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受入機関名 学部 学科 学年 性別

1 愛知県芸術劇場 外国語学部 英米学科 ２年 女

2 愛知県県民文化局 法学部 法律学科 ２年 男

3 安城市役所 法学部 法律学科 ３年 女

4 安城市役所 総合政策学部 総合政策学科 ３年 女

5 大口町役場 総合政策学部 総合政策学科 ３年 女

6 岡崎市役所 法学部 法律学科 ３年 女

7 岡崎市役所 総合政策学部 総合政策学科 ３年 女

8 尾張旭市役所 法学部 法律学科 ３年 女

9 蟹江町役場 法学部 法律学科 ３年 女

10 蟹江町役場 人文学部 日本文化学科 ３年 男

11 岐阜市役所 人文学部 心理人間学科 ３年 女

12 岐阜市役所 総合政策学部 総合政策学科 ３年 女

13 岐阜市役所 総合政策学部 総合政策学科 ３年 女

14 岐阜市役所 法学部 法律学科 ３年 女

15 岐阜市役所 総合政策学部 総合政策学科 ３年 女

16 岐阜県庁 総合政策学部 総合政策学科 ３年 男

17 瀬戸市役所 法学部 法律学科 ３年 女

18 静岡県庁 経営学部 経営学科 ３年 女

19 多治見市役所 法学部 法律学科 ３年 男

20 豊橋市役所 経済学部 経済学科 ３年 女

21 豊橋市役所 人文学部 日本文化学科 ３年 女

22 豊橋市役所 法学部 法律学科 ２年 女

23 名古屋市役所 法学部 法律学科 ３年 男

24 名古屋市役所 法学部 法律学科 ３年 女

受入機関別目次



25 名古屋市役所 法学部 法律学科 ３年 女

26 名古屋市役所 法学部 法律学科 ３年 女

27 名古屋市役所 法学部 法律学科 ３年 女

28 名古屋市役所 法学部 法律学科 ３年 男

29 名古屋市役所 法学部 法律学科 ３年 男

30 名古屋市役所 総合政策学部 総合政策学科 ３年 女

31 名古屋市役所 理工学部 機械電子制御工学科 ３年 男

32 SMBC日興証券 経済学部 経済学科 ３年 女



                     ＜様式３＞ 

【インターンシッププログラム】 

 
 

研修期間：  8/23(火)～8/25(木)  実研修日数：3 日間  

日 程 内 容 受入部署 日 程 内 容 受入部署 

8/23(火) 講義・施設見学     

8/24(水) 講義・施設見学・実習     

8/25(木) 実習     

      

      
 
【研修テーマ（目標）】 
・ 講義を通して、劇場運営やアートマネジメントなど舞台芸術に関係する知識を身に付ける。 
・ 実習では、ファミリープログラムに参加したお客様が楽しい時間を過ごすことができるよ

う、積極的に行動することを心がける。 
 
【参加したインターンシップに申し込んだ理由】 

私は、幼いころから習い事や学校の部活動などを通して、芸術と関わる機会が多くありま

した。特に、長年続けているクラシックバレエの発表会では、照明や音響などの舞台技術の

方々を初め、細かな舞台セットを作る方や、施設の安全管理を行う方がいるからこそ、踊り

をすることができているのだと気づきました。そして、自分の身近にあった劇場や舞台芸術

ではどのような仕事を行い、どのような方が働いているのか非常に興味があったため、今回

インターンシップに参加することに決めました。また、部活動の定期演奏会において、実際

に愛知県芸術劇場のコンサートホールを使わせていただいたことがあり、そのとき感じた気

持ちを今回イベントに参加する子どもたちにも体験してもらいたいと思いました。そのため、

これまでは劇場を使わせていただく側だったからこそ、今度はその裏側で支える方たちの仕

事を経験したいと思い、応募しました。 

 

【インターンシップの詳細な内容】  
・一日目：会議室にて、舞台芸術や劇場運営に関するさまざまな講義を受講しました。内容

としては、施設全体の概要、劇場運営及び支配人の仕事、舞台技術、自主事業と企画制作、

ファミリープログラム及び普及啓発事業、広報マーケティングについてです。また、施設

見学の時間には、アートライブラリーやアートプラザ内を見学しました。 
・二日目：午前中には、劇場の役割や働くことの可能性・やりがい・期待することについて、

また劇場・事業団等への就職に関する講義を受講しました。午後からは、コンサートホー

ルの見学を行い、三日目に予定されている劇場探検ツアー（ファミリープログラム）の説

明、準備、リハーサルなどを行いました。 
・三日目：最終日では、ファミリープログラムのイベントである劇場探検ツアーのスタッフ

として、劇場での実習を行いました。いくつかの役割がある中で、私は親御さんのみで劇

場を見て回るツアーのサポートとして、実習に参加しました。 

学部学科 外国語学部英米学科 学年・性別 2 年・女性 
インターンシップ先名 愛知県芸術劇場 

業   界 公共施設（芸術） 



                     ＜様式３＞ 

 
【インターンシップの成果（得たこと）】 

私はこの三日間で、舞台芸術や劇場運営に関するさまざまな知識を身に付けることができ

ました。これまで劇場というと舞台技術の仕事を想像していましたが、企画を考えて一から

作り上げることや、お客様の安全の確保、貸館の際に劇場を使用する人のサポートなど本当

に多岐にわたる仕事を行っていることを知りました。そして、現在では貸館のみを運営して

いる劇場が多い中で、自ら世界中の芸術家を招いてイベントを行うという愛知県芸術劇場な

らではの工夫を学ぶことができました。また、ファミリープログラムでは、子ども連れの家

族が対象のイベントであるからこそ、十分な安全管理や細かな配慮の必要性を感じました。

劇場内は暗く危険な場所もあるため、小さな子どもや赤ちゃん連れの親御さんにとっては少

しの段差や傾斜した道によってけがをする可能性もあります。そのため、私は一人一人に向

けて声掛けや丁寧な案内をすることを心がけ、実習に臨みました。最後に、今回のインター

ンシップを通して、劇場で働くことが想像以上に忙しく大変であることを実感しました。し

かし、それ以上にお客様から笑顔で感謝の言葉をいただくことで、この仕事のやりがいを感

じることができました。 
 
【今後の課題・目標】  

今後の課題としては、その場に応じて自ら行動することを大切にしていきたいと考えてい

ます。劇場で働く経験をしたことで、お客様とのコミュニケーションが重要であるのだと気

づきました。しかし、積極的すぎるお客様への声掛けを行ったことで、劇場という落ち着い

た場に少しふさわしくなかったのではないかと後悔しました。そのため、今後は「自分が今

何をすべきか」、「どのように動くことでお客様が良い時間を過ごすことができるのか」を一

番に考え、その時々に合った行動ができるようになりたいです。また、お客様との会話をす

る中で、適切な言葉遣いを使用する難しさを感じました。言葉遣いは分野問わず必要となる

知識であるため、これから身に付けていきたいと考えています。 
 
【選考があった場合、内容など】 
申込書に必要事項（以下の内容）を記入し、メールで送りました。 

・アートマネジメント・舞台製作に関するこれまでの経験や特技（デザイン、撮影、舞台技

術など） 

・参加に対しての抱負、PR ポイント 

・好きな/ よく観るアートジャンルやアーティスト 

 

【後輩へのアドバイス】 

愛知県芸術劇場内の施設を見学することができるだけではなく、劇場運営や企画制作など舞

台芸術に関するさまざまな講義を受けることができます。また、実習を通して実際に劇場で

働くことの意義ややりがいを知ることができるため、舞台芸術やアートマネジメントなどに

興味のある方にとって、非常に貴重な経験になると思います。 

 

【インターンシップ情報の入手先】※複数回答可。該当に○、その他は記述してください。 

（ ）PORTA（〇）企業 Web（ ）就活サイト（ ）インターンシップ協議会 
（ ）学内イベントやインターンシップ研修の授業（ ）知人・友人など 
（ ）その他 以下に記述 
  ［                                ］ 

 
以上 



                     ＜様式３＞ 

【インターンシッププログラム】 

 
 

研修期間：8/8(月)～8/25(木)  実研修日数：10 日間  

日 程 内 容 受入部署 日 程 内 容 受入部署 

8/8(月) 

インターンシップ

に関するオリエン

テーション 
「子ども・若者応援

事業」説明 
「少年の主張愛知

県大会」準備 

愛知県庁西

庁舎 
県民生活部

社会活動推

進課 

8/19(金) 
「少年の主張愛知

県大会」準備 
 

愛知県庁西

庁舎 
県民生活部

社会活動推

進課 

8/9(火) 

「子ども・若者支援

ネットワーク」につ

いての説明 
「少年の主張愛知

県大会」準備 

愛知県庁西

庁舎 
県民生活部

社会活動推

進課 

8/22(月) 

刈谷市総合文化セ

ンターにて、舞台設

営など「少年の主張

愛知県大会」の前日

準備 

刈谷市総合

文化センタ

ー 
県民生活部

社会活動推

進課 

8/10(水) 

「青少年健全育成

条例」について(実
際の事件例など)の
説明 
「少年の主張愛知

県大会」準備 

愛知県庁西

庁舎 
県民生活部

社会活動推

進課 

8/23(火) 

刈谷市総合文化セ

ンターにて、「少年

の主張愛知県大会」

の当日準備・運営・

片付け 

刈谷市総合

文化センタ

ー 
県民生活部

社会活動推

進課 

8/17(水) 

「よい本」・「家庭の

日」についての説明 
「少年の主張愛知

県大会」準備 

愛知県庁西

庁舎 
県民生活部

社会活動推

進課 

8/24(水) 

「ネットモラル塾」

についての説明 
「少年の主張愛知

県大会」事後報告資

料の作成 

愛知県庁西

庁舎 
県民生活部

社会活動推

進課 

8/18(木) 

「少年の主張愛知

県大会」運営に関す

る打ち合わせ 
「あいちNPO交流

センター」見学 

愛知県庁西

庁舎 
県民生活部

社会活動推

進課 

8/25(木) 

インターンシップ

事後報告会・実習レ

ポート作成 
「子ども・若者支援

地域連絡協議会」見

学 

愛知県庁西

庁舎・三の

丸庁舎 
県民生活部

社会活動推

進課 
 
【研修テーマ（目標）】 
〔自身の研修テーマ〕 
・愛知県が行なっている政策について詳しく知る。 
・実際に県職員として働いている方々はどのような働き方をしているのか、また、職場の雰囲

気はどうなのか、などについて知る。 

学部学科 法学部法律学科 学年・性別 ２年・男性 
インターンシップ先名 愛知県県民文化局県民生活部社会活動推進

課青少年グループ 

業   界 公務(国家・地方) 



                     ＜様式３＞ 

・「少年の主張愛知県大会」の運営に参加することを通して、今の中学生は身の回りの問題や、

社会課題、政治などについてどのような考えを持っているのかを学ぶ。 
・愛知県主催のイベントが、どのように運営され、どのくらいの人が関わっているのかを学ぶ。 
 
【参加したインターンシップに申し込んだ理由】 

自分は、高校時代から就職先として愛知県庁を第一志望として考えていて、県庁に勤めて

いる方々が普段どのような業務をしているのかを、なるべく早いうちから知っておこうと考

え、愛知県庁のインターンシップに申し込んだ。また、大学の「キャリア入門 B」の講義の

中で、「インターンシップは早い内から参加しておいた方が良い」という話を聞いたのも、

申し込もうと思った理由である。希望部署は、県のホームページに掲載されていた「インタ

ーンシップ受け入れ職場一覧」を見ながら、希望先をどこにしようか考えていたとき、「少

年の主張」というイベントがあることを初めて知り、どのようなイベントなのか見てみたい

と思ったため、「社会活動推進課青少年グループ」を選んだ。 

 

【インターンシップの詳細な内容】 
 「少年の主張愛知県大会」で発表する生徒の作文を Word で打ち込んだり、大会本番で使

う発表者紹介のスライドを PowerPoint で作成したりした。また、大会終了後には、来場者

アンケートの回答を、Excel を使って集計した。8/8～8/10・8/17 は、社会活動推進課が担っ

ている政策について、職員の方から説明を受けたり、政策について質問したりした。 
 
【インターンシップの成果（得たこと）】 
 「少年の主張愛知県大会」で発表していた生徒たちは、大勢の聴衆の前で緊張せずに、原

稿を一切見ないで堂々と発表していて、自分がゼミで発表するときとは比べものにならない

くらい素晴らしい発表だった。発表者の中には、自らが LGBTQ+だとカミングアウトした

生徒もいて、その生徒の発表を聞いて、友達がその当事者だったらどう思うかを考えさせら

れたし、LGBTQ+などの社会問題についてまだまだ自分の理解が足りないのだと実感した。 
 また、イベント運営をすることの楽しさや、成功したときの達成感を感じることが出来た。 
 
【今後の課題・目標】 
 来場者アンケートの集計の際、効率的に集計出来る関数を見つけるのに苦労してしまった

ので、Excel についてもっと勉強し、機会があれば MOS 試験も受けてみようと思う。 
 インターンシップに参加して、愛知県庁に就職したいという気持ちが一層強くなった。３

年次には予備校に入学し、県採用試験合格を目指そうと思う。 
 
【選考があった場合、内容など】 
 「あいち電子申請・届出システム」で、氏名や学部学科などの個人情報に加え、「自分が

志望先の部署を選んだ理由」や、「自分が大学や日常生活で取り組んでいること」などを入

力して応募する。選考は書類のみで、面接はなし。 
 
【インターンシップ情報の入手先】※複数回答可。該当に○、その他は記述してください。 

（○）PORTA（ ）企業 Web（ ）就活サイト（ ）インターンシップ協議会 
（○）学内イベントやインターンシップ研修の授業（ ）知人・友人など 
（ ）その他 以下に記述 
  ［                                ］ 

 
以上 



                     ＜様式３＞ 

【インターンシッププログラム】 

 
 

研修期間：   8/22  (月) ～   8/26  (金)  実研修日数：5 日間  

日 程 内 容 受入部署 

8/22(月) 

・業務説明 
・水質調査体験 
・騒音振動測定デモ 
・さわやかマナー路上喫煙区域の確認 

環境都市推進課 環境衛生係 

8/23(火) ・ごみ収集業務体験 
・施設見学 ごみゼロ推進課 事業係 

8/24(水) ・業務説明 
・ごみ焼却施設、し尿処理施設見学 

ごみゼロ推進課 環境クリー

ンセンター施設係 

8/25(木) ・業務説明 
・施設見学 ごみゼロ推進課 ごみ減量係 

8/26(金) ・業務説明 
・エコきち見学 環境都市推進課 環境政策係 

 
【研修テーマ（目標）】 
市役所での仕事はどのようなものなのかを学ぶ。 
職場の雰囲気や仕事のやりがい、市役所で働くことの魅力は何かなど、実際に働いてみなけれ

ばわからないことを職員の方に聞き、少しでも情報を得る。 
 
【参加したインターンシップに申し込んだ理由】 

市役所で働きたいと考えており、具体的な業務内容を知ったり、職員の方にお話を聞きた

いと思ったため。また、業務内容を知ることで、自分は市役所で働く上でどのように貢献す

ることができるのかということを考えるきっかけにしたいと思ったため。 

 

【インターンシップの詳細な内容】 
〈8 月 22 日〉 
・事業説明 

環境衛生係では、水質汚濁防止のために水質検査を行うなど、市の環境が悪化しないため

の業務を行っているということを説明していただいた。 
・油ヶ淵水辺公園へ行き、油ヶ淵の水質調査を体験した。 
・新幹線が通っている場所の近くへ行き、騒音の測定を行った。 
・井戸の水位の測定を行った。 
・さわやかマナー路上喫煙区域へ行き、路上喫煙禁止のステッカーがきちんと貼られている

かをチェックした。 
〈8 月 23 日〉 
・ごみ収集車に乗って、実際に空き缶の回収を行った。 
・リサイクルプラザの見学をした。 
〈8 月 24 日〉 

学部学科 法学部法律学科 学年・性別 3 年・女性 
インターンシップ先名 安城市役所 

業   界 公務（地方） 
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・ごみ焼却施設、し尿処理施設の見学をした。 
・業務説明 
 環境クリーンセンター施設係では、ごみ焼却施設などの整備計画を策定したり、改修工事

の計画、発注を行っているということを説明していただいた。 
〈8 月 25 日〉 
・業務説明 
 ごみ減量係では、ごみの分別の指導を行ったり、生ごみ処理器の購入を促進したり、ごみ

を減らすために市民の方に働きかけているということを教えていただいた。 
・ごみ分別のビデオを視聴した。 
・資源の回収を行っているリサイクルステーションやエコらんどの見学を行った。 
〈8 月 26 日〉 
・業務説明 
 環境政策係では、市の環境をさらに良くしていくために、環境計画を策定したり、地球温

暖化を防止するための取り組みなどを行っているということを説明していただいた。 
・環境教育を行っているエコきちという施設へ行き、そこで働いている方のお話を聞いた。 
 
