度の通常勤務（「みなし１日」が６～８時間程度）

実施方法 ： 対面およびオンライン（ハイブリッド含む）

対 象 ： 沖縄県内の企業・団体様（県内の支店・事業所 等含む）

参加学生 ： 琉球大学学生、県内の他大学・短期大学学生 （全学年対象）

その他 ： 協賛金なし（令和３年度から廃止しました）

協賛金以外で「学生への活動費・交通費等」は基本的に不要ですが、

必要に応じて、企業都合に合わせてご対応下さい。



日程・時間 内容

４月 ５日（水）

４月 １７日（月） 14：00～15：00

５月 １９日（金）

６月 １日（木）

６月 １９日（月） 10：30～12：00

６月 ２９日（木）

６月 ３０日（金）～７月 １３日（木）

７月 １４日（金）

７月 ２２日（土）

７月 ２９日（土）

８月 ５日（土）

８月 １２日（土）

８月 １６日（水）

９月 ２９日（金）

１０月 ２１日（土）

インターンシップ参画申込開始

インターンシップ事業紹介・説明会（オンライン）※希望企業のみ

➀参画申込、➁「マッチング冊子（企業紹介・実習プログラム掲載）」

③「プログラム内容＆企業紹介3分動画」の提出〆切

学生の本エントリー開始（マッチング期間スタート）

学生と企業・団体様との交流会（オンライン開催）※希望者のみ

学生の本エントリー〆切

学生選考開始（参画企業・団体様が受入学生を選考）

受入れ学生決定(選考終了)、受入れ調整開始（覚書の締結開始 等）

（インターンシップ事前研修）

（インターンシップ事前研修）

（インターンシップ事前研修）

（インターンシップ事前研修）

インターンシップ開始日

インターンシップ終了日

インターンシップ事後研修 ※（ ）の事前研修は学生のみ参加

Ⅲ．（企業・団体様向け）うりずんインターンシップスケジュール（予定）
※規定感染症の変更対応や台風等で当初のスケジュールや実施方法から変更する場合もございます。

Ⅳ．インターンシップ実施までの各種手続き等について
１．マッチング期間まで（～6/1）
（１）実習期間・日数・受入れ人数の設定について

実習期間及び日数は、令和５年８月１６日（水）～９月２９日（金）の中で最短2日間以上

ご設定ください。また期間については、以下のように複数期間でそれぞれ受入れ人数

を設けていただくことも可能です。

例）・９月４日～９月８日（５日間）３人
・①９月４日～９月８日、②９月１１日～９月１５日（各５日間）各期間２人まで受入可能
・８月１６日～９月２９日（学生の希望に応じます）期間中１０人

（２）実施方法について

対面実施を推奨しておりますが、オンラインまたはハイブリッドでも実施いただけます。

（３）実習のテーマについて

実習内容を要約したものや実習内容の目標などを含めたテーマをご設定ください。

「事務系」「技術系」などで分けて複数テーマを設けていただくことも可能です。

例）・課題解決型 技術系インターンシップ
・○○事業創発体験と○○コンテンツ制作インターンシップ
・○○業界を網羅的に学ぶ○○日間のインターンシップ



（４）実習内容について

職場での日常業務体験が中心となりますが、初日および最終日などでは、学生への

フィードバックとして、成果報告会やミーティングを設けていただくことを推奨しています。

※実習内容のご検討にあたり、別紙の「効果的なインターンシップ実施のための３つのコ

ツ・事例集」をご確認ください。

※ご参画申込み時は、その時点で予定している実習内容を記入ください。

ご参画決定後、変更や修正、参加学生との調整も可能です。

※三省合意のインターンシップ改定（４類型）については、4/17㈪の説明会でご案内します。

【参画申込フォーム（記入例）】
１）・オリエンテーション（事業説明、業務内容説明、打合せ）
・建設現場での大工体験または設計職場体験
・本社でのレポート作成と発表・プレゼン発表

２）・オリエンテーション（社長講話、事業内容・実務の把握）
・会議体験、グループワークによるwebサイト記事作成に向けた準備
・発送作業、データ入力作業、Webサイト記事のための取材準備
・Webサイト記事の提案書作成、提案準備、プレゼンテーション
・Webサイト記事の原稿作成、撮影、原稿修正
・クロージング

