


公益財団法人大学コンソーシアム京都とは

京都は、大学が多数集積しており、歴史的にも大学都市として発展し、学術研究・文化芸術活動等を通じて、
大学と地域社会及び産業界の繋がりや大学相互の結びつきが育まれている都市です。

公益財団法人大学コンソーシアム京都は、大学、地域社会及び産業界との協力による大学教育改善のため
の調査研究、情報発信交流、社会人教育に関する企画調整事業等を行い、これらを通じて大学と地域社会
及び産業界の連携を強めるとともに大学相互の結びつきを深め、教育研究のさらなる向上とその成果の地
域社会・産業界への還元を図る目的で設立されました。

1994 年に全国初の大学連携組織である「京都・大学センター」
として発足し、2010 年 7 月には内閣府より認可を受け、公
益財団法人に移行しました。現在は約 50 の大学・短期大
学に加え、地方自治体・経済団体も参画する全国最大の
コンソーシアム組織に発展しました。

＊�詳しい説明は、財団ホームページにてご確認ください。
　　　　　　　　　　　　http://www.consortium.or.jp/

大学コンソーシアム京都のインターンシップ・プログラムとは

就職活動としてのインターンシップではなく、大学における学びの一環として位置づけ、実体験と教育研
究の融合による「学習意欲の喚起」「高い職業意識の育成」「自主性・独創性のある人材育成」を目的とし
た教育プログラム（コーオプ教育）として、1998�年度より全国に先駆けて開始しています。単なる就業体
験にとどまらず、実践から「働く」を考え、社会人基礎力を育成するカリキュラムを持ったキャリア教育
として、受講生からも高い満足度を得ています。

京都地域の大学・短大
から学生が参加

同じ目的を持つ他大学の学
生との交流があり、多様な
価値観に触れることで成長
します。

大学教員による充実し
た事前・事後学習

業種別クラスまたはプロジェ
クトに一人の教員を配置し、
少人数のゼミ形式による学習
を実施しています。

1998 年から開始の豊富
な実績でサポート

2016 年度は、421 名の学生と
238 の企業が参加しました。
これまでに約 9000 名の修了
生を送りだしてきました。
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インターンシップ・プログラムについて知るために…

大学コンソーシアム京都のインターンシップ・プログラム説明会にご参加ください！
説明会での内容……

キャンパスプラザ京都で開催する
事前説明会に行ってみよう！

受入先・修了生による相談会もあります！

インターンシップ・プログラムに
参加しようか迷っている…
インターンシップ・プログラムっ
て具体的にどんなことするの？

事前・事後学習ってどん
なことするのだろう?　
参加したいけど、志望実
習先はどうやって選べば
良いのだろう…

説明会に参加して、インター
ンシップで実習することがイ
メージできた！
志望実習先を決めるポイント
も、自分なりに見つけられた！

インターンシップ事前説明会
4月22日（土）18:00～

プログレスコース説明会・相談会
4月27日（木）18:00～
@キャンパスプラザ京都

予約不要

大学コンソーシアム京都について
インターンシップ・プログラムについて　　　　　　
受講までの手続きと手順について　
修了生の体験談
質疑応答
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スケジュール　出願から受講まで

Step 1
コースを決定する

ビジネス・パブリックコース
または、プログレスコースを
選択する。

各プログラムの詳細は、5ペー
ジ以降をご確認ください。

※�プログレスコースとビジネス・パ
ブリックコースを併願して出願す
ることはできません。

Step 2
実習先を決定する

実習先は、大学コンソーシア
ム京都のホームページから検
索して下さい。インターン
シップ事業のページを開いて
「学生の方へ」をクリックす
ると、検索画面に移ります。

上記QRコードからも検索画面に移
ることができます。

※�サイトは、3月 15 日（水）よりオー
プンします。

Step 3
Web エントリーをする

Web エントリー期間
　4月 21 日（金）9：00 ～

5 月 9 日（火）17：00

http://www.consortium.or.jp/
project/intern/gakusei　
�

エントリーフォームに入力したアド
レスに受付完了メールが返信されま
す。受付完了メールの本文をプリン
トアウトし、出願・面接時に持参し
てください。

＊�留学生・障がいのある学生の方は、実習先の受け入れ条件を確認する必要があります。出願
前にお問い合わせください
（問い合わせ先）� 大学コンソーシアム京都インターンシップ事業推進室
� TEL：075-353-9106（日・月曜日を除く 9：00 ～ 17：00）

＊�大学コンソーシアム京都に加盟していない大学（裏表紙参照）に所属する方は、出願前に、
三者協定を締結することが可能かどうかを所属大学に確認をしてください。実習許可者の実
習にあたっては、実習先と学生が所属する大学と大学コンソーシアム京都の三者により、協
定書の締結を行っています。
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Step 4
出願し面接を受ける

出願・面接日（キャンパスプラザ京都）
5月12日（金）�16：00～ 18：30
5月13日（土）�10：00～ 15：00

持参するもの
□ �Webエントリー完了メー
ルを印刷したA4用紙

□出願票（写真貼付）
□筆記用具
□�課題（提出を指定した企業・
団体の希望者のみ）

※�予約制ではありません。いずれか
の日に時間の余裕を持ってお越し
ください。
※�面接（1 次選考）は、出願者全員
に対して行います。（1人20分程度）
※�面接は、スーツ着用が基本です。

Step 6
受講料

実習許可者については、選考
結果通知書とともに振込通知
書を同封します。記載されて
いる期限までに振り込んでく
ださい。

振込期限　6月 13 日（火）

受講料
ビジネス・パブリックコース

10,000 円
（加盟大学以外の学生は、15,000 円）

プログレスコース
15,000 円

（加盟大学以外の学生は、20,000 円）

受講料内訳は、各種保険料・施設使
用料・その他講座運営にかかる諸費
用にあてられます。

Step 5
選考結果

発表日　6月 3日（土）

ホームページに実習許可者の
選考番号一覧を掲載します。
出願者全員に対して、合否の
選考結果通知書を郵便にて発
送します。

※�実習先に直接問い合わせないでく
ださい。
※�選考結果通知書は、Web エント
リーの際記載された住所にお送り
します。
※�実習許可者には選考結果通知書に
て決定した実習先をお知らせしま
す。

＊大学コンソーシアム京都が指定する手続きは、全て本人が期限内に行うことを要します。
　郵送や代理による手続きは認められません。

＊�一度納められた受講料は、いかなる場合であっても返金しません。
＊�実習許可者の普通傷害保険及び個人賠償保険への加入については大学コ
ンソーシアム京都が手続きを行います。但し、各自において各種保険加
入することを妨げるものではありません。

