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イビデン㈱、㈱大垣共立銀行、㈱岐阜銀行、岐阜車体工業㈱、岐阜信用金庫、㈱十六銀行、
西濃運輸㈱、太平洋工業㈱、㈱TYK、㈱トーカイ、㈱文溪堂、サンメッセ㈱、ヨツハシ㈱、
明智セラミックス㈱、朝日興業㈱、朝日土質㈱、㈱アシストプラス、㈱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㈱、イハラサイエン
ス㈱岐阜事業所、イビデン樹脂㈱、㈱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、
カイインダストリーズ㈱、㈱カトーメテック、㈱カネキ製陶所、㈱河合寿司、（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㈱、岐阜プラスチック工業㈱、㈱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、㈱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㈱、㈱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、関ヶ原石材㈱、

（福）善心会　特別養護老人ホーム ラック、㈱ソフィア総合研究所、第三設計工業㈱技術セン
ター、DAISEN㈱、大福製紙㈱、太平洋精工㈱、㈱大雄、㈱ダイワテクノ、高砂工業㈱、
㈱高田工業、㈱高山グリーンホテル、高山信用金庫、竹市電気㈱、田澤電材㈱、タック㈱、
㈱中日ホーム、㈱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、
㈱東伸、㈱トゥ・ステップ、東濃信用金庫、㈱東洋、㈱トーエネック 岐阜支店、トーギ㈱本社、
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、日本インシュレーション㈱生産事業部、日本耐酸壜
工業㈱、日本ポリ鉢販売㈱、ネッツトヨタセントロ岐阜㈱、ハートランス㈱、㈱パールマ
ネキン、バイザー㈱、㈱ハウテック、㈱パナホーム愛岐、ハビックス㈱、㈱バロー、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、㈱フラワーハネー、ブリヂストンタイヤセールス中部㈱、㈱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㈱、瑞浪精機㈱、三星砿業㈱、美濃工業㈱、㈱美濃庄商店、 
ムトー精工㈱、名北工業㈱、㈱メトーカケフ、森松工業㈱、㈱ヤクセル、安田工業㈱、 
㈱ヤナゲン、矢橋工業㈱、矢橋林業㈱、山口精機工業㈱、㈱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、㈱ライスアイラ
ンド、㈱ラボテック、りゅうでん㈱、レシップ㈱、㈱レスト関ケ原、（医）録三会 太田病院

（順不同）

岐阜県インターンシップ推進協議会

3年の歩み



「働く」ということについて、深く考えたことはありますか？

お金を得るため、生き甲斐を見出すため、

人生をより良く生きるため……。

様々な理由があるとともに、様々な種類があり、形態があります。

それらをちゃんと知らなければ、良い“選択”はできません。

けれど学生のうちに知ることができるなら、

素敵なことだと思いませんか？

それが、「インターンシップ」という制度。

この1冊が、あなたの“これから”にプラスになれば幸いです。

 岐阜県インターンシップ推進協議会 活動報告書

４年の歩み
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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今後も推進します。

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

A
Qインターンシップって何？ 

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？

歴代の
印刷物の一部をご紹介。

4年とまだ歴史は浅く、発足した
当時は“インターンシップ”という

言葉自体がそれほど普及していませんでした。
その後、インターンシップに力を入れる学校が
増加し、多くの学生が興味を持つ存在に

なりました。
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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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インターンシップ、
どう進める？
「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地・
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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経験者 276人（17％）

未経験者 1,380人（83％）
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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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　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「県インターン
シップ保険」を設けています(無料／最高額１億円の企業賠償保険)。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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スタート前の
事前チェック！
将来に向けて大きくステップアップするために、
インターンシップをしっかり活用したいものです。
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。

Mission 1

“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。

Mission 3

“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。●目 的 意 識 を 持 っ て！

「何をしたら良いのか自分で分かっていないのに、とりあえず何でも良いから参加し
てみるのは良くない。私の場合もそうでしたが、時間とお金と気力の無駄でした。
単位が欲しいというだけなら、いっそやらない方が良い。代わりに企業研究や自己

分析をたくさんした方が役に立ちます」

→目的がなければ、やる気も伴わないもの。やる気がない態度は、企業の方に失礼、厳しく言
えば「迷惑」です。そんな態度では、大切なことは何一つ得られません。「忙しい時間を割いて
頂いている」ことをきちんと認識して、「指導して頂ける」ことに感謝しましょう。

