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岐阜県インターンシップ
推進協議会 活動報告書

平成22年度

イビデン㈱、㈱大垣共立銀行、岐阜車体工業㈱、岐阜信用金庫、岐阜プラスチック工業㈱、

サンメッセ㈱、㈱十六銀行、西濃運輸㈱、太平洋工業㈱、高山信用金庫、㈱TYK、東濃信

用金庫、㈱トーカイ、㈱文溪堂、ヨツハシ㈱、明智セラミックス㈱、朝日土質㈱、㈱アドツー

プラド、㈱アド・プロ、アピ㈱、アルプス薬品工業㈱、アルフレッサ日建産業㈱、㈱アルミック、

㈱アンクル、イハラサイエンス㈱岐阜事業所、㈱イマオコーポレーション、㈱岩電商会、

㈱インフォファーム、上田石灰製造㈱、㈱エイエムディ自動機、エコレック㈱、㈱エヌテック、

榎本ビーエー㈱、㈱大石、大垣精工㈱、大垣フォーラムホテル、大垣扶桑紡績㈱、 

㈱大鹿印刷所、凰建設㈱、㈱岡本・ナベヤ、㈱オンダマテック、カイインダストリーズ㈱、

㈱カトーメテック、（医）カワムラヤスオメディカルソサエティ、岐建㈱、岐セン㈱、㈱キ

タガワマルカネ、㈱岐阜冠婚葬祭互助会、㈱岐阜銀行、岐阜スズキ販売㈱、岐阜精機工業㈱、

㈱岐阜造園、岐阜トヨタ自動車㈱、岐阜トヨペット㈱、㈱クニシマ、㈱久米商店（スーパー

バリュー）、クラレプラスチックス㈱伊吹工場、栗本建材㈱、㈱グルーヴシステムズ、㈱黒

田製作所、㈱ケーイーシー、㈱郷鉄工所、（医）香徳会関中央病院、㈱コスモマツオカ、 

コダマ樹脂工業㈱、齊交㈱、㈱佐合木材、佐竹鉄工㈱、サトウパック㈱、サンケミカル㈱、

㈱三心、サンワトレーディング㈱、ジーエフシー㈱、㈱シイ・ケイ・アイ、城山産業㈱、

神鋼造機㈱、新日本ガス㈱、㈱スギヤマメカレトロ、特定非営利活動法人西濃学園、西濃

建設㈱、（医）静風会大垣病院、関ケ原石材㈱（セキストーングループ）、第三設計工業㈱

技術センター、大福製紙㈱、太平洋精工㈱、㈱大雄、㈱太洋社、㈱ダイワテクノ、高砂工

業㈱、㈱高山グリーンホテル、㈱田幸、田澤電材㈱、タック㈱、㈱中日ホーム、中部事務

機㈱、㈱中部商事、㈱ツキオカ、㈱テキスタイル小林、テクノブレーン㈱、㈱電算システム、

天龍コンポジット㈱、東栄管機㈱岐阜工場、東栄工業㈱、㈱東海化成工業所、㈱東海スプ

リング製作所鵜沼工場、東海西濃運輸㈱、㈱東海パウデックス、㈱トゥ･ステップ、㈱東洋、

㈱ ト ー エ ネ ッ ク 岐 阜 支 店、 ト ー ギ ㈱ 本 社、 ㈱ 東 伸、 ト ヨ タ カ ロ ー ラ 岐 阜 ㈱、 

㈱トヨタレンタリース岐阜、㈱ナガセインテグレックス、鍋屋バイテック会社、㈱日興テ

キスタイル、日本耐酸壜工業㈱、日本ポリ鉢販売㈱、ハートランス㈱、㈱パールマネキン、

㈱ハウテック、㈱パナホーム愛岐、ハビックス㈱、㈱林本店、ピーアイシステム㈱、（社）飛

騨市観光協会、㈱ひだホテルプラザ、ヒロタ㈱、㈱フードセンター富田屋、㈱深見製作所、

フジヤ広告㈱、㈱フラワーハネー、㈱ブルーメイト、㈱文晶堂、（有）ホイットニィ・ジャパン、

前畑㈱、松下電建㈱、松波印刷㈱、丸伸興業㈱、マルスン㈱、丸平建設㈱、瑞浪精機㈱、

三 星 砿 業 ㈱、MINI岐 阜、 美 濃 工 業 ㈱、 ㈱ 美 濃 庄、 ム ト ー 精 工 ㈱、 名 北 工 業 ㈱、 

㈱メトーカケフ、森松工業㈱、㈱ヤクセル、㈱ヤナゲン、矢橋工業㈱、矢橋林業㈱、 

八尋産業㈱、㈱ヤマザキマザック美濃加茂製作所、㈱山登ゴム、㈱Ｕ－セラミック、ユニ

オンテック㈱、㈱吉田ハム、㈱ラボテック、りゅうでん㈱、レシップ㈱、（医）録三会太田病

院、ロワジールホテル大垣

（順不同）

岐阜県インターンシップ推進協議会

3年の歩み
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●参加して良かったことは？
普段とは違う視点で社会を見ることができました。活動を通して
友人ができたことで、就職活動に向けて刺激し合えたり、自分に
足りないものが見えてきたりしています。

