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第１章 概要 

１ 東予東部ものづくり若年人材確保対策協議会について 

（１）目的 

東予東部地域の「ものづくり企業」が抱える人材不足等の課題に対応する

ため、県、３市、愛媛大学、新居浜工業高等専門学校、地元経済団体を構成

員とした「東予東部ものづくり若年人材確保対策協議会」を設立し、この協

議会を実施主体として、愛媛大学理系学部、新居浜工業高等専門学校及び中

南予高校の学生、教員を対象に、企業が自社を積極的にＰＲできる場を提供

して就職につなげ、優秀な人材の確保によりものづくり産業の振興、若者の

定着、地域の活性化を図ることを目的とする。 

（２）設立総会及び第一回総会 

    平成 31年４月 23日（火曜日） 

（３）構成員 

 

 

（４）登録企業数 

79社 
  
 

  

役  職 氏  名 現 職 名 

委  員 

赤間 道夫 愛媛大学 COC+推進コーディネーター 教授 

吉川 貴士 新居浜工業高等専門学校 地域連携部門長 教授 

秦 誠一 新居浜商工会議所 専務理事 

野田 厚 西条商工会議所 専務理事 

利藤 謙二 四国中央商工会議所 専務理事 

山下 建樹 周桑商工会 事務局長 

石水 司 土居町商工会 事務局長 

轟 浩二 愛媛県 東予地方局産業経済部長 

河端 晋治 新居浜市 経済部長 

明比 卓志 西条市 産業経済部長 

宮﨑 修 四国中央市 経済部長 

オブザーバー 松本 賢哉 愛媛大学 社会連携推進機構 教授（地域連携コーディネーター） 

【内訳】 

新居浜市の企業  39 社 

西条市の企業   24 社 

四国中央市の企業 16 社 
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２ 事業概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ 理系大学生等人材確保対策事業(愛媛大学理系学部生、新居浜工業高等専門学校生) 

 

ものづくり企業見学会 

愛媛大学生を対象としたオンライン

企業見学会を実施。 
新居浜高専生を対象とした企業紹介
動画を作成し、オンライン配信。 

【対象】 

新居浜 

西条 

四国中央 

の企業 

【業務委託先】 

一般社団法人新居浜 

ものづくり人材育成協会 

ものづくり企業出張講座 
愛媛大学・新居浜高専にて、自社の技
術力や将来性を説明するオンライン
出張講座を実施。 

ものづくり企業 

発信能力アップセミナー 

採用活動に役立てるため、自社企業の
魅力発信のスキルアップのために外
部講師を招いてセミナーを実施。 

意見交換会 

就職動向等の情報共有のために、大
学・高専の教授・教員と、企業の人事・
採用担当者とのオンライン意見交換
会を実施。 

協議会事業報告書の 

作成・配付 

協議会事業の実施内容や参加企
業・参加学生のアンケート結果等
を取りまとめ、登録企業等に配布。 

 

２ 中・南予高校生の就職促進事業（中・南予の高校生〔全学科〕） 

 ものづくり企業 

紹介パンフレット作成 

企業の認知度向上を図るため、企
業のＰＲパンフレットを作成、県
内の高校に配布。 

新居浜 

西条 

四国中央 

の企業 

【業務委託先】 

株式会社ハラプレックス 

ものづくり企業見学会 
中・南予の高校生を対象とした企
業紹介動画を作成し、オンライン
配信。 

 

 
中南予高校との 

オンライン交流会 

中・南予の高校生及び就職担当教
員と企業とのオンライン交流会を
実施。 

【業務委託先】 

リージョナルデザイン

株式会社 
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第２章 理系大学生等人材確保対策事業 

1 ものづくり企業見学会 

 

（１）目的 

愛媛大学・新居浜工業高等専門学校の学生と教授を対象に東予東部のものづくり企業の製

造現場である工場等を見学し、当該企業に対する学生の認知度を高め、就職を促進させるこ

とを目的とする。 

（２）実施状況 

   本年度は、コロナウイルス感染拡大の影響で、従来通りの工場等の見学が開催できないこ

とから、愛媛大学については、オンラインによるものづくり企業見学会を開催し、新居浜工

業高等専門学校については、企業紹介動画を作成して学生が視聴した。 

 

 

 

 

  

 愛媛大学 新居浜工業高等専門学校 

実施内容 オンライン企業見学会 企業紹介動画作成・オンライン配信 

実施日 

・社会共創学部：令和 2年 11月 13日 

・工学部：令和 2年 12月 15日 

・理学部：令和 2年 12月 23日 

（撮影期間） 

令和 2年 7月 20日～10月 8日 

参加者 

・社会共創学部 イノベーション学科

1～3回生 42名 

・工学部 電気電子工学科 3回生 87名 

・理学部 全学科 2・3回生 126名 

・機械工学科、電気情報工学科、電子制

御工学科、生物応用化学科、環境材料

工学科の 5学科の学生 

・総視聴回数：1170回 

参加企業 

〇オンラインによる企業説明、工場見

学等 

 

・社会共創学部：株式会社大石工作所 

・工学部：株式会社マルヤス 

・理学部：川之江造機株式会社 

 

〇企業紹介動画を作成し、学生が視聴 

・アイム株式会社 

・一宮運輸株式会社四国支社 

・株式会社一宮工務店 

・株式会社大石工作所 

・技研工機株式会社 

・株式会社コスにじゅういち 

・有限会社佐々木組 

・三光機械工業株式会社 

・株式会社ダイテック 

・株式会社タステム 

・株式会社続木鉄工所 

・株式会社トーヨ 

・株式会社トップシステム 

・登尾鉄工株式会社 

・フラスコ株式会社 
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資料１.愛媛大学 オンラインものづくり企業見学会実施状況及びアンケート結果 

（１）実施状況 

 

〇株式会社大石工作所（対象：社会共創学部） 

  
 

〇株式会社マルヤス（対象：工学部） 

  
 

  〇川之江造機株式会社（対象：理学部） 
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（２）参加学生に対するアンケート 集計結果 

 

１）社会共創学部 （アンケート回収数 29名分） 

 

【株式会社大石工作所】 

設問１ 総合的な満足度をお答えください。 

選択肢 ①満足 ②やや満足 ③やや不満 ④不満 

回答数 １９人 １０人 ０人 ０人 

 

設問２ 「③やや不満」「④不満」を選んだ方は、具体的な不満点を教えて下さい。 

 

・なし 

 

設問３ その他ご意見、ご感想がありましたら、自由に記載をお願いいたします。 

 （意見） 

・ありがとうございました 

・リモートながらわかりやすい工場見学、質疑応答でした。 

・プラントの点検は需要があることがよくわかりました。 

・マイクの音量がもう少し大きい方が聞こえやすいと思いました。 

・貴重でした。 

・貴重なお話をしていただき、ありがとうございました。 

・オンラインでの説明、見学だったがとてもわかりやすかったので良い勉強になった。 

・貴重な時間をありがとうございました。 

・オンラインで工場見学っていうのは初めてでしたが、思っていたよりもおもしろいもので

した。現場とか綺麗にされていたし、若い方も活躍されていることを知り、とても好印象

でした。ありがとうございました。 

・設備や施設について詳細にお話していただき、ホームページでは得ることの出来なかった

様々な情報を知ることができました。 

・コロナウイルスの影響で実際に訪問することはできませんでしたが普段ではできないよう

な特殊な形で工場の中を見ることができてよかったです。 

・オンライン工場見学という全く想像がつかないものがこんなに楽しく、興味深いものだと

は思いませんでした。本当にありがとうございました。 
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２）工学部 （アンケート回収数 79名分） 

 

【株式会社マルヤス】 

 

設問１ 総合的な満足度をお答えください。 

選択肢 ①満足 ②やや満足 ③やや不満 ④不満 

回答数 ５２人 ２６人 １人 ０人 

 

設問２  「③やや不満」「④不満」を選んだ方は、具体的な不満点を教えて下さい。 

 

・質問の受け答え方法が棒読みと感じた。 

 

設問３ その他ご意見、ご感想がありましたら、自由に記載をお願いいたします。 

 （意見） 

・他のキャリアデザインの授業と違い、工場見学のライブ中継を行っていたことで、より会

社の雰囲気などが伝わった点。事前に接続の確認等を行なっていたことによって、よりス

ムーズに会社紹介などが行うことができた点がよかった。 

・事業内容などのスライドも非常に分かりやすかったし、工場見学も興味深い内容ばかりだ

った。 

・企業のことを、資料と社内見学によって深く知ることが出来ました。 

・資料は様々な工夫が凝らしてあり、見る人を飽きさせない、またとても分かりやすいスラ

イドでした。一方で、社内の見学においては、動きながら、また説明していただきながら

社内を見させていただけたため、リモートとは思えない、実際に対面で工場見学をしてい

るかのようで、具体的なイメージを持つことが出来ました。 

・今回の講義では、いつもとは違いリアルタイムの映像を見せていただいたため、レジュメ

だけでは感じられないリアル感というものを感じることが出来ました。レジュメを用いた

設備や仕事内容、製品の紹介よりも、実際にリアルタイムで製品、設備を写し、声と映像

で説明された方が深く理解をすることが出来たと思う。 

・社員の方が実際に働いている職場を見ることができ、雰囲気を掴むことができた。 

・今まで様々な企業の方に同じような説明をしていただきましたが、実際にカメラで職場の

様子を写しながら、そこでどのような仕事をしているかという説明を受けたことがなく、

個人的に新鮮な方法でとても関心が持てる説明だったというのが一番良いと思った点です。

他にも業務内容だけでなく、自社製品についてや待遇面のことなど、様々な面からどうい

う企業なのかを知れるような説明の内容だったこともよかったと思います。 

・実際に工場の見学はできなかったけど、オンラインという形で見学できたのは良かった。

最後に質疑応答の時間があってみんなが聞きたいことを聞けたと思う。 

・カメラを使って実際の仕事風景や会社内を撮影することで、実際に働く人の感じる雰囲気

がわかり、大変就職を考える上で参考になった。 
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・実際に働く人の仕事内容や身につくスキル、やりがいなどを営業課、開発課、製造課それ

ぞれについて説明があり、非常に分かりやすかった。 

・オンラインで工場の中を見学させていただけたことは斬新で、とてもよかったと思う。オ

ンラインにより社内の様子や社員の働いている姿などをみることができ、工場についてよ

く知ることが出来た。また、作業についての説明をしてくれたので、とても興味深かった。 

・実際に作業場を見学することによって自分がここに就職してからのイメージを明確に思い

浮かべることが出来ました。またどのような器具を使っているのかも実際に見ることが出

来て勉強にもなりました。 

・前半のパワーポイントで業務内容や、会社の概要等を簡潔にまとめてくださりわかりやす

かったです。また、事業内容も文章でまとめてくださっていましたが、後半からは工場見

学、職場の様子等を配信してくださり工業に携わる人間として働くことのイメージをする

ことができました。 

・ライブ映像で言葉だけでなく視覚の観点からも知ることが出来たため、これまでの業界研

究会と違っていてとても良かったです。 

・今までのキャリアデザインの授業では業界や会社の説明を聞く授業が多かったが、今回の

授業ではそれに加えて工場見学と言った普段では見られないものを見ることができて、よ

り一層、内容を深く理解できたのでよかったです。 

・現場の様子をリモート見学でも分かりやすく、かつ高画質で実施するための準備のおかげ

で、リモート見学にもかかわらず実際に現場で見学しているかのように感じられた点が良

かった。また、会社の事業内容等も細かく説明していただいたため、理解しやすく話が頭

に入りやすかった。 

・工場見学の際に会話形式での説明であったため、思いつく疑問点とその返答が含まれてお

り、より説明内容がわかりやすくなっていた。また、カメラが写す対象物を変えている間

は説明を進めないようにしている点は視聴者に優しい配慮だと感じた。 

・事業内容の説明では展示会の写真が使われていたため、わかりやすかった。強みと弱みに

分けて一つ一つ丁寧に説明していただけたので、現状を把握しやすかった。製品の紹介や

技術面での説明も行っていただいたが、個人的には実際の社員の方の一日の流れがあった

のが良かった。 

・良かった点はカメラ撮影により会社の中を見ることができ、実際に働いている社員さん様

子を見られたことや、会社の建物、設備、人からその会社の雰囲気を何となく感じること

ができたことです。今までインターンを経験してない身からすると、とても貴重な時間で

した。話を聞くだけではイメージがつかなかったものも実際に目で見ることでと、何とな

くこんなことをしているんだなとわかった。 

・仕事内容や一日の流れが知れてよかった。 

・僕たちと年齢が近い従業員の人が具体的に何をしているかを聞けたことは自分が就職した

ら何をするかを考えられてよかったです。 

・BtoBの企業はどのようなものかわかりにくかったのであまり選択肢に入っていませんでし

たが、少しわかりました。 

・今までのキャリアデザインの企業説明会では、スライドをメインに人事の方や愛媛大学 OB

の技術者の方が会社について、その企業で作っている製品についての説明で聞くだけのこ

とが多かった。しかし、今回の企業説明会では上記に書いてあるスライドをメインとした
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説明に加え、企業内を Web カメラを用いて画面越しではあるが見学出来たことが良かった