1次選考のみの場合

出願票と面接（1次選考）をもと
に、

大学コンソーシアム京都が実
習先

を決定します。

2次選考がある場合

大学コンソーシアム京都から
、実

習先へ出願票の写しを送付しま
す。

2 次選考については、各企業
・団

体で内容が異なります。実習
先検

索の画面に、面接方法や課題
提出

などの詳細が記載されていま
す。

各自確認の上、選考に参加し
てく

ださい。
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7 月中旬～ 9月中旬に、企業・行政機関・非営利組織（NPO・NGO等）において
2週間～ 1ヶ月程度の実習を行うコースです。

事前学習→実習→事後学習のプログラムを通じて、実社会への理解を深め、社会性を身につけます。ビジ
ネスコースは業界・業種別、パブリックコースは行政・非営利組織（NPO・NGO等）別に、クラス編成
がおこなわれます。
事前学習は、業界研究やディスカッション等を通して実習の目的を明らかにします。また、社会人として
必要なビジネスマナーや、事前・事後学習・実習時のリスクマネジメントについても学びます。実習は、
7月中旬～ 9月中旬に、企業・行政機関・非営利組織（NPO・NGO等）において 2週間～ 1ヶ月程度行
います。事後学習は、経験を振り返り職業観を高め、実習後の学生生活における課題の整理と目標を明ら
かにしていきます。

　【対　象】大学・短期大学・大学院の正規学生　※大学コンソーシアム京都加盟大学優先

　【受講料】10,000 円（加盟大学以外の学生は 15,000 円）

ビジネス・パブリックコース
Business Course . Public Course

2017年度 コーディネーター 一覧
伊原　千晶 京都学園大学
江口　　聡 京都女子大学
遠藤　敏幸 同志社大学
太田原　準 同志社大学
川上　竜樹 龍谷大学
河村　律子 立命館大学
岸　　基史 同志社大学
黒宮　一太 京都文教大学
坂本　雅則 龍谷大学
桜沢　隆哉 京都女子大学
佐々木厚司 京都工芸繊維大学

高野　拓樹 京都光華女子大学・京都光華女子大学短
期大学部

髙橋　　真 大谷大学
多田　　実 同志社大学
田中　幹大 立命館大学
濱田　崇嘉 龍谷大学
古川　秀夫 龍谷大学
松村　千鶴 京都府立大学
三浦　　潔 京都文教大学
三浦誉史加 大谷大学
村山弘太郎 京都外国語大学
山内　雄気 同志社大学
山田　廣己 京都産業大学
李 　 為 京都産業大学

（50音順）

大学コンソーシアム京都が主催する「インターンシッ
プ」は教育プログラムです。充実した事前学習と事
後学習、プログラムの趣旨をよく理解した受け入れ
先での実習－就業体験－は、キャンパス内での勉学
だけでは得ることが難しい成果を、受講者一人ひと
りにもたらしてくれます。その成果とは、就業－働
くこと－の意味と意義を知り、自分の社会人として
の力量を認識して、大学で勉学すべきことを気付か
せてくれること。そして、その結果、卒業後の自分
のキャリアに関する漠然とした不安を払拭して、将
来への希望を持つことができます。加盟大学に所属
する学生全員に自信を持って強く推奨するプログラ
ムです。

三浦 潔（京都文教大学）

内側から知る仕事の魅力：
一味違うインターンシップ
パブリックコースでは市役所や NPO など、営利を目
的としない組織で実習を行ないます。役所の仕事と
いえば窓口業務とのイメージがあるようですが、様々
な企画や広報、防災、福祉、社会教育などと、非常
に幅広いものです。外から見えにくい仕事だけに中
に入り込むと新たな発見が多く、また、皆さんの頑
張った成果を実際に使ってもらえることが多いのも
魅力です。他大学の学生からも多くを学べます。よ
り大きな可能性に向けてモチベーションを上げてい
きましょう。この夏休み、キャンパスを離れて、一
味違うコンソのインターンシップに思い切りチャレ
ンジしませんか。

河村 律子（立命館大学）

コーディネーターからの
メッセージ
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2017 年度講義計画　会場　龍谷大学：深草キャンパス

講義計画の流れ
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日　程 時　間 講義名 講義形式 内　　　　　容

事
前
学
習

6/17土

10:00～11:00
（60） 第1講

オリエンテーション①：プログラム
参加にあたって
リスクマネジメント講習①：事前学
習に向けての心構え

全受講生
合同 プログラムの概要や、プログラムに臨む心構え等を説明します。

11:20～12:50
（90） 第2講 クラスの相互理解

ゼミ

クラスに分かれ、担当教員を中心として、クラスメンバーの紹介をしあいま
す。

13:50～15:20
（90） 第3講 実習に向けた目標と仮説設定 グループディスカッションを中心として、実習目標と仮説設定のための意見

交換を行います。
15:30～16:30

（60） 第4講
コミュニケーショントレーニング 就業意識の向上、ビジネスマナーの基本、対人関係の中でのコミュニケー

ション能力等について、専門講師を招いて講習します。16:40～18:10
（90） 第5講

実習先に事前訪問期間（6/１9～7/7）

7/1土

10:00～11:30
（90） 第6講 業界と社会に対する学習①

ゼミ

受入先担当者や修了生のゲストスピーカーによるお話をもとに受入先につ
いて探求し、事前学習レポート作成のポイントを学び、内容を深めます。11:40～12:40

（60） 第7講 業界と社会に対する学習②

13:40～15:10
（90） 第8講

スキルアップトレーニング ロジカルシンキングの獲得を目指し、専門講師を招いて実践的理論を学び
ます。15:20～16:50

（90）                                                                                第9講

7/8土

10:00～11:30
（90） 第10講 実習に向けた目標と仮説設定①

ゼミ

グループディスカッションを通じ、事前学習の総まとめとして、実習目的を明
確にします。また、事前学習レポートの書き方のポイントを学びます。12:30～14:00

（90） 第11講 実習に向けた目標と仮説設定②

14:10～15:40
（90） 第12講 実習に向けた目標と仮説設定③ 事前学習レポートの内容をより深めます。

16:00～17:30
（90） 第13講

リスクマネジメント講習②：実習・
事後学習に向けての心構え
オリエンテーション②：実習・事後
学習に向けての事務連絡

全受講生
合同

実習中に留意しなくてはならないリスクについて学び、実習にあたっての準
備、確認・注意事項を確認します。

7/14金・
7/15土 10:00～17:00 事前学習レポート提出期間（会場 ： キャンパスプラザ京都）

実習の実施（原則として7月中旬～9月中旬の期間で実施されます。実習期間中に担当コーディネーターによる中間指導があります。）

事
後
学
習

9/16土
9:00～10:30

（90） 補講 ※クラスによって実施される場合があります。（キャンパスプラザ京都）10:50～12:20
（90）

9/23土
（祝日）

10:00～11:00
（60） 第14講 実習経験の共有①

ゼミ

実習において得たことや感じた課題等について相互に発表を行い、個々の
体験をクラスで共有します。それらに基づくディスカッションを通して仮説の
検証を行い、レポートの内容を深めます。11:10～12:10

