鹿児島大学進取の精神チャレンジプログラム企画書
部門の別

１．一般部門

プログラム名

WEB の力で地域・学生・大学をつなぐ！

グループ名

Palmy

②．地方創生活動部門

学部等名・学年

教育学部・家政専修

氏

松元 優明

名

３年

代表者

プログラムの
内容

電話番号

090-6630－3231

メールアドレス

yuua910＠i.softbank.jp

１． 概要

現在、鹿児島県における課題として人口流出・若者の県外就職による企業の衰退・
少子高齢化があげられる。それを食い止める 1 つの方法が鹿児島大学において、地
域就業を推進し、少しでも多くの学生が県内に就職することであると考えられる。
私たち Palmy は、鹿児島大学生のための web メディア"KADAI INFO"を運営してお
り、2018 年 4 月には月間 PV 数（閲覧数）約 7 万件を獲得し、多くの鹿児島大学生へ
学内及び鹿児島の情報発信を行っている。この強みを活かして、WEB サイト上での地
元企業に関する情報発信により、学生に鹿児島の企業を認知してもらい、また、鹿児
島の企業で働く社会人と鹿児島大学生が交流することができるイベントの開催を企画
する。そして、その活動の過程において、WEB サイトにおけるコンテンツの充実を図
り、本学学生と地域(企業)、そして大学をつなぐためのプラットホームの構築を目指
す。内容としては、これまで日常的かつ直接的に学生へアプローチされることが少な
かった、鹿児島の企業の就活情報や人事のインタビュー記事等を取り上げ、web 上で
発信する。これらに関する記事を充実させることで、本学学生の地元企業への興味、
関心を高めることに寄与する。また、大学が推進する地域企業へ繋がる機会を増や
すことを目的としたイベントの開催によって、学生が地域就業のイメージを描くことが
できるものへとつなげる。
２． 企画の目的（ねらい）・特色等

鹿児島県は、若者の人口流出が問題となっている。鹿児島の多様な地元企業がイ
ンターンシップや会社説明会などの様々な取り組みを行い、鹿児島大学生に向けた採用
活動を行っている。しかし、 鹿児島大学の卒業生の約半分が県外へ就職しており、こ

の流れがさらに進めば、鹿児島県内の過疎化や少子高齢化が進み企業の衰退につ
ながると考えられる。鹿児島の学生が県外に就職してしまうことは鹿児島県にとって
早急に解決すべき課題であろう。
就職活動の当事者である鹿児島大学生が、県外へ就職をしてしまう原因として、地元に

どのように魅力的な企業が存在するのか理解していないこと、地元企業に対するネガティ
ブな先入観があること、そして企業側が様々な取り組みをやってはいるが、効果的な情報
発信ができておらず、学生に届いていないことの 3 点があげられる。
これらの原因を解決し、少しでも多くの学生の地元就業を推進するために以下のアプロ
ーチが考えられる。
・県内企業の魅力を理解する
・地元就業に対するネガティブな先入観の払拭
・効果的な情報発信による鹿児島県内企業の認知度の向上
これらを達成することができれば、地元就業率が向上するのではないかと考える。
そこで、私たちが運営する KADAI INFO にできることを 2 つ挙げる。
① WEB サイトによる県内企業の情報発信
これまで学生にアプローチすることの少なかった鹿児島の企業情報や就活情報、人事
のインタビュー記事等を取り上げ、WEB 上で発信する。これらに関する記事を充実させる
ことで、鹿児島大学生の地元就業への興味・関心を高める。
② 学生のユニークな発想を生かした「おもしろい！」「参加したい！」と思える就活イベン
トの開催
鹿児島大学が推進する地元企業とつながる機会を増やすこと、そして鹿児島大学生の
地域就業への興味・関心を向上することを目的としたイベントの開催を計画する。このイ
ベントでは、ただ講演会を開くのではなく、軽食を片手にフランクな雰囲気の中で学生と社
会人の交流を図れるよう工夫を凝らしたイベントにすることを計画している。
本企画の特色として、私たち Palmy が運営する鹿児島大学生のための WEB サイト
“KADAI INFO”による、学生への圧倒的情報発信力を上げたい。2018 年 4 月には月間 PV
数（閲覧数）約 7 万件を獲得し、多くの鹿児島大学生へ学内及び鹿児島の情報発信を行
ってきた。私たちが持つ強みを活かし、鹿児島大学生と地域（企業）をつなぐプラットフォー
ムになりえるべく、コンテンツの充実を図りたい。これらのことから、地元企業の情報や採
用情報等に関するコンテンツを量的・質的に拡充することで、鹿児島県内就職を推進する
とともに、地域活性化を図ることを目的とする。また、合わせて Palmy の自律的な運営及
びメンバーの成長も目的とする。