●「社会」に向かって、一歩踏み出してみよう。
　「自分一人で申し込み、研修しました。それだけでも相当な勇
気が必要で、おかげで度胸が付きました。研修先でも学生は私
一人だけでしたが、皆さんに優しくして頂けました」

→社会というのは、自分で動かないと何も始まらないところ。一方、「学生」
は、社会人に比べればまだ失敗も許されます。始めるために必要なのは、
能力でもお金でもなく、まずは「勇気」一つです。小さな失敗を恐れるこ
となく、積極的に社会人の初めの一歩を踏み出して下さい。

●「無理なく通えるか」も重要なチェック項目です。
　研修期間は、理系・文系ともに1〜2週間という企業がほとんど。夏休み期間に設定しているところ
も多いので、その期間中はアルバイトや他の予定等が入らないように調整しておく必要があります。
　また、場合によっては実習先に通うのに2時間以上かかったり、交通費が高額になる、車通勤が必要
になるといったことも考えられるため、事前によく確認するようにしましょう。

●知識がなくても、挨拶はできるハズ。
　企業や業界については分からなくても、「おはようございます」、「お先に失礼しま
す」といった挨拶はできます。気持ちの良い挨拶ができるだけでも、企業の方には「良
い学生さんが研修に来てくれた」、「社内に活気が出ていいな」と感じてもらえるはず。
また敬語が苦手な場合も、まずは丁寧に話すように心がけることが大切です。

先輩の

声

先輩の

声

Mission 2

“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	 → 通える場所？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

→実習後の
　フィードバック

については
17ページを
　チェック♪



→幅広い年代・シーンに対応したレディスウェアをはじめ、メ
ンズウェアやホームウェア、ベビー服、子供服までを展開す
る総合アパレルメーカー。

　各分野で独立した事業部を立ち上げ、緻密なマーケティング
を行いながら企画・開発・販売を行っています。

本社：岐阜市玉姓町3-25　社員数：約300名

①ヒロタ株式会社

1211

ヒロタ㈱では、東京でも
インターンシップが実施されています！実 習 内 容 参加学生の成果・感想

実 習 内 容

参加学生の成果・感想

　テーマは「会社案内を作成しよう」。
　会社概要や事業内容をまとめ、分かりやすく説明する
資料を作ることで、仕事の内容や職場の雰囲気等につい
て詳しく知ろうというもの。また、営業や企画の仕事を
体験することで、アパレルの仕事について理解を深めま
す。なお、平成20年度には41人、21年度には55人の
学生が参加しました。

　基本的な内容は岐阜本社のものと同じですが、東京
には「Glass Line」の直営店などの店舗がたくさんあり
ます。そのため、期間中に店舗見学も組み込まれてい
ました。

●普段は買い物をする立場でしか見ない店舗を、
いつもとは違う視点で見ることができました。

●岐阜よりも東京の学生の方が早くから就職活動
を始めているとは聞いていましたが、予想以上に
積極的なことが分かりました。インターンシップ
も1Dayや1週間程度のものを組み合わせて複数
参加していたりするようです。また、1週間程度
の期間で行われる企業の人気は高く、競争率も高
いということでした。

●「東海唯一で最大のアパレル商社
のインターンシップ」ということ
で様々な大学の学生が集まり、活
動を通して友達ができました。就
職活動の話題なども出て、刺激に
なりました。