（60） 第15講 実習経験の共有②

13:10～14:40
（90）                                                                                第16講 実習経験の共有③ 実習経験交流会に向けて、クラスとしての経験共有をまとめます。

15:00～16:30
（90）                                                                                第17講 実習経験交流会 ゼミ

合同

実習を通して学んだことをゼミごとに発表し、他のゼミの発表を聞くことで、
考え方や伝え方などを学び、事後学習レポートの内容に反映させます。

16:40～17:40
（60）                                                                                第18講 実習経験の振り返り／全体講評／

終了式
他のゼミからのコメントから各クラスで振り返りを行った後、全体講評による
振り返りと修了証を授与します。

10/6金・
10/7土 10:00～17:00 事後学習レポート提出期間（会場 ： キャンパスプラザ京都）
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ビジネス・パブリックコース　修了生の  声　実習先での経験や実習後の成長について先輩からのメッセージです。

亀岡市役所 京都市
（伏見中央図書館）

株式会社
ハートフレンド

（総合食品スーパーフレスコ）

株式会社
地域社会
研究所

株式会社
京都放送

実働 17 日間
8:30 ～ 17:15

実働 11 日
8:45 ～ 17:30

実働 10 日間
9:00 ～ 17:00

実働 15 日間
9:00 ～ 17:30

実働 10 日間
9:00 ～ 18:00

佛教大学
社会学部 3 回生

木下 浩輔さん

京都文教大学
総合社会学部 3 回生

森田 愛梨さん

同志社大学
政策学部 3 回生

森 一啄さん

京都女子大学
発達教育学部 3 回生

中原 香織さん

京都工芸繊維大学
工芸科学部 3 回生

鄭 安理さん

実習中苦労したことは？どのように克服しましたか？
市長に提出する資料を作成したときに、簡潔に短
時間で読みやすい資料にするために何度も試行錯
誤し、職員の方々からアドバイスをいただき、完
成させることができました。相手の立場、気持ち
を考えて資料作成することを心がけました。

実習中苦労したことは？どのように克服しましたか？
思っていた以上に、毎日 6 時に起床して出勤を
するというサイクルが苦労しました。そして図書
館司書の業務が体力仕事だったということもあ
り、毎日規則正しい生活を心掛けました。

実習で得たもの、成長した ことは？
人事部の方や店舗の方な ど、多くの大人の方と接
し、他の実習生とも意見 交換し、自分と他人を比
べることでこれまで気付 いていなかった自分の
強み、弱みを発見するこ とが出来ました。強みは
今後の自信につながり、 弱みは今後の課題とし
て向き合うきっかけにな りました。

実習中苦労したことは？どのように克服しましたか？
時間配分・作業効率の良い動きを考える事に、苦
労しました。スケジュール管理では、資料作成で
予定通りに作業が進まない時は、随時予定を組み
直し、余裕をもち提出できるように心掛けました。
常に時間の意識を持つことで、効率の良いスムー
ズな動きが出来るようになりました。作業の振り
返りをすることで、ミスしやすい作業を認識し次
に活かしました。

実習中苦労したことは？どのように克服しましたか？
時間に追われ常に忙しいテレビ局の中で、いかに
自分にできることを見つけていくか最初は苦労し
ました。しかし、常に周囲の社員さんの動きを観
察しているとだんだんと次必要なことが予想でき
るようになりそれからは能動的に動くことが出来
ました。

実習で得たもの、成長したことは？
1 つは挨拶の重要性です。元気に挨拶することで、
職場の皆さんとコミュニケーションを取りやすく
なりました。2 つ目は、メモです。職場の方に指
示された資料を作成するために、指示の内容をメ
モすることで正しい資料を作成することができる
ようになりました。

事前学習・事後学習はどう でしたか？
プログラムへの参加理由 は、事前・事後学習で
しっかりとサポートして くれるからです。事前学
習のマナー講習を受け自 信を持って実習に行く
ことができました。また 事後学習で一人一人が
目標達成について発表す る機会があったので、常
に高い意識を持ち実習が できました。

実習で得たもの、成長したことは？
コミュニケーションの大切さに改めて気付き、敬
語や礼儀はもちろん、周りを見ながら自分の役割
を考えて行動する等、成長出来ました。頼まれた
仕事をこなすだけではなく、自ら率先して仕事を
もらいにいくことで社員の方々の信頼を得て、実
習中頃には声をかけてもらえる頻度も上がりまし
た。

実習で得たもの、成長したことは？
①何をすべきか判断し自主的に行動する力　
②社の方などとのコミュニーケーションスキル
③仕事を任せてもらうことで生まれる責任感

今後の大学生活においての目標を見つけましたか？
実習を通じて人前で話すこともあり、改めてコ
ミュニケーション能力の向上が学生生活の中で私
自身に必要不可欠な要素であると感じました。そ
のため、授業などの発表機会などで積極的に人前
に立ちプレゼンしたり、様々な人とお話しするこ
とで私自身のコミュニケーション能力を向上させ
ていきたいと思いました。

今後の大学生活においての目標を見つけましたか？
事前学習から事後学習まで、人前で発表をすると
いう機会が多く、自分は苦手あるということを再
認識したため、今後の大学生活ではゼミなどで
もっとプレゼン力を身につけていきたいです。

今後の大学生活においての 目標を見つけましたか？
人前で発表することに苦 手意識がありましたが、
実習や事前・事後学習を 通してプレゼンや修了
の挨拶などを経験する度 に徐々に慣れていくこ
とを実感しました。大学 生活でも人前に立つ機
会があれば積極的に挑戦 してスピーチ力を伸ば
したいと思います。

今後の大学生活においての目標を見つけましたか？
｢悔いなく一日一日を過ごす｣ ことです。
一つ目は就活に向けて業界研究や自己分析の時間
を多くとること。二つ目は高いモチベーションを
保つために、就活経験のある輩先輩や周りの仲
間と話し合うこと。そして、三つ目は自分の興味
のある分野について探求していくことです。私は
心理学を専攻していますが、就活と同時並行で卒
論制作をすすめる必要があります。就活に関して
も、卒論にしても、自分がやりたい事を追求する
点では同じだと感じるので、前向きに取り組んで
いきたいと思います。目標達成のため、事前にス
ケジュールをたて、日々無駄なく大切にしていき
ます !