と感じた。また、企業内を案内するときにも、ここがどういった場所なのか、どのような

作業を行っているのかなど初めて見学する我々でもわかりやすいように説明してくれたと

ころが良いと思った。 

・オンラインでは、なかなか感じとれない職場環境を見て雰囲気を感じとれたことがとても

良かったです。質疑応答の時間でも、十分な時間を割いてくださり、迷っていることや、

質問に親身に答えてくださった点がとても良かったです。 

・今までの企業紹介はあくまでお話を聞くことがメインであり、最終的に学生のイメージに

寄るところが大きかったのですが、実際にカメラを通していたことで、社内の雰囲気など

がとてもわかりやすく、貴重な機械なども見せていただけて、興味がわきました。 

・実際に仕事場をカメラで写して説明してくれたこと 

・工場の見学をする際、質問するスタッフとそれに答えるスタッフの二人のスタッフの掛け

合いで説明がより分かりやすくなっていた。 

・オンラインであるにもかかわらず工場内、会社内の見学をすることができたため話だけで

は分からない部分や実物を見ることで理解を深めることが出来ました。また、質疑応答で

は 3 人の社員の方々からお話をいただくことが出来たため色々な視点で分かりやすく話を

聞くことが出来たところが良かったです。 

・実際の現場を肌で感じとれたことが一番であると思います。どういう仕事をしているのか、

どういう機器を使っているのか、どういう忙しさなのかを肌で感じ取ることができたので、

オンラインインターンと同じ価値があると思います。 

・リアルタイムで仕事場の紹介をしていただくことで、どのような雰囲気の会社なのか、社

員の方々がどのような環境で仕事をされているのかといった、スライドのみでの紹介では

なかなか伝わってこない部分をダイレクトに知ることができた点がとてもよかったです。 

・いつもの授業では担当の方が、パワポを使って説明するだけですが、今回の授業では資料

だけでなく、実際に工場の様子を担当の方たちが動きながら説明されたため、職場の様子

がいつも以上にわかりやすく、良かったです。会社の業務内容も気になりますが、職場の

様子も大変気になるため、今回のことは非常にためになった。 

・実際の仕事現場を生で見ることができ、また各現場にどのようなことをしているのかとい

うことを質問に答える形式でしてくれたので分かりやすかった。また質疑応答の時には分

野別に 3 人いてくれたので、質問に対して 1 番適切な答えが返ってくるようになっていて

よかった。 

・ただパワーポイントを使って説明してもらうだけでなく、実際に機械や会社のモットーな

ど見ながら知ることができてより理解を深めることができました。また、動画内での掛け

合いで私が知りたかったことを質問してくださり、すぐに解決することができ、とてもよ

かったです。 

・その企業についてよくわかった。 

・工場見学をリモートでできると思っていなかったので良い経験ができたと思う。普段は写

真などで職場を知ることが多いが、実際働いている人や使用している機械を見ることがで

きたので将来どういうところでどのような仕事をするのかがイメージできた。 

・会社説明だけでなく、複数のカメラを使ったオフィスツアーなど様々な視野からマルヤス

について知ることができる工夫がされていたから 
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・社内のビデオ周りで工場の細かいところを見ることができた点。思っていた以上に工場が

きれいだった。また、社員さんの仕事内容やスケジュールなど詳しく紹介されていて、非

常にわかりやすかった。製品紹介なども具体な製品、工程などを紹介しており、面白かっ

た。 

・そもそも自分自身はインターンシップに行ったことがなかったが、今回の株式会社マルヤ

スさんはもちろん、様々な企業について知れる機会があるのはとても良いことだと思う。

特に今回の企業の場合、工場見学もしていただけたため、具体的な仕事内容などを自分の

目で確かめることができた。次回からも工場見学などを取り入れていただきたい。 

・事業内容が詳しく、その業界の強みを理解しているうえに、弱みもしっかりと伝えられて

いる点がすごく良いと思った。実際に仕事場もみることができたのも良いと思った。製品

開発についても、顧客からの声をきいて開発するところもすごいと思った。 

・どんな環境で仕事をしているのかを具体的に見ることができた。 

・事業内容で自社の強みだけを言うのではなく、弱みについて言っているところが良かった

です。そして、それに対しての解決策を考えているところも良かったです。 

・製品紹介もすごく細かく説明してくださり、良かったです（その製品を開発するきっかけ

などが書かれていた。そして、その製品の効果。） 

・３つの職種（開発課・営業課・製造課）の方のそれぞれの仕事内容と一日のタイムスケジ

ュールが書いてあり、仕事に対するイメージが少しでもできたので良かったです。 

・工場見学などもあり、普通の会社説明会と違い、より詳しく会社の説明が理解できた。ま

た丁寧な説明も良かった。働くイメージがとてもしやすかった。インタビュー形式の説明

だったので一方的に話しかけられている感じがなかったところも良かった。 

・今までの Web 企業紹介では主にスライドを利用したものでしたが、今回はたくさんのカメ

ラを利用して実際に企業の内部まで見られたのでより分かりやすかったです。働いている

様子や使っている機械などを実際に見ることで、その企業で働く姿がイメージしやすかっ

たです。 

・キャリアデザインの授業ではいくつかの企業の方にオンライン上で会社説明をしていただ

いたのですが、初めて工場の中を見学させていただきました。工場をみさせていただくこ

とによって直感的に事業内容を理解することができました。また、工場だけでなく、事務

所等を見させていただくことによって、オンライン上にも関わらず、会社の雰囲気を感じ

ることができました。 

・実際に現場に行ってはないのに工場見学ができるということはとても革新的でとてもため

になったと感じる。またその工場見学では私たちの立場となって受け答えしてくれる人の

おかげで初めて見るようなものでも、わかりやすく詳細まで理解することができた。会社

の説明としてはこのようなやり方で聞かせていただくのは初めての出来事ではあったが、

とても分かりやすく、Webであることを最大限生かしていると感じた。 

・実際の働いている現場を見ることができたところ。 

・会社の概要を説明していただけるだけのものではなく、オンラインインターンシップに参

加しているような感覚でさまざまなものを拝見でき、今までで一番の充実感があった。実

際に施設内をカメラで回って一つ一つの部署を見学させてくれる、このようなことできる

会社ということで、会社としての充実が多く見え、素晴らしい会社であることもわかった

ことが大きい。 
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・愛媛大学の卒業生が主に説明してくれたことで参考になる部分が多かった。実際に社内を

カメラで撮影して見学することで会社に行って見学した雰囲気を味わうことができた。ス

ライドが簡潔にまとめられており見やすく、わかりやすかった。 

・現代のコロナ禍が進んでいる中、オンラインでの工場見学が増えてきていて、それをたく

さんの種類の製品のある株式会社マルヤスさんで行うことはすごく良いと思った。 

・実際の現場で働いている人の考えを聞けたのがよかった。今後自分がどのような考えを持

って行動すればいいかよくわかった。 

・実際に働いている現場を見学することができたので、職場という場所がどのようなところ

なのかを理解するのに役立った。また、その際に職員の方が場所について説明してくださ

ったので、より理解を深めることができた。 

・最後の質疑応答も就職する上での不安なことを聞くことができて良かった。 

・カメラがあったことで実際に働いている現場や使っている機器の実物などを見ることがで

き、職場での様子について具体的にイメージすることができた点。また、お客様や実際に

使用している人たちの意見を取り入れた製品の紹介や用途に応じて製品を分類していると

いうことから、課題に取り組む姿勢や業務を円滑に行うための工夫について知ることがで

きた点。 

・オンライン企業見学会について、カメラ越しでしたが、職場の雰囲気であったり、実際に

どのようなことを行っているかなどが、リポーターの女性の方の解説を含めてとても分か

りやすかったです。今はコロナウイルスの影響で実際に見学することはできませんが、社

内の雰囲気を肌で感じることができました。 

・技術者のお仕事を具体的に理解することができた点がよかった。 

・オンライン工場見学はとても役に立った。コロナの影響でインターンなど簡単に行くこと

が出来ず、企業の事がよく分からないまま就活する事に不安が多くあるがこのようなイベ

ントを開催して下さりとてもありがたく思いました。 

・会社の施設などを Zoomによる遠隔形式で見学させていただいたこと。工場見学の際の受け

答え方がとても丁寧で、会話力の高さがうかがえた。Zoomの遠隔見学終了直後にスマホを

取り出し、仕事の切り替えの意識が極めて高く、社員のモチベーションの高さを感じた。 

・工場内の見学などは実際にその会社に赴かないと見学を行うことが出来ないけれど、今回

はカメラを入れることで Zoomを通じて見学することが出来たのがすごくよかったです。実

際に社員さんが仕事をしている場面なども写してくれたのでとても参考にもなりました。 

・オンラインで工場見学が出来た点がよかった。 

・株式会社マルヤスさんの情報がとてもわかりやすく伝わったし見ていて興味が湧いた。い

ろんな種類の仕事を見ることは、自分の将来を考えたときにとても役に立つことだと思う

ので、このような機会はとてもありがたいです。 

・会話形式にいろいろなことを説明して下さり、とてもわかりやすかった。 

・工場見学をすることで、より会社の雰囲気を感じることができ、説明も１つ１つ丁寧だっ

たため、１Dayインターンシップくらい濃い内容でした。また、課題を見つける力をつける

ために、普段意識していないところまで意識して考えるようにして、世の中の、不満、不

便を見つけることが重要だ、という話がすごく刺さりました。今後に活かしたいです。 

・私は、今のところ正直自分のスキルに自信がなく、少人数社員の会社では役割と責任の重

大さに耐えられないだろうと思っているのですが、マルヤスさんはその環境下で協力しあ
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えている雰囲気を感じたり、ベン図での説明であったように問題解決をみんなで行えてい