３．具体的な実施計画
（※地方創生活動部門については、協働する自治体等の担当者の所属・氏名・連絡先、
必要経費との関連、具体的な実施方法等を記述すること）
本計画では、地域創生に向け、学卒者の県内就職率向上の取り組みを行っている産
学・地域共創センター連携推進部門（COC＋グループ）（以下 COC＋グループ）のご協力
をいただき、以下のような流れで計画を実施する。
実施するコンテンツは、
１．学生の地域就業への興味を高めるための記事作成
２．学生目線だからできるおもしろい就活イベント開催
の２つである。
【１．学生の地域就業への興味を高めるための記事作成】
① 鹿児島大学生への採用活動を行っている地元企業の獲得
・COC＋グループから企業を紹介してもらう
→COC＋グループには鹿児島大学生に情報を届けたい企業の方が多く訪れる。その
企業の方に COC＋グループ経由で KADAI INFO の記事掲載について案内してもら
い、興味を持っていただいた企業と KADAI INFO をつないでもらう。
・WEB サイト上のお問い合わせページからメールまたはフォームからの依頼
・KADAI INFO の営業部が地元企業の方へ営業をかける
② 企業へ取材に行く
KADAI INFO の営業部と記事作成担当者で企業の方と記事内容会議を行う。「こういう情
報を入れてほしい」という要望を聞いた後に会社を訪問したり、実際に商品を見たりして
情報収集・取材を行う。
③ 記事の作成
KADAI INFO の編集部で企業の要望をもとにどのような方向性の記事にするかをミーティ
ングで話し合う。その後、記事作成担当者が記事作成する。記事作成基準は、①学生目
線であること②タイトルで引き付けられること③読者が最後まで見る内容であることの 3 点
である。記事作成後、編集部の 4 人で校閲を行う。校閲内容は見やすさ・わかりやすさ・正
しさである。
④ 記事の下書きを企業に確認してもらう
記事作成担当者が企業の方に直接会うかメールでファイルを送るかのどちらかの方法で
下書きの確認をしてもらう。企業側に 100％満足していただくために、情報の漏れ等がな
いかの確認を行う。
⑤ 記事の公開
記事作成担当者が掲載予定日（毎週月曜 or 木曜）の 1 番見られる時間帯である 21：00

～23：00 の時間帯に投稿する。また、連動して Twitter・Facebook での投稿も行う。
SNS から記事への流入が多いため、SNS に投稿することで多くの読者を獲得できる。
⑥ 記事の分析
分析係が「google アナリティクス」を利用してページの離脱率、PV 数などの分析を行い次
の記事作成に活かす。
以上の流れでの記事作成を計画している。
記事作成における目標は以下のとおりである。
・就職に関する企業とのコラボ記事は 1 カ月に 3 回投稿
・1 記事 1 万 PV 数の獲得
【２．学生目線だからできる就活のイベント開催】
（概要）
6 月から 12 月にかけて記事でつながることのできた 21 社（3 記事/1 カ月×7 か月分の計
算）の中から、協力していただける企業と共にイベントを開催する。
（内容）
学生目線だからできるイベントにする。
「学生目線だからできるイベント」とは「学生の需要に合わせることができること」。
・単なる「会社説明会」ではなく下記のような「おもしろい」、「参加したい」と思えるような内
容にする
・企業自体の紹介だけでなく、働く人に焦点を当てたイベントにする
《企画例》
・軽食を用意し、フランクな空間を創り出し、社会人と学生の間で交流をする
・鹿児島の企業に内定をもらった 4 年生や鹿児島大学の OB/OG で比較的学生と年齢が
近い方が講演をすることで興味・関心を惹く
・ユニークな取り組みをしている企業を取り上げ、紹介する
・多様な働き方をしている社会人の方による講演会をする
（例）
・趣味のテニスのために毎週水曜日は定時に帰るサラリーマン
・鹿児島で働くサラリーマンの休日の過ごし方
・副業のカフェとメインの会社員を両立させている OL

など…

・イベントの様子を Instagram・Twitter で発信することで特典をつけ、鹿児島大学外にも学
内での取り組みを知ってもらう
・インスタ映えするような空間を創り出し、堅いイメージをなくしたイベントを開催する
（イベント開催にあたり、現段階での計画）
日時：1 月の金曜日 18：00～
場所：学習プラザ 1 階

集客人数：100 人以上
条件：学部・学科問わない
告知方法：KADAI INFO の Twitter
ビラの配布

プログラムの ３． スケジュール（具体的に）
内容

【5 月】
・学生が読みたくなる記事とはどのようなものであるのか、編集部メンバーで有名な記事
を利用して研究・分析し、記事の質向上に努める
・COC+グループと KADAI INFO 間で企業様から依頼があった際の流れの確認・強化
【6 月～12 月】
・企業様を紹介していただき次第、随時取材・記事作成を行う。
（目標は 1 カ月に 3 記事の作成）
【10 月～】
・1 月に開催するイベントに向けた準備の開始
（準備内容）
・イベント内容の案を練る・確定
・協力してくださる企業との連携
・スケジュールの確定
・講演をしていただく方への依頼
・SNS・ビラによる告知開始
・場所の予約
・注文する飲食物の決定
・必要な備品の確認
【1 月】
・学生目線だからできる就活のイベント開催

４． 期待される効果又は成果
KADAI INFO が大学、鹿児島県内企業の情報を WEB サイトや SNS を通して発信すること
で、学生は県内企業に対する理解が深まる。また、KADAI INFO が記事や企画を作成し、
その結果をフィードバックすることで、県内企業や大学は学生の現状を把握することがで
きる。つまり、KADAI INFO が学生、県内企業、大学の三者を繋ぐプラットホームとなること
で、相互に連携し合う関係が生まれ、地域活性化につながると考えられる。
さらに、この活動を通して KADAI INFO という団体として自律的な運営を行う知識やノウ
ハウを高める効果があると考える。
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