インターンシップを考えている人にメッセージを !
実際に肌で感じる部分とイメージとでは違うの
で、是非インターンシップに参加するべきだと感
じました。事前学習、事後学習で様々な大学の人
とコミュニケーションを取れ、他の業界の話も聞
くことができるので大変良い機会だと思います。

インターンシップを考えている人にメッセージを !
事前・事後学習のプログラムがしっかりとしてい
て、安心して実習に参加することができます。ま
た、他大学の学生と交流し、学生同士でも学ぶこ
とが多く、刺激になり、自分が成長できるチャン
スになります。是非参加して欲しいです。

今後の大学生活においての 目標を見つけましたか？
自分の新しい一面が発見 できます。社会人になる
ことに対して少しでも不 安がある人はとにかく
参加してみるべきだと思 います !

インターンシップを考えている人にメッセージを !
軽い気持ちでインターンに応募しましたが自分を
見つめ直す機会にもなり、始まってからは真剣に
自分から食らいついていこうと頑張れました。イ
ンターンシップは、参加しなければ何も生まれな
いし、参加して損は無いと思います。

官公庁 官公庁 小売
販売 調査 マスコミ

《一日の流れ》

 8:40 朝礼

 8:45  在架確認、配送作業、返本、書架整理　

 10:00  ブックメールの図書仕分け、配送受付

 12:00 お昼休み

 13:00 書架整理

 14:00 絵本の読み聞かせ

 15:00 除籍作業

 17:30 帰宅
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ビジネス・パブリックコース　修了生の  声　実習先での経験や実習後の成長について先輩からのメッセージです。

亀岡市役所 京都市
（伏見中央図書館）

株式会社
ハートフレンド

（総合食品スーパーフレスコ）

株式会社
地域社会
研究所

株式会社
京都放送

実働 17 日間
8:30 ～ 17:15

実働 11 日
8:45 ～ 17:30

実働 10 日間
9:00 ～ 17:00

実働 15 日間
9:00 ～ 17:30

実働 10 日間
9:00 ～ 18:00

佛教大学
社会学部 3 回生

木下 浩輔さん

京都文教大学
総合社会学部 3 回生

森田 愛梨さん

同志社大学
政策学部 3 回生

森 一啄さん

京都女子大学
発達教育学部 3 回生

中原 香織さん

京都工芸繊維大学
工芸科学部 3 回生

鄭 安理さん

実習中苦労したことは？どのように克服しましたか？
市長に提出する資料を作成したときに、簡潔に短
時間で読みやすい資料にするために何度も試行錯
誤し、職員の方々からアドバイスをいただき、完
成させることができました。相手の立場、気持ち
を考えて資料作成することを心がけました。

実習中苦労したことは？どのように克服しましたか？
思っていた以上に、毎日 6 時に起床して出勤を
するというサイクルが苦労しました。そして図書
館司書の業務が体力仕事だったということもあ
り、毎日規則正しい生活を心掛けました。

実習で得たもの、成長した ことは？
人事部の方や店舗の方な ど、多くの大人の方と接
し、他の実習生とも意見 交換し、自分と他人を比
べることでこれまで気付 いていなかった自分の
強み、弱みを発見するこ とが出来ました。強みは
今後の自信につながり、 弱みは今後の課題とし
て向き合うきっかけにな りました。

実習中苦労したことは？どのように克服しましたか？
時間配分・作業効率の良い動きを考える事に、苦
労しました。スケジュール管理では、資料作成で
予定通りに作業が進まない時は、随時予定を組み
直し、余裕をもち提出できるように心掛けました。
常に時間の意識を持つことで、効率の良いスムー
ズな動きが出来るようになりました。作業の振り
返りをすることで、ミスしやすい作業を認識し次
に活かしました。

実習中苦労したことは？どのように克服しましたか？
時間に追われ常に忙しいテレビ局の中で、いかに
自分にできることを見つけていくか最初は苦労し
ました。しかし、常に周囲の社員さんの動きを観
察しているとだんだんと次必要なことが予想でき
るようになりそれからは能動的に動くことが出来
ました。

実習で得たもの、成長したことは？
1 つは挨拶の重要性です。元気に挨拶することで、
職場の皆さんとコミュニケーションを取りやすく
なりました。2 つ目は、メモです。職場の方に指
示された資料を作成するために、指示の内容をメ
モすることで正しい資料を作成することができる
ようになりました。

事前学習・事後学習はどう でしたか？
プログラムへの参加理由 は、事前・事後学習で
しっかりとサポートして くれるからです。事前学
習のマナー講習を受け自 信を持って実習に行く
ことができました。また 事後学習で一人一人が
目標達成について発表す る機会があったので、常
に高い意識を持ち実習が できました。

実習で得たもの、成長したことは？
コミュニケーションの大切さに改めて気付き、敬
語や礼儀はもちろん、周りを見ながら自分の役割
を考えて行動する等、成長出来ました。頼まれた
仕事をこなすだけではなく、自ら率先して仕事を
もらいにいくことで社員の方々の信頼を得て、実
習中頃には声をかけてもらえる頻度も上がりまし
た。

実習で得たもの、成長したことは？
①何をすべきか判断し自主的に行動する力　
②社の方などとのコミュニーケーションスキル
③仕事を任せてもらうことで生まれる責任感

今後の大学生活においての目標を見つけましたか？
実習を通じて人前で話すこともあり、改めてコ
ミュニケーション能力の向上が学生生活の中で私
自身に必要不可欠な要素であると感じました。そ
のため、授業などの発表機会などで積極的に人前
に立ちプレゼンしたり、様々な人とお話しするこ
とで私自身のコミュニケーション能力を向上させ
ていきたいと思いました。

今後の大学生活においての目標を見つけましたか？
事前学習から事後学習まで、人前で発表をすると
いう機会が多く、自分は苦手あるということを再
認識したため、今後の大学生活ではゼミなどで
もっとプレゼン力を身につけていきたいです。

今後の大学生活においての 目標を見つけましたか？
人前で発表することに苦 手意識がありましたが、
実習や事前・事後学習を 通してプレゼンや修了
の挨拶などを経験する度 に徐々に慣れていくこ
とを実感しました。大学 生活でも人前に立つ機
会があれば積極的に挑戦 してスピーチ力を伸ば
したいと思います。

今後の大学生活においての目標を見つけましたか？
｢悔いなく一日一日を過ごす｣ ことです。
一つ目は就活に向けて業界研究や自己分析の時間
を多くとること。二つ目は高いモチベーションを
保つために、就活経験のある輩先輩や周りの仲
間と話し合うこと。そして、三つ目は自分の興味
のある分野について探求していくことです。私は
心理学を専攻していますが、就活と同時並行で卒
論制作をすすめる必要があります。就活に関して
も、卒論にしても、自分がやりたい事を追求する
点では同じだと感じるので、前向きに取り組んで
いきたいと思います。目標達成のため、事前にス
ケジュールをたて、日々無駄なく大切にしていき
ます !

