
【第２部】キャリア支援室よりお知らせ
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
第１部の講師は株式会社マイナビの高津さんでした。ありがとうございました。ではここからは第２部・キャリア支援室からのお知らせです。担当は南山大学キャリア支援室の＠＠です。宜しくお願い致します。



今日、お伝えしたいこと

1.南山大学のサポート

2.学内手続き
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
これからお伝えしたいことは学内のサポートと学内手続きについてです。



南山大学での
インターンシップ(IS)の種類

●インターンシップ研修Ⅰ、Ⅱ（授業）

●自己啓発型インターンシップ（任意）
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
南山大学でサポートしているインターンシップには単位が付与される授業としてのインターンシップ研修と自由に応募できる自己啓発型があります。キャリアサポートガイドの1～2ページを見てみてください。３ページには昨年度の参加者がどういうところに行ったのかを紹介してます。今日は自己啓発型インターンシップの話を中心に進めます。



南山大学の
サポート
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・愛知県庁、名古屋市役所などの公務機関

・岐阜県インターンシップ推進協議会

・マイナビ、リクナビ、キャリタスなどの就職情報サイト

・企業、機関webサイト

・PORTA、キャリア支援室Webページ など
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①情報提供

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
高津さんからもご案内がありましたが、インターンシップ情報を得るためには・・・・愛知県庁や名古屋市など公務機関のHP・岐阜県内の公務機関や優良企業の情報を集約している岐阜県インターンシップ推進協議会・マイナビさんなどの情報サイト・直接、企業や機関、団体などのWebサイトを検索する・PORTA、大学のWebページなどを活用してください。



学内インターンシップ情報

★PORTA
学生メニュー

→ キャリア支援室・就職支援
→ イベント案内・推奨求人

→【自己啓発型インターンシップ(授業以外)】
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
PORTAでは企業や機関から大学に直接送られてきた情報をアップしています。・だいたい５月から６月にかけて情報が増えて来るのでチェックしてください。・また公務員、公務機関は民間に比べ、募集が早いので希望している皆さんは意識してください。・但しPORTA情報はほんの一部。自分で探すことが必要。・南山大学の学生の皆さんに向けて直接送られてくる限定情報もあります。・政府機関での就業体験や外国人留学生向けISなど、大学経由で応募するとwebテストが免除になるようなものも。・1・2年生歓迎情報もでてくる。1,2年生はIS研修も考えてみて。理系受入先多い。7月に説明会あり。



・PORTA掲載情報の見方

種別：
「自己啓発型インターンシップ（授業以外）

→ 検索する

学内インターンシップ情報

種別
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
PORTA掲載の情報は、「イベント一覧」の種別を「自己啓発型インターンシップ（授業以外）」に絞って検索してください。



学内インターンシップ情報
・キャリア支援室Webページ
http://office.nanzan-

u.ac.jp/CAREER/zaigaku/internship.html

南山大学 → キャリア支援室 → 在学生の皆様 → インターンシップ → 詳細はこちら

「インターンシップ報告書」
●自己啓発型IS → 先輩の体験談

------参考------
●インターンシップ研修Ⅱ → 先輩の体験談
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
キャリア支援室のWebページでは過去に皆さんの先輩が参加したインターンシップの報告書を読むことができます。どこの企業が、どんな内容のISをしているかがわかりますから参考にしてください。



・先輩の体験談（自己啓発型IS）の見方
学内インターンシップ情報
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
キャリア支援室のWebページ１．在学生の皆さま２．自己啓発型インターンシップ３．先輩の体験談から



→ PORTAと同じ情報を掲載
キャリア支援室前のチラシスペース

紙ファイル 2冊

学内インターンシップ情報
・自己啓発型IS情報
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
また、大学に届いている情報は出力してファイリングしています。キャンパスに入れるようになったら確認してみてください。



★インターンシップ講座

・選考対策 : 6/3(水) 4 限 動画配信
・ビジネスマナー : 6/4(木) 5 限 動画配信
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②各種講座、セミナー

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
今後予定されているインターンシップ関連の学内イベントです。高津さんも紹介されていた「インターンシップ選考対策講座」は６月３日（水曜日）の配信を予定しています。その翌日６月４日（木曜日）はインターンシップ参加に際してのマナー講座も予定しています。



★インターンシップランチタイムセミナー

・秋冬インターンシップ 文系(3年生) 10/13
・秋冬インターンシップ 理系(3年生) 10/15
・はじめてのインターンシップ 文系(1,2年生) 10/20

・はじめてのインターンシップ 理系(1,2年生) 10/27

( )は対象者
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②各種講座、セミナー

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
また、第3クォーターのランチタイムにはこのようなセミナーも企画していますのでお昼ごはんを食べながら気軽に参加していただければと思います。



・PORTA掲載情報の見方 学生メニュー
→ キャリア支援・就職支援

→ イベント案内・推奨求人
→ キャリアサポートプログラム

②各種講座・セミナー情報
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
このようなキャリアサポートプログラム・イベントは、１．「学生メニュー」の２．「イベント案内・推奨求人」から参加申込をしてください。



学内手続き
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エントリーするとき…
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・５日間以上
のインターンシップに参加する場合