るところを見て、会社貢献のために頑張れるそんな気がしました。 

・株式会社マルヤスにおける会社概要や事業内容を知ることができ、良かったと思います。 

・他の講義ではなかった Zoom上での工場見学が印象に残りました。そして、工場見学があっ

たおかげで、株式会社マルヤスについて深く理解することにつながりました。 

・まず、遠隔での工場見学であったが、画質が良かった。また、ラグが生じることも少なく、

聞き取りやすいものであった。実際の見学では自分で見たいとこを見られるが、オンライ

ンの工場見学では、狭い範囲しか見られないのではないかと思っていたが、様々な場所を

写していただき、また、分かりやすい、疑問の返答も取り入れた説明でオンラインの見学

でも内容がわかりやすいものであった。 

・実際に自分が就職する可能性のある企業の実際の仕事場や業務内容が見られて参考になっ

た資料だけでなく、実際にカメラをもって職場の映像を流していただけたのでリアリティ

があってよかった。 

・工場見学をオンラインで見させていただくことによって、実際に働いている企業さんの内

部を知ることができ、実際に自分が働くとしてもとてもイメージしやすく、また働いたと

してもやりがいがかなりありそうな仕事だったので、とても良かったと思いました。 

・実際にカメラを使って工場を見ることが出来、一つ一つの場所で説明されていて、とても

分かりやすかったところ。また、会社での部門ごとに何をするのか詳しく説明されて、と

ても分かりやすかった。 

・それぞれの部署の方 3 人に質疑応答して頂いたので、分野に限定されず質問しやすかった

ところが良かった。 

・このコロナ禍というなかなか企業と接することが難しい時期に、オンラインで工場見学を

行っていただいたことがとても良かったです。そのおかげで、企業の大まかな内容を知る

ことができ、より興味を持つことが出来ました。 

・仕事現場にカメラが入っていったので、どんなことをしているか、どんな場所でしている

のかがわかってよかった 

・今回の説明会のシステムがよかったです。最初に説明を聞いてから、実際に現場を見るこ

とができて、よくわかりました。また、御社の商品であるまぜコンの紹介もわかりやすか

ったです。商品の開発において、若手社員も活躍されているとい点も、御社の魅力である

と感じました。 

・たくさんの部署を紹介してくださったことがよかった。 

・質問コーナーがあったことがよかった。 

・通常の説明会でも十分に有意義な時間であるが、今回のような説明会は普段と違うことか

ら特に有意義な時間に感じた。オンラインの説明会はどこか見せられてる一方な感覚が強

いが今回の場合は、いち参加者として講演会に臨んでいる感覚がしっかりとあった。 

・オンラインの会社紹介ではあまり見ることができないリアルタイムの会社風景を見ること

ができたのが一番良かった点です。会社風景では、工場や様々な部署の現場を見ることが

できたため、会社がどう成り立っているのか少し実感できました。他にも、それぞれの部

署の具体的な説明や詳しい製品の説明を聞くことができたのも良かった点です。 

・株式会社マルヤスの会社の雰囲気がつかめてよかったと思います。 

・ほかの講義では見ることができなかった工場内の見学があることで質問したいことや興味
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がわきやすく、株式会社マルヤスについて深く理解することができたのもよかったと思い

ます。 

・パワーポイントや口頭での説明だけでなく実際の現場の映像を交えることで理解をより深

めることができた。また、質問しようと考えていたことも話の中で多く説明してくださり

とても良かった。今までたくさんの企業のインターンシップや説明会に参加してきたが、

今回のような説明会は初めてであり、今までで一番満足できる内容であったと感じている

とともに、今後の企業もこのような形で説明会を開催していただけると嬉しいと感じた。 

・実際にどう言った場所で製造しているかを直接ビデオで写しながらしていただいたので、

働いた時にどんな空間で働くかを想像できてよかったです。 

・あまり知らない業界だったので、プラスチックが用途別に様々な加工方法がある事が知れ

てよかったです。 

・製造業をする上でのやりがいについて最近わからなくなってきていたので、たくさんの人

の意見を聞けて多面的に分析することができてよかったです。 

・何社か他の会社の説明会を受けたが、その中でもダントツで会社のことを詳しく知ること

が出来た。何をしているか、どんな実績があるかといった事だけでなく、事務所や工場の

細部まで見せていただけたため、働いた時のイメージがしやすかった。 

・まず初めの口頭説明では、会社の概要を知ることができました。次にオンラインでの工場

見学は初めてでしたが、思っていたよりも内容が伝わりました。特に大人数での見学では

通らないような場所も、社員さんがカメラを持って入るだけでよいので、見学することが

できて良かったです。 

・良かった点は、発表するときに、仕事内容の中で、どの業種を紹介しているのか書いてあ

って、良かったと思う。そして、業界内のポジションもかいてあって、例えば、開発、設

計、販売ということを説明してくれたことだ。さらに、強みの例と弱みの例が書いてあっ

たということだ。次に、成形方法で色々な成形を挙げて、例えば、インフレーション成形

とか、射出成形とか、ブロー成形とか書いてあって、この業界でどのことをするのか分か

りやすいと思う。 

・遠隔ではあったが、工場見学できたのは、現場の人たちがどのように働いているのかとい

うのをリアルタイムで見ることができて、より具体的に仕事の内容が理解できた。また、

最後に実際の先輩たちに質問する時間が多く設けられていて、とても自分たちの企業研究

の勉強になった。 

・最初にいいなと思ったのは、企業様が Zoom内で設定している名前です。名前が質問用、撮

影用などきちんと記載してあり、とてもわかりやすかったです。次に工場見学の映像です。

院に行くことを決めている人はインターンシップのことを考えておらず企業見学に行って

いないと思います。しかし、キャリアデザインという企業様のお話が聞ける場を設けてく

ださっただけでなく、その工場まで紹介してくださってとても見ていてわかりやすかった

です。 
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３）理学部 （アンケート回収数 114名分） 

 

【川之江造機株式会社】 

 

設問１ 総合的な満足度をお答えください。 

選択肢 ①満足 ②やや満足 ③やや不満 ④不満 

回答数 ６６人 ４６人 ２人 ０人 

 

設問２  「③やや不満」「④不満」を選んだ方は、具体的な不満点を教えて下さい。 

 

・生物系に関連したものを期待していた。工場見学と思って気合を入れていたが、ほとんど

説明で期待外れだった。お話自体は興味深かったです。 

 

設問３ その他ご意見、ご感想がありましたら、自由に記載をお願いいたします。 

（意見） 

・質問への回答ありがとうございました。 

・面白かった。 

・工業にもっと興味を持てたので参加することができて良かったです 

・全く知らなかった世界について知ることができ、新しい知識を持つことができたため、とて

も有益な時間でした。 

・カメラ越しであったが見やすくてとてもよかった。また、進行がスムーズで分かりやすかっ

た。 

・実際に機械が稼働している様子を見たかった。企業の雰囲気はなんとなく伝わってきたので

良かった。 

・新しい工場見学の仕方で、どのような企業なのかを詳しく知ることが出来ました。ありがと

うございました。 

・工場見学もオンラインとはいえ細かいところまで紹介していただきとても参考になった。 

・資料だけではなく、オンラインだけでもあるとイメージが湧きやすいと感じた。 

・具体的に工場内の様子を知ることができてよかった。このような情勢でなかったら、実際に

目で見て、雰囲気を肌で感じたかった。 

・普段見ることができない貴重な体験ができた。 

・少人数精鋭の印象を持ちました。 

・製造業のイメージがあまりよくなかったのですが、社内が清潔そうで良いイメージになりま

した。 

・工場の広さがわかって楽しかったです。 

・この状況下で直接見学に行くことが難しいので、少しでも工場の雰囲気を知ることができて

よかった。 

・企業紹介をしていただきありがとうございます。会社の理解が深まりました。 
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・初めての経験でしたが、とても楽しかったです。 

・オンライン工場見学という経験は初めてだったのでどうなるのかと思っていましたが、とて

も贅沢で楽しい時間だったなと感じました。ありがとうございました。 

・普段知ることの無い会社の内部、特に工場の内部の様子を知ることができたので良かった。 

・実際の工場を見られたので楽しかったです。でもやはり行ってみないと分からないこともた

くさんあると思うので、リモートではなく実際に訪れてみたいなとも思いました。 

・とても貴重な話を聞けて良かったです。今回の話を聞いて就職活動に活かしたいです。 

・企業の話を聞く機会は多かったが実際に会社の中で業務されている方から具体的に仕事内

容の話を聞けて、とても興味深かった。工場内を実際に見られたのも面白かった。 

・他の企業も見てみたいと思いました。インターンシップの重要性が前よりも理解できまし

た。 

・コロナ禍のご時世でなくてもなかなか経験することの出来ない工場見学という体験ができ

良かった。 

・普段、見ることができない工場の様子や、部門ごとの仕事の内容を知ることができてとても

参考になりました。 

・企業が求めている能力を知ることができた。 

・初めて聞いた名前の会社だったのですが、日本の製紙関連機械の多くがこの会社の製品によ

ってつくられているのは大変な驚きでした。 

・実際に社内の様子が知れて、充実した時間になりました。 

・チャットで質問ができるということで質問しやすかった。 

・仕事内容をたくさん知れてよかった。工場に行って見学もしたかった。 

・実際の訪問でしか感じることのできない現場の雰囲気を感じることができなかったのは残

念だったのですが、それでも楽しむことが出来ました。ありがとうございました。 

・取り扱っている製品や、実際に社員さんがどのように設計作業を行っているのかなど、詳し

く知ることができてよかった。 

・工場は理学部系の人はいけないと思っていたが工学部でなくても大丈夫だと知った。 

・入社するためには専門的な知識や技術が必要になると思っていましたが、入社してから身に

付ければ良いと知ることができてとてもよかったです。ありがとうございました。 

・工場内には様々な機械が存在していて興味深く思いました。また KAWANOEについて様々なこ

とを知ることができたので良かったです。 

・工場見学の機会をくださり、ありがとうございました。 

・工場や会社についていろいろと知ることができたので良かったです。 

・就職やインターンシップを具体的に見据えた見学や説明をするのは、今回が初めてだったの

で、とても良い経験になった。企業が求めている人物像や必要とされる能力について少し知

れたので、それを参考にして今後の活動をしていきたいと感じた。 

・製紙について知識がなくても入社してから先輩方に色々教えて頂けたり、新入社員研修など

若手社員の育成がしっかりしていると思った。 
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（３）受入企業に対するアンケート集計結果（アンケート回収数 ３社分） 

 

設問１ 総合的な満足度をお答えください。 

選択肢 ① 満足 ②やや満足 ③やや不満 ④不満 

回答数 ２人 １人 ０人 ０人 

 

設問２  「③やや不満」「④不満」を選んだ方は、具体的な不満点を教えて下さい。 

  

・なし 

 

設問３ その他ご意見、ご感想がありましたら、自由に記載をお願いいたします。 

 

・弊社としても初めてのオンライン型での工場見学だったが、事前の脚本作成、リハーサル等

もあり、当日はスムーズに進行することができた。学生からの評価もおおむね良好だったよ

うで、弊社の名前・事業内容を知っていただく良い機会となりました。 

 開催支援いただき、誠にありがとうございました。 

・質問対応の際、iPadのインカメラを使用するなどして質問者の顔が見えるほうが良いと感じ

ました。 

・今回は貴重な機会を頂きましてありがとうございました。機械加工だけでなくもう少し様々

な職種の紹介が具体的にできればよかったのですが、準備できなくて申し訳ありません。 

 このような機会がありましたら、ぜひまたご紹介頂ければと思います。 
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資料２.新居浜工業高等専門学校 企業紹介動画撮影・作成実施状況及び視聴回数 

（１）実施状況（サンプル） 

 

〇株式会社トーヨ 

  
 

〇株式会社トップシステム 

  
   

〇フラスコ株式会社 

  
 

 

 

 

 



１７ 

（２）学生の視聴回数 

 

・新居浜工業高等専門学校の機械工学科 4年生 40名、電気情報工学科 4年生 43名、電子制御

工学科 4年生 40名、生物応用化学科 4年生 40名、環境材料工学科 4年生 40名について、本事

業で作成した企業紹介動画を視聴した。 

 また、他の学年についても、高専のデジタル回線網を利用し、視聴できる状態にあった。 

 

 