インターンシップを考えている人にメッセージを !
実際に肌で感じる部分とイメージとでは違うの
で、是非インターンシップに参加するべきだと感
じました。事前学習、事後学習で様々な大学の人
とコミュニケーションを取れ、他の業界の話も聞
くことができるので大変良い機会だと思います。

インターンシップを考えている人にメッセージを !
事前・事後学習のプログラムがしっかりとしてい
て、安心して実習に参加することができます。ま
た、他大学の学生と交流し、学生同士でも学ぶこ
とが多く、刺激になり、自分が成長できるチャン
スになります。是非参加して欲しいです。

今後の大学生活においての 目標を見つけましたか？
自分の新しい一面が発見 できます。社会人になる
ことに対して少しでも不 安がある人はとにかく
参加してみるべきだと思 います !

インターンシップを考えている人にメッセージを !
軽い気持ちでインターンに応募しましたが自分を
見つめ直す機会にもなり、始まってからは真剣に
自分から食らいついていこうと頑張れました。イ
ンターンシップは、参加しなければ何も生まれな
いし、参加して損は無いと思います。

官公庁 官公庁 小売
販売 調査 マスコミ

《一日の流れ》
 7:00 起床
  高校野球京都予選に関して予習 9:00 当日の野球中継の準備・最終確認　  本番の見学

  テロップ作業のアシスタント 13:00 社内でお弁当 14:00 次の試合のデータ準備　  スタジオ見学 18:00 振り返り日誌  提出後帰宅
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実習先一覧　ビジネスコース・パブリック　　コース

 2291 洛和会ヘルスケアシステム
 3351 社会福祉法人和楽会特別養護老人ホームわらく

 不動産・建築設計
 2527 京都駅ビル開発株式会社
 2432 株式会社学生ハウジング 
 3321 株式会社空間デザイン
 3264 有限会社一級建築士事務所　ターボ設計
 1138 株式会社長栄
 3290 株式会社莫設計同人
 2131 株式会社フラットエージェンシー
 2116 株式会社ローバー都市建築事務所

 教育（学校・大学等）
 2314 大谷大学 大谷大学短期大学部
 2320 京都外国語大学 京都外国語短期大学
 2337 京都学園大学
 3060 国立大学法人京都工芸繊維大学
 1066 京都産業大学
 2309 京都女子大学
 3110 京都精華大学 京都国際マンガミュージアム
 3113 京都大学
 2565 京都文教大学
 3112 京都薬科大学
 3345 社会福祉法人熊千代会こぐま上野保育園
 1125 公益財団法人大学コンソーシアム京都
 2563 同志社女子大学
 2312 同志社大学
 2322 立命館大学
 2282 学校法人龍谷大学

 金融・証券・保険
 3033 株式会社葵総合保険
 1022 株式会社エスアールエム
 3238 SMBC日興証券株式会社
 1070 京都信用金庫
 1075 京都中央信用金庫
 3129 西村証券株式会社

 士業（法律・会計事務所）
 1189 司法書士法人F&Partners
 3240 中央ビジネスグループ 
 3049 特許業務法人京都国際特許事務所
 1156 弁護士法人中村利雄法律事務所

 宿泊・レストラン・フードサービス
 1018 ウェスティン都ホテル京都
 1035 株式会社プリンスホテル　グランドプリンスホテル京都
 3326 株式会社キャピタル東洋亭本店
 3270 京都タワー（京阪ホテルズ&リゾーツ株式会社）
 3316 株式会社国華荘びわ湖花街道
 3227 里湯昔話雄山荘
 3312 株式会社すみや亀峰菴
 3375 東横イン京都四条烏丸 
 3377 株式会社ハトヤ瑞鳳閣
 3271 琵琶湖ホテル（京阪ホテルズ&リゾーツ株式会社）
 1193 株式会社ホテルグランヴィア大阪
 1224 株式会社ロイヤルホテル　リーガロイヤルホテル京都

 ブライダル
 3200 株式会社エイジェイクリエーション

 商社・卸売
 1100 株式会社佐野

ビジネスコース Business Course

 エンタテイメント
 3044 株式会社ビーイング

 コンサルティング・調査・研究
 1137 株式会社地域社会研究所
 3148 株式会社地域未来研究所

 ソフトウェア・通信
 3034 株式会社教育ソフトウェア
 1080 協和テクノロジィズ株式会社
 3341 株式会社クラウドクリエイティブスタジオ
 3354 株式会社クラックスシステム
 3050 株式会社SIGEL

 マスコミ・広告・印刷・出版
 3055 アートム株式会社
 2160 株式会社あおぞら印刷
 3116 株式会社エトレコミュニケーションズ
 3373 株式会社ジェイ・プロジェクト
 2579 株式会社関広
 3187 株式会社京都通信社
 1077 株式会社京都放送
 3030 有限会社くらむぽん出版
 3170 株式会社島津アドコム
 3340 有限会社ティーエスピー
 2162 株式会社図書印刷同朋舎
 2521 株式会社ビードリーム
 3370 株式会社らくたび
 1221 株式会社リーフ・パブリケーションズ

 レジャー・アミューズメント
 3038 嵐山通船株式会社
 3226 株式会社エルムンドトラベル
 3228 オーパルオプテックス株式会社
 2492 近鉄レジャーサービス株式会社（志摩スペイン村）
 3279 株式会社ビックスマイル
 3169 有限会社丸益西村屋