【インターンシップの成果（得たこと）】 
 環境都市推進課の業務内容を理解することができた。インターンシップに参加するまでは、

市役所での仕事は、事務の仕事が多いというイメージを持っていたが、実際に現場へ行くこ

とも多いということを知ることができた。また、法律に基づいて仕事を行うため、どの業務

にも責任が伴うということも知ることができた。 
 職員の方で、民間企業で働いていた方がいらっしゃったため、民間企業と市役所の違いを

聞くことができた。また、市役所で働くやりがいや大変だったこと、環境都市推進課以外の

部署ではどんな仕事をしていたのかなど、職員の方にたくさんお話を聞くことができた。 
 
【今後の課題・目標】 
自分は市役所でどのように貢献することができるのかを考える。 
自己分析、職種研究を行う。 
他の市役所と安城市役所の違いを知る。 
 
【選考があった場合、内容など】 
書類選考 
市が指定するエントリーシートに志望動機、自己 PR などを書いて提出した。 
 
【インターンシップ情報の入手先】※複数回答可。該当に○、その他は記述してください。 

（〇）PORTA（ ）企業 Web（ ）就活サイト（ ）インターンシップ協議会 
（ ）学内イベントやインターンシップ研修の授業（ ）知人・友人など 
（ ）その他 以下に記述 
  ［                                ］ 

 
以上 



                     ＜様式３＞ 

【インターンシッププログラム】 

 
 

研修期間：  8/22 (月) ～   8/26 (金)  実研修日数：5 日間  

日 程 内 容 受入部署 日 程 内 容 受入部署 

8/22(月) 業務説明、関連施設

等巡視 

環境都市推

進課 環境

衛生係 
   

8/23(火) 施設見学、収集業務

体験 

ごみゼロ推

進課 事業

係 
   

8/24(水) 施設案内等 

ごみゼロ推

進課 環境

クリーンセ

ンター施設

係 

   

8/25(木) 業務説明、施設見学 
ごみゼロ推

進課 ごみ

減量係 
   

8/26(金) 業務説明、施設案

内、終了の挨拶 

環境都市推

進課 環境

政策係 
   

 
【研修テーマ（目標）】 
安城市役所では実際にどんな業務をしているのか自分の目で観察すること。 
ゼミで環境政策の実現可能性について研究しているので、市役所の環境政策についてお話を伺

うこと。 
 
【参加したインターンシップに申し込んだ理由】 

父と姉が市役所に勤めており、もともと市役所職員への興味があったため。 

自分の住む知立市に近い安城市役所がインターンシップを募集しており、実際に職場で見学

したり業務を体験したりすることでより市役所の仕事内容への理解が高まると考えたため。 

また、インターンシップに参加して得た経験や学びを今後の面接対策や、ゼミの研究にも役

立てたいと考えたため。 

 

【インターンシップの詳細な内容】 
8 月 22 日の環境都市推進課 環境衛生係では、職員の方が作成してくださった資料をもとに

業務の説明や、安城市の歴史・人口などの市の情報の説明を受けた。その後、別の職員の方

と公用車に乗り、環境衛生係が所有している倉庫の見学をしたり、油ヶ淵の水質チェックを

体験させていただいたりした。午後からはまた別の職員の方と公用車に乗り、新幹線の騒音

チェックの体験、地下水位の測定の体験をした。 
8 月 23 日のごみゼロ推進課 事業係では、ごみ収集の業務を体験した。車によって回収する

学部学科 総合政策学部総合政策学科 学年・性別 3 年・女性 
インターンシップ先名 安城市役所 

業   界 S0201：公務（地方） 



                     ＜様式３＞ 

ものが異なり、私は瓶や空き缶の回収を体験させていただいた。また、リサイクルプラザの

説明を受けた後、見学もした。 
8 月 24 日のごみゼロ推進課 環境クリーンセンター施設係では、職員の方が作成してくださ

った資料に基づき業務の説明を受けたのち、し尿処理施設・環境クリーンセンターの見学を

した。 
8 月 25 日のごみゼロ推進課 ごみ減量係では、生ごみ乾燥機をはじめとする環境に優しい機

械を購入する際の補助金制度の説明を受けたのち、安城市役所と協力関係にあり朝一を行っ

ている「ひばり会」へ見学に行った。そこでは実際に畑で取れた新鮮な野菜を安い値段で売

っており、生ゴミ乾燥機で作られた肥料を使用して作られた野菜も販売されていることを聞

いた。また、安城市との協力のもと、乾燥した生ゴミと野菜を無料で交換するという取り組

みも行っていることを聞いた。 
8 月 26 日の環境都市推進課 環境政策係では、午前中に環境に関する一般的な知識、安城市

で実際に行っている環境政策とその課題などを職員の方が作成してくださったパワーポイ

ントや資料をもとに説明していただいた。午後からは市役所と関係があり環境学習などを積

極的に行っている「エコきち」という施設の見学をし、職員の方のお話を聞いた。 
 
【インターンシップの成果（得たこと）】 
たくさんの学びを得た 5 日間であったが、特に学んだことは市役所の業務内容の幅広さであ

る。私は父や姉が市役所に勤めているので、市役所の業務内容についてはある程度知ってい

るつもりだったが、実際に職場で業務を体験してみて、「このような業務も市役所が行って

いるのか」と、驚くような業務も多かった。職員の方のお話によると、環境の部署はあまり

花形の部署ではなく地味な作業が多いとのことだったが、どの業務も市民の方が快適に過ご

すためには必要なものであることを学んだ。 
インターンシップに参加すると、その市の良さや職員の方の人柄の良さを身をもって感じる

ことができ、参加する前よりも志望度があがったと感じた。その職場に勤めたいという意欲

が向上することは就職活動を行う上でとても大切なことであると感じたので、自分にとって

とても良い経験になったと感じた。 
 
【今後の課題・目標】 
市役所の情報を調べる、公務員試験の勉強を進める 
また、面接で話せるエピソードを増やすために様々な経験をすること 
 
【選考があった場合、内容など】 
志望理由書をもとに選考される 
 
【インターンシップ情報の入手先】※複数回答可。該当に○、その他は記述してください。 

（○）PORTA（ ）企業 Web（ ）就活サイト（ ）インターンシップ協議会 
（ ）学内イベントやインターンシップ研修の授業（ ）知人・友人など 
（ ）その他 以下に記述 
  ［                                ］ 

 
以上 



                     ＜様式３＞ 

【インターンシッププログラム】 

 
 

研修期間： 8/24(水) ～ 8/26(金)  実研修日数：3 日間  

日 程 内 容 受入部署 日 程 内 容 受入部署 

8/24(水) 事業概要説明・現地

訪問 
まちづくり

推進課    

8/25(木) 概要説明・データ入

力など資料作成 

中央公民

館・歴史民

俗資料館 
生涯学習課 

   

8/26(金) 事業概要説明・現地

訪問 地域協働課    

      

      
 
【研修テーマ（目標）】 
（自分の研修テーマ）地方公務員がどのように働いているのか仕事内容を理解することと、大

口町役場の魅力を知ること 
 
【参加したインターンシップに申し込んだ理由】 

現在、地方公務員と民間企業で就職するかということで迷っており、学校の募集で大口町役

場を見つけ、申し込みました。大口町は自然が豊かで自然や史跡・文化に魅力を感じました。

地元の隣町であり、財政力があることや企業誘致も盛んであるということを知っていたので、

さらに大口町について学びたいと考えておりました。また、学校の講義で地域おこしについ

て学び、体験する機会があったため、その学びを活かしたいと考えたため志望しました。 

 

【インターンシップの詳細な内容】 
8 月 24 日(水) 
・政策推進課でオリエンテーション（自己紹介や 3 日間の流れの説明） 
・シティプロモーション事業と空き家対策事業について概要説明、質疑応答 
・まちづくり推進課で実際に席にどのように業務を行っているかを見学 
・大口町の空き家や耕作放棄地へ車で訪問 
・新農業法人設立事業についての概要説明 
・新農業法人設立準備委員会の会議に参加 
8 月 25 日(木) 
・生涯学習課で行っている業務の説明、地方公務員に関する説明 
・スポーツ団体の郵便物の作成、スポーツ施設のデータ入力 
・歴史民俗資料館の見学 
・歴史民俗資料館の資料作成 
8 月 26 日(金) 

学部学科 総合政策学部総合政策学科 学年・性別 ３年・女性 
インターンシップ先名 大口町役場 

業   界 公務（地方） 



                     ＜様式３＞ 

・地域協働課で行っている業務の説明 
・保育園、町内の公民館、防災センター、まちねっと大口へ訪問 
・まちねっと大口で子ども会のイベントで配るお菓子の仕分け 
・3 日間の振り返り 
 
【インターンシップの成果（得たこと）】 
今回のインターンシップで、地方公務員になるためには市や町をいかに理解しているかとい

うことが大切であるということを学んだ。地方公務員として働く際に、町や市にはどのよう

な人々が住んでいて、どのようなことを求めているのかを知る必要があるため、住民の方々

とのコミュニケーションがとても重要だということがわかった。また、地方公務員のなかで

市と町の違いがあり、町役場では一つの仕事ではなく様々な仕事を兼任しているということ

を学んだ。そのため、幅広い知識が必要であるが、とてもやりがいがあるということを知っ

た。幅広い業務を行う町役場では、前向きに学ぶ姿勢がとても重要であるということを学ん

だ。また、業務の説明をしていただいた際に、市町村の行政サービスが日常生活の中で想像

以上に行われているということを知り、様々な形で地域に貢献することが出来るということ

を知り、自分がどのように町に貢献したいのかということを考える機会になった。 
 
【今後の課題・目標】 
地域に貢献できる仕事は地方公務員だけでなく NPO などの団体でもできるということを知

ったので、視野を広げて就職活動に取り組みたい。私は人と接することが好きなので、役所

だけでなく部署によっても行う業務は全く異なり、住民の方々との接し方も異なるので自分

に合った人との接し方を見つけていきたい。 
 
【選考があった場合、内容など】 
なし 
 
【後輩へのアドバイス】 
実際に役場で働いている方に直接質問をしたり、深くお話をしていただける機会は貴重だと

思うので、どのような話を聞きたいのか事前にしっかり考えておくことが大事だと思います。 
 
【インターンシップ情報の入手先】※複数回答可。該当に○、その他は記述してください。 

（○）PORTA（ ）企業 Web（ ）就活サイト（ ）インターンシップ協議会 
（ ）学内イベントやインターンシップ研修の授業（ ）知人・友人など 
（ ）その他 以下に記述 
  ［                                ］ 

 
以上 



                     ＜様式３＞ 

【インターンシッププログラム】 

 
 

研修期間：   9/5  (月) ～   9/9  (金)  実研修日数：5 日間  

日 程 内 容 受入部署 

9/5(月) オリエンテーション 
軽い自己紹介  

9/6(火) 
業務説明 
東岡崎駅周辺の視察 
課題の取組 

拠点整備課 

9/7(水) 業務説明 
課題の取組 多様性社会推進課 

9/8(木) 
業務説明 
こどもの家、児童育成センターの見学 
課題の取組 

こども育成課 

9/9(金) 課題の取組 
総合子育て支援センターの見学 こども育成課 

 
【研修テーマ（目標）】 
市役所での仕事はどのようなものなのかを学ぶ。 
職場の雰囲気や仕事のやりがい、市役所で働くことの魅力は何かなど、実際に働いてみなけれ

ばわからないことを職員の方に聞き、少しでも情報を得る。 
岡崎市が子育て支援策としてどのような取り組みをしているのかを知る 
 
【参加したインターンシップに申し込んだ理由】 

市役所で働きたいと考えており、具体的な業務内容を知ったり、職員の方にお話を聞きた

いと思ったため。また、業務内容を知ることで、自分は市役所で働く上でどのように貢献す

ることができるのかということを考えるきっかけにしたいと思ったため。 

 岡崎市のインターンシップに参加することで、自分の住んでいる町である岡崎の魅力に気

づくことができると考えたため。 

 

【インターンシップの詳細な内容】 
〈9 月 5 日〉 
・オリエンテーション 
 参加させていただく 3 つの部署での業務を簡単に説明していただいたり、参加するうえで

の心構えを教えていただいた。 
・自己紹介 
〈9 月 6 日〉 
・業務説明 
 拠点整備課が現在取り組んでいる QURUWA 戦略についての説明や、東岡崎駅周辺の整備

についての説明をしていただいた。 
・籠田公園、中央緑道、桜城橋、東岡崎駅北口一帯の様子を見る。 

学部学科 法学部法律学科 学年・性別 3 年・女性 
インターンシップ先名 岡崎市役所 

業   界 公務（地方） 



                     ＜様式３＞ 

・町の様子を見たうえで、東岡崎駅北口周辺のまちづくりのアイデアを作成する。 
・考えたまちづくりを職員の方に発表する。 
〈9 月 7 日〉 
・業務説明 
 多様性社会推進課の多文化共生係では、外国人相談業務や姉妹都市交流の準備など、外国

の方も暮らしやすい街をつくるためのお仕事をしているということを説明していただい

た。また、女性活躍推進課では、LGBT の方への理解をしてもらうための啓発活動や女性

活躍のための再就職支援などを行っているということを説明していただいた。 
・外国人の日本語学習について、どうしたら日本語を覚えてもらえるかについてアイデアを

出した。 
・たくさんの人に参加してもらえるような会話講座の案を考えた。 
〈9 月 8 日〉 
・こども育成課の施策係では、「おかざきっ子育ちプラン」の策定や子育て支援の情報発信

をしているということを説明していただいた。また、放課後対策係では、児童育成センタ

ーやこどもの家の管理を行っているという説明をしていただいた。 
・岡崎市の子育て支援施策について、どんな施策があったらいいかを考えた。 
・窓口に飾る飾りを制作した。 
・こどもの家、児童育成センターへ行き、実際に子供たちと遊んだ。 
〈9 月 9 日〉 
・岡崎市と他市の子育て支援施策を比較し、気づいたことを発表した。 
・こどもの家の新 1 年生向けのチラシを作成した。 
・総合子育て支援センターへ行き、そこで働く方のお話を聞いた。 
 
【インターンシップの成果（得たこと）】 
 いろいろな部署を回らせてもらったことで、市役所では部署を異動するたびに様々な分野

の知識が必要になるということを知ることができた。また、毎日様々な課題に取り組む中で、

他人と協力して課題に取り組む力を身につけることができたと同時に、自分の知識や発想力

のなさも実感した。自分が興味を持っている子育て支援施策について知ることができた。 
 
【今後の課題・目標】 
自分は市役所でどのように貢献することができるのかを考える。 
自己分析、職種研究を行う。 
他の市役所と岡崎市役所の違いを知る。 
 
【選考があった場合、内容など】 
書類選考 
志望動機、大学で力を入れたこと、大学で学んでいることなどを書いて提出した。 
 
【インターンシップ情報の入手先】※複数回答可。該当に○、その他は記述してください。 

（〇）PORTA（ ）企業 Web（ ）就活サイト（ ）インターンシップ協議会 
（ ）学内イベントやインターンシップ研修の授業（ ）知人・友人など 
（ ）その他 以下に記述 
  ［                                ］ 

 
以上 



                     ＜様式３＞ 

【インターンシッププログラム】 

 
 

研修期間： 8/29 (月) ～ 9/2 (金)  実研修日数：5 日間  

日 程 内 容 受入部署 日 程 内 容 受入部署 

8/29（月） オンラインオリエ

ンテーション     

8/30（火） 

業務説明、会場準備

体験、他市とのオン

ライン意見交換会

参加 

企画課    

8/31（水） 

業務説明、市民団体

と高校生の打ち合

わせ参加、市民ホー

ムの点検の同行 

市民協働推

進課    

9/1（木） 

業務説明、児童向け

交通安全教室への

参加、防犯カメラ視

察の同行 

防犯交通安

全課    

9/2（金） 
業務説明、検査施設

の見学、ゴミ屋敷の

視察 
環境保全課    

 
【研修テーマ（目標）】 
市役所の業務を体験したり、職員の方とお話したりすることでより市役所の業務について詳し

くなること。ゼミで環境政策について研究しているので、市役所が政策作りにおいて重要だと

考えていることを伺うこと。 
 
【参加したインターンシップに申し込んだ理由】 

父や姉が市役所で勤めており、市役所職員の業務内容に興味があったため。 

岡崎にある光ヶ丘女子高等学校でダンス部に所属していたため、岡崎市の多くのイベントに

参加させていただいた経験から、岡崎市民の明るさや市全体の雰囲気に魅力を感じたため。 

 

【インターンシップの詳細な内容】 
8 月 29 日のオンラインオリエンテーションでは、インターンシップに共に参加する学生との

顔合わせ、人事課の方による岡崎市の紹介やインターンシップの概要の説明を受け、その後

インターンシップに行かせていただく課の職員の方により業務説明を受けた。 
8 月 30 日の企画課では、業務説明を受けたあとに統計調査の説明会の会場の準備のお手伝い

や、市民の方の受付を経験した。午後からは他市とのオンライン意見交換会参加に参加し、

市役所が他市とどのような関わりを持っているのか知ることができた。また、他市の取り組

みを岡崎市が参考にしたいという理由で意見交換会が開催されたが、その際に個人的に時間

を取って対応してくださる他市に対し、あらかじめ質問内容を知らせておく、資料を作成す

学部学科 総合政策学部総合政策学科 学年・性別 3 年・女性 
インターンシップ先名 岡崎市役所 

業   界 S0201：公務（地方） 
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る際には相手の市の情報をパワーポイントに織り交ぜる、日付を当日のものに変更するなど、