●就活に役立ちますか？
もちろんです！ 早い時期に企業や社会に興味を持ち、実際に働
いている人の姿を見ることで、自分の就職への考えを高めること
ができますよ。

●参加する前の心構えは？
まずはどんなことにも挑戦しようという勇気とやる気、なぜ実習
させてもらうのかという目的意識。そして、明るくハキハキと振
る舞うようにすることなどが一番大切にしたいことです。

●必要な持ち物は？
業種や企業によって様々なので、事前に企業側の担当者に確認し
ておくとベストです。服装はどの企業もスーツを指定しているわ
けではなく、動きやすいものが好まれる場合も。職場環境によっ
ては上履き（＋下足を入れるビニール袋）も必要です。
最低限持っていたいのは、ハンカチとティッシュという基本アイ
テム、そして筆記用具とノート、もらった資料を保存できるファ
イルなど。署名や捺印を求められることもあるので、念のため印
鑑を持っていると安心です。

先輩に聞く！基本のキ



インターンシップって何?
どう進めるの？
「働く」ことへの理解を深め、就職前に社会に出る体験をするのがインターンシップ。
つまり、就職活動の大きな流れの一環だとも言えます。そこで、インターンシップの
進め方を四年制大学の3年から4年にかけての活動目安とともにご紹介します。

　大学等の各学校では、研修先を決めるところから実施・
報告までを含めたキャリア教育の授業や、単位認定制度
を整備しているところも増えてきています。それがなく
ても、キャリアセンターや就職課で支援してもらえる場
合も。まずは確認してみて下さい。

　いきなり就職活動を始めるように言われても、どんな仕事を
したいのか、さらにどんな業界や職種が向いているのか、具体
的に挙げられる人は少ないと思います。そのぼんやりとしたイ
メージをはっきりさせるためには、やはり自分で体験すること
が一番。社会人として一人前になるために必要なこと、今の自
分に足りないものを知ることができます。

　インターンシップの目的は、あくまで日頃学校では知り得な
いビジネスの場を体験し、それを今後の就職活動や学習に活か
すこと。そのため、その企業に就職すること自体が目的ではな
く、“結果として就職活動におけるミスマッチ防止に役立って
いる”ということなのです。

　学生が参加しやすいようにという配慮から、夏休みの
時期に実施している企業が多数。期間は企業によって
様々で、見学等を1日だけ行う1dayインターンシップ
をはじめ、1〜2週間程度の短期や、3ヵ月〜半年程度の
長期にわたって行うものがあります。岐阜県では1〜2
週間程度のものが主流となっています。

　まずウェブサイトなどでインターンシップについて調
べてみるのがおすすめ。斡旋している企業や団体も増え
てきました。また、岐阜県内で数多くのインターンシッ
プ受入企業を取りまとめているのが、岐阜県インターン
シップ推進協議会。ホームページでは受入企業について、
募集学部や実施時期、期間、研修内容などの情報を公開
しています。受付方法も記載されているので、参考にし
て応募することができます。（詳しくは→8ページへ！）

＊全国的に見れば、インターンシップの名を借りながらも商業
主義に走った就業体験も散見されます。インターンシップは
あくまでも学校教育の一環として捉えることが大切です。
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どうやってインターンシップ先を探すの？ 時期や期間はどのくらい？ 就活に本当に役立つの？

まずは、学校で探してみよう。 「働く」ってどういうことか、
イメージできますか？

でも、実は「就職先に直結している」
ワケではないんです。

「自分で申し込まなきゃ！」そんな時は…？

就職活動の流れ

インターンシップの流れ

■参加したインターンシップの形態（複数回答）

■学生のインターンシップ参加率

■インターンシップ先への就職状況

※インターンシップを実施した学生及び受入企業に毎年調査した結果をもとにしています。

（岐阜県就職ガイダンス2009に参加した岐阜県出身者のうち）

※これらを組み合わせて実施している場合は、通常業務の体験が75％、
　職場（工場）見学が38％、課題解決が35％それぞれ含まれており、
　多くの企業で実際の業務の一部を体験できることが分かります。

出展：インターンシップ成果報告書2008（全国版）「意識アンケート」

3年生
4月頃	 ●インターンシップの授業が開講される場合は、受講し始める

6月頃〜	 ●大学内で行われる説明会等に参加する
	 ●計画を立てる
　	 ●協議会のホームページを見るなどして、
　　　　　　 インターンシップ先を探す（企業研究）

7月	 ●業種や職種などの条件を調べ、希望する企業を選ぶ
	 ●大学や協議会を通して、あるいは個人で申し込む
	 ●エントリーシートや履歴書を書き、提出する（企業の指示に従って！）
	 ●事前に面接を受ける※

8〜9月	 ●インターンシップに参加する
	 ●企業の方にお礼状を出す
	 ●大学や協議会に内容や感想を提出
	 ●自分でじっくり振り返る

10〜11月	 ●大学で成果報告会があれば、参加する

3年生	 6月頃	 就職活動について考え始める
	 8〜9月	 インターンシップに参加する
	 10月	 就職活動を始める　　エントリー開始！
	 	 自己分析や企業、業界研究を始める
	 11〜12月	 企業展や企業セミナーなどの就活イベントに参加する
	 12月	 エントリーシートや履歴書を書き始める
	 1月頃〜	 会社説明会に参加する
	 2月頃〜	 筆記試験や面接等を受ける　

