未来計画研究社 スポンサー募集要項
企業と学生をつなげる未来計画研究社では、企画事業費に充てるため、企業・団体の皆さまからのご
協賛（スポンサー）をお願いしております。ご支援・ご協力をお願い致します。
１．協賛金の使途
協賛金は、企業と学生の交流イベント開催や未来計画研究社の事業の取り組みを学生や地元企業に分
かりやすく発信していく冊子「やまなし未来計画ハンドブック 2021」の作成と配布に使用します。
なお、今年度はコロナ禍の対応として Web サイトでデータ発信も計画しています。
昨年の実績：冊子 36,000 部を山梨県内高校、大学・短期大学、企業・団体等の約 120 か所に配布。
２．お申込方法
協賛金

一社 8 万円（税込）

申込方法

いずれかの方法よりお申し込みください。
①メールによる申し込み
申込用紙を記入の上、未来計画研究社へメール（info@miraiken.yamanashi.jp）で
お申し込みください。
申込用紙は、未来計画研究社 Web サイトよりダウンロードもできます。
https://miraiken.yamanashi.jp/news/3110/
②Google フォームによる申し込み
以下の Web フォームへ必要事項を入力しお申し込みください。
https://forms.gle/VC5SQMV6Jp46vhdx5
10 月 13 日（火）締切

申込期日
振込先

お申し込み完了後、10 月下旬に振込先をご案内いたします。
指定の期日までにお振り込みください。
（おおよそ 1 か月の振込期間を設けます。
）

特典

・学生と企業の気軽な「オンライン交流会」への参加（10 月〜12 月 計４回）
・個性豊かな学生と交流を深める「やまなし JIBUN コンテスト」への参加（令和
3 年 2 月 9 日開催）
・
「やまなし未来計画ハンドブック 2021」へのスポンサー企業としての掲載
※冊子は、山梨県内の高校、大学・短期大学に配布します。
※Web サイト等でのデータ発信も行います。
※申込企業数により作成部数は異なります。
（1 万〜3 万部ほど）
・
「やまなし未来計画ハンドブック 2021」 20 部進呈
・アットホームな「ミニ合同企業ガイダンス」（3 月上旬）

その他

※実施内容の詳細は、別紙「未来計画研究社の取り組み」をご覧下さい。

３．お問合せ先
「未来計画研究社」
山梨県甲府市武田 4-4-37
山梨大学 B-1 号館 315 山梨大学地域未来創造センター内
Tel：055-220-8450 / E-mail：info@miraiken.yamanashi.jp
HP：https://miraiken.yamanashi.jp/

(別紙)
■未来計画研究社の取り組み
「キラリひかる“学生”× キラリひかる“企業”との橋渡し」
１．目的
未来計画研究社は、地元企業・団体と学生をつなげる学びのコミュニティです。実践的な教育や交流
を通じて、地域の課題解決を担う人材を育てることを目的としています。
２．特徴
学年を問わず早期から企業と学生がつながりを持てる機会を提供します。
大学の枠を超えた学生間の交流の機会を提供します。
多様な交流を通じて、学生一人ひとりが自分の未来の「暮らす・働く」をデザインし、自ら未来を切
り開いていける力を身につけます。
【学生】
会社や社会を知る、スキルを磨く、自分について考え・発信していく力を養う。
【企業・団体】
働く「人」から「仕事」
「会社」の魅力を若者に知ってもらう。
現代の若者の想いや価値観を知るきっかけを提供します。
３．主な活動
企業と学生が協働する Mirai プロジェクト（6 月〜2 月）

①

企業が取り組む Mirai プロジェクトに学生が参加し、自発的な学びを通じて実践力を磨きます。企業
は学生の指導にあたりながら、若者のニーズや価値観を知ることができます。
令和 2 年度は、24 件の Mirai プロジェクトが進行しています。
https://miraiken.yamanashi.jp/mirai/

【※昨年の Mirai プロジェクトの活動】

②

学生と企業の気軽なオンライン交流会（10 月〜12 月）
企業数社と学生による小規模で気軽な交流会です。ホームページなどに記載されている会社概要など

は簡潔な説明にとどめ、これまでの経験や将来のビジョンなどを語っていただきながら学生と交流しま
す。学生は、会社で働く「人」の魅力や多様な働き方について考えてもらいます。
学生と企業は、それぞれへの質問を事前にあげてもらいます。その回答結果をみながらお互いへの理
解を深め相互のニーズを探ります。
日時：10 月 27 日、11 月 10 日、24 日、12 月 8 日 計 4 回 (隔週火曜日) 18:30～20:30
参加方法：ZOOM を使用したオンライン開催
内容：企業プレゼンテーション（1 社あたり 2 分程度）
、全体で質疑応答(アンケート結果共有)、
個別ルーム交流会
※今年は新型コロナウイルス感染予防対策のためオンラインで実施します。
※参加希望日をあげていただき、1 社につき 1、2 回の参加で調整します。
※過去のイベント⇒https://miraiken.yamanashi.jp/news/2008/
【※昨年の Mirai ｶﾌｪ交流会の様子】