小さな心遣いで相手に対し敬意を示すことができると学んだ。 
8月 31日の市民協働推進課では、市民団体の活動を広めるための PR動画を作成するために、

市民団体の方と岡崎商業高校の生徒の方との打ち合わせに参加した。市民団体の方の取り組

みやお悩み、岡崎商業高校の方が日頃どのような勉強をされているのかを聞くことができた。

午後からは市民ホームの点検に同行し、市民ホームがどのような役割を持っているのかなど

のお話を聞くことができた。 
9 月 1 日の防犯交通安全課では、午前中に児童向けの交通安全教室に参加し、午後からは岡

崎市内にある防犯カメラの視察に同行した。交通安全教室では、職員の方が児童向けにわか

りやすい絵やアニメなどを使用して交通ルールを教えており、私たち学生は職員の方の指示

に従って看板を上げたり下げたりした。防犯カメラの視察では、警察からの依頼に基づき必

要な映像のデータをパソコンに移す業務を経験させていただいた。 
9 月 2 日の環境保全課では午前中に岡崎市の検査センターへ見学に行った。資料に基づき業

務説明をしていただいた後、施設内の機械を見学し、帰り道には市内 5 箇所にある大気測定

場所の見学をした。午後からはゴミ屋敷の視察に同行した。その後、職員の方から業務説明

やゴミ屋敷問題についての詳しい説明を受けた。 
 
【インターンシップの成果（得たこと）】 
実際に意見交換会や打ち合わせに参加することで、市役所の業務のイメージが具体化すると

ともに、岡崎市役所が先進的に様々な取り組みに挑戦していることを知るとても貴重な機会

となった。また、意見交換会や打ち合わせ意外にも多くの業務を体験させていただくことで、

市役所で担っている業務の幅広さを身をもって感じることができた。また、法律ではっきり

と書かれていないことについては強制力を持てず、行政の力に限界があること、ゴミ屋敷問

題では個人の主観により「ゴミ」の定義が異なり、単にゴミを片付けさせれば良いという単

純な問題ではなく、事例によって臨機応変に対応を変えていく必要があることなどを学んだ。

インターンシップに参加するまで、市役所にはマニュアルに従って行う業務が多いのではな

いかと考えてしまっていたが、実際にはその都度臨機応変に対応しなければならない問題が

多くあることを実際に現場を見ることによって学ぶことができた。 
 
【今後の課題・目標】 
市役所の情報を調べる、公務員試験の勉強を進める 
面接で話せるエピソードを増やすために様々な経験をすること 
今回のインターンシップを経験し、事例により対応を変えていく臨機応変さが市役所の職員

には必要な力であることを学んだので、日頃の生活からその力がつくように意識していくこ

と 
 
【選考があった場合、内容など】 
志望理由書をもとに選考される 
 
【後輩へのアドバイス】 
インターンシップに参加できるのはとても貴重な機会なので、質問はたくさんするとよいと

思う。 
 
【インターンシップ情報の入手先】※複数回答可。該当に○、その他は記述してください。 

（○）PORTA（ ）企業 Web（ ）就活サイト（ ）インターンシップ協議会 
（ ）学内イベントやインターンシップ研修の授業（ ）知人・友人など 
（ ）その他 以下に記述 



                     ＜様式３＞ 

  ［                                ］ 
 

以上 



                     ＜様式３＞ 

【インターンシッププログラム】 

 
 

研修期間： 7 / 1 (金) ～ 8 / 31 (火)  実研修日数： 6 日間  

日 程 内 容 受入部署 日 程 内 容 受入部署 

7/8(金) 
オリエンテーショ

ン・思春期家庭教育

学習・施設見学 
生涯学習課 8/25(木) 

事務作業等・親子天

体観測教室（天候不

良によって中止） 
  〃 

7/30(土) コズミックガレッ

ジ   〃    

8/6(土) 親子天体教室   〃    

8/17(水) 教育委員会傍聴・講

座ポスター作成   〃    

8/18(木) 長寿学園講話・事務

作業等   〃    

 
【研修テーマ（目標）】 

市役所職員の業務を理解するとともに、公務員として働く上で自分の能力を知る。 
 
【参加したインターンシップに申し込んだ理由】 

公務員を志望しており、市役所職員として働くために必要な能力を知り、今後の就職活動に役立

てたいと思ったから。 

 

【インターンシップの詳細な内容】 
７/８（金） 

オリエンテーション（生涯学習課の業務についての説明）、庁舎見学 
「思春期家庭教育学級」の講座準備 
 事務作業（書類をまとめる等） 
 
７/30（土） 
スカイワードあさひにて「コズミックガレッジ」の準備、片付け等の手伝い 
講座ポスター作成のための写真撮影 
 
8/6（土） 
親子天体教室「望遠鏡をつくろう」の準備、片付け等の手伝い 
講座ポスター作成のための写真撮影 
 
8/17（水） 
8/６のアンケート集計（Excel で書類作成）、教育委員会傍聴 
 
8/18（木） 
高齢者教室「長寿学園」の準備 

学部学科 法学部法律学科 学年・性別 ３年・女性 
インターンシップ先名 尾張旭市役所 

業   界 公務（地方） 
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尾張旭市内の公民館に関する業務についての説明 
７/30,8/6 に行ったイベントのポスター作成 
 
8/25（木） 
ポスター作成続き 
「親子天体教室」の準備や片付けの予定であったが、雨天のため中止 
 
【インターンシップの成果（得たこと）】 

公務員として働くという具体的なイメージを持つことができた。市役所の業務が窓口業務

やデスクワークがメインであるというイメージがあったが、外出業務も多くあることを知る

ことができ、市役所職員の業務の幅広さを理解することができた。また、デスクワークや窓

口業務中心の部署があったり、外出して現場に行くことが中心の部署があったり、部署によ

って業務スタイルが様々であることを知ることができた。 
 
【今後の課題・目標】 

インターンシップを通じて、社会人としてのマナーや必要な能力や自分に足りない未熟な

部分を発見することができた。また、自分の将来像を具体化することが今後の課題であると

感じた。自分がどんなことをやりたいかなど自分を見つめ直すきっかけとなった。これから

は、市役所だけでなく、他の公務員の業務研究や自己分析をより力を入れて行っていきたい。 
 
【選考があった場合、内容など】 
面接や試験等は特にはなかった。参加したい部署に直接電話をして、仮予約をした後、必要

書類（誓約書、申込書、保険加入を証明する書類の写し）を提出する。 
 
【インターンシップ情報の入手先】※複数回答可。該当に○、その他は記述してください。 

（ ）PORTA（〇）企業 Web（ ）就活サイト（ ）インターンシップ協議会 
（ ）学内イベントやインターンシップ研修の授業（ ）知人・友人など 
（ ）その他 以下に記述 
  ［                                ］ 

 
以上 



                     ＜様式３＞ 

【インターンシッププログラム】 

 
 

研修期間： 8  / 1 (月) ～  8 /  4 (木)  実研修日数：4 日間  

日 程 内 容 受入部署 日 程 内 容 受入部署 

8/1(月) 窓口業務 税務課    

8/2(火) 固定資産 現地調査 税務課    

8/3(水) 軽自動車 登録事務 税務課    

8/4(木) 窓口業務 税務課    

      
 
【研修テーマ（目標）】 
公務員の仕事を実際に体験し、公務員の仕事について理解を深める。 
 
【参加したインターンシップに申し込んだ理由】 

役所の雰囲気や政策について詳しく理解し、公務の業務が自分に適しているのか確認したいと思

い、参加を申し込んだ。 

 

【インターンシップの詳細な内容】 
8/1（月） 
・オリエンテーション 
インターンシップの事前説明会。総務課の方から町や役場の特徴についての説明をうける。 
・窓口業務 
財産管理のデータの確認。固定資産税や軽自動車税に関する質問や相談の対応。 
 
8/2（火） 
・現地調査 
新築の建物の固定資産税が適切に計算されているか、実際に現地に行き建物の状態を調査す

る。 
・蟹江町観光交流センター 
ユネスコ無形文化遺産に登録された、須成祭の歴史や概要が展示されているセンターへ行き、

観光事業について説明を受ける。 
 

8/3（水） 
・軽自動車の登録事務 
保管されている軽自動車の登録情報が正確かデータを確認し、障害者認定を受けた人の税額

免除を調査する。 
 
8/4（木） 
・証明書発行 

学部学科 法学部法律学科 学年・性別 3 年・女 
インターンシップ先名 蟹江役場 

業   界 公務（地方） 
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各証明書の説明を受け、発行した。どの証明書をどのような場合に使用するのか、発行する

際の注意点などを学んだ。 
・巡回 
税務署、法務局、海部県民事務所を巡回し、必要な書類の引き渡しや受け取りを行った。ま

た、役場に訪れる県民の方のために各役所が配布しているパンフレットを持ち帰り、役場に

設置した。 
 
【インターンシップの成果（得たこと）】 

職員の方の一日のスケジュールや職場の雰囲気を感じることができ、役場で働くイメージ

が具体的になった。 
税金は住民から徴収する重要なものであることから誤った請求があってはならないため、

特に正確な作業が求められると学んだ。そして、税金における財産管理は収入、転居、結婚

など個人情報を扱う業務が多く、責任の重さを感じた。また、税金は生活形態に応じて変化

するため住民の方にとって非常に重要な部分であると思い、なぜその税額になるのかわかり

やすく説明する能力が必要であると学んだ。 
 
【今後の課題・目標】 
・他の自治体と比較してそれぞれの特徴について調査し、最終的になぜその自治体を志望す

るのか、志望動機を明確にする。 
・自治体のために自分が実現させたい事業を考える。 
 
【選考があった場合、内容など】 
選考なし。 
応募期間内にキャリア支援課経由で南山大学の履歴書を提出する。 
 
【インターンシップ情報の入手先】※複数回答可。該当に○、その他は記述してください。 

（ ）PORTA（〇）企業 Web（ ）就活サイト（ ）インターンシップ協議会 
（ ）学内イベントやインターンシップ研修の授業（ ）知人・友人など 
（ ）その他 以下に記述 
  ［                                ］ 

 
以上 



                     ＜様式３＞ 

【インターンシッププログラム】 

 
 

研修期間： ９/５(月) ～ ９/12(月)  実研修日数：５日間 （９/7 は休み） 

日 程 内 容 受入部署 日 程 内 容 受入部署 

9/5 

・JR、近鉄蟹江駅

への訪問 
・都市計画制度につ

いて 

まちづくり

推進課    

9/6 
・耐震、空家、ブロ

ック塀 
・窓口業務 

まちづくり

推進課    

9/8 ・公園 まちづくり

推進課    

9/9 
・都市マス、緑マス 
・建築相談立会 
・窓口業務 

まちづくり

推進課    

9/12 ・区画整理 
・南駅前線 

まちづくり

推進課    

 
【研修テーマ（目標）】 
 公務員に必要なスキルを肌で感じることで、自分に足りない能力を見つけ、その克服へのき

っかけとする。 
【参加したインターンシップに申し込んだ理由】 

  実際に行われている仕事に携わることで、公務員という仕事に対する明確なイメージを持ちたい

と感じたため。 

 

【インターンシップの詳細な内容】 
一日目：JR・近鉄蟹江駅に関する整備事業、蟹江町における都市計画事業 
二日目：窓口業務、情報開示請求に関する業務、蟹江南駅前線に関する事業 
三日目：公園の見回り点検、外来種クビアカツヤカミキリの駆除作業 
四日目：都市計画マスタープラン・緑の基本計画に関する事業、建築相談会への参加、空き

家査定、耐震・屋外広告物についての説明 
五日目：区画整理に関する業務、公園の見回り点検 
【インターンシップの成果（得たこと）】 

当初の目的でもあった、公務員という職業の具体的なイメージを持つことが出来た。また、

公務員に必要なスキルや自分に足りないものを学ぶことが出来た五日間でもあった。現地に

赴く大切さ、立ち退きに関する交渉力、改善に繋がる施策を講ずる企画力、物事をみる観察

力・洞察力など、多くのスキルが必要不可欠であると思い知らされたと同時に、自分におい

ては欠いているスキルであると感じた。このインターンシップで得た体験は、今後の人生に

おいて大きな糧となるものであり、最大限活用しなければならない。 
 

学部学科 人文学科日本文化学科 学年・性別 3 年生・男 
インターンシップ先名 蟹江町役場 

業   界 公務員 
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【今後の課題・目標】 
 公務員試験を突破できるほどの実力を得るまで、たくさん勉強をする。志望動機をはっき

り言えるようにする。他の自治体も調べてみる。 
 
【選考があった場合、内容など】 
選考はなかった。課や日程は、インターン生の希望に沿えるように出来る限り調節して下さ

るため、その辺の心配はしなくても大丈夫。 
 
【インターンシップ情報の入手先】※複数回答可。該当に○、その他は記述してください。 

（ ）PORTA（ ）企業 Web（ ）就活サイト（ ）インターンシップ協議会 
（ ）学内イベントやインターンシップ研修の授業（〇）知人・友人など 
（ ）その他 以下に記述 
  ［                                ］ 

 
以上 



                     ＜様式３＞ 

【インターンシッププログラム】 

 
 

研修期間：   8/15  (月) ～   8/19  (金)  実研修日数：5 日間  

日 程 内 容 受入部署 日 程 内 容 受入部署 

8/15(月) 都市建設部の概要

説明 
市街地再開

発課    

8/16(火) 施設見学・発表資料

作成 
市街地再開

発課    

8/17(水) 資産税課の方との

対談・発表資料作成 
市街地再開

発課    

8/18(木) ポスター案作成・他

の課の方との対談 
市街地再開

発課    

8/19(金) 発表資料作成・建設

現場見学・企画発表 
市街地再開

発課    

 
【研修テーマ（目標）】 
自身の研修テーマ：人脈をつくり、実際に公務員としてお勤めされている方々からここだけの

話をお聞きする 
 
【参加したインターンシップに申し込んだ理由】 

岐阜市役所で勤務したいという意思があり、申し込みました。都市建設部市街地再開発課を選ん

だ理由は、企画提案のプログラムが含まれており、興味を持ったからです。 

 

【インターンシップの詳細な内容】 
ペアの子（インターン生）と「岐阜シティ・タワー43 の展望室に人を集める」ということを

テーマにした企画提案や、岐阜市役所内の見学、フォトコンテストのポスター作成、柳ケ瀬

グラッスル 35 の建設現場の見学をしました。 
 
【インターンシップの成果（得たこと）】 
私は今まで、市役所に入る前のこと（試験など）ばかり考えていましたが、市役所で働いて

いく上で大切なことを教えていただいて、試験勉強のモチベーションがとても上がりました。 
 
【今後の課題・目標】 
同じ課に来ていたインターン生との交流を通して、自分の勉強や知識がまだまだ足りないこ

とを痛感したので、試験勉強を頑張りたいと思いました。また、ポスターの作成を通して、

デザイン力やセンスが求められることを知りました。私はデザインするのが好きなので、自

分にしかできないようなこと、得意分野を伸ばしていこうと思いました。 
 
【選考があった場合、内容など】 
エントリーシートによる選考がありました。実習の目的と自己 PR を書く欄がありました。 
【後輩へのアドバイス】 

学部学科 人文学部 心理人間学科 学年・性別 3 年・女 
インターンシップ先名 岐阜市役所 都市建設部 市街地再開発課 

業   界 公務 



                     ＜様式３＞ 

自分から「ここを見に行きたいです」「〇〇課の方とお話してみたいです」と言えば、連れ

て行ってくれる方がほとんどだと思うので、自分がインターンシップ先で何をしたいか、と

いうことを明確にしておくといいと思います。また、あらかじめ聞きたいこと、質問等をま

とめておくといいと思います。 
 
【インターンシップ情報の入手先】※複数回答可。該当に○、その他は記述してください。 

（〇）PORTA（〇）企業 Web（ ）就活サイト（ ）インターンシップ協議会 
（ ）学内イベントやインターンシップ研修の授業（ ）知人・友人など 
（ ）その他 以下に記述 
  ［                                ］ 

 
以上 



                     ＜様式３＞ 

【インターンシッププログラム】 

 
 

研修期間：  8 / 1 (月) ～  8 / 5 (金)  実研修日数：5 日間  

日 程 内 容 受入部署 日 程 内 容 受入部署 

08/01 
午前 

施設案内、文化振興

係の業務説明 

女性センタ

ー、文化振

興係 

08/01 
午後 

文化振興係の業務

補助 
文化振興

係 

08/02 
午前 

体育施設利用者と

の交流(体操、バレ

ー、卓球)、業務補

助 

体育ルーム 08/02 
午後 

女性センター内の

設備整理 
女性セン

ター 

08/03 
午前 

総務施設係の業務

説明、業務補助 総務施設係 08/03 
午後 

車椅子体験、施設改

善案提出 
総務施設

係 
08/04 
午前 

図書館分館の業務

説明、業務体験 図書館分館 08/04 
午後 業務補助 図書館分

館 

08/05 
午前 

生涯学習係の業務

説明、ボランティア

相談の業務補助 
生涯学習係 08/05 

午後 講座の企画発案 生涯学習

係 

 
【研修テーマ（目標）】 
 複合型施設であるハートフルスクエアーG にて施設の横断的な活動を通し、公共サービスや

生涯学習、市民の暮らしのサポートについて学ぶ。また、図書館での実務体験を司書課程にお

ける学習に活かす。 
 
【参加したインターンシップに申し込んだ理由】 

 現在地方公務員および、岐阜市役所勤務を志望しており、岐阜市役所の管轄内であるのに加

え図書館運営にも携わっているハートフルスクエアーG の募集があったため、応募した。 
 
【インターンシップの詳細な内容】 
 5 日間を通して、施設内のさまざまな設備を利用し、各部署の仕事を横断的に体験した。 
 体育ルームの実習では高齢者スポーツ教室の活動に参加し、共にバレーボールや卓球を行