 安全・メンテナンス・清掃
 2119 株式会社アイアム
 1061 京都エレベータ株式会社
 1130 株式会社高浄
 3323 株式会社ワタナベ美装

 人材ビジネス
 2141 株式会社OVO
 3269 学生情報センターグループ
  　株式会社ナジック・アイ・サポート
 2130 株式会社キャリアパワー

 運輸・物流
 3100 株式会社塚腰運送
 3348 都タクシー株式会社 

 医療・福祉
 2143 医療法人財団康生会武田病院
 2493 社会福祉法人行風会
 3338 株式会社ShinSei
 3362 社会福祉法人清和園京都市久世特別養護老人ホーム
 3266 医療法人社団千春会
 3319 社会福祉法人同胞会同胞の家
 3347 長岡記念財団老人保健施設アゼリアガーデン
 3324 パナソニックエイジフリー株式会社
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実習先一覧　ビジネスコース・パブリック　　コース インターンシップ実習先の詳細情報は、大学コンソーシアム京都のホームページで確認して出願してください。

 2566 三共精機株式会社
 3374 Joyful喜一ホールディングス株式会社
 3365 株式会社大黒商会
 2533 株式会社ヒトミ

 小売・販売・専門店
 3358 有限会社豊明　京都デニム
 1052 株式会社川勝總本家
 3369 株式会社京繊　京都さがの館
 1072 京都生活協同組合
 3274 株式会社くろちく倭美坐
 1117 株式会社ジュンク堂書店京都店
 2559 つるやゴルフ
 3276 株式会社ハートフレンド（総合食品スーパーフレスコ）
 3021 株式会社花工房
 3234 富士ゼロックス京都株式会社
 3281 丸善雄松堂株式会社京都支店
 3368 株式会社よーじや
 3304 株式会社レスキュージャパン

 製造
 3299 グンゼ株式会社
 2114 ダイイチ株式会社
 1049 株式会社加貫ローラ製作所
 3332 株式会社キョーテック
 3320 株式会社セイワ工業
 3302 株式会社傳來工房
 1165 日東精工株式会社
 1203 マルホ発條工業株式会社
 3231 ムラタ
 3353 株式会社箭木木工所
 3283 日東電工株式会社
 3301 大和電設工業株式会社
 2558 株式会社石田老舗
 1034 株式会社老松
 3077 株式会社聖護院八ッ橋総本店
 3371 株式会社俵屋吉富
 1158 株式会社西利
 3305 ロンドフードサービス株式会社
 1045 株式会社カシフジ
 3343 金井重要工業株式会社
 1142 寺崎電気産業株式会社
 3250 パナソニックシステムネットワークス株式会社　関西社
 1208 株式会社壬生電機製作所
 1060 有限会社共同設計企画
 3325 株式会社魁半導体
 3303 株式会社積進
 3376 株式会社大東技研 
 1194 株式会社堀場製作所

 その他
 3254 株式会社京都映画センター
 3327 京都工業株式会社
 3372 京都新聞企画事業株式会社（京都新聞旅行センター）
 1104 サンスイコンサルタント株式会社
 1109 株式会社ジイケイ京都
 3317 株式会社ディレクターズ・ユニブ
 1151 株式会社冨田屋
 1176 株式会社乃村工藝社
 2592 公益財団法人びわ湖ホール
 1209 株式会社ミル総本社
 3363 有限会社テラヲ貸物店
 3291 株式会社ユメコム

 非営利組織（NPO/NGO)
 2124 特定非営利活動法人アントレプレナーシップ開発センター
 3009 特定非営利活動法人関西国際交流団体協議会
 1264 特定非営利活動法人気候ネットワーク
 3350 公益財団法人京都市身体障害児者父母の会連合会
 3359 特定非営利活動法人京都藝際交流協会
 2538 京都府地球温暖化防止活動推進センター
 1268 一般財団法人京都ユースホステル協会
 1269 公益財団法人公害地域再生センター（あおぞら財団）
 3330 特定非営利活動法人
  　子育て支援コミュニティおふぃすパワーアップ
 3244 特定非営利活動法人
  　子ども自立の郷ウォームアップスクールここから
 3223 特定非営利活動法人とよなか市民環境会議アジェンダ21
 3336 ドーン運営共同体
 3092 特定非営利活動法人ピープルアクティブライフ
 2436 認定NPO法人びわこ豊穣の郷
 3198 特定非営利活動法人結芽

 官公庁
 2101 綾部市役所
 1238 宇治市役所
 2396 近江八幡市
 3114 一般財団　大阪教育文化振興財団
 1243 亀岡市役所
 3306 川西町役場
 1244 京田辺市役所
 1245 京都市
 1266 公益財団法人京都市国際交流協会
 2470 京都市野外活動施設 花背山の家
 1267 公益財団法人　京都市ユースサービス協会
 1246 京都府庁
 1251 滋賀県庁
 3052 摂津市
 3282 徳島県大阪本部
 3263 豊中市伊丹市クリーンランド
 1254 長岡京市役所
 2472 東近江市役所
 3071 彦根市
 2531 福知山市役所
 1255 宮津市役所
 2274 向日市役所
 1256 守山市役所
 3056 野洲市役所
 2289 栗東市役所
 2710 京都府立るり渓少年自然の家

ビジネスコース Business Course パブリックコース Public Course

2017.2.10 現在のエントリー企業・団体です。
随時更新されているので、最新情報は、Web で確認してください。

※企業・団体名の前の 4 ケタの数字は ID 番号になります。

会社の名前だけで選ばないで
実習内容と実習地の住所、実習日程を
必ず確認してくださいね！
出来るだけたくさん検索しよう！
新しい実習先はfacebookで紹介
しています。
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6 月中旬から11月下旬にかけて、企業・行政機関・非営利組織（NPO・NGO等）
が提示するプロジェクトを実行するコースです。

プロジェクトと通して、様々な角度から実社会を見つめ、現状を把握する力、課題を発見する力、その課
題を解決する力を身につけることが目標です。

　【対　象】大学・短期大学・大学院の正規学生　※大学コンソーシアム京都加盟大学優先

　【受講料】15,000 円（加盟大学以外の学生は 20,000 円）

プログレスコース
Progress Course

2017年度 コーディネーター 一覧
大西　孝之 龍谷大学
河村　能夫 龍谷大学
桜沢　隆哉 京都女子大学
申　　昌浩 京都精華大学
谷口　知弘 福知山公立大学
西村　雅信 京都工芸繊維大学
山本建太郎 京都工芸繊維大学