4年生	 4月頃〜	 選考が始まる　　内々定をもらう
	 6月頃	 就職活動終了

＊この表は先輩たちの事例をもとに作成したものです。時期等は異なることがありますのでご了承下さい。

＊事前に企業・学生双方がお互いに確認するための良い
　機会ですが、必須ではなく、面接がない場合もあります。
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岐阜県インターンシップ推進協議会ってどんな存在？

●岐阜県のインターンシップの歩み●

　閣議決定を受け、「インターンシップ受入企業開拓事
業」が始まったのは平成13年12月のこと。厚生労働省
の委託によって、東京経営者協会を中心に全国の経営者
協会等が4年にわたって取り組んできました。その後、
平成18年度から地域の特色を生かすため「インターン
シップ受入企業開拓事業」は、岐阜労働局（厚生労働省の
地方機関）が事業主体となり、岐阜県経営者協会が引き
続き推進してきました。
　また、岐阜県のインターンシップの効果向上と全体最
適を図るために、県内の経済団体や学校などの個別の取
組みを補強する中核組織を立ち上げようという機運が起
こり、平成18年4月、産学官の連携のもとに岐阜県イン
ターンシップ推進協議会が設立されました。

　これにより、若者が岐阜県内の産業や企業についての
理解を深め、就労を体験できるインターンシップの機会
を産学官が一体となって提供し、岐阜県の次代を担う人
材を育成していくための県内一本化の基盤が構築されま
した。
　その後、岐阜県インターンシップ推進協議会と岐阜県
経営者協会のインターンシップ受入企業開拓事業は、相
互に補完しながら、学校と企業の両輪となってインター
ンシップを推進してきました。しかし、平成22年3月を
もって厚生労働省のインターンシップ受入企業開拓事業
は終了することとなり、岐阜県インターンシップ推進協
議会はその事業趣旨を引き継ぎ、地域の主体的取組みと
して、岐阜県内のインターンシップを推進します。

平成17年
10月28日	 岐阜県知事へ「岐阜県のインターンシップ推進に関する要望」を提出
12月20日	 設立発起人会
平成18年
	4	月21日	 設立総会	（参加者148人、総会《書面表決を含む》198人）
11月17日	 第1回成果報告会	(会場：岐阜工業高等専門学校)  参加者111人
平成19年
	6	月20日	 通常総会・講演会	（参加者84人、総会《書面表決を含む》139人）
11月28日	 第2回成果報告会	(会場：中部学院大学)  参加者250人
平成20年
	6	月18日	 通常総会・講演会	（参加者104人、総会《書面表決を含む》184人）
11月19日	 第3回成果報告会 (会場：朝日大学)  参加者339人
平成21年
	6	月17日	 通常総会・講演会	（参加者94人、総会《書面表決を含む》177人）
11月18日	 第4回成果報告会 (会場：岐阜経済大学)  参加者144人
平成22年
	5	月11日	 人材総合サービス企業	㈱毎日コミュニケーションズと連携開始
	6	月16日	 通常総会・講演会	（参加者84人、総会《書面表決を含む》195人）
12月	1	日	 第5回成果報告会	（会場：岐阜聖徳学園大学）  参加者232人

A
Qインターンシップの定義とは？ 

簡単に言えば、「学生が在学中に就業体験を行う」こと。
大学などにおけるインターンシップに関しては、1997年（平成9
年）5月に閣議決定された「経済構造の変革と創造のための行動計
画」において言及された「学生が在学中に自らの専攻、将来のキャリ
アに関連した就業体験を行うこと」が基本定義とされています。

Q
A
なぜ参加すると良いの？

Q
A
どんなことをするの？

岐
阜
県
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
推
進
協
議
会
は
、

岐
阜
県
で
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
希
望
す
る
あ
な
た
を

お
手
伝
い
し
て
い
ま
す
。

ポスター＆リーフレットギャラリー

0

200

400

600

800

1000
受入事業所登録数

実際に受け入れた企業

参加学生数

平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年平成16年

159件

44件

96人

422件

263件

886人

388件

208件

635人

372件

187件

518人

390件

156件

420人

321件

65件

144人

岐阜県のインターンシップの推移

企業を訪問し、具体的な仕事の一部を体験したり、
社員の話を聞いたりします。研修型や体験型、見学型や
セミナー型など内容や期間等は企業によって様々ですが、
会社や業界についての理解や、アルバイトと違い
社員として「働く」ことについて考えを深めることができます。

学校を卒業する時には、「就職」という人生の新たなスタートが待っ
ています。それまでに自分のやりたいことをはっきりさせ、納得の
いく就職活動をするために効果的だからです。
近年では若者の離職率の高さが深刻な問題となっており、
学生と企業との“ミスマッチ”を防ぐ効果も期待されています。
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？