（５）「マッチング冊子用（企業紹介・実習プログラム掲載）」データ資料の提出について

６月１日（木）から開始するマッチング期間にて、企業・団体様のご参画申込み時に入力い

ただいた実習期間や内容をまとめた「マッチング冊子（企業紹介・実習プログラム掲載）」

を学生向けに公開します。また、追加資料として、以下２つのデータ提供をお願いします。

提出期限 ： 令和５年５月１９日（金）

提出方法 ： メールでのご送付をお願いします。

送付先➡urizun@acs.u-ryukyu.ac.jp

バナー画像

ハガキサイズ（12.7㎝×8.255㎝）、（.jpg / .jpeg / .png）形式でご提出ください。

※文字サイズは28p（ポイント）以上で作成下さい。

※作成が難しい場合はお知らせください。

（マッチング冊子用）企業・団体様紹介用資料（冊子に追加します）

A4サイズ縦2ページ以内、（.pptx / .ppt / .doc / .docx）形式でご提出ください。

※「自社の魅力」、「インターンシッププログラムの詳細と魅力」、「インターンシップ参加

の条件や選択肢」などをわかりやすくお示しいただけますようお願いします。

※冊子はデータで学生へ配布します。自社HP等のリンクを貼ることも効果的です。

※ご作成が難しい場合はお知らせください。

mailto:urizun@acs.u-ryukyu.ac.jp


２～３ページ目は
各企業・団体の
自由ページです。

データの提出も
参画申込と同じく
5／19㈮まで

①バナーをクリックすると… ②冊子内の各企業詳細ページに飛びます

「マッチング冊子」のイメージ

参画申込のＦｏｒｍｓにご入力いた
だいた内容から、マッチング冊子
の１ページ目として反映されます。

参画申込Ｆｏｒｍｓの
入力締切：５／19㈮

1ページ目

1ページ目拡大【例】



（６）「プログラム内容＆企業紹介３分動画」ご提出のお願い

６月１日（木）から開始するマッチング期間にて、

➀企業・団体様の「マッチング冊子（企業紹介・実習プログラム掲載）」の他に、

➁「プログラム内容＆企業紹介３分動画」もYouTubeにて限定公開を予定しています。

つきまして実習内容や自社紹介の動画を作成のうえ、ご提出をお願いしたく存じます。

※昨年度ご提出いただいた企業様は、昨年の動画を活用することも可能です。

※ZOOMの録画機能でPowerPoint資料を共有して紹介する作成方法で構いません。

※動画提出ができなくてもご参画についてお申込みいただけます。

提出期限 ： 令和５年５月１９日（金）

提出方法 ： 容量上の問題もありますので、以下のいずれかの方法でご提出願います。

①Googleドライブへ動画データをアップロード

https://drive.google.com/drive/folders/1F2oKZNbZwRdtH_E7N55lZK1OtNzzMK9c

※Googleアカウントへのログインが必要となります。

②大容量ファイルサービスなどを使用する場合

送付先➡urizun@acs.u-ryukyu.ac.jp

※動画の作成が難しい場合はサポートしますので、ご連絡いただけますと幸いです。

２．マッチング期間から実習実施前まで（6/1～）
マッチング期間は、参画企業・団体様の実習内容および動画の公開、交流会を通じて

学生と企業・団体様のマッチングを行うものです。なお、マッチング期間中は、各企業・団体

の皆様への問合わせ強化期間としたく存じます。学生からの実習内容について問い合わ

せ・相談にご対応お願いします。

※学生から企業・団体様への問合わせは「電話」を想定していますが、企業都合等で「メー

ル対応のみ」とご指定いただくことも可能です。（参画申込フォームにてご回答願います）

（１）学生の本エントリーについて（6/1～6/29）

学生はマッチング期間に公開された各種情報を確認し、本エントリーとして履歴書を本学
へ提出します。その後、学生の希望などを踏まえ、取りまとめた履歴書を本学から各企業・
団体様へお送りします。

（２）受入れ学生の選考方法について（6/30～7/１３）
受入れ設定された人数以上に学生のエントリーがあった場合は、学生の選考を行います。
学生の選考は、原則、企業・団体様の方でお願いします。
※エントリー数が受入れ設定人数を超過しなかった場合、原則として選考は行いません。
※やむを得ず選考が難しい場合は、事前にご連絡をお願いします。