吉田　咲子 京都光華女子大学・京都光華女子大学短
期大学部

渡邊　博己 京都学園大学
（50音順）

自分にしかできないインターンシップ
プログレスコースでは、長期にわたるプロジェクト
のなかで、企画・営業・広報・運営など様々な業務
を担当することになります。様々な仕事の一端を担
うことにより、現時点のみなさんの得意・不得意な
分野、これからやりたい仕事などが明確になります。
また、プロジェクトをコーディネーターの教員とと
もに一つひとつ確認しながら進めることで、今後み
なさんが直面する様々な課題に立ち向かう際に役立
つ、プロジェクトの進め方が身につきます。その結果、
プロジェクトへの取り組みが深い体験となり、みな
さんにしか経験できない、オリジナルなインターン
シップになります。

大西 孝之（龍谷大学）

「現実」から学ぶ
プログレスコースは「現実」のプロジェクトに参画
していくインターシップです。「現実」というのは時
間が動き、人が動き、具体的な事が動いている世界
です。動き出すと戻れません。大学では高度な知識
と技術を学んでいると思いますが、「現実」の時間軸
の中でこれまでの自分の学びがどれだけ役に立つか
試してみませんか！最初はそのスピード感に慣れな
いかもしれません。ただ、５ヶ月の期間があります。
その間に自分の適応能力が発見できます。「現実」社
会での経験から学ぶ重要さに気づき、この経験が今
後の勉学につながっていきます。

山本 建太郎（京都工芸繊維大学）

コーディネーターからの
メッセージ
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2017 年度講義計画　会場　キャンパスプラザ京都

日　程 時　間 講義名 講義形式 内　　　　容

プ

ロ

ジ

ェ

ク

ト

実

施

期

間

6/15木

18：00～19：30 第1講
オリエンテーション（プログラムの
概要・リスクマネジメント）
プロジェクト・マネジメントの概要 
－PCMの講義－

全受講生
合同

プログラムの概要やプログラ
ムに臨む心構え等の説明を受
ける。
PCM講義で、受入先に確認す
べき点について、教員からアド
バイスを受ける。
プロジェクトに分かれ、受講
生、受入先、コーディネーター
がお互いに自己紹介をする。
今後の日程についての確認。
ワークシート①を完成させる。

19：40～21：10 第2講 プロジェクトメンバーの相互理解
（ワークシート①）

受入先事前訪問期間： 6月16日(金)～6月21日(水)の間に実習先を訪問するなどし、プロジェクトについて指導、アド
バイスを受ける。（プロジェクトにより設ける）

6/22木
18：00～19：30 第3講

プロジェクト・マネジメント(ワーク
シート②、③） 各プロジェクト

各コーディネータ・受入先のも
とで、今後の活動の見通しを
持つ。
ワークシート②、③を完成させ
る。

19：40～21：10 第4講

6/29木

18：00～19：30 第5講 プレゼンテーショントレーニング

全受講生
合同

プレゼンテーションのポイント
や方法等については専門講師
よりレクチャーを受ける。

19：40～21：10 第6講 コミュニケーショントレーニング

就業意識の向上、ビジネスマ
ナーの基本、対人関係の中で
のコミュニケーション能力等
について、専門講師による講
習を受ける。

7/6木
18：00～19：30 第7講

プロジェクト・マネジメント（テーマ
に応じて実習や事業のデザイン） 各プロジェクト

プロジェクトを形成する体制
の明確化する。

19：40～21：10 第8講 プロジェクト活動計画表を完
成させる。

7/13木
18：00～19：30 第9講 プロジェクト・マネジメント(今後の

活動の確認、活動計画の発表) 全受講生
合同

プロジェクト活動計画表の発
表。他プロジェクトの受講生と
の意見交換を行い、プロジェク
ト活動の完成度を高める。19：40～21：10 第10講 プロジェクト・マネジメント(他プロ

ジェクトとの意見交換)

夏休み期間中には、受入先ごとにプロジェクトを行います。

10/5木
18：00～19：30 第11講 プロジェクト・マネジメント（プロ

ジェクト中間報告）
全受講生

合同

それぞれのプロジェクトにお
ける夏期休暇中の進捗状況を
報告しあい、質問や感想を交
換し合い、今後の成果報告会
に向けての準備を行う。

19：40～21：10 第12講
プロジェクト・マネジメント

（プロジェクト評価方法の概要）
(ワークシート④)

プロジェクト評価の方法を学
び、成果報告会につなげる。
ワークシート④を完成させる。

10/12木
18：00～19：30 第13講 プロジェクト・マネジメント

（プレゼンテーション準備①）
各プロジェクト プレゼンテーションの準備等

行う。
19：40～21：10 第14講 プロジェクト・マネジメント

（プレゼンテーション準備②）

10/26木
18：00～19：30 第15講

プロジェクト・マネジメント
（自己評価：プログラム受講を通し
ての自己の変化を振り返る）

全受講生
合同

プログラム受講を通しての、
自己の変化を振り返る。

19：40～21：10 第16講 プロジェクト・マネジメント
（プレゼンテーション準備③） 各プロジェクト プレゼンテーションの準備を

行う。

11/11土

10:40～12:10 第17講

成果報告会・修了式
全受講生

合同

約５ヶ月にわたるプログラムの
総括として、プロジェクトごと
に活動報告を行う。全体で、そ
れぞれのプロジェクトの到達
点について相互評価を行い、
今後の学生生活の目標を明ら
かにする。

13:00～14:30 第18講

14:40～16:10 第19講

16:20～17:50 第20講

18:00～19:00 懇　親　会 受入先・コーディネーター・受
講生の交流を深める。

●上記日程以外でもプロジェクトにより活動が実施される場合がありますので、ご注意ください。
●下線のある日程については、プロジェクトにより時間・場所を変更して実施する場合があります。
●学習レポートおよびプロジェクト報告書　提出期間：11月16日（木）15:00～19:00　

講義計画の流れ

課題把握と目標設定

プレゼンテーション
コミュニケーション
トレーニング
社会人スキル習得

夏休み前
プロジェクトの枠を超えて、
意見交換

夏休み期間：目標達成
に向け活動ピーク

スケジュール管理・計画実行

活動終了
目標の達成・自己の変化を振
り返り確認

成果報告会での発表　
修了式・懇親会

5か月間の活動の成果報告の
まとめ

活動報告書とレポート
の提出

活動内容と活動
スケジュールの明確化
講義以外に、会議・イベント
参加など活動開始
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実習先一覧　プロ グレスコース

2259　京都府教育委員会
教員養成サポートセミナー
教員を目指す学生が、授業や学校行事など学校
現場での様々な演習を通し理論と実践を結び付
け、約半年間の演習で実践的指導力を身につけ
ることを目指すとともに、子どもの成長に立ち
会うことで教師の魅力を実感できるプログラム
です。