学生さんにとって

「発見の場」となれば企業としても嬉し

いです。より多くのことを吸収するために、

どんなことにも“興味を持つ”という姿

勢を心がけてほしいですね。

社員の中でも学生さんに

比較的近い、若いスタッフを指導に

充てていますが、学生と“社会人になった

自分”との違いを感じる良い機会となっているようです。

自分自身を見直すとともに、どう説明すれば

分かってもらえるかといったテーマに取り組むことで、

コミュニケーション能力、プレゼン能力の

向上につながっています。

学生さんの業界や会社に

染まっていない目線は、とても

新鮮なものです。そんな外部からの

目線は、社内の改善策を練って進める

上でとても勉強になりました。

仕事はやはり

「人対人」。挨拶をきちんとす

ることが大切です。

インターンシップの学生は

いわば「通りすがりの人」。学生を送る学校側も

“社会勉強してきて下さい”、“見学してきて下さい”という

構えなので、企業としても「様子を見に来て下さい」という

気持ちでいるのが本音です。たった 5日間では技術的なスキルは

身につかないため、実はそれほど期待もしていません。

しかし、その 5日間の中で何か一つでも良いものを

見出してもらえればと感じています。

そして、アグレッシブな気持ちで意欲を持って

インターンシップに参加してほしいです。

企業担当者の声を
聞いてみよう
●企業側から見たインターンシップの意味とは？ 担当者の方からの声をご紹介します。

　反省している人はなんと80％。反省する理由としては
「社会勉強になるから」、「職業選択の幅が広がるから」とい
った答えが多く挙がりました。参加しなかった理由につい
ては「インターンシップについてあまり知らなかった」、「参
加する必要がないと思った」等の意見が多数。しかし就職
活動の時期になると、多くの学生が「参加すれば良かっ
た！」と後悔しているのです。

Q. 不参加だったことを
反省している？

［ 出展：平成20年度インターンシップ成果報告書 ］

（
株
）東
洋
に
て

(

株)

山
登
ゴ
ム
に
て

インターンシップに参加しなかった人は、
どう思っているの？

反省している
218人（80％）

反省していない
55人（20％）

授業の一環として

「やらされる」という意識は捨てて、

一生懸命取り組んでみて下さい。

“百聞は一見にしかず”とも言うように、

きっとインターネットでは得られない

活きた経験になりますよ。
理系技術職の学生さんにとっては、

これまでに学んできたことを実践したり、

社会とギャップがあるのかを確認する

良い機会だと思います。一方、企業側にとっては

「若手の育成」、「技術の伝承」といった課題に対して、

どう指導すれば良いのかを勉強できる

機会となっています。

　地域別に見ると、岐阜市とその周辺の企業
で60%。ですが他地域での受入も増えてきて
います。県外の大学に通っている場合は、実
家から通える地域で探すのも◎。業種別に見
ると、製造業が多い内訳となっています。た
だし、一口に製造業といっても職種は営業、
開発、製造など様々に分かれています。

　先輩の声から、3つのポイントをまとめました。

○メモを取る！  質問する！
言われたことはとにかくメモを取るのを習慣づけて。また初め
てのことばかりで、分からないのは当たり前。きちんと質問し
て解決することが大切です。

○仕事にはどう取り組む？
会社の管理面で使われる手法が「PDCAサイクル」。計画（P：
Plan）・実行（D：Do）・評価（C：Check）・改善（A：Act）を
1セットとして課題に取り組むもので、研修時にも応用できま
す。社会に出てから必要となる“問題解決能力”を養うため、こ
のサイクルを意識してみましょう。

○失敗を成功の母にするには？
失敗をそのまま終わらせることこそが“本当の失敗”。大切なの
はそこから何を学んだか。次に成功できたなら、自己PRの材
料としても◎です。

岐阜県の受入企業、
どんなところがあるの？

インターンシップで身に付けたい
“社会人スキル”

製造業…101社
 32％

その他…57社
18％電気・ガス・

水道業… 6社 2％

金融・保険業…
7社 2％

運輸・通信業…
4社 1％

公務…
31社 10％

建設業…
31社 10％ 卸・小売・

飲食店…
34社 11％

サービス業…
44社 14％

実
施
学
生
の
分
布
は
？

受
入
事
業
所
の
業
種
は
？

［平成22年3月末］

［平成22年3月末］
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平成19年度 平成20年度 平成21年度

　その理由をまとめてみると、以下のような項目が挙がります。

・ 自社について学生に知ってもらいたい。
・ 地域に貢献したい。
・ 仕事をすることの「楽しさ」、
　そして「厳しさ」を身をもって
　体験してほしい。

　岐阜県で就職活動を行う学生
の大半は、やはり地元岐阜県出
身の学生。そのため、企業とし
ても「地元の学生は地元で育て
たい」という気持ちがあるので
す。もちろん、インターンシッ
プ生が自社と相性の良い学生で
あれば採用を考えたいという思
いもあります。
　また、都市部の学生に比べ
ると岐阜の学生は受け身的な
ところもあり、そういった学
生に早くから働きかけること
で、「仕事」や「企業」への関心を
高めてもらう狙いもあります。 41
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不明その他
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0

100

200

300

400

500

600

■岐阜県でインターンシップを
　行った学生の出身は？

企業はなぜ
インターンシップを行うの？

［平成22年3月末］

岐阜県出身者が

66％
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　キャリアセンターなどの掲示板は、1週間に1度はチェック。
インターンシップや就職活動に関する情報が掲示されています。気
になる情報があれば、センターの担当さんに聞いてみたりするのが
◎。ホームページに情報を掲載している大学もあります。またイベ
ント等に一人で参加するのが心細い時には、興味がありそうな友人
を誘うのも一つの手。お互いに刺激になること間違いナシ。