い、体育ルームを利用する高齢者の声を聞くことができた。 
 総務施設係での実習では、職場体験に来ていた小学生と共に館内の気温を測定した。午後

からは他校のインターンシップ参加学生と車椅子で館内を一周し、車椅子で移動することの

大変さを実感。その後、館内設備の改善案を提出した。 
 図書館分館では貸出や排架といった図書館業務を体験し、司書課程で得た知識を実践とし

て活用する貴重な経験となった。 
 生涯学習係の実習では、過去のイベントや講座、セミナーに関する資料を見ながら、現代

における地域の若者の課題を解決するための講習を企画、提案した。複数提示した案のうち

実現可能なものが数年以内に開講されるかもしれないとのこと。 
 女性センターでは、女性の生活支援に関する業務には携われなかったものの、部署で過ご

学部学科 総合政策学部総合政策学科 学年・性別 3 年 女 
インターンシップ先名 岐阜市役所 ハートフルスクエアーG 

業   界 官公庁・行政 



                     ＜様式３＞ 

している間に相談の電話がかかってきており、その対応を実際に目にすることができた。 
 他にも、雑務の手伝いや郵便局へ出向いて書類を提出するといった、細々とした事務作業

も体験した。 
 
【インターンシップの成果（得たこと）】 
 5 日間を通して施設内の全部署の仕事を体験し、非常に勉強になった。 
 特に、実際に施設を利用している人の顔を見ることができたり、話すことができたりした

ことで、この施設をどのような人がどんな目的で利用しているのかを実感し、提供するべき

公共サービスについての理解を深めることができた。 
 一般的な民間企業のインターンシップには数時間もしくは 1 日で終わってしまうものも多

いが、毎日施設に出向き実際にさまざまな体験をしたこの 5 日間は非常に濃厚で、有意義な

ものだった。 
 
【今後の課題・目標】 
 生涯学習係での企画立案の実習にて、今の社会で話題になっているキーワードへの関心が

もっと必要であることを指摘された。キーワードの人々への普及率が 30%ほどの状態で既に

それにまつわるイベントが発案されていないと旬を逃してしまうと教えていただき、大変勉

強になった。私は現在ニュースや新聞からの情報が滞っており、情報を積極的に入手出来て

いない状態であるため、もっと社会情勢に関心をもち情報収集をすることが課題である。 
 
【選考があった場合、内容など】 
 志望動機や自己 PR。いずれも短め。 
 
【インターンシップ情報の入手先】※複数回答可。該当に○、その他は記述してください。 

（○）PORTA（ ）企業 Web（ ）就活サイト（ ）インターンシップ協議会 
（ ）学内イベントやインターンシップ研修の授業（ ）知人・友人など 
（ ）その他 以下に記述 
  ［                                ］ 

 
以上 



                     ＜様式３＞ 

【インターンシッププログラム】 

 
 

研修期間：  8 / 1  (月) ～ 8 / 5 (金)  実研修日数：5 日間  

日 程 内 容 受入部署 

8/1(月) 
オリエンテーション、工作試作、工作教室案内・受付誘導、工作教室

の補助・掃除・片づけ、特別展巡回・接客対応、展示室内消毒、サイ

エンスショー見学・片づけ・準備 
岐阜市科学館 

8/2(火) 朝の打ち合わせ、工作教室材料準備、工作教室案内・受付誘導、工作

教室の補助・掃除・片づけ、特別展巡回・接客対応、展示室内消毒 岐阜市科学館 

8/3(水) 朝の打ち合わせ、工作教室材料準備、工作教室案内・受付誘導、工作

教室の補助・掃除・片づけ、特別展巡回・接客対応、展示室内消毒 岐阜市科学館 

8/4(木) 朝の打ち合わせ、工作教室材料準備、工作教室案内・受付誘導、工作

教室の補助・掃除・片づけ、特別展巡回・接客対応、展示室内消毒 岐阜市科学館 

8/5(金) 
朝の打ち合わせ、工作教室材料準備、工作教室案内・受付誘導、工作

教室の補助・掃除・片づけ、特別展巡回・接客対応、展示室内消毒、

サイエンスショー補助・片づけ・準備 
岐阜市科学館 

 
【研修テーマ（目標）】 

研修テーマは、幅広い世代が利用する施設が活動するにあたって、市役所職員は企画や運営、

施設管理をどのような方法で支え関わっているのか、実際に体験して学ぶことでした。 
 
【参加したインターンシップに申し込んだ理由】 

申し込んだ理由は２つあり、１つは公務員の仕事に興味を持っていたから、もう１つは市

役所以外で公務員が行う仕事、施設運営、企画に興味を持ったからです。 

 

【インターンシップの詳細な内容】 
主に常設展示や夏の特別展の会場案内や監視補助、工作教室やサイエンスショーといった

イベントなどの運営補助、展示室の消毒を行いました。展示の接客対応では、パネルの説明

だけでは理解できない部分を口頭で詳しく説明し、体験してもらうよう促しました。工作教

室では、定員いっぱいになるまで来客者に呼びかけをしました。また、他のインターンシッ

プ生と協力し、工作する本人である子どもたちにも分かりやすい作り方を探し、様々な工夫

をして説明しました。例えば、工作するときに間違えやすいところをあらかじめ製作してお

いたものに色をつけ、何回か繰り返して説明して気を付けてもらえるようにしたり、席を巡

回して困っている子どもたちのところへ行ってお手伝いをしたりしました。サイエンスショ

ーでは、実際に出演をして実験を行ったり、実験をする職員さんの補助を行ったりしました。

展示室の消毒では、よく触るところを念入りに拭き、展示品が壊れていないかチェックしま

した。  
 
【インターンシップの成果（得たこと）】 

学部学科 総合政策学部総合政策学科 学年・性別 3 年・女性 
インターンシップ先名 岐阜市役所 

業   界 官公庁 



                     ＜様式３＞ 

研修テーマであった、幅広い世代が利用する施設での公務員の関わり方を体験することで

知ることができました。インターンシップに参加させていただいた時、ちょうど夏の特別展

の開催時期と重なっていました。特別展では、小さな子どもから高齢者まで楽しめる体験・

展示物・工作が用意されていました。その中で、職員さんの来客者に声掛けを積極的に行っ

て市民と直接関わる様子や、楽しい思い出となるよう準備を万全にする様子を見ることがで

きました。 
また、私自身については、聞いている人にとってわかりやすい説明とは何か？を考えさせ

られました。聞いている相手にきちんと理解してもらうために、表情を見ること、わかりや

すい表現を適宜使うこと、必要に応じて言葉を付け加えてより詳しく説明することの大切さ

に気付くことができました。また、その難しさを学ぶことができました。 
 
【今後の課題・目標】 

今後は、人に説明するときには聞いている人の表情を見てきちんと理解しているかどうか

注意し、理解できていないようであれば相手が理解できるように分かりやすい言葉に言い換

えていく力を磨いていきたいです。 
 
【選考があった場合、内容など】 
特になし 
 
【インターンシップ情報の入手先】※複数回答可。該当に○、その他は記述してください。 

（○）PORTA（ ）企業 Web（ ）就活サイト（ ）インターンシップ協議会 
（ ）学内イベントやインターンシップ研修の授業（ ）知人・友人など 
（ ）その他 以下に記述 
  ［                                ］ 

 
以上 



                     ＜様式３＞ 

【インターンシッププログラム】 

 
 

研修期間： 8/11(木) ～ 8/15(月)  実研修日数：5 日間  

日 程 内 容 受入部署 日 程 内 容 受入部署 

8/11(木) 業務説明・見学 教育委員会 
岐阜市科学館    

8/12(金) 業務実習 教育委員会 
岐阜市科学館    

8/13(土) 業務実習 教育委員会 
岐阜市科学館    

8/14(日) 業務実習 教育委員会 
岐阜市科学館    

8/15(月) 業務実習・指導実践 教育委員会 
岐阜市科学館    

 
【研修テーマ（目標）】 

学生に対し公務の就業体験を行わせることにより、大学等における教育機能を強化し、学生

の行政に関する理解を深めるとともに、積極的かつ優秀な人材の育成に資することを目的とす

る。 
 地方公務員の業務について知り、行政の働きについて学び、今後自分が働く際に意識すべき

こと、社会人としての常識等について学ぶ。 
 
【参加したインターンシップに申し込んだ理由】 

進路について、公務員を考えており、岐阜市役所や岐阜県庁を志望している。そこで、就

業体験を通して、業務や現在の私自身がすべきことや課題を得たいと思ったから。中でも岐

阜市科学館は、小さい頃利用していたためなじみが深い施設であり、科学館にはどのような

業務があるのか知りたいと思ったから。また、幅広い年齢層の方が訪れるため、接客や対応

のよい経験を積むことができると考えたから。 

 

【インターンシップの詳細な内容】 
 現在行われている特別展の巡回や会場案内、監視補助及びイベントや講座などの運営補助、

常設展示の案内、監視補助、各種業務の補助来館者への対応等の体験 
 
【インターンシップの成果（得たこと）】 
 インターンシップ体験を通して、私は社会で働く上で大切となることを多く学ぶことがで

きた。具体的には、まず、サイエンスショーで、実験の補助を行い、実際に先生方の指示を

受けて簡単な実験を行った。そこで、意識すべきこととして教えていただいたことは、大勢

のお客様が見ているため、どの角度からも、実験や変化の様子が見られるように、観客の視

線に立ってパフォーマンスをするということを学んだ。端の方に座っている方も見やすくな

るように、ビーカーの持つ位置を工夫することや、歩き回って全員に見せるようにすること

を意識して実験を披露することができた。また、見ている人にできる限り背中を見せないよ

学部学科 法学部法律学科 学年・性別 3 年・女子 
インターンシップ先名 岐阜市役所 

業   界 公務(地方) 



                     ＜様式３＞ 

うにするなど、前に立つ人として失礼のないようにすることなど様々な心配りをしているこ

とを学び、実践することができた。 
次に、工作教室では、鏡を使った簡単な工作物の制作を子供たちと一緒にした。あくまで、

主体は子供たちであるため、教えるときは、自分が完成まで作るのではなく、懸命に説明を

して、子供たち自身に作ってもらい、科学やちょっとした工夫を利用した工作物を共につく

ることを意識して活動した。特に、積極的に話しかけて、子供たちが自由に描いた絵を褒め

ることや、声をかけることを目標に行った。最終日には、自分が工作教室の説明を行った。

16 人の子供たちが実際に制作を行うのだが、年齢も性格もバラバラな子供たちは、制作にか

かる時間も様々であり、全員が説明を理解してできているかを確認しながら進めることがと

ても難しかった。しかし、完成した際には自慢げに自分自身のオリジナル作品を自分に自慢

げに披露してくれる子が多く、とても達成感を得ることができた。そして、科学の興味深さ

や面白さを子供たちに共有する手伝いが少しでもできた気がしてとても嬉しかった。子供一

人一人の進行度や理解度を探りながら、進めるという貴重な経験ができたと感じた。またこ

れは子供に限らず大人の間でも、指示をだす者としては必要となるスキルだと思うから、全

体を見て確認しながら物事を進めるということのよい練習する機会となって良かったと思

う。 
 今回のインターンシップの経験を通して、岐阜市科学館には、幅広い年齢層の方が訪れて

いるため、それぞれの方に合った対応をすることを主に学ぶことができた。そして、特に学

べて良かったと思ったことは、礼儀や細かな心配りである。科学館は子供が多く、想定外の

事態や、危険が体験中にも起こった。その時、どうすればよいのか、自主的に考えて行動す

ることや臨機応変な対応をするよい経験を積むことができたと感じている。 
 
【今後の課題・目標】 
 視点を広く持ち、指示されていなかった作業や仕事に関しても、自分で気付いて率先して

行えるような視野の広い人間になれるようにしたいと思った。翌日にする作業であっても、

時間の余裕がうまれたときには、自分から行動出来るようになれるともっと良いと感じた。

あくまで指示を出されたことを行うのは当然のことであり、これを行うと、もっとお客様に

とってメリットになることだなと感じることを探して行動に移せると、さらに効率よく、人

のためになるような事ができると思ったため、普段から意識していきたい。 
 
【後輩へのアドバイス】 
 実際にインターンシップに行って、職場体験を行うことで、利用している側にいるだけで

は気が付けない仕事や気遣いを学ぶことができたと思う。これは実際に将来社会人になって

から学ぶよりも学生のうちに知っていた方が、働き始めたときに、周りからの評価や信頼を

より受けることができると思う。だから、職場の雰囲気や業務を知るためにも、興味のある

インターンシップには積極的に参加していくことが大事だと思う。また、参加する際には、

受け入れ先の企業や指導担当者の方々への挨拶、感謝、礼儀をきちんとすることがとても重

要だと感じた。 
 
【インターンシップ情報の入手先】※複数回答可。該当に○、その他は記述してください。 

（ ）PORTA（○）企業 Web（ ）就活サイト（ ）インターンシップ協議会 
（ ）学内イベントやインターンシップ研修の授業（○）知人・友人など 
（ ）その他 以下に記述 
  ［                                ］ 

 
以上 



                     ＜様式３＞ 

【インターンシッププログラム】 

 
 

研修期間：  8 / 17 (水) ～  8 / 21 (日)  実研修日数：5 日間  

日 程 内 容 受入部署 日 程 内 容 受入部署 

8/17(水) 
施設見学 
大道芸の練習 

ドリームシ

アター岐阜 
   

8/18(木) 
工作 
子どもとふれあい 

ドリームシ

アター岐阜    

8/19(金) 
工作 
子どもとふれあい 

ドリームシ

アター岐阜    

8/20(土) 
工作 
子どもとふれあい 

ドリームシ

アター岐阜    

8/21(日) 
工作 
子どもとふれあい 

ドリームシ

アター岐阜    

 
【研修テーマ（目標）】 
 岐阜市が管理している施設の 1 つであるドリームシアター岐阜がどのような業務を実行し、

市政の中でどのような役割を果たしているのかを学ぶ事が研修の目標です。 
 
【参加したインターンシップに申し込んだ理由】 

私は、岐阜市役所のインターンシップを通して、岐阜市役所が公務や事業団等を通して住

民とどのように関わっているのかを学びたいと思っていたため、岐阜市が管理しているドリ

ームシアター岐阜のインターンシップに申し込みました。また、住民に関わる直接的な仕事

だけでなく間接的な仕事についても知り、将来の職業選択に活かすために申し込みました。 

 

【インターンシップの詳細な内容】 
 ドリームシアター岐阜のインターンシップでは、「施設見学」、「子どもとふれあうための

大道芸の練習」、「子どもとのふれあい」、「子どもが楽しく遊べるようなおもちゃの発案・試

作」、「コロナ対策のための部屋の消毒」などを体験させていただきました。「施設見学」で

は、どの数多くある部屋がどのように活用されているのかを教えていただきました。「子ど

もとふれあうための大道芸の練習」では、皿回しやお手玉、けん玉など子どもが興味を引い

てくれるような遊びの練習をしました。「子どもとのふれあい」では、おもちゃやゲームを

子どもと一緒にやることを通して、子どもとふれあいました。「子どもが楽しく遊べるよう

なおもちゃの発案・試作」では、実際に子ども向けのおもちゃやクラフトの発案や試作を体

験し、どのようなおもちゃが子どもにとって魅力的で安全なおもちゃになるのかを思索しま

した。「コロナ対策のための部屋の消毒」では、子どもが使用した部屋やおもちゃを消毒し、

次に使う子が安全に使えるようにしました。 
 
【インターンシップの成果（得たこと）】 
 今回のインターンシップを通して、ドリームシアター岐阜という岐阜市の施設が子どもや

子連れの家族とどのように向き合っているのかを学ぶことができました。「子どもにとって

学部学科 総合政策学部総合政策学科 学年・性別 3 年・女性 

インターンシップ先名 ドリームシアター岐阜 

業   界 官公庁 
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魅力ある施設」にするために、様々な努力や配慮が成されている事をインターンシップを通

して感じました。例えば、おもちゃを手作りする際手間がかかるけれども、怪我の原因とな

るネジの使用をしないで作る事で子どもが安全に遊ぶことのできるおもちゃを作成したり、

各年齢に適したクラフトをいくつか用意しておき子ども達に楽しんでもらうといった配慮

を感じられました。実際、インターンシップで「ネジ不使用の子どものおもちゃ」を作成し

たのですが頭で思い描いたような形や結果にならない事が多く、子どもたちの手に届くまで

に多くの試行錯誤や努力があることを体感できました。 
 
【今後の課題・目標】 
 ドリームシアター岐阜のインターンシップを通して、岐阜市が管理している施設の 1 つに

ついて知る事が出来ました。他にも、私が知らないだけで岐阜市が管理している施設は沢山

あると思うので、それらの施設がどのような役割を果たしているのかを調べてみたいと思い

ました。そして、岐阜市がどのような事に力を入れているのか、政策を効率良く運営するた

めに各施設がどのような機能を果たしているのかを考えてみたいと思いました。 
 
【選考があった場合、内容など】 
 岐阜市に提出する書類で、選考がありました。 
 
【インターンシップ情報の入手先】※複数回答可。該当に○、その他は記述してください。 

（○）PORTA（○）企業 Web（ ）就活サイト（ ）インターンシップ協議会 
（ ）学内イベントやインターンシップ研修の授業（ ）知人・友人など 
（ ）その他 以下に記述 
  ［                                ］ 