事業者名 視聴回数（回） 

アイム株式会社 231 

一宮運輸株式会社四国支社 158 

株式会社一宮工務店 55 

株式会社大石工作所 42 

技研工機株式会社 68 

株式会社コスにじゅういち 89 

有限会社佐々木組 43 

三光機械工業株式会社 43 

株式会社ダイテック 55 

株式会社タステム 47 

株式会社続木鉄工所 42 

株式会社トーヨ 59 

株式会社トップシステム 153 

登尾鉄工株式会社 41 

フラスコ株式会社 44 

総合計 1170 

 

※上記の視聴回数は、集団による視聴だけでなく、個別視聴を含みます。 
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２ ものづくりオンライン企業出張講座 

 

（１）目的 

愛媛大学・新居浜工業高等専門学校の授業において、東予東部のものづくり企業がオンラ

インにて講演し、自社の仕事の魅力や技術力等をＰＲし、企業の知名度向上を図ることを目

的とする。 

 

（２）実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）講演内容 

・企業概要の説明 

・会社概要・歴史・製品内容、保有技能・技術等  

愛媛大学 新居浜工業高等専門学校 

農学部 
 ○開催日  令和２年 10 月 31 日（土曜日） 

11 月 7 日（土曜日） 
 ○受 講 生 愛媛大学 農学部  

食料生産学科 ２・３回生 28 名 
 ○講演企業  (株)トップシステム 

アイム(株) 
(株)クック・チャム四国 
三王ハウジング(株) 
(株)一宮工務店 
(株)田窪工業所 
(株)大石工作所 
(株)よしだ 

 
 
 
機械工学科 
 ○開催日  令和 2 年 9 月 25 日（金曜日） 
 ○受 講 生 ３年生 40 名 
 ○講演企業  萩尾機械工業(株)  

丸住製紙(株)  
 
 

○開催日  令和 2 年 9 月 23 日（水曜日） 
 ○受 講 生 ４年生 42 名 
 ○講演企業  愛媛小林製薬(株)  

(有)SPC 

理学部 
 ○開催日  令和２年 12 月 9 日（水曜日） 
 ○受 講 生 理学部全学科２回生 71 名 
 ○講演企業 アイム(株) 

(株)マルヤス 
 
 
 
 
 
 
 

電気情報工学科 
 ○開催日  令和 2 年 9 月 25 日（水曜日） 
 ○受 講 生 ３年生 38 名 
 ○講演企業  丸重商事(株)  

住友ケミカル 
エンジニアリング(株) 
 
 

○開催日  令和 2 年 9 月 29 日（火曜日）  
 ○受 講 生 4 年生 43 名 
 ○講演企業  (株)大石工作所 

（株）マルヤス 
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資料１.愛媛大学 ものづくりオンライン企業出張講座実施状況及びアンケート結果 

（１）実施状況 

  ①農学部 

 ○ 講師 

      株式会社トップシステム 経営企画室長 中島  克茂 様 

 荒川 静花 様 

     
    

 

    ○ 講師 

      アイム株式会社 総務課 真鍋 一平 様 

       
  

 

○ 講師 

      株式会社クック・チャム四国 商品本部 マネージャー 近澤 範亮 様 

       



２０ 

 

○ 講師 

      三王ハウジング株式会社 代表取締役社長 秦 照佳 様 

                                                阿部 佑 様 

      
 

 

○ 講師 

      株式会社一宮工務店 総務本部 人事・勤労チーム チームリーダー 笠原 洋之 様 

     
 

 

○ 講師 

      株式会社田窪工業所 管理本部総務部 課長 杉森 徹也 様 

   
      

 



２１ 

 

○ 講師 

      株式会社大石工作所 総務主任 田窪 祐二朗 様 

     
 

 

○ 講師 

      株式会社よしだ 代表取締役 吉田 達哉 様 
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  ②理学部 

○ 講師 

     アイム株式会社 総務課 係長 永易 義規 様 

             総務課 真鍋 一平 様 

 
   

 

○ 講師 

      株式会社マルヤス 課長 三上 崇 様 
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（２）参加学生に対するアンケート集計結果 

①農学部（アンケート回収数 14名分） 

 

設問１ 今回の意見交換会の総合的な満足度をお答えください。 

選択肢 ①満足 ②やや満足 ③やや不満 ④不満 

回答数 ６人 7人 １人 ０人 

 

設問２  「③やや不満」「④不満」を選んだ方は、具体的な不満点を教えて下さい。 

 

・企業側から提供された映像の視聴ができなかったり、声が聞きにくいことが多かった。 

 

設問３ その他ご意見、ご感想がありましたら、自由に記載をお願いいたします。 

 

・様々な業種を知ることができて自分の知見が増えました。 

・貴重な時間をありがとうございました。 

・出張講座を行った全ての企業の資料が、Moodleに添付してあると、より受講しやすかった

と感じた。 

・オンライン開催のストレスを全く感じることなく、受けられました。 

 短い時間でしたが、多くの愛媛の企業のことを知れただけでも得られたものはあるかなと

思いました。一つお願いがあるとすれば、今回使用したパワーポイントのデータをどの企

業さんも残してくれたらありがたいなと思いました。 

・農学部の学生がもっと興味を持つような企業選定にしていただきたかった。 

・実際に参加してみて社員の方々への仕事への取り組み方や最近の事業などここでしか得ら

れない貴重な情報を得ることができました。さらに今回学んだことを生かし、各業界への

理解を深めていきたいと存じます。 

・オンラインなので参加しやすかったです。また、林業や機械系など専門外の企業が多かっ

たので、食料生産学科に多い食料品系の企業などももう少しあればよかったと思います。

しかし、普段ならきかないであろう業界のお話を聞くことができてよかったです。参考に

なりました。 
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②理学部（アンケート回収数 71名分） 

 

設問１ 総合的な満足度をお答えください。 

選択肢 ①満足 ②やや満足 ③やや不満 ④不満 

回答数 ３８人 ３３人 ０人 ０人 

 

設問２  「③やや不満」「④不満」を選んだ方は、具体的な不満点を教えて下さい。 

 

・なし 

 

設問３ その他ご意見、ご感想がありましたら、自由に記載をお願いいたします。 

 （意見） 

・新たな仕事の内容を知ることができ、とても参考になりました。ありがとうございました。 

・会社の内情が知れてよかった。 

・企業について詳しく学習することができてよかったと思う。 

・製造業界の特徴やコロナの影響は全然知らなかったので、製造業界に興味を持ついいきっ

かけとなった。 

・面白かった。 

・企業さんの実際のお話が聞けて貴重な体験になりました。 

・製品開発をどのような視点で行っているのかが分かった。企業の人の話を聴くのは初めて

で新鮮だった。 

・すごくわかりやすかったです。 

・普段は聞けないような貴重なお話が聞けて企業のことを詳しく知ることができて良かった。 

・技術的な話(製品の作り方など)をされても困る。 

・具体的なモノづくり、改良点や企業が行っていることなどが聞けてよかった。 

・現在の新型コロナウイルスの影響で、経営不振になる企業がたくさんあると思うが、その

中で、社員がアイデアを出して、困難を乗り越えようとしていることに対して、とてもす

ごいと思った。 

・中小企業の良さがわかる講座だったなと思いました。 

・初めて知る話を多く聞くことができてとても良い経験になった。 

・とても参考になった。 

・最近は企業同士の協力が進んできているのだなあと思いました。なじみのない話もあって

参考になりました。 

・各会社の雰囲気がよさげに感じた。 

・それぞれの企業について、仕事の内容や新人研修の様子を知ることができた。企業のイメ

ージを理解することができたのでよかったです。 

・企業の方の会社説明を聞くことができたので良かったです。 

・想像していたよりもコロナの影響を受けていない企業もあることに驚いた。在宅勤務にな
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って仕事効率が下がったりすることもあるのかなあと思った。 

・企業が行っている具体的な活動について知ることができ参考になりました。 

・２つの会社について詳しく知ることができてとてもよかった。私自身も将来働くときにな

ったら、２つの会社のような場所で働きたいと思った。 

・もの作りに興味があるので、今回話を聞き、将来の参考にしたいと思った。 

・ものづくりをしている企業の現状が知れてとても勉強になりました。 
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（３）講演企業に対するアンケート集計結果 

 

①農学部（アンケート回収数 ８社分） 

 

設問１ 総合的な満足度をお答えください。 

選択肢 ①満足 ②やや満足 ③やや不満 ④不満 

回答数 ４人 ４人 ０人 ０人 

 

設問２  「③やや不満」「④不満」を選んだ方は、具体的な不満点を教えて下さい。 

 

・なし 

 

設問３ その他ご意見、ご感想がありましたら、自由に記載をお願いいたします。 

  （意見） 

・貴重な機会をいただきましてありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたし

ます。 

・学生さんの反応が見えなかったのは話をする側としては少しやりにくい部分もありまし

た。 

・今回の講座がオンラインであったため、参加している学生さんの反応が見えなかったが、

今後も学生さん達に弊社の事業を紹介させて頂く機会は大変有意義なことと思っていま

す。 

・この度はありがとうございました。少しでも学生の皆さんに弊社を知っていただける    

機会になったこと、嬉しく思っております。ただ、学生さんの反応が見えなかったこと

が残念で、学生さんから私のプレゼンに対する感想やアドバイスなど頂けたら、更にあ

りがたかったです。これからもよろしくお願いします。 

・今回はオンライン企業出張講座に参加させて頂き、ありがとうございます。手応えはよ

くわかりませんでしたが、少しでも業界理解が深まったのであれば幸いです。当社は今

後も新卒・中途ともに積極採用を行って参りますので、次回もお声掛け下さい。引き続

きよろしくお願い致します。お世話になりました。 

・次回も宜しくお願い致します。 

・開催いただき、誠にありがとうございました。少しでも農学部の学生に弊社の名前を知

っていただけたら幸いです。大学へのアプローチとして、地域協働センターへも今後相

談していきたいです。 

・多数の学生から申込みをいただき、有難うございます。受講した学生からの感想や質問   

等がいただければと思います。 
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②理学部（アンケート回収数 ２社分） 

 

 設問１ 総合的な満足度をお答えください。 

選択肢 ①満足 ②やや満足 ③やや不満 ④不満 

回答数 １人 １人 ０人 ０人 

 

設問２  「③やや不満」「④不満」を選んだ方は、具体的な不満点を教えて下さい。 

 

・なし 

 

設問３ その他ご意見、ご感想がありましたら、自由に記載をお願いいたします。 

 （意見） 

・貴重な機会をいただきましてありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたしま

す。 
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資料２.新居浜工業高等専門学校 ものづくり企業出張講座実施状況及びアンケート結果 

（１）実施状況 

① 機械工学科 ３年 

 

 ○ 講師 

      萩尾機械工業株式会社 機械課 係長 合田 晃人 様 

機械課 中村 匠 様 

総務課 河渕 優太郎 様 

    
       

 

    ○ 講師 

      丸住製紙株式会社 業務推進専門職 山本 康敬 様 
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② 機械工学科 

 ○ 講師 

      愛媛小林製薬株式会社 課長 白水 裕人 様 

業務グループ 島田 知美 様 

   
 

 

○ 講師 

      有限会社 SPC   総務人事部 課長 越智 博 様 
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③ 電気情報工学科 

 ○ 講師 

      丸重商事株式会社 専務取締役 真鍋 興徳 様 

総務課 嶋田 亨 様 

  
   

 

○ 講師 

       住友ケミカルエンジニアリング株式会社 所長 金丸 修士 様 

マネージャー 近江 純治 様 
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④ 電気情報工学科 

 ○ 講師 

      株式会社大石工作所 代表取締役 大石 憲一 様 

主任 田窪 祐二朗 様 

  
   

 

○ 講師 

      株式会社マルヤス 課長 三上 崇 様 
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（２）参加学生に対するアンケート集計結果 

 

①機械工学科 ３年（アンケート回収数 40名分） 

 