　人に会わなくても多くの情報を得られるイ
ンターネットは、賢く使いこなしたいもの。
岐阜県インターンシップ推進協議会では、 

「インターンシップについて知りたい」という
段階から、研修先の企業を探すまでを強力に
バックアップするページを用意しています。
様々なメニューがあるので、ぜひ目を通して
みて下さい。

　1月から6月頃にかけて、次の春に就職する学生向けの就職ガイ
ダンスが行われています。(社)岐阜県経営者協会が開催している

「岐阜県就職ガイダンス」では、インターンシップの相談コーナー
も有。私服でもOKで、どんなことでも相談できます。会場には企
業の人事担当者が何十社も集まっているので、場合によっては会
社の概要や実習内容などを聞くことができるかも。

　大学内でガイダンス等が開催される場合は、ぜひ参加してみて。いろい
ろな講師の方がインターンシップについて分かりやすく説明してくれます。
私服で良い場合が多いので、気軽に参加できるのも魅力。配布されている
情報誌などもしっかりゲットして。

　ゼミや部活動の先輩、あるいは同級生などインターンシップに参加し
た人がいれば、ぜひ話を聞いてみて。本やインターネットにも公開され
ていない生の声は、何よりも貴重な情報源！

⑤インターネットで検索してみる

①大学の掲示板、Webページを見てみる

④ガイダンスをのぞいてみる

②周囲の話を聞いてみる

③学内説明会に参加してみる

インターンシップ
始め方ガイド

先生、先輩、友人の紹介
インターネットで検索
ガイダンスに参加

そ　の　他

推進協議会の資料で
授業で話を聞いて

ポスターやチラシを見て

0 25

45人
25人
24人

22人

17人

15人
7人

50

先輩たちはどうやって
　　探したんだろう？

インターンシップにも保険があるの？

グラフを見ると、周囲の紹介やインター
ネットを利用している先輩が多数。手探
り状態で始めたのは先輩たちも同じだっ
たようです。

　研修中にケガをしてしまい予想外の費用を本人が負担することになったり、企業が備品等の破損
で不利益が生じた場合などに備え、事前に保険に加入する必要があります。大学を通して参加申込
をする場合は、学内説明会で確認したり、キャリアセンターに相談して下さい。大学生が加入する
保険には、「学生教育研究災害傷害保険」並びに「学研災付帯賠償責任保険」があります。万が一に備
えて保険に加入して下さい。
　また協議会では、保険に加入していない学生や損害賠償額が不足する場合に備えて別途保険に加
入しています。詳しくはお問い合わせを。

■先輩たちの研修先の探し方（複数回答：130人）

流れは何となく分かったけれど、どこから手をつけたら良いか分からない…
という時には、まずこんな順番で進めてみて。
先輩たちの活動をもとにまとめてみました。

岐阜県　インターンシップ 検索

協議会経由で参加申込をする場合の
書類も用意されています。

企業がどんな日程でインターンシップ
を受け入れるのかが確認できる

「インターンシップ実施計画書」や
これまでに行われた実習のレポートを
まとめた「成果報告書」のデータを

ダウンロードできます。
各事業所の概要や受入内容については、
「受入事業所検索」でチェック！

愛知淑徳大学のWebページ

相談コーナーの様子 （岐阜県就職ガイダンス）

学内説明会の様子（長浜バイオ大学）
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研修後のフィードバック！
将来に向けて大きくステップアップするために。
参加するにあたりチェックしておきたいポイントをまとめました。

研修の内容を今後にしっかりと活かすために。
最低限おさえておきたい“to doリスト”を作りました。

Step1

“詳細”の確認

“意識”の確認

研修中のマナー　基本を確認

●あなたがインターンシップを行う理由を
　以下から選んで下さい。

 将来、研修する企業や業界で働きたいから。

 「社会」や「企業」を自分の目で見てみたいから。

 自分の力で考えて、行動できるようになりたいから。

 とりあえず自分が成長できそうな機会だから。

 大学を卒業するための必須授業・単位だから。

必要なのは勇気＆目的意識
学生とは違い、自分で動かないと何も
始まらないのが“社会”。そのための勇
気を奮い立たせてくれるのが目的意
識です。自分が何のために参加するの
かはっきりさせて、時間を割いて下さ
る企業の方に感謝しながら、やる気を
もって取り組みましょう。

Step2

“詳細”の確認

“意識”の確認

研修中のマナー　基本を確認

●以下の項目について確認しておきましょう。
 希望する企業の募集要項 → 対象学部の範囲内？

 研修する場所と交通手段、期間 → 無理なく通える場所？期間中、他の予定はない？

 申込方法や提出する書類 → 申込は自分で？学校や協議会から？

 期間中の服装や持ち物 → スーツ？それとも？

 連絡が取れる携帯電話やメールアドレス（なるべくパソコン）の準備
　  →急な連絡でも受けられるように！

希望した理由、簡単な自己紹介 → 聞かれてすぐ答えられるとベスト！+α

事前の確認・調整を！
研修期間は理系・文系
ともに1〜2週間という
場合がほとんど。交通
手段などを事前にきち
んと確認しておけば慌
てずに済みます。

事前チェック！スタート前の

Step3

まずは気持ちの良い
挨拶から！
企業や業界について分からなく
ても、気持ちの良い挨拶はでき
るはず。また敬語が苦手でも、
社会人の方たちの言葉をお手本
として丁寧に話すようにするな
ど、小さな心がけが大切です。