 
以上 
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【インターンシッププログラム】 

 

 

研修期間：  8/26 (金)  実研修日数：1 日間  

日 程 内 容 受入部署 日 程 内 容 受入部署 

午前 座談会 人事課    

午後 座談会 
清流の国づ

くり政策課 
   

      

      

      

※当初 8/22～8/26 の 5 日間であったが、コロナウイルスの蔓延拡大により 1 日間に縮小 

 

【研修テーマ（目標）】 

座談会を通じて岐阜県庁の仕事に対する理解を深める。 

 

【参加したインターンシップに申し込んだ理由】 

私は岐阜県庁で働くことを志望しているため、今回のインターンに申し込んだ。そして、

岐阜県庁の中でも、地元に貢献したいという思いから、清流の国づくり政策課への参加を希

望した。私は、大学の授業の一環で町の問題を見つけ、関係人口の観点から政策提言を行っ

たことがある。このことをきっかけに、まちづくりについて興味を抱き、地元である岐阜県

の『「清流の国ぎふ」創生総合戦略』について身をもって経験して、学びたいと思い、応募

した。 

 

【インターンシップの詳細な内容】 

〇午前中：人事課の方 2 名と参加した学生が自己紹介をした後、学生が自由に挙手して、人

事課の方に質問をした。 

〇午後：清流の国づくり政策課の方 2 名と SDGｓ推進課の方 1 名の計 3 名が 20 分ずつに分け

て、順に質疑応答をした。 

 

【インターンシップの成果（得たこと）】 

 私は今回のインターンシップに参加して得たことが 3 つある。 

 1 つ目は、岐阜県庁は課の異動が多いが、大きな障害とはならないということである。岐

阜県庁は数年で異動があるため、仕事や人間関係の面で苦労することになるのではないかと

考えていた。しかし、今回の人事部の座談会で困ったことや分からないことがあれば何でも

聞いても良いということや、周りの仲間や上司と協力して問題解決にあたっているというこ

とを知り、安心することができた。また、このような人とのかかわりには挨拶が大切であり、

日ごろの挨拶を大事にしていこうと感じた。 

 2 つ目は、他の課とのつながりである。岐阜県庁には多くの課があるとともに、それぞれ

に政策が存在する。そのため、政策の内容が重なるところも多く、県庁として統一していく

学部学科 総合政策学部総合政策学科 学年・性別 3 年・男 

インターンシップ先名 岐阜県人事委員会 

業   界 公務 
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ときに意見の食い違いや衝突が発生してしまうことがあると知った。そして、そのときに上

手く意見をすり合わせて、双方が納得できる妥協案を見つけ出すことが必要だと知った。そ

のため、相手の意見を聞き、自分の意見と組み合わせて、協調的に物事を進めていく力が必

要になってくるのだと感じた。ただ、各課で意見や雰囲気がことなるため、こういった交流

も良い経験になるということも知った。 

 3 つ目は、県庁の雰囲気である。岐阜県庁には部活が存在するため、明るい一面もあるこ

とを知った。また、県知事の方針やスタイルに影響され、せわしかったり、ゆったりしてい

たりすることに驚いた。さらに、課や社会情勢によっては忙しくてきついときもあると知っ

た。しかし、それでも一生懸命働いているという話を聞き、私も岐阜県のために尽くすこと

ができる人間になりたいと感じた。 

 このように、私は座談会を通して、異動や課のつながり、雰囲気などの面で多くのことを

学ぶことができた。 

 

【今後の課題・目標】 

・コミュニケーションやマナーの一環として、日ごろの挨拶を大事にすること。 

・岐阜県の状況を知ったり、時事に詳しくなったりするために、新聞を読む習慣をつけるこ

と。 

 

【選考があった場合、内容など】 

選考なし 

 

【インターンシップ情報の入手先】※複数回答可。該当に○、その他は記述してください。 

（〇）PORTA（ ）企業 Web（ ）就活サイト（ ）インターンシップ協議会 

（〇）学内イベントやインターンシップ研修の授業（ ）知人・友人など 

（ ）その他 以下に記述 

  ［                                ］ 

 

以上 
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【インターンシッププログラム】 

 
 

研修期間：  8 / 15 (月 ) ～  8 / 19 (金 )  実研修日数： 5 日間  

日 程 内 容 受入部署 日 程 内 容 受入部署 

8/15(月) 

オリエンテーショ

ン 
業務説明 
担当の方と公共施

設へ同行 

人事課 
政策推進課

（公共推進

マネジメン

ト係） 
文化課 

   

8/16(水) 

 

瀬戸藏ミュージア

ムや瀬戸市の街を

散策 
ふるさと納税の返

礼品についてグル

ープで話し合い、発

表 

瀬戸藏ミュ

ージアム 
政策推進課

（政策推進

係） 

   

8/17（水） 

最終日に向けてグ

ループでの話し合

いの準備 
人事課    

8/18(木) 

業務説明 
瀬戸市の小中一貫

校の見学 
PR 動画作り（グル

ープ） 

教育委員会 
シティプロ

モーション

課 

   

8/19(金) 

施設見学 
業務説明 
発表 

浄水管理事

務所 
人事課 

   

 
【研修テーマ（目標）】 
受入れ機関のテーマ；業界研究を深める、実際の業務を体験、風土や雰囲気を知る 
自分のテーマ：市役所という仕事内容についての理解を深める 
 
【参加したインターンシップに申し込んだ理由】 

 私は、公務員を目指しており、その中でも第一志望は裁判所職員なのですが、併願で市役

所も受験しようと考えています。しかし、私は市役所の仕事内容があまり分からず、このま

までは面接対策ができないと不安に思い、職業研究を目的に申込みをしました。また、実際

に 5 日間働いてみて、市役所という職業が自分に向いているのか否かを知る目的からも申込

みをしました。 

 

【インターンシップの詳細な内容】 

学部学科 法学部法律学科 学年・性別 3 年・女性 
インターンシップ先名 瀬戸市役所 

業   界 官公庁 
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 １日目は、自己紹介やインターンシップの流れの説明の後、政策推進課公共施設マネジメ

ント係で働きました。そこでは、公共施設の担当者の方が建物の老朽化などにより修繕依頼

をするので、実際に現地に行き、修繕の必要性があるか否かを担当者の話も聴きながら決め

るという業務をしています。私たち参加者も実際に施設へ同行し、係の方がどのように相手

方と話すのかを間近で聞きました。この日行った場所は、消防署でした。午後は、文化課に

行きました。始めに課の業務内容を聞きました。その後は、週末に行われるライブのパンフ

レットをクリアファイルに入れるという事務作業を行いました。そして、施設見学をしてこ

の日は終わりました。 

 ２日目の午前は、瀬戸物焼が展示されている瀬戸藏ミュージアムという所へ行き、館長の

お話を聞き、瀬戸物焼についての知識を深めました。また、瀬戸市の町並みも散策しました。

午後は、政策推進課政策推進係に行きました。そこでは、日々政策を考えているということ

なので、私たちもグループで今実際に取り組まれているふるさと納税の返礼品について考え

ました。約２時間、グループで話し合い、それをまとめ、最後に担当者４人の前で発表をし

ました。 

 ３日目は、午後のみで、最終日にグループで発表があるのでそれに向けたパワーポイント

の準備をしました。 

 ４日目の午前は、教育委員会の説明を聞いた後、令和２年に設立した小中一貫校に実際に

行きました。そして、午後は、シティプロモーション課という所で働きました。そこでは、

主に広報をしているということなので、瀬戸藏ミュージアムへ行き、グループで写真や動画

を撮り、それを動画編集アプリで編集し動画を作成し最後に発表をしました。 

 最終日の午前は、浄水管理事務所へ行き、業務内容を聞き施設見学をしました。午後は、

発表に向けたグループでの準備と会議室で発表をしました。 

 
【インターンシップの成果（得たこと）】 
 インターンシップ前は、市役所という仕事について、法律という決まった枠組みの中で事

務処理をする事務仕事というイメージを抱いていました。しかし、このインターンシップに

参加して、企画を考えたり、広報のためのプロモーションビデオの作成、また、法律という

枠組みに囚われず、市がより発展するために自由にアイデアを出すというような、幅広い仕

事が市役所では行われており、今まで抱いていたイメージが大きく覆されました。インター

ンシップに参加しなかったら分からなかったことです。そして実際にこれらの業務を体験し

てみて、積極性とコミュニケーション力が必要であることを実感しました。積極性について

は、実際にグループで企画を考える際に、他の参加者がどんどん意見を出していて、私も最

初は勇気がいりましたが、段々と思いついたことを言えるようになりました。このように、

自分の意見をしっかりと言えることが大切であることを学びました。また、コミュニケーシ

ョン力に関しては、グループ内で企画を考えるにしても、上司の方と話す際も、それぞれの

立場の人に合わせた話し方があり、それを使い分ける必要性やコミュニケーションがグルー

プで取れているからこそ良い企画も生まれることを実感しました。これら二つは簡単そうに

見えますが、実際初対面の人といきなりやるとなるとかなり難しく、苦戦しました。しかし、

徐々に自分の意見が言えるようになったので、この 5 日間で少し成長したと思いました。 
 
【今後の課題・目標】 
 とても些細なことですが、ハキハキした声で話すことを心掛けようと思いました。今回の

インターンシップを通じて、他の参加者は意見を言う際にハキハキとした声で発言をしてい

ました。しかし、私は自信がなくまた普段から声が小さいのもあって、度々聞き返されるこ

とがあり、改めて自分の声にはハキがないことを痛感しました。従って、ゼミだったり普段

の教授や友達との会話でも、ハキハキした声で話すよう心掛けようと思いました。また、積

極性が自分には欠けていることから、ゼミでのグループワークを通して自分の意見を積極的
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に言えように頑張ります。そして、今一度市役所という職業について職業研究をします。 
 
 
【選考があった場合、内容など】 
書類選考のみ。書類には、志望動機と自己 PR を記入 

 
【インターンシップ情報の入手先】※複数回答可。該当に○、その他は記述してください。 

（ ○ ）PORTA（ ○ ）企業 Web（ ）就活サイト（ ）インターンシップ協議会 
（ ）学内イベントやインターンシップ研修の授業（ ）知人・友人など 
（ ）その他 以下に記述 
  ［                                ］ 

 
以上 
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【インターンシッププログラム】 

 
 

研修期間： 8 / 22 (月) ～  8 / 26 (金)  実研修日数：5 日間  

日 程 内 容 受入部署 日 程 内 容 受入部署 

8/22(月) 
県・課の業務内容説

明、鮮度保持試験立

会 

産業経済部

マーケティ

ング課 
   

8/23(火) 
企業打合せ同席、事

務作業補助、庁内案

内 

マーケティ

ング課    

8/24(水) 

商談力向上講座同

席、事務作業補助、

仕事人インタビュ

ー 

マーケティ

ング課    

8/25(木) 

オンライン知事広

聴、アイデア出し、

静大生マーケ戦略

講義同席 

マーケティ

ング課    

8/26(金) 

リモート打合せ同

席、アイデア発表、

若手職員との意見

交換会 

マーケティ

ング課    

 
【研修テーマ（目標）】 
県庁の仕事内容の理解を深める。地域の魅力を発信するためにどのような企画・宣伝を行って

いるのかを実践的に学ぶ。 
 
【参加したインターンシップに申し込んだ理由】 

志望した理由は、静岡県の魅力を守りながら、その魅力を日々県内外へ発信している取り組

みに興味を持ち、仕事内容をより深く知りたいと考えたからです。特に、静岡の自慢であるお

茶の魅力を発信すべく「世界お茶まつり」というイベントを実施し、「茶の都しずおか」の国際

的な認知度向上に取り組んでいるということを知り、感銘を受けました。私自身も静岡の茶を

日本だけでなく世界へ広めたいという目標があり、実際に職場へ行き実践的に学びたいと思い、

参加しました。 
 

【インターンシップの詳細な内容】 
 一日目は、卸売市場で開催された鮮度保持試験立会に参加しました。そこでは、冷蔵機能

の付いたコンテナに野菜、果物、花を入れ、どのくらい鮮度が保たれるのかを視覚、嗅覚、

味覚で査定しました。そこには県庁職員や国土交通省職員、野菜果物を取り扱う専門の方な

ど幅広い職種の人々がいました。その後、県庁や経済産業部、マーケティング課の業務内容

学部学科 経営学部経営学科 学年・性別 3 年・女 
インターンシップ先名 静岡県庁 

業   界 公務（地方） 
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について説明を受けました。今回お世話になったマーケティング課は、6 次産業推進班、マ

ーケティング企画班、ブランド戦略班の 3 つに分かれ、それぞれ業務内容も少し異なってい

ました。二日目は、貿易系の会社との打ち合わせに同席しました。県の輸出拡大という目標

に向けて、情報共有、役割分担をしっかりしていくことが重要になってくることがわかりま

した。その後、4 つの建物から構成される庁内を案内していただきました。その後、卸売市

場の統計をまとめる作業をしました。三日目は、商談力向上講座という県の委託事業の講座

をオンラインで視聴しました。その後、県が発信する SNS の過去の投稿を拝見し、良い点・

改善点等、意見をまとめて提出しました。「ふじのくに食の都づくり仕事人」に認定されて

いる料理人の方に直接お話を伺い、県から勧められたこれまで行ってきた事業や仕事人に選

ばれた感想等聞くことができました。四日目は、「平太さんと語ろう」という県知事と熱海・

伊東に住む実業家の方との談話をオンラインで視聴しました。その後、県が推進する“頂ブ

ランド”の認知拡大、ブランド力向上のためのアイデア出しを行いました。その後、県庁職

員と静岡大学の学生の会議に参加しました。学生たちは、ゼミで取り扱っている県内の特産

品についての疑問点等を積極的に聞いており、刺激を受けました。最終日の 5 日目は、6 次

産業推進班が取り組んでいるハラール事業についてのリモート会議に参加しました。その会

議に参加し、静岡県はハラール事業が他県よりも進んでいるということを実感しました。そ

の後、アイデア出しの際に出した案を、ブランド戦略班の皆さんの前で発表しました。様々

なアドバイスをいただき、経営学の勉強にもなりました。最後に若手の職員の方と話す機会

があり、仕事のやりがいを感じたときのことや就職活動のこと等、様々なことを教えて頂き

ました。 
 
【インターンシップの成果（得たこと）】 
 今回のインターンシップで大きく 2 つのことを学びました。1 つ目は、県庁の仕事を実践

的に学び、仕事内容の理解が深まったことです。実際に民間企業と行う会議に参加したり、

「ふじのくに食の都づくり仕事人」に認定されている方にお話しを伺ったりと、県庁職員の

仕事をリアルに体験することができ、大変貴重な機会でした。その中で、相手とどのような

関係性を築き、どのように話し合いを進めているのか、聞く姿勢や態度等、大変勉強になり

ました。また、昨年参加した市役所のインターンシップで得た知識と比較し、県は静岡県全

体を盛り上げるための政策を、一方で市は地元に密着した政策を行っている等、県庁と市役

所の仕事内容の違いを理解することができました。 
 2 つ目は、実践的な学びの中で新たな知識が増えたことです。例えば、今まで知らなかっ

た「ガストロノミーツーリズム」に関して、県内外から観光客を集めるため、食文化とその

地域の特性を結び付けた事業を行っていることを知りました。その他にも、来年徳川家康の

大河ドラマがあるということで、健康オタクの徳川家康と関連付けた事業も行う予定だとい

うことがわかりました。静岡の魅力を伝えるために、食や地域の特性を活かして様々な取り

組みがされているということを具体的に学ぶことができました。学んだことを、現在取り組

んでいるゼミの地域活性化の活動にも役立てていきたいです。 
 
【今後の課題・目標】 
 今後の目標は、2 つあります。1 つ目は、学習面で公務員試験を受けることを視野に入れ、

勉強や面接対策を徹底して行うことです。今までの自分を振り返ると、なかなか取り組むこ

とができていないので、計画性をもって後悔しないよう取り組んでいきたいです。 
2 つ目は、ヒアリング力を鍛えることです。仕事に取り組む様々な職員の方を見ていて、

相手の話をしっかり聴いて相手を理解し、さらに相手の主張や良さを引き出すことが重要で

あると感じました。ゼミやサークル活動で様々な人と関わる中で、その能力を高めていきた

いです。 
 



                     ＜様式３＞ 

【選考があった場合、内容など】 
書類審査のみ 
 
【インターンシップ情報の入手先】※複数回答可。該当に○、その他は記述してください。 

（ ）PORTA（○）企業 Web（ ）就活サイト（ ）インターンシップ協議会 
（ ）学内イベントやインターンシップ研修の授業（ ）知人・友人など 
（ ）その他 以下に記述 
  ［                                ］ 

 
以上 



                     ＜様式３＞ 

【インターンシッププログラム】 

 
 