・賠償責任保険（IS倍）加入
・大学が窓口となっているプログラム

★大学への報告が

必 要 ！！

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
お手数ですけれど、お願いがあります。5日間以上のインターンシップに参加する場合、またインターンシップ賠償保険に加入しなければいけない場合大学を経由して参加するインターンシップについては、「どこそこでいつからいつかでインターンシップをすることになりました」という報告をしてください。ご協力お願いします。皆さんを支援するために、キャリア支援委員会という組織が学内にありそこで決まったルール



★大学への報告が必要な場合
※資料「自己啓発型インターンシップの支援について」p.3～4参照

提出書類
●エントリー報告書兼結果報告書<様式１>
●確約書<様式2>
●保険加入依頼書<様式3>
●自己啓発型インターンシップ体験報告書<様式4>
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エントリーするとき…

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
詳しくは資料「自己啓発型インターンシップの支援について」に書かれていますように●エントリー報告書兼結果報告書●確約書●保険加入依頼書●自己啓発型インターンシップ体験報告書の提出をお願いしています。



①エントリー先が決まったら

1週間以内に、必ず

②インターンシップの参加可否が

わかったら、すみやかに

青枠部分を記入して支援室に再提出
→

赤枠部分を記入し支援室に提出 →

※原本は一旦お返しします

エントリー報告書 兼

結果報告書<様式１>

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ここで詳細までご説明することは避けますが、レジュメにも書いておきましたのでよく読んでおいてください。エントリーしますの段階で提出！



確約書<様式2>

①インターンシップ参加が

決まったら、1週間以内に

②指導教員（ゼミ担当教員）に

赤枠部分（サイン、捺印）を

記入していただき支援室に提出 →



保険加入依頼書<様式3>

①受入先から加入するように言われ
なくても加入をお勧めします。

「自己啓発型インターン
シップ保険加入依頼書」に記入

※インターンシップ研修Ⅱ履修生と

教育実習予定者は窓口に確認

②証紙購入 ￥210-

・C棟2階学生課/R棟地上階

証紙券売機

③証紙を貼ってキャリア支援室に

提出

●加入証明書の発行対応可

※発行には約１週間必要

●有効期限：～2021/3/31

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ポイント3つ　インターン倍・IS研修Ⅱ履修生と教育実習は大学が費用を出す。該当者はまず相談・加入証明書発行は1週間かかる　公務機関、金融、メーカーが多い・有効期限　年度内、早めに入っておくと安心



                                        

 

学生番号  氏 名  
学部学科  学年・性別  
研 修 先  業 界  

 
 

【研修プログラム】 

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 

      

      

      

      

      
 
【受入機関研修テーマ】 
 
 

 
【研修プログラムの詳細な内容】 
 
 
 
 
【インターンシップの成果（得たこと）】 
 
 
 
 
【今後の課題・目標】 
 
 
 
 
【選考があった場合、内容など】 
 
 
 
 
【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、（ ）知人・友人など、 
その他（                                     ） 

以上 

①インターンシップ終了後、１か月以内

②ひな型は、キャリア支援室Webページ

参照

③メイルで提出

自己啓発型インターンシップ
体験報告書<様式4>

④謝礼あり！！

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
みなさんがISを選ぶとき悩むところISって実際どんなことをするの？後輩のために情報を残してください！


【自己啓発型インターンシップ体験報告書】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜様式４＞



		学生番号

		

		氏名

		



		
学部学科

		

		学年・性別

		



		研修先

		

		業界

		









【研修プログラム】

		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



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		







【受入機関研修テーマ】







【研修プログラムの詳細な内容】









【インターンシップの成果（得たこと）】









【今後の課題・目標】









【選考があった場合、内容など】









【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、（　）知人・友人など、

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

以上



個別相談
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インターンシップや就職のこと
エントリーシートや面接など
相談したいことがあったら、どんな相談でもOK

気軽にお越しください！！

相談受付（開室日） 受付 9：00～16：00
相談は、一人一日一回
おおよそ20～30分/回

現在はZoomまたは電話で対応しています。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
通常は9時から５時まで開室しています。相談受付は午後４時までです。現在はキャンパス入構禁止ですので、相談はWebもしくは電話で実施しています。簡単な相談や質問などは電話やメールでもOK



終わりに

・守秘義務
→ IS先で知り得た情報はむやみに口外しない

・ハラスメント防止のために
キャリア支援室Webページ

↓
在学生の皆様

↓
インターンシップ研修
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
おわりに注意点です。・インターンシップ先で得た情報をむやみに拡散するようなことは避けてください。・また、インターンシップ参加中にハラスメントにあった場合には必ず相談してください。　キャリア支援室Webページに関係する資料を掲載していますので確認しておいてください。



補足

新型コロナウイルス感染症への対策

その時の状況によっては企業・自治体・各種団体
がインターンシップを実施できない可能性もあります。

インターンシップ研修を含め、南山大学は対応
方針を適宜見直し、本学WebページやPORTA
で最新の情報を掲載しますので、随時確認を
お願いします。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
補足になりますが、新型コロナウイルス感染症の影響で実施できない可能性もあります。Webページやポルタで最新の情報を随時掲載しますので、こまめにチェックしてください。



皆さんにとって
有意義な
インターンシップになるよう
応援しています！
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ご不明の点があればお電話・メールでキャリア支援室にご連絡ください。わからないこと、不安なことをそのままにしないという意識を持っていただければ幸いに存じます。では皆さんが有意義なインターンシップに参加できますように祈念して終わりとさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。
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