設問１ 今回の出張講座の総合的な満足度をお答えください。 

選択肢 ①満足 ②やや満足 ③やや不満 ④不満 

回答数 ２８人 １１人 １人 ０人 

 

設問２  「③やや不満」「④不満」を選んだ方は、具体的な不満点を教えて下さい。 

 

・午後に行うと、どうしても眠気にさらされるので、もう少し話をまとめるか、時間帯を変更し

て頂きたい。 

 

設問３ その他ご意見、ご感想がありましたら、自由に記載をお願いいたします。 

 （意見） 

・知らなかった企業のことを知ることができた。 

・分かりやすかったです。 

・具体的な説明で話が分かりやすかったです。 

・地元企業について、２社ではありましたが知ることができて良かった。 

・自分でももっと調べて、将来に役立てたい。 

・２社の方達の話を聞けて良かったですし、今後の仕事選びに役立ていきたいです。 

・入社したらどういった役割や担当になるのかなど、仕事内容について知ることができたので参

考になった。 

・就職後に役立つ知識もあると思うので、今しっかり勉強して、身につけようと思う。 

・具体的な仕事内容など聞けて良かった。 

・電子化が進み世の中で、紙のニーズが減ると思われるが、それにどのようにして対策していく

のかが気になった。 

・会社のいろいろなことが、知ることができて良かった。 

・会社の強みなどをわかりやすく説明していただき、とても良い勉強になりました。 

・会社、仕事内容について、教えていただきありがとうございました。進路を考える上で参考に

なります。 

・環境への配慮がこだわっていて、私もそんな会社に勤めたいです。 

・地元企業の事業内容は、とても充実したもので、就職時にも、今日の話を思い出して考えたい

です。 

・企業について知ることができて良かった。 

・自分が気になっていたことは、だいたい説明してくれました。会社内での働き方のイメージが

できました。 

・リモートだったのでスムーズに進むかや資料は、見えにくいかもなど、不安がありましたが、

そんなことなく分かりやすくてよく理解できた。 

・貴重な経験ができた。対面だともう少し理解が深まったと思うが、パンフレットなどでは、わ

からないことを知ることができた。今回のことを活かせる知識の使い方をしたい。 

・現時点で会社のことなどは、あまり考えていなかったので、今回、２社の貴重な説明をお聞き

することができて、とても参考になりました。 

・会社の仕事内容だけでなく、会社が行っているイベントなどを紹介してくれたので良かった。

今後の就職活動の参考にしたいと思う。 

・リモートでの企業説明会は、初めてでどんな感じかなと思っていたのですが、パワーポイント

を上手く活用して説明してくださったので分かりやすく、とても良かったです。 

・その企業にどんな機械があり、どんな製品を作っているのか、また、研究を重ねてどのような

物を生み出そうとしているのかを知ることができて良かったです。また、その企業のイベント
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等を知ることができて楽しそうだと感じました。 

・それぞれの会社の設備や方針を知ることができたのと、自分がもし説明する側だったらどうい

ったことに気をつけたらよいか勉強になったので良かったです。ありがとうございました。 

・社員の仕事の内容を説明する時に、出身の学校で習っていたことと違うことをしていてとても

驚いた。その中でも役立ったことがあると言っていたので、学校でも、より頑張らないといけ

ないと思った。 

・企業の強みを良く知ることができ、勉強になった。今までの企業説明を聞いても、このような

知識が意外な面で役に立ったということを聞いて、今の知識を使って働くことが楽しみにな

った。 

・それぞれの会社の仕事内容や会社内の雰囲気などを知ることができて、とても勉強になりまし

た。自分の将来の参考になったと思います。 

・各事業のことがよくわかった。仕事の話だけでなく、その他の色々な話も聞くことができて楽

しかった。 

・パワーポイントの使用がとても見やすくて説明がよく分かった。 

・今回は、２社の講座を聞かせていただきました。ですが、１社あたりの持ち時間を減らして、

もっと多くの会社の講座を聞くことができると良いと思います。いろいろな会社の比較をし

たいです。 
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②機械工学科 4年（アンケート回収数 42名分） 

 

設問１ 今回の出張講座の総合的な満足度をお答えください。 

選択肢 ①満足 ②やや満足 ③やや不満 ④不満 

回答数 １８人 ２１人 ３人 ０人 

 

設問２  「③やや不満」「④不満」を選んだ方は、具体的な不満点を教えて下さい。 

 

・遠隔でやらなくてもいい。 

・そもそも遠隔の必要性がなかった。 

・自分たちの学んできたものを活かせるとは、思わなかったから。 

 

設問３ その他ご意見、ご感想がありましたら、自由に記載をお願いいたします。 

 （意見） 

・オンラインで行うというのが、コロナなんだなと改めて実感し、自分たちの就職も大変な中で

動かなければならないと思った。また、地元には、知らない企業が多く存在していたので、し

っかりと調べて自分の未来を考えたい。 

・教室に来てもらった方がわかりやすい。 

・今年あまりこのような経験が少なかったため、実際に説明してもらうことで、改めて気がつい 

たり新しい知識が身につきました。 

・対面でやるのが一番わかりやすい。 

・このような経験が少なかったので、実際に聞けて良かったと思った。 

・作業映像があれば良かったです。 

・どんな企業があるのか、全然知らないから、説明してもらえてありがたかったです。選択肢が

増えました。 

・商品やパンフレットの資料を配ってもらって、イメージしやすくて、よかったと思います。 

・パワーポイントも分かりやすかったです。 

・その企業がどんなプロジェクトをしているかなどを知った。 

・講座をしていただいた会社に興味を持てた。 

・とても興味のあるお話でした。ありがとうございました。 

・インターンシップに行けなかったのでありがたい。 

・どのような仕事をするのを簡単に教えてくれたので、自分たちがその会社に行くと、どのよう

な仕事をするのかを考えられたので参考になった。 

・各企業にそれぞれ指針とする営業方針があり、それが企業の特色を生み出し、市場での存在感

につながっているように感じた。今後の進路を考える上で非常に参考になったため、これから

も様々な企業の方のお招きしてもらえたら助かる。 

・社風を知りたかった。 

・時間が限られていたため、致し方ないと思いますが、もう少し社内の雰囲気を見てみたいなと

思った。 

・もう少し、先輩方が行っている企業に来てもらいたい。 

・新居浜市内にこんないろいろな会社があることを知りました。他の高校生にも教えてもいいと

思います。 
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③電気情報科 3年（アンケート回収数 38名分） 

 

設問１ 今回の出張講座の総合的な満足度をお答えください。 

選択肢 ①満足 ②やや満足 ③やや不満 ④不満 

回答数 ２２人 １５人 ０人 １人 

 

設問２  「③やや不満」「④不満」を選んだ方は、具体的な不満点を教えて下さい。 

 

・私は、電気情報工学科なのですが、今回の企業説明はほとんど機械工学科、環境材料工学科、

生物応用化学科向けの説明だった思いました。 

 

設問３ その他ご意見、ご感想がありましたら、自由に記載をお願いいたします。 

（意見） 

・とてもためになりました。 

・まだ、具体的な将来を考えきれていない私ですが、今回のお話を聞いて少しだけ将来に対する 

ビジョンが見えたような気がしました。貴重なお話ありがとうございました。 

・わからないことを知れて良かったです。 

・学校での基礎的な学習、生活習慣の重要性について、とても有意義なお話を聞くことができま

した。 

・参考になるので、もっと機会を増やしてほしいと思います。 

・就職や会社について関心が深まった。 

・基礎固めをします。 

・あまり勉強が得意でない自分も、将来のことを考えるいい機会でした。 

・5年間で基本は、修めておきたいと思った。 

・基礎科目を頑張りたいと思ました。 

・完全週休２日制が希望です。 

・貴重な話をたくさん聞くことができました。さまざまなことを積極的に挑戦したり、高専にい

る専門科目の基礎をしっかり身に着けておきたいと思いました。 

・これからは、多くのことに積極的に取り組みたいと思った。 

・入社後の仕事内容が知れたのは参考になった。 

・普段、生活していくなかでは聞けない貴重な話が聞けて良かったと思います。 

・新人の人の話が聞きたい。 

・英語が必要だと分かったので、頑張って話せるようにしたいと思います。 

・話を聞いて、高専での勉強や学生生活の浜でも、様々なことに挑戦することが大切だというこ

とが分かった。 

・貴重な話が聞けて良かったです。業務内容についてのお話が興味深かったです。 

・音声がやや聞き取りづらかったです。 

・高専でのことが大切だと分かったので、しっかり勉強に取り組みたいです。 

・実感がわくいい話を聞けました。入社１年後の話をしてくださったので、心配している所を話

してくださるのは、とてもありがたいです。 

・実際の業務内容を見せてもらい、イメージがしやすく、とても、分かりやすかったです。 

・今やるべきことなどを教えてもらい勉強のやる気も貰えました。 

・高専５年間が大切な時間で、さまざまなことに挑戦し、やってみることが大切だと分かった。

会社に入ってからも、いろいろなことをするなど、積極的に資格や経験を積むことが重要だと

感じた。 

・実際に会社で、どんなことをしているかなどよくわかった。今の学生生活で学んでいることが 

大切だということがよく分かった。 

・学時時代のうちに、いろいろ挑戦することが大切なのだと学びました。  
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④電気情報工学科 4年（アンケート回収数 43名分） 

 

設問１ 今回の出張講座の総合的な満足度をお答えください。 

選択肢 ①満足 ②やや満足 ③やや不満 ④不満 

回答数 ２４人 １８人 １人 ０人 

 

設問２  「③やや不満」「④不満」を選んだ方は、具体的な不満点を教えて下さい。 

 

・情報系の企業がなかった。 

 

設問３ その他ご意見、ご感想がありましたら、自由に記載をお願いいたします。 

（意見） 

・各事業部がどのように仕事の分担をしているのかの説明をもう少し詳しく聞きたかったです。

説明をしてくれた御三人の話し方が学生の自分と違って、正しく話されていたので、見習いた

いと思いました。 

・１社目の会社について電気情報工学科との関連性が理解しにくかった。２社目の会社について

は、業務内容等の基本的な点については理解できた。 

・会社の福利厚生の面で資格取得やスポーツクラブの支援だけでなく、スポーツジムのサービス

も受けられることに魅力を感じました。 

・今まで知らなかった企業について知ることができた。 

・資格が大事だと知ることができた。 

・企業ごとに何を大事にしているかを知ることができた。 

・今回の講座は、とても自分のためになりました。 

・求めている人材の具体的な例があり参考になった。 

・会社の様子もわかった。 

・電気情報の学生が入社した場合の現場での動きがわかり良かった。 

・実際に企業の方のお話を聞き、働くことや就職について真剣に考えることができました。他に

も身近にたくさんの企業があるので、知っていきたいと思いました。 

・世の中には無いものを想像し、作るという会社は、聞いたことがなかったので興味が湧いた。 

・オンラインでの企業説明でしたが、資料やパワーポイントを用いてくださり、わかりやすく、

とても貴重な話を聞けました。 

・福利厚生で筋トレができるのはいいなと思った。 

・実際に働いている人から会社の仕事の様子やシステムなどを詳しく知ることができて、とても 

貴重な時間でした。 

・働きやすい会社ということがよくわかり、興味を持ちました。 

・やりがいや収入の安定感、キャリアアップ、福利厚生など、自分が思うものがバランスよく用

意されていると感じた。 

・プラントに尚更、興味が湧いた。 

・社員さんの声を聴くことにより会社のことがなんとなく理解できた。 

・情報系でもできることがあるのかなと思いました。 

・東予地方局経由の事業説明とは言え、ハードウェア系の企業のみならずネットワーク関連企業

の講演も聞きたかったです。 

・地元企業の様子について知る機会はなかなかないので、このような講座があって、ありがたか

ったです。 

・紹介用の資料の配布やパワーポイントのスライドが分かりやすく、また、説明も分かりやすか

った。 

・新居浜にある企業のことを全く知らなかったので、詳しく聞くことができて良かったです。 

・会社の熱意が伝わってきて、興味がでた。 

・いろいろな資格を取ろうと思った。 
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・とても聞き取りやすかったです。 