研修期間：  8/22(月) ～  9/2(金)  実研修日数：10 日間  

日 程 内 容 受入部署 日 程 内 容 受入部署 

8/22 家庭の事情で 
不参加 ― 8/29 

自治会活動の説明 
相乗りタクシー説

明 
地域力向上説明 
PiPi ラジオ収録 

くらし人

権課 

8/23 家庭の事情で 
不参加 ― 8/30 先輩職員座談会 人事課 

8/24 

従事内容説明 
おとどけセミナー 
男女共同参画意見

交換 
子どもの権利相談

室見学 

くらし人権

課 8/31 
人権施策説明 
男女共同参画説明 
レポート作成 

くらし人

権課 

8/25 
おとどけセミナー 
講演会アンケート

結果入力 

くらし人権

課 9/1 
ぽると活動説明・見

学 
レポート作成 

くらし人

権課 

8/26 

ごみ処理場見学 
議会見学 
PiPi ラジオ原稿作

成 

環境課 9/2 レポート発表 人事課 

 
【研修テーマ（目標）】 
多治見市役所の人権施策について詳しく知る 
くらし人権課の業務内容を体験し、自分が働くイメージを明確にする 
 
【参加したインターンシップに申し込んだ理由】 

公務員を志望しており、地元に近い多治見市の施策や仕事内容について詳しく知りたいと思っ

たから。 
 

【インターンシップの詳細な内容】 
・8 月 24 日 

おとどけセミナーという、多治見市役所の仕事に関することをテーマに市民の方々に対す

るセミナー（今回のテーマはエシカル消費）を障がい者就業支援施設で、市役所職員の方

と一緒におこなった。 
男女共同参画に関してのお話を聞き、職員の方と意見交換を行った。 
子どもの権利相談室に向かい、多治見市の子どもの人権保護のための施策について詳しく

お話を伺った。 

学部学科 法学部法律学科 学年・性別 3 年・男 
インターンシップ先名 多治見市役所くらし人権課 

業   界 公官庁 



                     ＜様式３＞ 

 
・8 月 25 日 
 おとどけセミナー（小学校）＊内容は上記のものと同じ 
 人権同和教育講演会のアンケート結果をエクセルを使って入力した。 
 
・8 月 26 日 
 環境課のインターン生とともにごみ処理場の見学を行った 
 議会の見学をしながら、議題について説明を頂いた 
 PiPi ラジオで人権啓発（今回のテーマは消費生活）を行っており、その原稿を作成した。 
 
・8 月 29 日 
 多治見市の自治会活動について市役所ではどのようなこと行っているかお話を伺った。 
 地域力向上のための施策について詳しい説明を伺った。 
 PiPi ラジオの収録を行った 
 
・8 月 30 日 
 先輩職員座談会で若手の職員の方々に自由に質問することができた。 
  
・8 月 31 日 
 同和問題、人権擁護、犯罪被害者等支援などの人権問題について、市役所がどのような取

り組みを行っているのかを詳しく教えていただいた。 
 男女共同参画の施策や取り組みについて詳しいお話を伺った 
 最終日のレポート発表に向けて、学んだことなどをまとめたレポートを作成した 
 
・9 月 1 日 
 市民活動交流支援センター（ぽると）での取り組みについてお話を伺った。 
 レポート作成 
 
・9 月 2 日 
 レポート発表 
 
 
【インターンシップの成果（得たこと）】 
長い期間実習させていただいたことで、くらし人権課のほとんどの業務について体験させて

頂たり、説明を頂たりして、自分の働くイメージをはっきりと掴むことができた。 
様々な施策について、インターネットの簡単な説明を見ているだけでは分からないような詳

しい説明を頂き、深く理解することができた。 
 
【今後の課題・目標】 
公務員試験の勉強 
なぜ多治見市なのかをはっきり語れるようにする 
 
【選考があった場合、内容など】 
志望理由を書いてキャリア支援課を通して応募する 
 
【インターンシップ情報の入手先】※複数回答可。該当に○、その他は記述してください。 

（〇）PORTA（ ）企業 Web（ ）就活サイト（ ）インターンシップ協議会 



                     ＜様式３＞ 

（ ）学内イベントやインターンシップ研修の授業（ ）知人・友人など 
（ ）その他 以下に記述 
  ［                                ］ 

 
以上 



                     ＜様式３＞ 

【インターンシッププログラム】 

 
 

研修期間：   /  ( ) ～   /  ( )  実研修日数： 日間  

日 程 内 容 受入部署 日 程 内 容 受入部署 

8/15(月) 概要説明、見学、事

務作業 人事課    

8/16(火) 

採用ガイドブック

に関する資料作成 
採用者に対する資

料作成 

人事課 

   

8/17(水) 事務作業、16 日作

成資料の説明 
人事課    

8/18(木) 事務作業、わくわく

で清掃作業 
人事課    

8/19(金) 事務作業 人事課    
 
【研修テーマ（目標）】 

体験させていただくお仕事を責任もって行うことはもちろんですが、市役所職員の方々との

コミュニケーションを大事にすることを目標としました。 
 
【参加したインターンシップに申し込んだ理由】 

豊橋市の魅力を実際に体感して学びたいという思いと、市役所で働く方たちの仕事の雰囲気を

感じ取りたいという思いから、豊橋市役所のインターンシップに申し込みました。公務員という職業

にあこがれを持っていましたが、実際に足を踏み入れる機会は少なく、イメージが強くつかめていな

かったため、とても貴重な体験をすることができました。 

 

【インターンシップの詳細な内容】 
 人事課では、採用に関することをおこなう課というイメージがありましたが、実際は３つ

のグループに分かれており、職員の福利厚生に関するグループ、働き方改革に関するグルー

プ、採用や職員育成に関するグループがありました。その中で、私は働き方改革グループと

採用や職員育成に関するグループで、主に事務作業の補助をさせていただきました。そのほ

かでは、「わくわく」という豊橋市役所の課に配属されている障がい者の方とともに、市役

所内の清掃やシュレッダーごみの回収という作業の体験もさせていただきました。 
 私が受け入れていただいた課は事務作業がほとんどでしたが、同じ期間に違う課にインタ

ーンで参加した方々の話を聞く会では、ずっと外回りで体を動かす体験が多い方もいらっし

ゃいました。同じ市役所のお仕事でも、課によって仕事の種類が全く違うことが分かりまし

た。 
 
【インターンシップの成果（得たこと）】 
 私が今回のインターンシップで得たことは、コミュニケーションの重要性です。豊橋市役

所に対するイメージが、インターンに参加する前と大きく変化しました。市役所というと市

学部学科 経済学部経済学科 学年・性別 3 年生・女 
インターンシップ先名 豊橋市役所 

業   界 公務(地方) 



                     ＜様式３＞ 

民の方々の要望を聞いて対応するというイメージがありましたが、市役所には 100 の課があ

るため、必ずしも市民の方と接する機会が多いのではないことが分かりました。しかし、職

員同士でも業務に関する会話を多くされており、市役所職員として働く上で必要不可欠な能

力でした。インターンシップを通して職員の方々とお話しすることができたことはその重要

性を知ることもでき、就職に対する良い刺激になり有益な体験をさせていただくことができ

ました。 
 
【今後の課題・目標】 
 社会人として最低限の責任感やコミュニケーションを大切にしたいです。市役所職員の方

は、皆さん仕事が早くて社会人として働くことの大変さを改めて感じました。その中でも、

コミュニケーションは、市民の方々とお話しするときにも職員同士で仕事の話をするときに

も重要であるため、今後より気を付けていきたいです。 
 
【選考があった場合、内容など】 
 選考としてインターンシップ受付票の提出がありました。豊橋市役所を選択した理由と、

就職について考えていること、希望の職場とその希望理由を記入する欄がありました。 
 
【インターンシップ情報の入手先】※複数回答可。該当に○、その他は記述してください。 

（〇）PORTA（〇）企業 Web（ ）就活サイト（ ）インターンシップ協議会 
（ ）学内イベントやインターンシップ研修の授業（ ）知人・友人など 
（ ）その他 以下に記述 
  ［                                ］ 

 
以上 



                     ＜様式３＞ 

【インターンシッププログラム】 

 
 

研修期間：   ８/22  (月) ～   ８/26  (金)  実研修日数： ５日間  

日 程 内 容 受入部署 日 程 内 容 受入部署 

8/22 インターンシップ

書類整理 人事課    

8/23 テレワーク推進通

信の作成 人事課    

8/24 手当調査の確認 人事課    

8/25 児童手当書類の確

認 人事課    

8/26 住民税異動届の作

成 人事課    

 
【研修テーマ（目標）】 
市役所の職員の方が普段どのような仕事をしているのかを体験し、職場の雰囲気を含め、自分

に合っている仕事であるのかを見定める。 
 
【参加したインターンシップに申し込んだ理由】 

公務員になるか、企業に進むか悩んでいたため、夏のインターンシップでどちらが自分に合
っているのか見定めたかったから。 
 

【インターンシップの詳細な内容】 
豊橋市役所では人事課の中でも３つのグループに分かれており、人材育成グループ、制作企

画グループ、職員グループとあり、５日間で全てのグループの仕事を体験した。人材育成グ

ループでは、大学から送られてきたインターンシップの書類を分類する仕事の手伝いを行っ

た。制作企画グループでは、働き方改革の促進を目指す部署で、実際にテレワークを行って

いる職員にインタアビューをさせてもらい、テレワークの導入を促す通信を作る体験を行っ

た。職員グループでは、主に市役所職員の給料や手当等を管理する部署であり、住民税の異

動届をパソコンに打ち込み、更に紙の書類にもまとめる手伝いを行った。 
 
【インターンシップの成果（得たこと）】 
豊橋市役所がどのような雰囲気の中で仕事を行っているのか学ぶことができた。外からだけ

ではわからない公務員の仕事を間近で感じることができ、貴重な体験だった。研修テーマで

あった現場の雰囲気を知る事と自分に合っているのかを達成することができた。 
 
【今後の課題・目標】 
今回のインターンシップで市役所の仕事がとても魅力的に感じた。公務員の試験の対策を本

格的に始めていこうと考えている。 
 
【選考があった場合、内容など】 

学部学科 人文学部日本文化学科 学年・性別 3 年・女 
インターンシップ先名 豊橋市役所 

業   界 公務員 



                     ＜様式３＞ 

なぜ豊橋市役所でインターンシップを行わなければならないのかということを中心にエン

トリーシートにまとめることを心掛けた。また、興味があるという報告だけでなく、なぜ興

味があるのかという理由をエントリーシートに具体的に示すことができるように心がけた。 
 
【インターンシップ情報の入手先】※複数回答可。該当に○、その他は記述してください。 

（〇）PORTA（ ）企業 Web（ ）就活サイト（ ）インターンシップ協議会 
（ ）学内イベントやインターンシップ研修の授業（ ）知人・友人など 
（ ）その他 以下に記述 
  ［                                ］ 

 
以上 



                     ＜様式３＞ 

【インターンシッププログラム】 

 
 

研修期間：  9 / 12 (月) ～  9 / 15 (木)  実研修日数：4 日間  

日 程 内 容 受入部署 日 程 内 容 受入部署 

9/12(月) 
部署概要説明・入札

について・政策企画

課の説明 

本社 
契約検査課    

9/13(火) 
みなと振興課・三河

港について・資料整

理 

本社 
契約検査課    

9/14(水) 入札結果整理・資料

の目次作成 
本社 
契約検査課    

9/15(木) 
検査立ち合い、資料

目次作成、契約書の

整理、庁舎内見学 

本社 
契約検査課    

      
 
【研修テーマ（目標）】 
市役所について知ること。 
市役所の雰囲気や人、仕事について触れる。 
 
【参加したインターンシップに申し込んだ理由】 

豊橋市で生まれ育ったため、豊橋市役所に勤めることに興味があり、市役所について 2 年生

から知り、自身のキャリアについての学びや経験を深めたいと考えた。豊橋市役所にインタ

ーンに行くことで豊橋市役所がどのような場所であり、どのような活動をし、裏で支えてい

る人を知るいい機会になるのではないかとも思った。 

 

【インターンシップの詳細な内容】 
契約検査課の業務（物品購入依頼書等書類整理業務）が主な内容 
部署についての詳細な内容を知り、他の部署についても説明を受けた 
船に乗り、三河港を一周した 
 
【インターンシップの成果（得たこと）】 
電話での対応を見たり、その部署だけではなく、様々な部署についても知ったりすることで、

視野や、自分に向いているものが見えた気がした。 
市役所は窓口で市民が見ているような人たちだけではなく、裏で支えている人が多くいるこ

とも経験することができた。 
市役所ならではの書類や公務員の方と接することによって社会人として仕事するというこ

とが身に染みてわかった。 
 
【今後の課題・目標】 

学部学科 法学部法律学科 学年・性別 2 年・女性 
インターンシップ先名 豊橋市役所 

業   界 S0201：公務（地方） 



                     ＜様式３＞ 

来年も市役所のインターンシップを受け、他の部署での仕事についても知りたい 
パソコンのスキルを身につけることや、今の勉学を頑張ることが重要であるとわかったので、

まずはそこから頑張りたい 
 
【選考があった場合、内容など】 
大学を経由し、書類選考があった 
志望理由と自己 PR 、将来の進路希望等を書いた 
 
【インターンシップ情報の入手先】※複数回答可。該当に○、その他は記述してください。 

（○）PORTA（○）企業 Web（○）就活サイト（ ）インターンシップ協議会 
（ ）学内イベントやインターンシップ研修の授業（ ）知人・友人など 
（ ）その他 以下に記述 
  ［                                ］ 

 
以上 



                     ＜様式３＞ 

【インターンシッププログラム】 

 
 

研修期間：  8/25, 26 (木)  ～ 9/4, 6 (火)  実研修日数：4 日間  

日 程 内 容 受入部署 日 程 内 容 受入部署 

8/25(木) 

庁内見学、保健セン

ター業務説明、市民

課業務説明、民生子

ども課業務説明 

総務課    

8/26(金) 
業務説明：総務課、

企画経理室、福祉

課、保険年金課 
総務課    

9/4(日) 高坂学区防災訓練

（見学、手伝い） 総務課    

9/6(火) 

防災備蓄や施設点

検、地域推進室業務

説明、座談会、区長

研修報告会 

総務課    

      
 
【研修テーマ（目標）】 

インターンシップを通して、実際の雰囲気や業務を体感し、普段区役所を利用する市民側の

目線からではなく、サービスを提供する職員目線からの理解を深める。 
 
【参加したインターンシップに申し込んだ理由】 

私自身、名古屋市で暮らす中で名古屋市職員に興味を持っていた、また市民が暮らしやすい環

境にするための政策、取り組みについてさらに詳しく知りたいと思ったから。 

 

【インターンシップの詳細な内容】 
［１日目］ 
  午前：オリエンテーションと庁内案内、区長に挨拶 
  午後：保健センターで行われる 1 歳６か月検診で検診に来た親子に検温や消毒、特定建

造物の衛生点検、食中毒が起きた場合のシミュレーション（保健センターの動き） 
     市民課、民生子ども課業務説明 
 
［2 日目］ 
  午前：業務説明：総務課 
   総務課にも人事に関する庶務係（防災担当を含める）と統計選挙係と分かれている。 
  午後：業務説明：企画経理室、福祉課、保険年金課 
   それぞれの課担当者の方たちがパワーポイントや資料を使ってわかりやすく説明し

てくださった。また質問にも丁寧に答えてくださった。 
 

学部学科 法学部法律学科 学年・性別 3 年・男 
インターンシップ先名 名古屋市 天白区役所 

業   界 公務（地方） 
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［3 日目］ 
  午前：高坂学区防災訓練（高坂小学校） 
     実際にインターン生も名古屋市の防災服を着て、各学年の教室で行われる防災授

業の見学、手伝い（内容：新聞紙スリッパ作成、防災トイレの紹介、防災 DVD
鑑賞）その後、消防署、高坂学区消防団による総合防災訓練の見学 

 
［4 日目］ 
  午前：天白区内の大学に出向いて、その施設にある避難所、備蓄倉庫に食料などが規定

量あるかの点検。 
 午後：地域推進室業務説明 

座談会（若手職員８人と交代で話を伺った、質問する時間もあり） 
     区長研修報告会 

（最後区長室でインターンシップの研修報告をし、区長のお話を聞いた。区長と話

すことのできる機会は滅多にないため大変貴重な経験になった。） 
 
【インターンシップの成果（得たこと）】 
 インターンシップ全体を通して、４日間の業務紹介でも課や係ごとに関わる仕事、相手が

それぞれ違い、区役所業務は多岐に渡ると改めて実感した。また各課の話を聞く中で行う業

務や相手は違っても、職員の皆さん一人一人がよりよいまちづくりに向けて同じ志をもって

働いていて、地域にとても近い存在である区役所職員の仕事についての姿勢を知ることがで

きた。 
 
【今後の課題・目標】 
 区役所の仕事は窓口業務をこなすだけでなく、地域の人々や団体と関わり協力する機会が

想像以上に多かったので、試験勉強はもちろん、自分の所属する団体やゼミでどのように役

割を果たすべきか改めて考えていきたい。 
 
【選考があった場合、内容など】 
 
書類選考あり『志望動機４００字以内、学生への質問（特に興味を持っている、または見て

みたい区役所の部署や業務を教えてください）字数制限なし』 
 
【インターンシップ情報の入手先】※複数回答可。該当に○、その他は記述してください。 

（○）PORTA（ ）企業 Web（ ）就活サイト（ ）インターンシップ協議会 
（ ）学内イベントやインターンシップ研修の授業（ ）知人・友人など 
（ ）その他 以下に記述 
  ［                                ］ 

 
以上 



                     ＜様式３＞ 

【インターンシッププログラム】 

 
 

研修期間：  8/25  (木)   実研修日数：1 日間  

日 程 内 容 受入部署 日 程 内 容 受入部署 

8/25 (木) グループワーク・座

談会 給与係    

8/25 (木) グループワーク・座

談会 安全衛生課    

8/25 (木) グループワーク・座

談会 人事課    

8/25 (木) グループワーク・座

談会 

人材育成・

コンプライ

アンス推進

室 

   