●期間中に就職に関するセミナー
があり、社員の方の生の声が聞け
て良かったです。

●グループワークが中心でしたが、
他の学生と話す中で自分に足りな
いものが見えてきました。

先 輩たちのインターンシップ記録

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。

岐阜県の受入企業、
どんなところがあるの？

岐阜本社での研修の様子

マイプラン2011より

製造業…124社
 33％

不明…66社
18％

その他…
25社 7％

電気・ガス・
水道業… 4社 1％

金融・保険業…
6社 1.5％

運輸・通信業…
6社 1.5％

公務…20社 5％

建設業…
33社 9％ 卸・小売・

飲食店…
39社 10％

サービス業…
51社 14％

1日目…	オリエンテーション（自己紹介、マナー講座）、
	 社内見学、計画会議、グループワーク

2日目…	グループワーク、中間報告

3日目…	営業戦略会議、発表、座談会

4日目…	企画についての説明、
	 グループワーク（企画マップ作成、発表準備）、発表

5日目…	グループワーク（会社案内の作成最終チェック）、
	 発表、グループワーク
	 （新しいリクルートスーツについて、レポート作成）

実
施
学
生
の
分
布
は
？

受
入
事
業
所
の
業
種
は
？

岐阜
本社

東京
支店

［平成20年9月末］

［平成21年10月末］

0

100

200

500

240

111

16 11313

321

31
50

0

59

123

514

23
0

4148

114

409

105

55

01225

平成18年度

岐阜及び近郊

(人)
その他
飛騨
東濃

中濃
西濃
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先輩たちの
インターンシップ記録

これまでに行われた内容についてご紹介します。ただしここに掲載されている

のはほんの一例。企業には、それぞれ独自の研修が用意されています。
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実 習 内 容

持 ち 物 な ど

参加学生の成果・感想

受入部署は可食フィルム製造課。
香料の整理整頓やフィルム作成・溶解試験などの実験、
品質管理などの仕事を体験。会議にも出席しました。
平成21年に研修を受けたのは大学院生2名（男性・女
性）でした。

→初日は「動きやすい服装で」とのことで、スーツで来た男子学生は注意されてい
た。理系は実験室や工場での作業などもあり、スーツだと動きにくいので×。

→スリッパは不可だったため、体育館シューズを持参。靴箱を貸してもらえる場
合も多いものの、念のため下足を入れるビニール袋を持っていると安心。

→鉛筆、シャープペンシル、消しゴム、ボールペンなど。ただし、実際は消しゴ
ムのカスなどが商品に混入するのを防ぐために、ノック式ボールペンだけしか
使わなかった。

→専用ノートを用意し、教えてもらったことを書き留めるだけでなく、日報の下
書きなどにも利用。2週間程度の研修中に1冊を使い切るほど活躍。

→仕切りのあるものを持参。

→学校で配布されたインターンシップのしおり、そこについていた日報（日数分）、
研修先の概要や連絡先が書かれたもの、パンフレットなど。

→署名や捺印を求められる場面が。安価なもので良いので、朱肉付ケースと印鑑
（ゴム印でないもの）を用意しておくと便利。

→不安だったため、電子辞書やマナーブック、手帳、関数電卓なども念のため持参。
また、最低限のマナーとしてハンカチ・ティッシュも持参。

●服　装
　（借りた作業着を着用）

●上　履　き

●筆 記 用 具

●ノ　ー　ト

●フ ァ イ ル

●書　　　類

●印　　　鑑

●そ　の　他

先 輩たちのインターンシップ記録

→創業以来、「箔
はくおし

押加工」——つまり印刷物に金箔などを圧着加
工する部門を中心に展開。平成7年からは食用純金箔粉の製
造、さらに14年からは食べられる素材をベースとして、様々
な味付けや機能性成分を混合した「水溶性可食フィルム（口
の中で瞬時に溶けるフィルム）」の製造を開始しました。

本社：各務原市松本町2-451　社員数：約110名

②株式会社ツキオカ

　希望する企業は以前から決まっていた
のですぐに申込をしましたが、日程等に
ついては研修前に教員に何度か相談しま
した。いろいろ不安もありましたが、終
わってみて感じることは「もっと多くの
企業のインターンシップに参加しておけ
ば良かった」というこ
と。大学の研究と企
業での研究の違いな
どが分かり、これか
ら就職について考え
る際にも役に立ちそ
うです。

　インターンシップは選択科目であり、希望
するのもしないのも全く学生の自由である。
（中略）大学では学べない多くの事象があり、
自主性、好奇心、積極性、協調性、課題解決
法等を学ぶ最適な機会であり、多くの学生が
志望してくれることを望んでいる。

（玉井さんの指導教員）

マイプラン2011より

　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。
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■岐阜県でインターンシップを
　行った学生の出身は？

岐阜大学　三輪教授のコメント

？企業はなぜ
インターンシップを
行うの？

理　系

岐阜大学大学院／工学部機能材料工学科
玉井さんのチェックリストより

［平成21年10月末］

岐阜県出身者が

67％