・それぞれの会社の強み、役割を知ることができて非常に面白かった。 

・地元に根付いた企業だと感じた。 

・具体的な仕事を知ることができて良かったです。 

・就職するときの会社選びの参考にもしたい。 

・具体的な仕事内容を知ることができて良かった。 

・会社について知ることができて良かったです。 

・必要な資格の準備がいると感じた。 

・タメになりました。 

・分かりやすかった。 

・とても良かったです。 
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（３）講演企業に対するアンケート集計結果（アンケート回収数 8社分） 

 
設問１ 今回の出張講座の総合的な満足度をお答えください。 

選択肢 ①満足 ②やや満足 ③やや不満 ④不満 

回答数 ４人 ２人 ２人 ０人 

 

設問２  「③やや不満」「④不満」を選んだ方は、具体的な不満点を教えて下さい。 

 

・学生からの質問があまり無かった。 

・質疑応答に入るとすぐに先生からのご質問でしたので、学生からの質問がもう少し欲しかった。 

 

設問３ その他ご意見、ご感想がありましたら、自由に記載をお願いいたします。 

（意見） 

・リモートでの企業説明会は、反応が見えないのでやりづらいと感じました。直接説明できて良

かったと思っております。 

・この度は大変お世話になり、ありがとうございました。 

 Webを活用した企業説明は不慣れであり、また相手の反応が分かりづらいため難しさも感じて

おります。今後他社様の手法や活動等、参考になる事例がありましたら、ご紹介頂ければ幸い

です。どうぞ宜しくお願いいいたします。 

・生徒に対する当社の準備不足を感じました。事前資料の配布等今後の改善にしたいと思いま

す。また、当社入社後の社員教育について明確に説明できるよう改善が必要と感じました。 

・少し音声が聞き取りにくいのは致し方ありませんが、PR の場を与えて戴き厚くお礼申し上げ

ます。ありがとうございました。 

・こちら側の都合でどうしても製品の製作過程や製作している様子に関して写真や動画で説明

することができず、生徒さんに正しく伝わってなかったことと、いまいち理解しているのか反

応がわからなかったので今後の改善点が見つかったので良かったです。 

・弊社としても満足の出来る時間を過ごせたと考えています。ただ、弊社の場合、会社説明の前

に“エンジニアリング会社とは？“の説明を加えますのでどうしても時間の関係上、説明が早

口になります。欲を言えば、もう少し時間を頂ければと思います。今後も宜しくお願い申し上

げます。 

・オンラインでの説明会は初めてだったが、最初に丁寧に機器の説明をしていただいたので、ス

ムーズに発表することができた。高専学生の弊社の認知度は低いと思うが、知ってもらえる良

いきっかけとなった。質問もあり、学ぶことに積極的な学生が多いことも見受けられました。 

・今回 WEBによる企業説明であったが、新型コロナが落ち着けば、Webと対面の併用がやはり望

ましい。 
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３ ものづくり企業オンラインスキルアップセミナー 
 

（１）目的  

人材確保が課題となっている企業の採用活動に役立てるため、外部講師を招いたセミナーを

実施し、最近の学生の就職動向を知るとともに、学生に対して企業の情報をオンラインにて効果

的に発信するためのスキルアップを図ることを目的とする。 

（２）実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テーマ 
ものづくり企業オンラインスキルアップセミナー 

～「オンライン採用活動」を効果的に行うために～～ 

講 師 

愛媛県職業能力開発協会 キャリア形成サポーター 玉井 幸江 氏 

 

 

 

 

 

内 容 

１. 2021年卒、2022年卒の採用活動、 

就職活動の動向について 

 

２.学生から選ばれる企業とは 

 

３.学生目線で見た自社の魅力発信 

 

４.今こそ知っておきたい、WEB会議システム活用の基本 

 

５.オンライン面接の模擬体験 

 

開催日 令和 2年 8月 28日（金曜日） 午後 1時 30分 ～ 午後 4時 30分 

実施場所 西条市地域創生センター ３階 大研修室（西条市ひうち 1－16） 

出席者 
新居浜・西条・四国中央市内に事業所等を有する企業の人事採用担当者等 

5 社 5名 

【講師経歴】 

大学卒業後、大手航空会社に就職。客室乗務員として勤務した後、地元松山市

で接遇研修講師や研修講師として企業の人材育成に関わる。また、愛媛県職業能

力開発協会のキャリア形成サポーターとして、従業員のキャリア形成支援業務を

担い、多数のキャリアコンサルティングを実施した経験を持つ。 

現在は多岐にわたる分野の研修を実施する講師業と合わせ、キャリア形成の専

門家として学生のキャリア教育、就職支援、労働者のキャリア形成支援に携わっ

ている。 
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資料.ものづくり企業オンライン対応スキルアップセミナー実施状況及びアンケート結果 

（１）実施状況 

   
（２）募集チラシ 
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（３）参加者に対するアンケート集計結果（アンケート回収数 5名分） 

 

 

設問１ 総合的な満足度をお答えください。 

選択肢 ①満足 ②やや満足 ③やや不満 ④不満 

回答数 ５人 ０人 ０人 ０人 

 

設問２  「③やや不満」「④不満」を選んだ方は、具体的な不満点を教えて下さい。 

 

・なし 

 

設問３ その他ご意見、ご感想がありましたら、自由に記載をお願いいたします。 

 （意見） 

・参加企業同士での情報交換などできる機会があればと感じたので、ご検討いただければと思い

ます。 

・参加事業者が少ない分、様々な事象への対応を教えていただきとても勉強になりました。Zoom

のブレイクルームは大人数でないと使用価値はないのかと思っていたが、部署毎で小部屋を

作成するなど、良いヒントになった。工場見学については、Zoom でライブ配信できるように

環境の整備を進めたいです。コロナ禍で大変な中、様々な対策を講じての開催、誠にありがと

うございました。 

・自分で Zoomを操作した事が無かったので、大変参考になりました。会議方式等複数人で行う

方式は初めてでしたので、なるほどこれを使えばゼミ等少人数での意見交換は可能だと感じ

ました。 

・難しいかと不安でしたが、ご指導がよく、お話も分かりやすかった為、良かったです。ありが

とうございました。 
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４ オンライン意見交換会 
 

（１）目的 

東予東部ものづくり企業の採用担当者と愛媛大学・新居浜工業高等専門学校の教員とで、学生

の就職、採用の促進等について情報交換、意見交換をオンラインにて行う場を設け、当地域への

学生の就職を促進させることを目的とする。 

（２）実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 愛媛大学 新居浜工業高等専門学校 

開催日 

令和 2年 12月 21日（月曜日） 

～ 

令和 3年 1 月 20日（水曜日） 

令和 2年 7月 6 日（月曜日） 

～ 

令和 3年 7月 28日（火曜日） 

参加者 

教員 8名 教員 5名 

企業 9社：12名 企業 9社：13名 

その他 

最新のデジタル技術を駆使して、各校共に教員は学校から、採用担当者は事業

所からそれぞれを電話回線や光回線などの高速通信網に接続し、カメラ付きの

通信端末で双方、顔が確認できる状態で 30分間に渡り、意見交換を行った。 
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資料１.愛媛大学 オンライン意見交換会実施状況及びアンケート結果 
（１）実施状況 

    

テーマ「愛媛大学生の採用を促進するために企業と大学が取り組むべきこと」 

    

① 参加者 

ア 新居浜西条ものづくり企業・団体他（9社：12名） 

 事業所名 人数 

１ アイム株式会社 １ 

２ 株式会社一宮工務店 ２ 

３ 技研工機株式会社 １ 

４ 株式会社田窪工業所 １ 

５ 株式会社トップシステム ２ 

６ 登尾鉄工株式会社 ２ 

７ 萩尾機械工業株式会社 １ 

８ 眞鍋造機株式会社 １ 

９ 株式会社マルヤス １ 

 

     イ 愛媛大学（8名） 

学部・学科・所属・役職 氏名 

1 理学部 
教授 

（理学部副学部長） 
前原 常弘 

2 工学部 機械工学科 教授 豊田 洋通 

3 工学部 電気電子工学科 教授 下村 哲 

4 工学部 環境建設工学科  教授 吉井 稔雄 

5 工学部 機能材料工学科  教授 青野 宏通 

6 工学部 情報工学科 教授 樋上 喜信 

7 農学部 
教授 

 
松岡 淳 

8 
社会共創学部  産業イノベーション

学科 ものづくりコース  

教授 

 
高橋 学 
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（２）参加者に対するアンケート集計結果（アンケート回収数 16名分） 

 

設問１ 今回の意見交換会の総合的な満足度をお答えください。 

選択肢 ①満足 ②やや満足 ③やや不満 ④不満 ⑤未回答 

回答数 １２人 １人 ２人 ０人 １人 

 

設問２  「③やや不満」「④不満」を選んだ方は、具体的な不満点を教えて下さい。 

 

・今回、１社だけだったのでちょっと寂しかったですね。 

・満足か、不満かは回答しにくいことだと思います。 

 

 

設問３ その他ご意見、ご感想がありましたら、自由に記載をお願いいたします。 

 （意見） 

・１対１での Zoom会議でしたので、就職担当の先生と忌憚のない意見交換ができて大変有意義

でした。先生との繋がりもでき、技術相談などのお伺いにも展開しやすくなると思います。 

・不慣れなリモート会議でしたが、１対１の会話でしたので、意思疎通が取れたと思います。お

忙しい先生方との対面会議に非常に有効な方法だと思います。今後も同様のイベントをお願

いします。 

 ・高橋教授とは機械工学科の就職担当時代にお会いさせて頂いていましたが、社会共創に行か

れてからは挨拶程度だけでしたので、いい機会をいただいたと思います。22 卒採用活動につ

いて学部全体でのオンライン合説等は無いようですので、個別のオンライン説明会を設定し

ようと思います。度々世話になり、ありがとうございました。 

・電気電子工学科へは今までお伺いしたことがなく、下村教授とも初対面でしたので、いい機会

をいただいたと思います。22 卒採用活動も今回の交換会で学科業界研究セミナーに参加させ

ていただくことが決まりました。(オンライン参加予定)お世話になり、ありがとうございまし

た。今後ともよろしくお願いいたします 

・農学部へは例年オープンキャンパスへお伺いしていましたが、松岡教授とは初対面でしたの

で、いい機会をいただいたと思います。22卒採用活動も農学部学務チームと相談して、3月開

催の個別説明会に参加させていただく予定です。お世話になり、ありがとうございました。今

後ともよろしくお願いいたします。 

・大学教授との貴重な接点を作っていただきましてありがとうございました。引き続きよろしく

お願いいたします。 

・機械科の大学教授との貴重な接点を作っていただきましてありがとうございました。引き続き

よろしくお願いいたします。 

・今回意見交換させて頂きました愛媛大学の 3先生（青野教授、樋上教授、下村教授）方、みな

さん大変親切で、親交を深めると共に弊社の事業内容をよく理解して頂きました。また、様々

な学生さん達の交流の機会（会社説明会、業界研究セミナー、インターンシップ、共同研究な

ど）も教えて頂きました。 

・大学教授との１対１による意見交換という事で、どのような話をすれば良いのか不安でした

が、豊田先生が話し易い方で、進め方についても考えていただいておりましたので、非常に助

かりました。コロナ禍という状況下において、各学科の学生に対する求人情報の提供方法がよ

くわかりました。 

・大学生のコロナ禍の中の就活やインターンシップの現状、また大学生が求人票で求める項目

等、具体的内容の意見交換を１対１のオンラインで行うことができ、大変良かったと思います。

次回もこのような機会がありましたら、ぜひ参加したいと思います。 ありがとうございまし

た。 

・また。このような機会がありましたら是非参加させていただきたいです。よろしくお願いいた

します。 
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・コロナ禍において企業様への訪問などが難しく，また採用情報も届いておりませんでしたの