      
 
【研修テーマ（目標）】 
・市役所職員の職務について学び、自分が働くとしたらどのような部署で業務に従事したいか

考える。 
・同じく市役所職員を目指している学生と意見交流をし、公務員試験勉強のモチベーションを

高める。 
 
【参加したインターンシップに申し込んだ理由】 

 政令指定都市である名古屋市役所職員の仕事について興味があったため、実習に申し込みまし

た。公務員の労働環境についてゼミで学んでいたということもあり、職員の方の雇用整備や給与・

福利厚生などにかかわる職員部への実習を希望いたしました。 

 

【インターンシップの詳細な内容】 
 当初は対面実施(5 日間)が予定されていましたが、昨今の感染状況を踏まえてオンライン上

での開催(1 日のみ)となりました。名古屋市役所職員部の給与課、安全衛生課、人事課、人

材育成・コンプライアンス推進室の 4 つの組織やその担当業務についての説明を受けた後、

6～7 人の少人数に分かれてグループワークや座談会を行いました。 
 
【インターンシップの成果（得たこと）】 
 オンライン上での開催ではありましたが、職員の方が業務内容や普段の職場の様子などを

資料やビデオを用いて分かりやすくまとめてくださっていたため、名古屋市役所全体につい

て深く知ることができました。今回が私自身初めてのインターンシップで、グループワーク

についても初めての経験でしたが、他大学の学生と一つの課題に向き合うという機会は大変

貴重なものであり、今後の就職活動等にも活かしていくことができる良い経験だと感じまし

た。また、公務員試験の勉強方法や大学生のうちにやっておいた方がよいことなどについて

も職員の方から助言をいただくことができ、残りの学生生活をどのように過ごすべきか考え

学部学科 法学部法律学科 学年・性別 3 年・女性 
インターンシップ先名 名古屋市役所職員部 

業   界 公務（地方） 
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る契機となりました。 
 
【今後の課題・目標】 
・公務員試験対策のための勉強を行う。 
・名古屋市役所全体の組織の構造についてさらに理解を深めていく。 
・残りの学生生活において、何か一つでもやり切ったと感じることができるような経験をす

る。 
 
【選考があった場合、内容など】 
 選考の有無については不明ですが、16 名の募集人数に対して最終的な参加者人数は 80 名

ほどでした。 
 
【後輩へのアドバイス】 
 オンライン開催でも満足度の高い実習内容だったので、少しでも名古屋市役所への就職を

考えている場合はインターンシップに参加することをオススメします。 
 
【インターンシップ情報の入手先】※複数回答可。該当に○、その他は記述してください。 

（〇）PORTA（ ）企業 Web（ ）就活サイト（ ）インターンシップ協議会 
（ ）学内イベントやインターンシップ研修の授業（〇）知人・友人など 
（ ）その他 以下に記述 
  ［                                ］ 

 
以上 



                     ＜様式３＞ 

【インターンシッププログラム】 

 
 

研修期間：   ８/２５  (木) ～   /  ( )  実研修日数：１日間  

日 程 内 容 受入部署 日 程 内 容 受入部署 

8/25（木） 
業務概要説明 
グループワーク 
座談会 

総務局職員

部    

      

      

      

      
 
【研修テーマ（目標）】 
 名古屋市役所の業務を体験し、雰囲気を掴む。また、その上で今の自分の課題を見つける。 
 
【参加したインターンシップに申し込んだ理由】 

 2 月に行われた名古屋市役所業務ガイダンスに参加した際に、幅広い分野で市民に寄り添

う名古屋市役所の仕事に興味を持ち、市民を相手に仕事をするイメージであった市役所の中

で、対職員の仕事をする総務局職員部の業務はどのようなもので、どのようなやりがいがあ

るのか等を直接体験することで身を持って学びたいと思ったため。 

また、職員の方々との交流の場を持ち、どのような人が名古屋市役所で働いているのか、

どのような人が向いている職場なのかを知りたいと思ったため。 

 

【インターンシップの詳細な内容】 
① 総務局職員部の業務概要説明 
② グループワーク 
 ＜人事課＞ 

・取組課題：「窃盗事件を起こした職員 A の懲役処分内容を考える」 
・事案の概要、本人の証言、懲戒処分の取扱方針、過去の事例等から、職員 A の懲役処

分内容をグループで検討する。 
 ＜人材育成・コンプライアンス推進室＞ 

・取組課題：「リモートワークにおける働きやすい職場について～ハラスメントのない

職場のために～」 
・リモートワークにおけるハラスメントについて考える。 
・ハラスメントのない職場づくりに向けてどのような取り組みが必要か提案する。 

 ＜給与課＞ 
  ・年末調整にかかるワーク（住宅控除申告書の作成等） 
  ・年末調整ナビに関する改善点等を提案する。 
 ＜安全衛生課＞ 
  ・福利厚生について 

学部学科 法学部法学科 学年・性別 3 年・女性 
インターンシップ先名 名古屋市役所 総務局職員部 

業   界 公務（地方） 
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  ・ストレスコーピングについて 
③ 座談会 
 
【インターンシップの成果（得たこと）】 
 インターンシップのグループワークを通して、名古屋市役所総務局職員部の方々は、より

良い職場環境を作ることを目指し日々仕事されていること、また、同じ職員部でも仕事内容

は様々であり、市役所の業務の幅広さを実感することができた。 
 また、懲戒処分やハラスメントなどについて初めて深く考え、グループで話し合って他の

学生の方とも意見交換したことで、様々な考えを共有でき、自分の考えの幅が広がった。 
 座談会では、職場の雰囲気や職員の方の 1 日のスケジュールなどを知り、働くイメージを

持つことができたり、名古屋市役所で働く上で必要となる能力や経験などを聞き、学生のう

ちにやるべきことを見つめなおすことができたりと、とても有意義な時間となった。 
 
【今後の課題・目標】 
 今回のインターンシップを通してできた目標は、人間として魅力的な人となることである。

その目標を達成するための課題としては、まず、人とのコミュニケーションを積極的に取り、

誰に対しても公平に、柔軟性を持って接することである。友達やサークルの仲間、アルバイ

トの同僚など周りの人と積極的に関わり、信頼関係を築くコミュニケーション能力を身に付

けたい。 
また、一つのことに熱量を持って真剣に取り組み、その達成感を味わう経験を学生時代に

することが大切であるというお話を聞いたため、失敗を恐れず、向上心を持って一つのこと

に打ち込む行動力をつけていきたい。 
 
【選考があった場合、内容など】 
書類選考 
 
【インターンシップ情報の入手先】※複数回答可。該当に○、その他は記述してください。 

（ ）PORTA（ ）企業 Web（ ）就活サイト（ ）インターンシップ協議会 
（ ）学内イベントやインターンシップ研修の授業（ ）知人・友人など 
（ ）その他 以下に記述 
  ［                                ］ 

 
以上 



                     ＜様式３＞ 

【インターンシッププログラム】 

 
 

研修期間：   /  ( ) ～   /  ( )  実研修日数： 日間  

日 程 内 容 受入部署 日 程 内 容 受入部署 

8/23(火) 職員部の説明 
グループワーク 職員部    

      

      

      

      
 
【研修テーマ（目標）】 
公務員の仕事内容や職場の雰囲気について理解する。 
グループワークや他の学生との交流を通して自分の強み、弱みを発見する。 
 
【参加したインターンシップに申し込んだ理由】 

日々、どんな仕事をして、どのようなことにやりがいを感じているか、学びたいと考えたからです。 

 

【インターンシップの詳細な内容】 
・新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、オンライン開催でした。 
・事前課題が与えられ、インターンシップ当日 6 人のグループに分かれて 1 時間のディスカ

ッションを 4 回行いました。 
『事前課題の内容』 
安全衛生課：福利厚生、ストレスコーピング 
人事課：懲戒処分内容 
給与課：年末調整 
人材育成・コンプライアンス推進室：ハラスメント防止の取り組み 
 
・各所属の職員の方との座談会があり、質疑応答の時間がありました。 
 
【インターンシップの成果（得たこと）】 
 職員部は、職場環境を整える役割を担うことから、現状について正確に理解し、様々な視

点から考慮して職場環境を改善する能力が求められると学んだ。 
また、ディスカッションでは、学生同士で職場環境に関するテーマについてお互いの意見

や考えを交わすことで、より内容理解を深めることができ、周囲と協力して議題を進めるコ

ミュニケーション能力の重要性を学んだ。 
 
 
【今後の課題・目標】 
・他の自治体と比較してそれぞれの特徴について調査し、最終的になぜその自治体を志望す

学部学科 法学部法律学科 学年・性別 3 年・女 
インターンシップ先名 名古屋市役所 

業   界 公務(地方) 
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るのか、志望動機を明確にする。 
・公務員試験の勉強を進める。 
 
 
【選考があった場合、内容など】 
 選考あり。名古屋市役所のホームページに掲載される「名古屋市インターンシップ出願表」

に必要事項を記入し、キャリア支援課を通じて申し込む。 
 
【インターンシップ情報の入手先】※複数回答可。該当に○、その他は記述してください。 

（〇）PORTA（ ）企業 Web（ ）就活サイト（ ）インターンシップ協議会 
（ ）学内イベントやインターンシップ研修の授業（ ）知人・友人など 
（ ）その他 以下に記述 
  ［                                ］ 

 
以上 
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【インターンシッププログラム】 

 
 

研修期間：  ８/24  (水) ～   /  ( )  実研修日数： 1 日間  

日 程 内 容 受入部署 日 程 内 容 受入部署 

8/24(水) 

業務概要説明 
グループディスカ

ッション 
座談会 

〇人事課 
〇給与課 
〇安全衛生

課 
〇 人 材 育

成・コンプ

ライアンス

推進室 
（オンライ

ン開催） 

   

      

      

      

      
 
【研修テーマ（目標）】 
名古屋市役所で市民のために、働く職員の方々を支えている部署のインターンシップに参加し、

名古屋市の市政を広く学ぶことを目標とします。 
 
【参加したインターンシップに申し込んだ理由】 

私は、現在 150 名以上が所属するボランティアサークルの主幹を務めています。そこで、学年

問わず、意見を出しやすい環境をつくることや、活動をする上で、その活動がスムーズに行え

るような提案を行う経験を通して、１つの団体を根幹から支える活動と、それを考えることに

興味を持ちました。 
 よって、名古屋市役所を支えている４つの部署へ関わることで、実際の社会で必要な具体的

な活動を学び、そして、それを実生活や将来所属した先でも活かせることができるようか幅広

い視野を得ることができると考えたからです。 
 

【インターンシップの詳細な内容】 
グループディスカッションでは、各課の事前課題に取り組んだうえで、参加し、グループ

でリーダーを決め、グループディスカッションを進めていきました。人事課では、職員の懲

戒処分について、給与課では、フレックスタイム制について、安全衛生課では、職員の福利

厚生とストレスコーピングについて、人材育成・コンプライアンス推進室では、ハラスメン

トについてのグループディスカッションを行いました。それぞれの課の課題に対してグルー

プでそれぞれが意見交換をし、そこから生じる問題に対して議論しました。中には、グルー

プで一つの答えを出す課題もあり、そこでは皆の意見を取り入れたうえで、様々な視点から

学部学科 法学部法律学科 学年・性別 3 年・女 
インターンシップ先名 名古屋市役所総務局職員部 

業   界 公務員 
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考え、グループ全員が納得する意見をまとめて職員の方にリーダーが発表しました。 
座談会では 4 つの課の方から疑問に思っていることや名古屋市役所で分からないこと等を

質問し、教えていただきました。 
 
【インターンシップの成果（得たこと）】 
 今回のインターンシップを通して、同じ学生や実際に社会で働いている方とコミュニケー

ションを取ったことで、丁寧な言葉遣いやマナー、礼儀を学ぶことができました。また、グ

ループディスカッションでは、自分の意見だけではなく、相手の意見をしっかりと聞く傾聴

力、グループで１つの意見を出す際には協調性も同時に学ぶことができました。 
 
【今後の課題・目標】 

今後の課題は、グループディスカッションにおいて、事前に考えてきた意見に関しては発

言できたが、その後より深い議論になった際に発言する勇気がなく、なかなか発言できなか

ったため、相手の意見を聞いたうえで自分の意見を述べることができるように積極的に参加

することが課題です。 
 
【選考があった場合、内容など】 
書類選考 
 
【インターンシップ情報の入手先】※複数回答可。該当に○、その他は記述してください。 

（〇）PORTA（ ）企業 Web（ ）就活サイト（ ）インターンシップ協議会 
（ ）学内イベントやインターンシップ研修の授業（ ）知人・友人など 
（ ）その他 以下に記述 
  ［                                ］ 

 
以上 



                     ＜様式３＞ 

【インターンシッププログラム】 

 
 

研修期間：   /  ( ) ～   /  ( )  実研修日数： 日間  

日 程 内 容 受入部署 日 程 内 容 受入部署 

8/24(水) 職場紹介・グループ

ワーク・座談会 オンライン    

      

      

      

      
 
【研修テーマ（目標）】 
・人事課：『窃盗事件を起こした職員 A の懲戒処分内容を考える』 

職員の懲戒処分の決定について班員と意見を交換し、あらゆる懲戒処分の中から適切な処

分を選択する。 
・人材育成、コンプライアンス推進室：『リモートワークにおける働きやすい職場について』 

～ハラスメントのない職場のために～ 
  これまでにあったハラスメントの事案・リモートワークだからこそ起こりえるハラスメン

トについて考え、そのようなハラスメントの起こらないような職場づくりにつき、どのよ

うな対策を練るかを考える。 
・給与課：『フレックスタイム制を名古屋市役所で導入するには』 
  名古屋市役所では多様な働き方を推奨し、早出遅出出勤制度を導入した。さらにフレック

スタイム制を導入するには、国の示す案をもとにどのような制度にすべきかを会議形式で

話し合った。 
・安全衛生課：『福利厚生について』 
  福利厚生が充実している企業のほうが僕はよいと考えるが、その福利厚生にはどのような

ものがあり、また、名古屋市役所で実現できたらいいなと思う福利厚生を考える。 
・安全衛生課②：『ストレスコーピングとは』 
  日々の生活や特に仕事上でストレスを感じることは常にあると思うが、そのストレスに向

き合い、メンタルヘルス不調を未然に阻止するためにストレスの対処の仕方をあらかじめ

設定しておくストレスコーピングについて理解し、自分自身もそれを設定する。 
 
【参加したインターンシップに申し込んだ理由】 

 私は公務員を目指しております。その中でも第一志望である名古屋市役所を選択しました。

総務局職員部は大きく 4 つの課に分けられており、他の部署よりも多くの経験を得られるこ

とを理由に志望しました。また、主に名古屋市役所職員に働きやすい職場を提供することを

主な業務としている職員部を体験することが、名古屋市の職員の方と接する一番の機械では

ないかと考えたからです。 

 

【インターンシップの詳細な内容】 

学部学科 法学部法律学科 学年・性別 3 年・男性 
インターンシップ先名 名古屋市役所総務局職員部 

業   界 公務(地方) 



                     ＜様式３＞ 

 インターンシップの実施前に事前課題がありました。事前課題は４つで、すべて与えられ

た資料を基に自分の意見を考え記入するという形式のものでした。 
 インターンシップは対面での開催を予定していましたが、コロナの急拡大を影響にオンラ

インでの開催に変更されました。最初に、名古屋市役所職員部の概要と職場内ツアーの映像

を鑑賞する時間があり、その後グループワークに移りました。グループワークは 7 人 1 組の

班で遂行し、リーダーを中心に意見交換をしました。 
 グループワーク後は、座談会が開かれ 4 つの課の職員の方にどのような仕事をしているか

などの質問を行う時間が採られました。 
 
【インターンシップの成果（得たこと）】 
 公務のインターンシップは、夏の一回のみしか開催されないことが一般なのでとても貴重

な時間を過ごすことができました。私は、公務はとても固いイメージがありましたが、メリ

ハリをしっかりつけられておりとても明るい雰囲気の職場でした。 
 グループワークでは、リーダーを務めさせていただきました。大学のゼミと違い、長時間

のグループワークだったので大変でしたが、他のひとの意見を聞くことで、あらたな発見が

あったので良い経験になったと思います。 
 
【今後の課題・目標】 
 今回の課題は、初めてあった人とグループワークで緊張してしまったことです。人前での

発表であまり緊張しないタイプなのですが、初めてのインターンシップ参加とのこともあり、

コミュニケーションが難しかったです。また、オンラインもやりづらかった原因の一つだと

考えました。今後、できたらオフラインでのインターンシップに参加をしたいと考えており

ます。 
 
【選考があった場合、内容など】 
 選考はありませんでした。 
 
【インターンシップ情報の入手先】※複数回答可。該当に○、その他は記述してください。 

（〇）PORTA（〇）企業 Web（ ）就活サイト（ ）インターンシップ協議会 
（ ）学内イベントやインターンシップ研修の授業（ ）知人・友人など 
（ ）その他 以下に記述 
  ［                                ］ 

 
以上 



                     ＜様式３＞ 

【インターンシッププログラム】 

 
 