“詳細”の確認

“意識”の確認

研修中のマナー　基本を確認

 挨拶や返事をきちんとする。

 敬語など、言葉遣いに注意する。

 分からないことがあれば、勝手に動かず社員さんに尋ねる。

 指示はメモを取りながら聞き、重要なことは間違いがない
か確認する。

 仕事中は勝手に席を外さない。携帯電話もさわらない。

 健康管理も自己責任。やむを得ず遅刻や欠勤をする場合は、
早めに電話を。

できたことやできなかったことを通して、どんなことが分かりましたか？ 自
分の長所や短所の確認、あるいは再発見があるかもしれません。また、「この
業界は自分には向いていないかもしれない」、「こういう環境では働きたくな
い」といったマイナス方向の意見も素直に書き出してみましょう。それもイン
ターンシップをしなければ得られない貴重な感想です。

総務の担当者の方や指導して下さった社員の方など、お世話になった方に感謝
の気持ちを伝えましょう。忙しい中時間を割いてもらったことや、様々な部分
で指導してもらったことへのお礼、その経験を今後どのように活かしていくか
といったことを書けると◎。普段あまり手紙を書いたことがなくても、これも
勉強やトレーニングの一つだと思って挑戦してみて。

■研修先にお礼状を出す

1日経つだけでも人間は多くを忘れてしまうもの。言われたことや考えたこ
とは、終業後1日ごとに（または研修後、早い内に）まとめておきましょう。

■毎日の出来事をまとめてみる

■自分なりに成果を分析してみる

キャリアセンターや就職課などがインターンシップの成果を集めている場
合は、次年度以降のためにも報告を。また、インターンシップという制度
があることを後輩に伝えてあげて下さい。

■学校に成果の報告をする・経験を後輩に伝える

10〜12月には各学校で成果を発表する会が開催されます。お互いの事例
を発表し合う中で、より一層“社会”や“企業”について理解を深めることが
できます。岐阜県インターンシップ推進協議会の成果報告会には毎年多く
の学校の学生が参加・発表し、情報交流の場となっています。

■成果報告会に参加する

何社ものインターンシップに参加することはできないので、そこは友人や
授業の仲間と補い合って。学生という同じ立場から、細かい部分について
の比較や率直な意見交換ができるので、就職活動にも役立つはず。

■他の企業のインターンシップに
　参加した人と情報交換をする

研修期間中に仲良くなった仲間とは、ぜひその後も
情報交換を。実際に「研修後も仲良くしています」、

「就職活動に関する情報を交換し合っています」とい
う先輩たちもたくさんいます。

■出会った仲間を大切にする
インターンシップをするのが大事なので
はなく、その後に自分に何が足りないの
かを考え、その課題に向かって努力する
ことこそが大事なのだと思います。

先輩の

声

平成22年度 インターンシップ成果報告会の様子
（会場：岐阜聖徳学園大学）
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組 織 図

財政基盤

岐阜県インターンシップ推進協議会では

多種多様な研修内容を用意して学生たちを育成するためには、
様々な企業の皆様のご協力が必要です。
岐阜県の未来を背負う人材のために、ぜひ貴社の力をお貸し下さい。

　「採用した若者の離職率が高い」、「学生に自社のことを知ってもらう

機会がない」……人材採用の現場では、現在も様々な悩みがあることと

思います。それを解消していく一つの手段が“インターンシップ”。岐

阜県の受入事業所を一つに取りまとめることで学生を受け付ける窓口

を作るとともに、多くの学生と多くの企業の中からより良いマッチン

グを行うことを目指しているのが当協議会です。

　インターンシップの内容を充実させて岐阜県の学生を育成すること

は、人材採用時の“ミスマッチ”を防ぎ、地元の学生が長く企業に定着

することにもつながります。インターンシップを企業の発展・人材育

成方法の一つと捉え、ともに豊かな人材を育成していきたい——そう

考えています。岐阜県経営者協会発行の
「人と経営（2009年6月号）」に
会員企業募集の案内を掲載

会員企業を募集しています

岐阜県インターンシップ推進協議会は、岐阜県とともに
岐阜県長期構想における「人材力底上げプロジェクト

（地域で働く意欲を持つ若者の育成）」に取り組んでいます。

●ウェブページで情報を掲載

●コミュニケーションの充実化も

協議会の受入企業検索ページに会員情報を載
せ、貴社をPRします。新聞広告で会員企業
を案内することもあります。

会員企業と会員学校間の連携のために、情報交換や名刺交換の場を設けています。
【例えば…】
○協議会総会→併催される講演会において、学校からのプレゼンテーションや名刺

交換の場を設定。
○推進会議→企業・学校双方が出席する会議で、次年度の事業内容を確認。
○事前説明会・講習会→各学校にて開催。企業担当者からのプレゼンテーションや