で、直接企業様の取り組みのお話を聞くことができたことは大変有意義でしたし、求める人材

と本学部・学科学生とマッチングできるかが不安でしたが，範疇であったことが確認できまし

た。学年を問わず学生と企業様とが交流できる機会を増やせるようにしたいと考えておりま

す。 

・３社ともどのようなことをしているか知らない会社でしたが、どの会社も優れた技術をもって

いることがわかり有意義な時間でした。そのうちの１社は私どもの学科とマッチングが良さ

そうでしたので、３月初旬に学科で開催する会社説明会に参加をいただくことにしました。 

・就職・授業・研究などで今後お付き合いできる機会が得られました。ありがとうございました。 

・ものづくり企業の個性や魅力を知ることができ、非常に良い機会となりました。どうもありが

とうございました。 

・相手先の企業へのインタビューシートは、学生に閲覧させるための当方独自のシートがありま

したので、事前コンタクトだけしてもらっていただければ、そちらのシートで対応できました。

（企業さんの２度手間になった気がします。） 

・面談実施による意義（Benefit）は認めますが、調整される先生方や面談する先生方の手間（Cost）

を天秤にかけると実施する価値は低いように思います。（B/C＜1）例えば、全企業を 1つの会

場に集めた会見の場を設けることで教員の手間（人・時）を節減し、就職を視野に入れる学生

と企業との間で直接面談してもらうことで就職に繋がる可能性を高めることができれば有意

義ではないでしょうか 
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資料２.新居浜工業高等専門学校 意見交換会実施状況及びアンケート結果 
（１）実施状況 

    テーマ「新居浜高専生の採用を促進するために企業と高専が取り組むべきこと」             

 

（２）参加者 

ア 東予東部ものづくり企業（9社：13名） 

 事業所名 人数 

１ アイム株式会社 １ 

２ 株式会社一宮工務店 ２ 

３ 株式会社大石工作所 ３ 

４ 技研工機株式会社 １ 

５ シンワ株式会社 １ 

６ 登尾鉄工株式会社 ２ 

７ 眞鍋造機株式会社 １ 

８ 株式会社マルヤス １ 

９ リンテック株式会社 １ 

 

イ 新居浜工業高等専門学校（5名） 

 学部・学科 
参加者 

役職 氏名 

1 機械工学科 准教授 谷脇 充浩 

2 電子制御工学科 教授 出口 幹雄 

3 電子制御工学科 准教授 松友 真哉 

4 生物応用化学科 教授 堤 主計 

5 環境材料工学科 准教授 當代 光陽 
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（３）参加者に対するアンケート集計結果（アンケート回収数 14名分） 

 

設問１ 今回の意見交換会の総合的な満足度をお答えください。 

選択肢 ①満足 ②やや満足 ② やや不満 ④不満 

回答数 ５人 ９人 ０人 ０人 

設問２  「③やや不満」「④不満」を選んだ方は、具体的な不満点を教えて下さい。 

 

・なし 

 

設問３ その他ご意見、ご感想がありましたら、自由に記載をお願いいたします。 

 （意見） 

・いつも大変お世話になっています。また、今回も新居浜高専の先生との意見交換の場を設けて

頂き有難うございました。先生との意見交換会により、就職希望生徒様の考え方等推察出来る

意見交換が出来たと思います。今後の希望ですが、当社の様な中小企業のＰＲ内容の改善とし

て、就職希望生徒様の生の意見を聞く機会があればと思います。 

・先生と会社の１対１の対話のため、じっくりお話が出来ました。しかし、Zoom アプリを使い

慣れていないので少し手間取りました。今後、大手企業をはじめ、オンライン上での採用活動

が増加すると考えられますので、勉強していきたいと思います。 

・先生と会社の１対１の対話のため、じっくりお話が出来ました。前回よりアプリをうまく使用

できました。今後、大手企業をはじめ、オンライン上での採用活動が増加すると考えられます

ので、大手に負けないようオンラインのより良い使い方を模索していきたいと思います。また、

第２回の開催をよろしくお願いします。企画・運営を行っていただきありがとうございました。

今後も定期イベント化してほしいなと感じましたので記載させていただきます。 

・初めてのことでうまく伝えられなかった部分もありますが、機会を設けていただけて良かった

です。ありがとうございました。 

・事前に提出した「議題シート」から、インターンシップやＯＢ・ＯＧ訪問の進め方等について、

丁寧に説明いただき、非常に参考になりました。今回、教えていただいた情報を、しっかり活

用して、今後の採用活動に活かしていきたいと思います。 

・今回は意見交換会の機会をいただき、ありがとうございました。不慣れな所もあり、思いが伝

わったか心配ですが、高専生の 21年卒・22年卒・インターンシップ等の状況を聞く事が出来、

有意義な時間になりました。当社は今後も高専生の採用等に関して積極的に動いて参ります

ので、今後も機会がありましたら是非お声掛けください。お世話になりました。 

・先生に直接 PR することが出来たので良かったです。今後も担当の先生が変わるたびに実施し

ていただけるとありがたいです。開催が 20分でしたが（昨年のリアル開催でも）、会社の事業

内容から話をすると時間が短く感じた。実際に 30分くらい話をさせていただいた教授もいま

した。よって、普段から先生と情報交換をすることも大切だとわかりました。高専卒の OBが

居ないのが弱みですが、今後は学生課に問い合わせをし、情報をいただくようにしてまいりま

す。貴重な機会を設けていただき、誠にありがとうございました。また、機会があれば参加し

たいです。 

・近隣の企業について、意外と知らないことがあったのだということを改めて思いました。 

・卒業生の様子も伺えて有意義であった。オンラインでの開催であったが、直接の面談と遜色な

く、逆に時間の設定も効率的なので今後もこういう機会はオンラインで実施して頂きたい。 

・どちらが主導（企業側？教員側？）かわからず、お互い受け身になると話がスムーズに進まな

い場面がありました。簡単な流れをあらかじめ作っておくと有意義だと思います。これからは

オンラインでの対話が増えていくと思われるので、いい企画であったと思います。 

・オンラインでの意見交換会のため、時間を有効に使うことができて良かったです。 

・オンラインでも十分意見交換ができました。 

・８年以内に卒業した卒業生数名とも面談させていただき、活躍状況なども聞くことができて良

かったです。 



４８ 

 

第３章 中南予高校生の就職促進事業 
 

１ 高校生向け東予東部ものづくり企業紹介パンフレット作成 

 
（１）目的 

県内高校生、就職指導教員及び保護者を対象に東予東部ものづくり若年人材確保対策協議会

会員企業の紹介動画を作成し、中南予の高校生に向けて配信することで、当該企業に対する学生

の認知度を高め、就職を促進させることを目的とする。 

（２）内容等 

   Ａ４カラー 32ページ、発行部数 5,000部 

名称：あなたらしく輝く Ｅａｓｔ Ｔｏｙｏ 

   若手社員が活躍する管内 25社を紹介 

・ものづくり企業の業務内容 

・若手社員の声 

・若手女性社員へのインタビューほか 

（３）配布先 

   協議会登録企業（79社）、県内高等学校、愛媛大学、新居浜高専、各市町 

（４）その他 

   県ホームページで公開 
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２ ものづくり企業見学会 
 

（１）目的 

中南予高校生、就職指導教員及び保護者を対象に東予東部ものづくり若年人材確保対策協議

会会員企業の紹介動画を作成し、中南予の高校生に向けて配信することで、当該企業に対する学

生の認知度を高め、就職を促進させることを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

  

実施内容 企業紹介動画作成 

実施日 
令和 2年 7月 30日～10月 8日 

（撮影期間） 

参加企業 

・アイム株式会社 

・一宮運輸株式会社四国支社 

・株式会社一宮工務店 

・株式会社大石工作所 

・技研工機株式会社 

・株式会社コスにじゅういち 

・有限会社佐々木組 

・三光機械工業株式会社 

・株式会社ダイテック 

・株式会社タステム 

・株式会社続木鉄工所 

・株式会社トーヨ 

・株式会社トップシステム 

・登尾鉄工株式会社 

・フラスコ株式会社 

・眞鍋造機株式会社 

・株式会社よしだ 
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資料.１ 中・南予高校生向け 企業紹介動画撮影・作成実施状況 
（１）実施状況（参考） 

 

 

〇株式会社アイム 

  
 

〇眞鍋造機株式会社 

  
   

〇株式会社よしだ 
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３ 東予東部ものづくり企業と中南予高校のオンライン交流会 

（１）目的 

東予東部ものづくり企業と中南予高校の交流を通じ、企業の認知度向上を図るとともに、高

校生の社会人として必要な勤労観と職業観の習得をサポートし、進路を主体的に考え、選択・

実現していく人材の育成（キャリア形成）に貢献するため。 

 （２）実施内容 

 

日時 令和３年２月 16日（火）13：45～16：45 

場所 
場所：愛媛県立内子高等学校小田分校 体育館 

   （喜多郡内子町寺村 978番地） 

内容 

・小田分校の体育館に企業ブースを設営（ＰＣを設置） 
・ブースに来た生徒とオンラインで企業説明や協働ワークを行う。 
１ 講演～東予東部のものづくりについて～ 
（１）『東予の紹介・ものづくりの魅力』（13:50～14:10） 

講師：東予産業創造センター 事務局 部長 矢葺 広和 
（２）『住友重機械工業のものづくり』 

（14:10～14:40）★オンライン講演 
講師：住友重機械工業株式会社  

新居浜・西条工場長 大和田 洋 
２ オンライン交流会（14：45～16：45） 
（１）オンラインセミナー 

25分／回 計３回 
〔企業紹介タイム 10分・企業と生徒の協働ワークタイム 15分〕 

（２）全体会：感想や企業からのアドバイスを共有（16:10～16：45） 
ファシリテーターを交え、企業と教員が意見交換を行う。 

参加企業 

（全体参加） 

・アイム株式会社 

・一宮運輸株式会社 

・株式会社一宮工務店 

・有限会社佐々木組 

・住友重機械工業株式会社 

・登尾鉄工株式会社 

・やまと印刷株式会社 

・株式会社よしだ 

・ルネサスセミコンダクタマニュファクチュアリング株式会社 

（講演のみ参加） 

・住友共同電力株式会社 

・住友重機械イオンテクノロジー株式会社 

参加高校 

 
・内子高等学校小田分校 

・松山工業高等学校 

・松山城南高等学校 

・宇和高等学校三瓶分校 

・吉田高等学校 

・西条農業高等学校 

高校生 県立内子高校小田分校 １，２年生 32名 
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資料.東予東部ものづくり企業と中南予高校のオンライン交流会実施状況及びアンケート結果 

 
（１） 実施状況 

 
①講演 

 
 
②企業と学生のオンライン交流会 

  
 
③企業と教員のオンライン交流会 
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（２）参加者アンケート集計結果 

 ①企業（アンケート回収数 ９社） 

問１ 交流会の内容について、満足度をお答えください。 

（意見） 

   ・最近の現状や東予での産業を細かく知ることができました。 

   ・他企業のものづくりに関する講演を聴ける貴重な機会だった。 

   ・学生の視点では少し難しいかもしれない。 

   ・音声の調子が悪く聞き取りにくかった。 

   ・学生向けの内容を聞いている（見ている）だけであったため。 

 

 

 

 