研修期間： 8/19(金) ～ 8/23(火)  実研修日数：5 日間  

日 程 内 容 受入部署 日 程 内 容 受入部署 

8/19 従事内容説明・事務

作業・見学 
人権施策推

進室    

8/20 夏のフェスタ従事 ソレイユ伏

見    

8/21 夏のフェスタ従事 ソレイユ伏

見    

8/22 犯罪被害者支援業

務 
人権施策推

進室    

8/23 車いすバスケット

ボール従事 
ソレイユ伏

見    

 
【研修テーマ（目標）】 
市役所の人権施策や人権意識向上のための取り組みについて学ぶ。 
公務員の仕事で何が大切なのかを知り、自分の働くイメージを明確にする。 
 
【参加したインターンシップに申し込んだ理由】 

名古屋市役所を第一志望として公務員を目指しており、自分が働くイメージを明確にする必

要があると思ったし、インターネットで見ているだけではわからないような、詳しい人権施

策などの説明を伺いたかったから。 
また、インターンに参加しておくことで、面接の際に話すことができるのではないかと考え

たから。 
 

【インターンシップの詳細な内容】 
・8 月 19 日 
 インターンの従事内容の説明を受けた。 
 パンフレットなどを頂き、それを見ながら詳しい人権施策についてのお話を伺った。 
 午後からは終わりまで夏フェスタイベント用のチラシをまとめる作業。 
（この作業は正直、バイトをしているような感じ） 
 
・8 月 20 日、21 日 
 夏フェスタ（人権に関する映画鑑賞会イベント）のスタッフ業務 
 設営・受付・来場者誘導・アンケート回収等 
 （これも仕事自体はバイトに近いが、市役所の方々と雑談できる機会は豊富にあり、色々

と質問することはできた） 
 
 
・8 月 22 日 

学部学科 法学部法律学科 学年・性別 3 年・男性 
インターンシップ先名 名古屋市役所人権施策推進室 

業   界 公官庁 



                     ＜様式３＞ 

 午前中はずっとチラシをまとめる作業（バイトに近い） 
犯罪被害者支援業務についての詳しいご説明を伺う 

 犯罪被害者の方に行っていただいた講演会の録画を見る 
 1 時間ほど市役所の方と座談会 
 
・8 月 23 日 
 車いすバスケットボールイベントのスタッフ業務 
 設営・受付・参加者の方とのコミュニケーション・片付け等 
  
【インターンシップの成果（得たこと）】 
名古屋市の人権施策について詳しいお話を聞かせていただくことができ、インターネットの

簡単な説明では分からないようなことを知ることができた。 
今回はイベント系のスタッフ業務が多かったが、そういった業務もあることが知れた。 
しかし、逆にいえば日常的な人権施策推進室の業務を体験させていただくことは少なかった

ので、聞いたお話や質問に答えていただいた部分でイメージするしかない。 
市役所の方々に質問させていただける機会が豊富にあり、（時間が用意されているわけでは

ないが、雑談できる時間は多いのでその際に積極的に質問させていただいた）仕事のやりが

いなどから公務員試験のことまで多くのことを教えていただけた。 
 
【今後の課題・目標】 
なぜ名古屋市なのかをはっきり言えるようにする。 
公務員試験の勉強 
 
【選考があった場合、内容など】 
応募動機を書いてキャリア支援課を通して応募する 
 
【インターンシップ情報の入手先】※複数回答可。該当に○、その他は記述してください。 

（〇）PORTA（ ）企業 Web（ ）就活サイト（ ）インターンシップ協議会 
（ ）学内イベントやインターンシップ研修の授業（ ）知人・友人など 
（ ）その他 以下に記述 
  ［                                ］ 

 
以上 



                     ＜様式３＞ 

【インターンシッププログラム】 

 
 

研修期間：   8/9  (火) ～   8/10  (水)  実研修日数： ２日間  

日 程 内 容 受入部署 日 程 内 容 受入部署 

8/9(火) 

業務説明 
案内所見学 
アンケート作成 

スポーツ市

民局市民生

活部広聴課 
   

8/10(水) 

団体公聴準備・運営 
「市民の声」システ

ムについて 
職員との交流 

スポーツ市

民局市民生

活部広聴課 
   

      

      

      
 
【研修テーマ（目標）】 
 名古屋市役所スポーツ市民局市民生活部広聴課が市政の中で役割を果たすためにどのような

業務を行っているのかを知り、行政の仕事について学ぶ事が研修の目標です。 

 
【参加したインターンシップに申し込んだ理由】 

私が、スポーツ市民局市民生活部広聴課に応募した動機は 2 つあります。 

 1 つ目の動機として、私は、公務員として市民の意見や市民の相談に耳を傾ける事は、最

も基本的な姿であり果たすべき責務だと考えています。そのため、スポーツ市民局市民生活

部広聴課でのインターンシップで、市民からの意見に触れるとはどのような事なのか、どの

ようにアプローチしていけば良いのかを学びたいと思ったからです。 

 2 つ目の動機は、私は「環境問題と市民参加」について研究するゼミに所属しており、そ

こでの研究方法として調査やアンケート等の方法があるため、スポーツ市民局市民生活部広

聴課の仕事内容に繋げられるのではないかと考えたからです。 

 

【インターンシップの詳細な内容】 
 一日目は、広聴課業務の概要説明、市民相談室・案内所見学、事業説明（おしえてダイア

ル・市公式 LINE）、市公式 LINE アンケート作成といった研修内容でした。広聴課業務の概要

説明では、広聴課が主にどのような業務を担っているのかを学びました、市民相談室・案内

所見学では、案内所がどのような業務を担っているのか、広聴課と案内所の繋がりを実際に

見学させていただきました。事業説明では、広聴課が運営している「おしえてダイアルと市

公式 LINE」がどのような役割を果たしているのかを知り、そしてこれからどのような工夫を

したらもっと市民に使っていただけるのかといった事を吟味しました。一日目の最後は、実

際に市公式 LINE で使われるアンケートを作成しました。 
 二日目は、団体公聴の設営・準備、庁舎見学（環境企画課・市民情報センター）、団体公

学部学科 総合政策学部総合政策学科 学年・性別 3 年・女性 

インターンシップ先名 名古屋市役所 スポーツ市民局市民生活部広

聴課 

業   界 官公庁 



                     ＜様式３＞ 

聴、「市民の声」システムについて、新規採用職員との交流といった研修内容でした。団体

公聴の設営・準備では、椅子や机、マイクの設置をしました。庁舎見学では、環境企画課と

市民情報センターにお邪魔させていただきました。団体公聴では、受付、マイクランナー、

片付けといった業務を体験させていただきました。「市民の声」のシステムについての説明

では、広聴課が市民の声をどのようにして取得しているのか、そして取得した市民の声をど

のように市政へ反映させているのかについて学びました。二日目の最後は、新規採用職員と

の交流をしました。実際に公務員として働いてみての苦労や仕事のやりがいなどの話を聴か

せていただきました。 
 
【インターンシップの成果（得たこと）】 
 広聴課業務の概要説明を聞き、１つの課で多くの業務を行っていることを知りました。一

言に市民の声を聞くと言っても、電話対応だけでなく、市政世論調査や市政アンケート、ネ

ットモニターアンケートなど、様々な方法、手段があることを学びました。また、インター

ンシップを通して、「どれだけ市民目線になって物事を捉えられるか」が Web の作成やアン

ケート作成の時に重要な姿勢になってくる事が実感出来ました。実際に、アンケートを作成

してみると自分が知っていることは、市民も知っているという感覚になっており、「市民目

線」の難しさを感じました。 
 二日目の団体公聴の設営・準備を通して、「市民の方の声」を聴くための準備も広聴課の

業務の１つであることを知りました。また、庁舎見学で環境企画課を見学した時に局や課が

変わると業務内容だけでなく印象や雰囲気も大きく変わるという事を実感でき、「公務員な

らではの異動」の感覚を味合わせて頂きました。そして、私がこのインターンシップで最も

印象に残った事は「団体公聴」です。行政と市民がリアルで意見を交わしている場面を見た

ことがなかったのでとても貴重な体験をさせていただきました。私は、団体公聴を通して改

めて、市民の声を市政に反映させることの難しさと重要さを感じる事が出来ました。 
 
【今後の課題・目標】 
 今回のインターンシップを通して、１つの課で多くの業務を担っている事を学びました。

私は、まだ官公庁の業務のごく一部しか知らない事を痛感したので、自分が行きたい官公庁

がどのような事に力を入れているのか、目標を達成するためにどのような政策や業務があて

がわれているのかを調べ、自分が行きたい官公庁の特徴を把握していきたいと思いました。 
 
【選考があった場合、内容など】 
 書類による選考がありました。 
 
【インターンシップ情報の入手先】※複数回答可。該当に○、その他は記述してください。 

（○）PORTA（ ）企業 Web（ ）就活サイト（ ）インターンシップ協議会 
（ ）学内イベントやインターンシップ研修の授業（ ）知人・友人など 
（ ）その他 以下に記述 
  ［                                ］ 

 
以上 



                     ＜様式３＞ 

【インターンシッププログラム】 

 
 

研修期間：  8 / 23 (火)   実研修日数： 1 日間  

日 程 内 容 受入部署 
9:30~ 
10:30 

職員部の組織・業務内容の説明 
本日のタイムスケジュール 総務局職員部 

10:40~ 
11:40 福利厚生について、グループでディスカッション 安全衛生課 

11:50~ 
12:50 

窃盗事件を起こした職員の懲戒処分内容について、グループで

ディスカッション 人事課 

13:45~ 
14:45 

リモートワークにおけるハラスメントについて、グループでデ

ィスカッション 
人材育成・コンプラ

イアンス推進室 
14:50~ 
15:50 職員が年末調整をしやすくするための資料の改善案を発表 給与課 

15:55~ 
17:30 座談会 以上４つの課 

・8/22（月）～ 8/26（金）実研修期間：5 日間の予定であったが、新型コロナウイルスの影響

のため、1 日かつオンラインでの実施 
 
【研修テーマ（目標）】 
・実際に体験することにより、業務理解を深めること 
・今、自分に足りない能力を見つけるため 
 
【参加したインターンシップに申し込んだ理由】 

・公務員志望かつ名古屋市役所を第一志望として考えているため 

・実際の業務を体験し、将来ここで働くというイメージをつかむため 

・「市民のために働く職員」を支えるという「縁の下の力持ち」のような業務に魅力を感じたため 

 

【インターンシップの詳細な内容】 
・6 人のグループに分かれ、ディスカッションを行う 
 
＜安全衛生課＞ 
・ストレスに対するコーピング（対処法）、今までに実践したコーピングを発表 
・ストレスコーピングを職員に周知・啓発する有効な方法について議論 
・名古屋市役所の福利厚生についての説明 
・自分のイメージする福利厚生、あるといいと思う福利厚生、名古屋市役所で実現できたら

いいと思う福利厚生について、意見交換 
・余った時間で質疑応答 
 
＜人事課＞ 
・窃盗事件を起こした職員の加重要素、減軽要素、処分内容案の発表 

学部学科 理工学部機械電子制御工学科 学年・性別 3 年・男性 
インターンシップ先名 名古屋市役所総務局職員部 

業   界 公務（地方） 



                     ＜様式３＞ 

・グループで懲戒処分案を１つにまとめ、上司（担当の方）へ報告 
・上司の意見を踏まえ、再度懲戒処分案について議論、報告 
・最後に上司の意見を受け、余った時間で質疑応答 
 
＜人事育成・コンプライアンス推進室＞ 
・事例を見て、ハラスメントに当たる恐れがある言動・理由、その背景について意見交換 
・ハラスメントのない職場にするための取組内容とその理由について意見交換 
・その後、意見を１つにまとめ報告 
 
＜給与課＞ 
・資料を見ながら、実際に年末調整に必要な書類を書き出す 
・資料の改善点について意見交換 
 
【インターンシップの成果（得たこと）】 
 まずは、総務局職員部の業務について知ることができたことだ。この部署は、「市民を支

える職員」を支え、安心して働ける環境を整えるために日々業務に取り組んでいる。しかし、

その根底には「市民からの信頼」を第一としており、職員のための環境整備が、モチベーシ

ョンにつながり、それが市民への還元につながるといったサイクルになっていることを学ん

だ。 
 また、職員の個人情報、給与、懲戒処分内容など、重要な判断をしなければならない場面

が多く、その判断のミスが絶対に許されない部署であることも学んだ。 
 さらに、実際に勤めている職員の方々に、今抱えている不安や疑問についての回答をいた

だくことで、その解消ができ、自分に足りない部分が見えたこと。 
 以上が、今回のインターンシップで得られた成果だと考える。 
 
【今後の課題・目標】 
・採用試験（筆記、面接、小論文）の対策を続ける 
・名古屋市役所だけでなく、他の自治体とも比較して、なぜ名古屋市役所が第一志望なのか

をより明確にする 
・今、本気で取り組んでいることをあきらめずに続ける 
・様々な視点から物事を判断できるように、新聞や文献に目を通し、知見を広げる 
 
【選考があった場合、内容など】 

Excel で「名古屋市インターンシップ出願表」に、必要事項、希望部署、応募動機、学生

への質問（1.どのような点に興味をもって志望しましたか。2.人と接する際にどのようなこ

とに気をつけていますか。）を記入。 
 
【インターンシップ情報の入手先】※複数回答可。該当に○、その他は記述してください。 

（〇）PORTA（ ）企業 Web（ ）就活サイト（ ）インターンシップ協議会 
（ ）学内イベントやインターンシップ研修の授業（ ）知人・友人など 
（ ）その他 以下に記述 
  ［                                ］ 

 
以上 



                     ＜様式３＞ 

【インターンシッププログラム】 

 
 

研修期間：8/29 (月) ～ 9/2(金)  実研修日数：5 日間  

日 程 内 容 受入部署 日 程 内 容 受入部署 

8/29(月) 
Online 業界・企業説明 

本社 
第一公益法

人営業部 
   

8/30(火) 
Online 

セミナー(株式・債

券について)、 
座談会 

本社 
第一公益法

人営業部 
   

8/31(水) 
対面 

名古屋証券取引所

見学、 
グループワーク 

名古屋支店 
公益法人部    

9/1(木) 
Online グループワーク 

本社 
第一公益法

人業務部 
   

9/2(金) 
Online 

グループワーク 
発表 

本社 
第一公益法

人業務部 
   

 
【研修テーマ（目標）】 
金融業界と SMBC 日興証券株式会社への理解を深め、自分との適正を鑑み、今後の就活に役

立てる。 
 
【参加したインターンシップに申し込んだ理由】 

金融業界に興味があり、応募が先着順で負担が少なかったから。 
 

【インターンシップの詳細な内容】 
〈グループワーク〉グループは 7 人で県内の私立大学の 2，3 年生でした。①お客様に提案

したい銘柄とその理由、②SDGs 債と ESG 投資の今後の見通し、のどちらかが題材でした。

私の班含め他全ての班が①でした。用意してくださった関連資料や企業 HP などの範囲で作

成しました。フィードバックがありました。 
 
〈座談会〉4～８年目の社員の方々3 人になんでも質問ができました。 
 
〈名古屋証券取引所〉名古屋支店から歩いて 5 分ほどの名古屋証券取引所に見学に行きまし

た。4 年目の若い社員の方に名証についての説明を受け、質疑応答の時間もありました。 
簡単な施設見学もありました。 
 
〈日経新聞の読み合わせ〉3 回に分けて 3 人の方に日経新聞の読み方のコツを教えて頂き、

グループの学生と気になるニュースに話合い、一人が発表をしました。株価の読み方ではな

学部学科 経済学部経済学科 学年・性別 3 年・女性 
インターンシップ先名  SMBC 日興証券株式会社 

業   界 金融業界 
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く、紙面全体を通した読み方についてでした。 
 
〈セミナー〉金融業界について、SMBC 日興証券株式会社について、株式について、債券に

ついての説明がそれぞれありました。学生からの質問にも答えてくださりました。 
 
【インターンシップの成果（得たこと）】 

今回のインターンシップを通じて、学んだことが三つあります。 
 一つ目は、社員の方々の勉強熱心さです。難しい金融商品を扱うことに加えて、沢山の社

員の方々にお会いし、皆様さまざまな部署や場所での業務をご経験されていたことからも、

勉強を日々継続することが求められるなと感じました。 
 二つ目は、情報感度を高めることの大切さです。日本経済新聞の読み合わせでは、実際に

経済に深くかかわる社員の方々の読み方を知ることができました。これからは苦手意識を持

たずに、教えて頂いたように読み、日々敏感に社会の情報を得ていこうと思いました。 
三つ目は、自分には自分も知らない新たな面がまだまだあるということです。グループワ

ークでは、周りの方から刺激を受けるだけでなく、意外に話すことが好きという自身の新た

な面にも気がつきました。 
 5 日間を通してとても学ぶことが多く、貴社や金融業界についての知識が深まりました。

また、就職活動への意識がより高まる日々を過ごすことができました。 
 
【今後の課題・目標】 
毎日新聞を読んだりニュースを見たり情報収集をする。 
経済に関する知識を増やす。 
 
【選考があった場合、内容など】 
なし(先着順) 
  
【後輩へのアドバイス】 
選考が無かったため、ES や面接の練習になったり早期選考に呼ばれたりはしませんが、業

界や職種、起業について知るという面ではとても良いと思います。先着順だったのでポルタ

をよく確認することをお勧めします。 
 
【インターンシップ情報の入手先】※複数回答可。該当に○、その他は記述してください。 

（○）PORTA（ ）企業 Web（ ）就活サイト（ ）インターンシップ協議会 
（ ）学内イベントやインターンシップ研修の授業（ ）知人・友人など 
（ ）その他 以下に記述 
  ［                                ］ 

以上 
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