実務講話、個別マッチング会も。
○成果報告会→協議会の報告会は、その年の共催学校にて開催。企業担当者の参加も。

●全国への学校等へも周知
ウェブ以外でもポスター、リーフレット等で
受入事業所や会員企業として全国の各学校へ
PRします。

岐阜大学でのプレゼン・相談会のお知らせ

　岐阜県インターンシップ推進
協議会は、岐阜県のための組織
として県内の産学官で設立され
ました。学生のインターンシッ
プをスムーズに受け入れるため
に、右のような組織構成で運営
しております。なお、会員学校
については、岐阜県出身者が多
く進学している県外学校も参加
しています。

協議会は学校からの会費、企業からの賛助金、岐阜県の経済団体等からの賛助金
及び岐阜県からの助成金で事業を運営しています。

●地域社会に貢献できます。

●これから就職活動を行う学生へのPRになります。

●各学校等との連携を進めるきっかけとなります。

●現在の学生の考え方や動きを知ることができます。

●指導にあたる社員の方（特に若手の方の場合）のス
キルアップにつながります。

●外部の考えを知ることで、社内の活性化につなが
ります。

■実施する際のメリット

インターンシップ導入時の注目ポイント

●指導のために、社員の方の時間を割いて
頂くことになります。

●学生に報酬を払う必要はありませんが、
受入準備にあたり、ある程度の経費がか
かることがあります。

●学生が保険に加入しているか確認して下
さい。各大学等で取り扱う保険に加入し
ていない場合は、協議会までお問い合わ
せ下さい。

■実施にあたりご了承頂きたいこと

●平成22年度予算【収入】

会員学校（29校）
13％

繰越金等
22％

岐阜県負担金
21％

助成金
（岐阜県経営者協会）

21％

経済団体等協力員 2％

会員企業（155社）
14％

●平成22年度予算【支出】

家賃等
7％

予備費 0％
保険料等事業諸経費 4％ 会議費（総会等） 2％

事務所経費
（通信費・リース料等）

15％

人件費
43％

マッチング業務費 9％

交通費
4％

事業謝金等
（講師・支援員・

アルバイト）
10％

広告宣伝費 6％

財
政
基
盤
の
自
主
的
な
確
立
に

ご
協
力
下
さ
い
。1,075万円

役員（16社）
7％

雑収入 0％
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【役員企業】
イビデン㈱、㈱大垣共立銀行、岐阜車体工業㈱、岐阜信用金庫、岐阜プラスチック工業㈱、	
サンメッセ㈱、㈱十六銀行、西濃運輸㈱、太平洋工業㈱、高山信用金庫、㈱TYK、東濃信用金庫、
㈱トーカイ、㈱文溪堂、ヨツハシ㈱
明智セラミックス㈱、朝日土質㈱、㈱アドツープラド、㈱アド・プロ、アピ㈱、アルプス薬品工業㈱、アルフレッサ