個性豊かな学生と交流を深める「やまなし JIBUN コンテスト」（2 月）

③

学生の個性や強みが社会でどのように生かせるのかを働く視点から考える交流イベントです。
２分間の動画で、学生一人ひとりが自分自身の特技や趣味などで JIBUN（自分）を表現します。イベン
ト当日は、事前に公開される動画をみてアドバイザーとして参加し、社会や会社で個性をどのように生
かすことができるのかなど助言しながら交流を深めます。個性と仕事をつなげる場となるインターンシ
ップやイベント、会社訪問などへスカウトして、次のアクションへとつなげます。
スポンサー企業には、気になる学生と出会える機会を設けます。
日時：令和 3 年 2 月 9 日(火) PM
場所：山梨大学 大村記念ホール
参加方法：会場と ZOOM 等の同時開催(予定)
内容：動画審査、オフラインまたはオンライン交流会
※時間を区切りながらの対面での交流を予定していますが、
新型コロナウイルス感染状況によりオンライン交流も検討しています。
過去のイベント⇒https://miraiken.yamanashi.jp/jibun/
【※昨年の合同 JIBUN 説明会の様子】

やまなし未来計画ハンドブック 2021（2 月発行予定）

④

学生インタビュー記事、Mirai プロジェクトの活動紹介、スポンサー企業紹介などを載せた冊子を、
主に県内高校生や大学生を対象に配布します。コロナ禍に対応しデータ発信も行います。
※作成部数は、申込企業数に応じて異なりますが、1 万〜3 万部を予定しています。
以下の Web サイトより、昨年度の冊子を掲載しています。
http://www.fucom.yamanashi.ac.jp/
※これまでの取組みの詳細
<COC+関連> やまなし未来計画ハンドブック（PDF）を参照。

⑤

【※ハンドブック 2018〜2020】

アットホームな「ミニ合同企業ガイダンス」
（3 月上旬）
時間帯を分けての小規模な“私服”で参加の企業ガイダンスです。
企業の魅力や社会での働き方などをお伝えしながら、学生とざっくばらんに交流してもらいます。

日程：3 月上旬 AM・PM
場所：山梨大学 大村記念ホール
参加方法：対面（オフライン）
内容：各ブースでの説明会（30 分×4 回程度）
※時間を区切りながらの対面での交流を予定していますが、
新型コロナウイルス感染状況によりオンライン交流も検討しています。
過去のイベント⇒https://miraiken.yamanashi.jp/news/2750/

【※ミニ合同企業ガイダンス】

【申込用紙】
（１）参加費
１社あたり８万円（税込）
（オンライン交流会、やまなし JIBUN コンテスト、冊子制作・掲載費及び
冊子 20 冊進呈、ミニ合同企業ガイダンス）
（２）申込方法
申込用紙をご記入の上、メールにてお申し込みください。
【 Email：info@miraiken.yamanashi.jp 】
または、以下の Google フォームよりお申し込みください。
【https://forms.gle/VC5SQMV6Jp46vhdx5】
（３）支払方法
申込手続きが完了しましたら「支払方法のご案内」をお送りいたします。記載された期日（おおよそ
１か月後）までにお振り込みをお願い申し上げます。

《申込用紙》
企業名

所属部署

住所

担当者

メールアドレス

電話番号

ご希望の特典にレ点を入れてください。
□①学生と企業の気軽な「オンライン交流会」
【

】10/27(火)､【

】11/10(火)､【

※参加を希望する日に優先順位①～④を【

】11/24(火)､【

】12/8(火)

】に入れてください。

□②個性豊かな学生と交流を深める「やまなし JIBUN コンテスト」
（令和 3 年 2 月 9 日開催）
□③やまなし未来計画ハンドブック 2021 企業･団体情報の掲載、20 冊進呈（2 月頃発送）
□④アットホームな「ミニ合同企業ガイダンス」
（3 月上旬）
※オンライン交流会は、計 4 日間で開催となりますが、1 日の参加企業数に限りがございます。1 企業･団体
につき、１〜2 回の参加で調整させていただきます。

【お問い合わせ先】
未来計画研究社
（住所）山梨県甲府市武田 4-4-37
山梨大学 B-1 号館 315 地域未来創造センター内
℡：055-220-8450
Email:info@miraiken.yamanashi.jp