選考方法

履歴書による書類選考を基本としますが、期間中に面接等を実施いただいても問題あり

ません。※面接等の日程調整は、直接学生とご調整いただいて構いません。

https://drive.google.com/drive/folders/1F2oKZNbZwRdtH_E7N55lZK1OtNzzMK9c
mailto:urizun@acs.u-ryukyu.ac.jp


（３）受入れ学生決定後（選考の有無に関わらず）（7/1４～）

受入れ学生が決定した際は、速やかに「様式１_うりずんインターンシップ学生受入れ通知

書」を作成し、メールにてお送りください。その後、受入れ学生より挨拶等のご連絡を行い

ます。詳細な日程調整や必要事項のご確認をお願いします。

（４）実習日程・内容の確定

「様式２_うりずんインターンシップ実習計画」を作成してご提出ください。

提出期限 ： ７月２１日（金） ※７／２２(土)の事前研修で参加学生に配布します。

提出方法 ： メールにてご送付ください。 送付先：urizun@acs.u-ryukyu.ac.jp

（５）誓約書・覚書について

誓約書 受入れ学生より実習開始前までに「様式３_誓約書」を企業・団体様へ提出させてい

ただきます。

※企業・団体様の様式を使用する場合は事前に提供願います。

覚書 受入れ学生の所属校と企業・団体様の間で「様式４_覚書」を締結いただきます。

※企業・団体様の様式を使用する場合は事前に提供願います。

（６）学生と企業・団体様とのオンライン交流会（６月１９日（月） １０：３０～１２：００）

マッチング期間中に、学生と企業・団体様向けに「オンライン交流会」を実施します。

企業・団体様と学生の少人数のグループを作成して、「社会人とは、働くとは」といった

テーマに沿って懇談いただく事を予定しています。

詳細は、ご参画申込み終了後にご案内いたします。

このあとの実習開始後から事後研修などの手続き等の詳細につきましては、ご参画企
業・団体様の確定後に改めてご説明いたします。どうぞよろしくお願いします。

mailto:urizun@acs.u-ryukyu.ac.jp


Ⅴ．ご参画のお申込み

ご参画に関する準備等をご確認のうえ、お申込みください。

提出用資料よりも先にお申込みいただくことも可能です。学生への案内を６月１日㈭

開始としているため、早めにご回答いただけますと幸いに存じます。

申込期間 ： 令和５年４月５日（水）～５月１９日（金）（入力締切：５／１９㈮１７：００）

申込方法 ： 以下電子フォームへの入力をお願いします。

URL➡https://forms.office.com/r/Xq7BuXm9Bn

参画申込みと併せて提出いただく書類：

こちらからダウンロードしてください ➡https://onl.sc/t1eGZqx

うりずんインターンシップ説明会（4月1７日（月）14：00～15：00）

企業・団体様向けに令和５年度のうりずんインターンシップご参画に関して、オンライン説

明会を実施します。申込は以下の電子フォームより申込みをお願い致します。

※説明会に参加できない場合でも、ご参画は可能です。

申込み期限 ： 令和５年４月１3日（木）17時まで

URL➡https://forms.office.com/r/25gjxKPp9p

（提出方法）書類等名称 資料の提供期限

１ （電子フォーム）インターンシップ参画申込み

５月１９日（金）

※６／１より学生へ
企業情報を案内します。

２ （電子フォーム）インターンシップ説明会（出欠締切4/13）

３ （メール）バナー画像のデータ

４ （メール）マッチング冊子用（企業・団体様紹介）資料

５ （アップロード or メール）実習内容等３分プレゼン動画

６ （メール）様式１_うりずんインターンシップ学生受入れ通知書
受入れ学生決定後

速やかに

７ （メール）様式２_うりずんインターンシップ実習計画 ７月２１日（金）

令和５年度うりずんインターンシップご提出書類等一覧
～参画からマッチング後まで～
※上記記載の書類や手続きの他、追加でのご提出等をお願いする場合もございます。

https://forms.office.com/r/Xq7BuXm9Bn
https://onl.sc/t1eGZqx
https://forms.office.com/r/25gjxKPp9p
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