日建産業㈱、㈱アルミック、㈱アンクル、イハラサイエンス㈱岐阜事業所、㈱イマオコーポレーション、㈱岩電商会、

㈱インフォファーム、上田石灰製造㈱、㈱エイエムディ自動機、エコレック㈱、㈱エヌテック、榎本ビーエー㈱、

㈱大石、大垣精工㈱、大垣フォーラムホテル、大垣扶桑紡績㈱、㈱大鹿印刷所、凰建設㈱、㈱岡本・ナベヤ、 

㈱オンダマテック、カイインダストリーズ㈱、㈱カトーメテック、（医）カワムラヤスオメディカルソサエティ、 

岐建㈱、岐セン㈱、㈱キタガワマルカネ、㈱岐阜冠婚葬祭互助会、㈱岐阜銀行、岐阜スズキ販売㈱、岐阜精機工業㈱、

㈱岐阜造園、岐阜トヨタ自動車㈱、岐阜トヨペット㈱、㈱クニシマ、㈱久米商店（スーパーバリュー）、クラレプラ

スチックス㈱伊吹工場、栗本建材㈱、㈱グルーヴシステムズ、㈱黒田製作所、㈱ケーイーシー、㈱郷鉄工所、 

（医）香徳会関中央病院、㈱コスモマツオカ、コダマ樹脂工業㈱、齊交㈱、㈱佐合木材、佐竹鉄工㈱、サトウパック㈱、

サンケミカル㈱、㈱三心、サンワトレーディング㈱、ジーエフシー㈱、㈱シイ・ケイ・アイ、城山産業㈱、神鋼造

機㈱、新日本ガス㈱、㈱スギヤマメカレトロ、特定非営利活動法人西濃学園、西濃建設㈱、（医）静風会大垣病院、 

関ケ原石材㈱（セキストーングループ）、第三設計工業㈱技術センター、大福製紙㈱、太平洋精工㈱、(株)大雄、 

㈱太洋社、㈱ダイワテクノ、高砂工業㈱、㈱高山グリーンホテル、㈱田幸、田澤電材㈱、タック㈱、㈱中日ホーム、

中部事務機㈱、㈱中部商事、㈱ツキオカ、㈱テキスタイル小林、テクノブレーン㈱、㈱電算システム、天龍コンポ

ジット㈱、東栄管機㈱岐阜工場、東栄工業㈱、㈱東海化成工業所、㈱東海スプリング製作所鵜沼工場、東海西濃運

輸㈱、㈱東海パウデックス、㈱トゥ･ステップ、㈱東洋、㈱トーエネック岐阜支店、トーギ㈱本社、㈱東伸、トヨタ

カローラ岐阜㈱、㈱トヨタレンタリース岐阜、㈱ナガセインテグレックス、鍋屋バイテック会社、㈱日興テキスタ

イル、日本耐酸壜工業㈱、日本ポリ鉢販売㈱、ハートランス㈱、㈱パールマネキン、㈱ハウテック、㈱パナホーム

愛岐、ハビックス㈱、㈱林本店、ピーアイシステム㈱、（社）飛騨市観光協会、㈱ひだホテルプラザ、ヒロタ㈱、 

㈱フードセンター富田屋、㈱深見製作所、フジヤ広告㈱、㈱フラワーハネー、㈱ブルーメイト、㈱文晶堂、（有）ホ

イットニィ・ジャパン、前畑㈱、松下電建㈱、松波印刷㈱、丸伸興業㈱、マルスン㈱、丸平建設㈱、瑞浪精機㈱、

三星砿業㈱、MINI岐阜、美濃工業㈱、㈱美濃庄、ムトー精工㈱、名北工業㈱、㈱メトーカケフ、森松工業㈱、 

㈱ヤクセル、㈱ヤナゲン、矢橋工業㈱、矢橋林業㈱、八尋産業㈱、㈱ヤマザキマザック美濃加茂製作所、㈱山登ゴム、

㈱Ｕ－セラミック、ユニオンテック㈱、㈱吉田ハム、㈱ラボテック、りゅうでん㈱、レシップ㈱、（医）録三会太田病

院、ロワジールホテル大垣　 （順不同）

愛知学院大学　愛知工業大学　愛知淑徳大学　愛知大学 　朝日大学　金沢工業大学　岐阜経済大学　

岐阜県立国際たくみアカデミー職業能力開発短期大学校　岐阜工業高等専門学校　

岐阜聖徳学園大学・岐阜聖徳学園大学短期大学部　岐阜女子大学　岐阜市立女子短期大学　岐阜大学　岐阜薬科大学 

京都産業大学　金城学院大学　情報科学芸術大学院大学・国際情報科学芸術アカデミー　椙山女学園大学　大同大学

中京学院大学　中京大学　中部学院大学・中部学院大学短期大学部　中部大学　東海学院大学・東海学院大学短期大学部

東海学園大学　長浜バイオ大学　南山大学　福井工業大学　名城大学　立命館大学　龍谷大学　　　　　　　　　　　　　　

　

理　事 会　長 水谷　晃三 （株）文溪堂　代表取締役会長
理　事 副会長 岩田　義文 イビデン（株）　代表取締役会長
理　事 副会長 小川　信也 太平洋工業（株）　代表取締役社長
理　事 副会長 小野木孝二 （株）トーカイ　代表取締役社長
理　事 副会長 星野　 夫 岐阜車体工業（株）　代表取締役会長
理　事	 	 市原　好二 東濃信用金庫　理事長
理　事	 	 大松　利幸	 岐阜プラスチック工業㈱　代表取締役社長
理　事	 	 高橋　征利	 岐阜信用金庫　理事長
理　事	 	 田口　義隆	 西濃運輸（株）　代表取締役
理　事	 	 田中　良幸 サンメッセ（株）　代表取締役会長
理　事	 	 土屋　　嶢 （株）大垣共立銀行　取締役頭取
理　事	 	 細尾　　晃 高山信用金庫　理事長
理　事	 	 堀江　博海 （株）十六銀行　取締役頭取
理　事	 	 四橋　英児 ヨツハシ（株）　代表取締役社長
理　事	 	 森　　秀樹 岐阜大学　学長
理　事	 	 榊原　建樹 岐阜工業高等専門学校　校長
理　事	 	 田村　弘司 岐阜県高等学校長協会　会長

監　事	 	 衣斐　輝臣 サンメッセ（株）　執行役員総務部長
監　事	 	 安藤　正弘 （社）岐阜県経営者協会　総務部長

参　与	 	 牛込　　進 （株）TYK　代表取締役会長
参　与	 	 矢部　憲一 岐阜労働局長

〈経済団体等〉

岐阜県商工会議所連合会　 　 ㈳岐阜県経営者協会　　㈳岐阜県経済同友会　　㈳岐阜県工業会

岐阜県中小企業団体中央会　 岐阜県商工会連合会　　岐阜県人材チャレンジセンター

〈行政機関〉

岐阜労働局　岐阜県　岐阜市　各務原市　山県市　瑞穂市　本巣市　羽島市　海津市　大垣市　関市　美濃市

美濃加茂市　可児市　郡上市　多治見市　中津川市　瑞浪市　恵那市　土岐市　高山市　飛騨市　下呂市　県内町村

様々な企業、学校、機関の協力で成り立っています。 （順不同　平成22年12月末現在）

岐阜県インターンシップ
推進協議会の会員一覧

会　員　企　業

役　　　員
会員学校一覧

協力員一覧