（意見） 

   ・もっと自社紹介の時間（学生に知ってもらうための時間）が欲しかった。 

   ・ワークショップは初めての参加で企業も楽しく、学生も満足していた様子。 

   ・学生の活発な意見が聞けてうれしく思った。 

   ・思っていた以上に交流でき、新しい取り組みが新鮮に感じられた為。 

 

 

 

 

（意見） 

   ・他の企業、先生方と話す機会が少ないため、就職活動や採用に関しての情報を共有で

き、とても良い交流会だった。 

   ・先生とはもう少し踏み込んだ話がしたかった。そのためには、全体論議ではなく、個

別に会話できる機会が欲しい。 

   ・小田分校以外の先生とも意見交換ができれば尚よかったと思う。 

   ・司会進行をスムーズに行っていただき、交流が図られたと感じられたため。 

 

問２ 今回の交流会は従来の企業説明会と異なり、ワークショップを組み込んでの実施と

させていただきましたが、次回実施することについてのご意見を教えてください。（複

数回答） 

項目 回答数 

① 今回と同じ形式で実施 ５人 

② 今回と同じ内容を対面で実施 ３人 

③ 今回と違う内容をオンラインで実施 １人 

④ 今回とは違う内容を対面で実施 １人 

 

問３ 問２で、③、④「今回とは違う内容を実施」を選んだ方は、どのような内容での実

施を希望するか教えてください。 

（意見） 

・他のアイデアがあれば、実施してみたらいいと思う。 

・先生や保護者と個別に会話できるような機会。今回の交流における「生 

徒」を「保護者」に替えてみてはどうか。 

 

 

 

 ①満足 ②やや満足 ③やや不満 ④不満 

１．講演 ５人 ３人 ０人 ０人 

 ①満足 ②やや満足 ③やや不満 ④不満 

２．企業と学生のオンライン交流会 ７人 ０人 ０人 ０人 

 ①満足 ②やや満足 ③やや不満 ④不満 

３．企業と教員のオンライン交流会 ５人 ２人 ０人 ０人 



５４ 

問４ 今回の交流会の時間についてご意見を教えてください。 

 

項目 回答数 

① 長い ０人 

② やや長い ０人 

③ ちょうどよい ６人 

④ やや短い ０人 

⑤ 短い ０人 

 

問５ 問５で、③「ちょうどよい」以外を選んだ方は、ご希望の実施時間を教えてくださ

い。 

 

     該当なし 

 

問６ 来年度も就職促進について、企業と生徒が交流できる場を設けたいと検討していま

すが、次回以降も参加したいと思いますか。 

項目 回答数 

① 参加したい ６人 

② 参加しない ０人 

 

問７ その他ご意見、ご感想がありましたら、自由に記載をお願いいたします。 

（意見）  

・ワークショップ形式での交流は初めてでオンライン含め不安もあったが、生徒とも楽 

しくコミュニケーションがとれて良かった。 

・高校生の柔軟な発想力に感心した。各企業の理解にも繋がったと思う。 

・今回参加し、思った以上にオンラインでコミュニケーションが取れると分かった。 
 

②教員（アンケート回収数 ７名） 

問１ 交流会の内容について、満足度をお答えください。 

（意見） 

   ・少し企業説明会のニュアンスが強く感じた。 

 

 

 

（意見） 

   ・視聴者には、主旨が伝わっていなかった。 

   ・各企業が丁寧に対応しており、生徒は意見やアイデアを出せていた。 

 

 

 

（意見） 

   ・企業の数に対して、教員の数が少ないと感じた。 

   ・事前に質問内容について知りたかった。 

 

 

 

 

 ①満足 ②やや満足 ③やや不満 ④不満 

１．講演 ２人 ２人 ０人 ０人 

 ①満足 ②やや満足 ③やや不満 ④不満 

２．企業と学生のオンライン交流会 ３人 １人 １人 ０人 

 ①満足 ②やや満足 ③やや不満 ④不満 

３．企業と教員のオンライン交流会 ２人 １人 １人 ０人 



５５ 

問２ 今回の交流会は従来の企業説明会と異なり、ワークショップを組み込んでの実施と

させていただきましたが、次回実施することについてのご意見を教えてください。

（複数回答） 

項目 回答数 

① 今回と同じ形式で実施 １人 

② 今回と同じ内容を対面で実施 ３人 

③ 今回とは違う内容をオンラインで実施 ２人 

④ 今回とは違う内容を対面で実施 ３人 

 

問３ 問２で、③、④「今回とは違う内容を実施」を選んだ方は、どのような内容での

実施を希望するか教えてください。 

（意見） 

・他のアイデアがあれば、実施してみたらいいと思う。 

・情報提供を主な内容としてほしい。 

・今回の内容に加え、企業との面談を希望。 

・ワークショップ自体は興味深いものだったが、他校の生徒の活動を見ても…

（参考にならない）と思った。 

 

問４ 今回の交流会の時間についてご意見を教えてください。 

 

項目 回答数 

① 長い ０人 

② やや長い ２人 

③ ちょうどよい ４人 

④ やや短い ０人 

⑤ 短い ０人 

 

問５ 問５で、③「ちょうどよい」以外を選んだ方は、ご希望の実施時間を教えてくだ

さい。 

   （意見） 

    ・１時間  

・１時間３０分 

   

問６ 来年度も就職促進について、企業と生徒が交流できる場を設けたいと検討してい

ますが、次回以降も参加したいと思いますか。 

項目 回答数 

① 参加したい ７人 

② 参加しない ０人 

 

問７ その他ご意見、ご感想がありましたら、自由に記載をお願いいたします。 

（意見）  

・実施は２月末のテスト期間中を希望。 

・生徒の職業に対するイメージが大きく変化したと思う。 

・ワークショップを通じて、求人票や企業説明会では知りえなかった情報（企業の姿 

勢、実際に働く人材等）を得られた。 

・普通科の生徒には専門的な話が難しかった印象。 

・ＹｏｕＴｕｂｅ配信を含め、オンライン活用は良い発想だと思った反面、入念な準 

備やイメージ、十分なノウハウが必要だと思った。 

 



５６ 

③学生（アンケート回収数 ３２名） 

問１ 交流会の内容について、満足度をお答えください。 

（意見） 

   ・ものづくりについて詳しく知れてよかった。 

   ・東予のものづくり企業について詳しく知ることができた。 

   ・オンラインでも企業について知ることができた。 

   ・企業のことを詳しく説明していただけた。 

   ・内容が分かりやすく資料もあったので理解が深まった。 

   ・話が分かりやすかった。 

   ・新しく多くのことを知れたが、難しい（専門的な）用語が分からなかった。 

   ・自分のためになることをたくさん知ることができた。 

   ・オンラインの影響で伝わりにくい部分があった。 

   ・内容が心に残った。 

   ・企業のことを知ることはできたが、内容がよく分からなかった。 

   ・企業が今行っていることを知ることができた。 

   ・私たちの知らないことがたくさんあり、知ることができてよかった。 

   ・難しい内容もあったが、少しでも理解できたのでよかった。 

   ・内容が少し難しかったが、県内企業の取り組みを聞けたしすごいと思った。 

   ・将来の役に立つ講演だった。 

 

 

（意見） 

   ・企業についてたくさんのことを知れた。 

   ・たくさん交流できて、いろいろなことを知れた。 

   ・リモートなので少しやりづらさを感じた。 

   ・オンラインでも意見の共有ができ、ワークショップで案を出せた。 

   ・企業の方に相談にのってもらい、ワークショップが実施しやすかった。 

   ・生徒の意見も取り入れていただき、楽しく活動できた。 

   ・企業の方と楽しくアイデア出しができた。 

   ・たくさんの企業の話を聞けて、とてもいい機会になった。 

   ・ワークショップについての説明が少し足りていなかったと思う。 

   ・企業の方と多くお話できてよかった。 

   ・企業について説明してもらい、とても分かりやすかった。 

   ・企業の方と話をしながら、提案について考えを深めることができた。 

   ・自分たちのアイデアが社会に出て、どのような評価をしてもらえるのか参考になっ

た。 

 

問２ 今回の交流会は従来の企業説明会と異なり、ワークショップを組み込んでの実施と

させていただきましたが、次回実施することについてのご意見を教えてください。（複

数回答） 

項目 回答数 

① 今回と同じ形式で実施 １８人 

② 今回と同じ内容を対面で実施 １２人 

③ 今回と違う内容をオンラインで実施 ２人 

④ 今回とは違う内容を対面で実施 ０人 

 ①満足 ②やや満足 ③やや不満 ④不満 

１．講演 ９人 １８人 ３人 ２人 

 ① 満足 ② やや満足 ③ やや不満 ④ 不満 

２．企業と学生のオンライン交流会 ２１人 １１人 ０人 ０人 



５７ 

問３ 問２で、③、④「今回とは違う内容を実施」を選んだ方は、どのような内容での実

施を希望するか教えてください。 

（意見） 

・コロナの影響で Zoomでの交流となったが、次の機会には対面で開催してもっとコミ

ュニケーションを取りたい。 

 

問４ 今回の交流会の時間についてご意見を教えてください。 

 

項目 回答数 

① 長い ０人 

② やや長い ６人 

③ ちょうどよい １９人 

④ やや短い ６人 

⑤ 短い １人 

 

問５ 問５で、③「ちょうどよい」以外を選んだ方は、ご希望の実施時間を教えてくださ

い。 

（意見） 

   ・２５分 

   ・１時間 

   ・１時間３０分 

   ・２時間 

 

問６ その他ご意見、ご感想がありましたら、自由に記載をお願いいたします。 

（意見） 

   ・企業の方と楽しく話すことができた。 

   ・初めて企業の方と活動できて嬉しかった。 

・東予にもすごい企業があることを知った。 

・職業選択に活かせたらと思う。 

   ・多くの企業の人と関われ、満足だった。 

   ・県内（東予）の企業を知ることができて本当に楽しかった。 

   ・ワークショップの時間が短かった。 

   ・企業の方との交流は今までなかったので、とても楽しく、また参加したいと感じた。 

   ・オンライン交流会は初めてで苦労した部分もあったが、自分が言ったことを企業の方が

実現できそうに、具体的にしてくれて楽しかった。 

   ・自分の将来のためになる貴重な時間になったので、これからのことについてしっかり考

えていきたい。 

   ・企業のみなさんとオンラインではあったが交流できてよかった。 

・多くの企業の方とコミュニケーションを取ることができ、なかなか体験できない交流会 

だった。 

   ・今回の交流会で企業の方と関わることができたので、将来の役に立てたいと思う。 

   ・オンラインで企画づくりができ、とても良い経験になった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



５８ 

 

第４章 令和２年度 協議会事業報告書の作成・配付について 
 

（１）目的 

令和２年度に「東予東部ものづくり若年人材確保対策協議会」が実施した各事業の成果や

各関係者から得られた意見等をまとめた報告書を作成し、愛媛大学、新居浜高等学校専門学

校及び中南予の高校生の採用を希望している企業、関係機関等に配付し、当協議会への参加

を促すとともに、効果的な採用活動の参考としてもらうことを目的とする。 

 （２）実施時期 

令和３年３月 

（３）東予東部ものづくり若年人材確保対策協議会事業報告書の内容  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）配付先 

  東予東部ものづくり若年人材確保対策協議会会員企業、学生の採用を希望している企

業及び関係機関等に配布する。 

 ①新居浜市   102社 

  ②西条市    73社 

  ③四国中央市  16社  

   合計 191社 

 

 

第１章 概要 

第２章 理系大学生等人材確保対策事業 

 

１ ものづくり企業見学会 

２ ものづくり企業出張講座 

３ ものづくり企業魅力発信能力アップセミナー 

４ 意見交換会 

第３章 中南予高校生の就職促進事業 

 

１ ものづくり企業紹介パンフレット作成 

２ ものづくり企業見学会 

３ 中南予高校とのオンライン交流会 

第４章 令和２年度 協議会事業報告書の作成・配布について 