3216　特定非営利活動法人
　 　 　 子ども自立の郷
　 　 　 ウォームアップスクールここから
つながり、紡ぐ希望の“ここなつ祭 2017”in 余呉
・ 当法人の主たる活動（寄宿生への適応指導や自立支援活動）に準指

導員として寝食を共にしてすべての活動を一緒にします。
・ 6 回目となる「ここなつ祭」を地域の方々と共に、ここからの職員・

寄宿生一丸となって、企画準備・実践をインターンシップ生が中心
となり行います。

2611　京都シネマ
ぴあフィルムフェスティバル（PFF）運営サポート
ぴあフィルムフェスティバル（PFF）に向け、映画鑑賞、映画業界に
関わる講義と映画鑑賞体験、外部の施設での上映会運営体験、ぴあ
フィルムフェスティバル（PFF）入選作品の鑑賞と宣伝計画など、い
ろいろな業務体験を積みながら、自分自身の考えを深め表現してい
くことを学び、映画・映像の分野で活躍する人たちと関わることの
できる貴重な世界に触れることができるプロジェクトです。

3245　特定非営利活動法人気候ネットワーク
自然エネルギー 100％社会に向けた
　　　ソーシャル・イノベーション調査・発信
深刻化する地球温暖化に対応するため、2015 年末の国連会議

（COP21 パリ会議）の結果、世界は「温室効果ガス排出実質ゼロ」
をめざすことになりました。このプロジェクトでは、自然エネルギー
100％に向けたイノベーション事例を
調査します。
NPO がどのように社会課題の解決に貢
献しているのかを経験するプロジェクト
です。

2618　特定非営利活動法人木野環境
【A】ごみ分別ガイド制作 ／【B】EMS ツール開発
各自の関心に合わせて、どちらかのプロジェクトを選んで頂きます。

【A】 ごみ分別に関するガイドを作成するプロジェクト。ごみ分別と
再資源化製品への流れをビジュアルで伝える実用的な " ごみ分
別・リサイクルガイドシート " 作りを行います。

【B】 中小企業の環境への取組を促進するため、国際規格（ISO14001
など）に準拠したツールを開発、公開するプロジェクト。規格
の理解から PR 施策立案まで、プロジェクト全体に関わります。

どちらも事業収入で運営する事業型NPOの現場体験プログラムです。

3285　株式会社インサイトハウス
やましなさんプロジェクト
地域の人々とのコミュニケーションを通じて、地域の魅力と人の温
かさを発信し、街の活性化を行っていきます。
手づくり市「やましなさんまるしぇ」（企画・打合せ・宣伝）や地域
のポータルサイトの運営（取材・記事の作
成・管理・更新企画など）を通し、コミュ
二ケーション能力や創造力、問題解決能力
を身につけることができるプロジェクトで
す。

2640　株式会社ユメコム
シニアサポートデスクのサービス事業
　　　＜つくる・周知する・売る＞

「事業の目的、社会的必要性を理解すること」と「本事業をつくる・
周知する・売る」ことに対する自らの気
持ちを醸成し、その上で、
企画＝事業を作る　
広報＝事業を周知する　
営業＝事業を案内する　
ことを経験するプロジェクトです

3315　未来映画社
面白い映画を作って映画館で上映しようプロジェクト
ロケハン・衣装部門、撮影・照明・音声など技術部門、宣伝・広報
のスタッフとして活動して頂きます。劇場映画の準備から公開まで
の一連の実務を、現場の最前線のスタッフと同じように行い、将来
映像の現場で働きたい方にとって、実戦的な経験を積むことが出来
ます。また、困難な状況で質の高い仕事、低予算での娯楽映画の再
生産サイクルの確立を目指し取り組むプロジェクトです。

3035　株式会社
　 　 　 インテリジェンスオフィス
ヒトマナビインターンシップ 2017
自分が働きたいと思う会社を探し、直接連絡を
し、取材、原稿作成を行います。2013 年から発
行している『働く人々図鑑』をもっと伝わる、もっ
と必要とされるためにはどうすればよいかを企
画して、発行します。営業・取材・編集・制作・
設置と様々な仕事にチャレンジしながら働く“リ
アル”を体感するプロジェクトです

3334　認定 NPO 法人
　 　 　 大阪 NPO センター

「ソーシャル」をテーマにした WEB マガジン作成
仕事を通して「社会」を変えていく「社会起業家」にインタビューし、
社会起業の魅力や社会に与えるインパクトを記事や動画にまとめ、
ＷＥＢマガジンとして社会へ発信します。記事や動画のレクチャー
を受け、インタビュー内容を決定し、レイアウト・構成など自分な
りに考え、形にしていきます。魅力的な社会起業家との出会いも良
い経験になります。

「社会貢献」や「ソーシャル」というキーワードに興味がある方、公
務員志望の方など社会課題を解決している現場を見るチャンスです！

実行力UP 主体性UP

主体性UP 課題発見力UP

課題発見力UP 創造力UP

発信力UP 主体性UP

主体性UP 情報把握力UP

インターンシップ実習先の詳細情報は、大学コンソーシアム京都　　のホームページで確認して出願してください。

プロジェクト活動で
特に身に付く

社会人基礎力です！
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実習先一覧　プロ グレスコース

3344　公益財団法人
　 　 　 京都市環境保全活動推進協会
地球環境京都会議（KYOTO＋20）を大学生から発信！！
20 年前の約束、知っていますか ? 今年は、京都議定書誕生 20 周年
にあたります。京都市では、平成 29 年 12 月 10 日に「地球環境
京都会議（KYOTO ＋ 20）（仮称）」を開催予定です。大学のまち
京都といわれるほど大学生が多いこの京都で、大学生からの発信で

「KYOTO ＋ 20」を京都へ、全国へ、世界へ広げましょう！

3360　株式会社山城工芸
オリジナルグッズを広く世の中に広げるプロジェクト
当社はトロフィーやメダルなどの表彰用品、プリントＴシャツやマ
グカップ、キーホルダーなどオリジナルグッズの加工販売を手がけ
ています。当社の特徴は、お客様の要望に応じて商品に彫刻や印刷
などの加工を加えオリジナルグッズにカスタマイズするところにあ
ります。
このプロジェクトでは、オリジナルグッズの魅力を広めるため、ど
のような商品を、誰に、どのように販売するのか、企画、販売戦略
段階から我々と一緒に考えてもらいます。また、実際の販売活動に
も携わっていただきます。

3361　株式会社ワイングロッサリー
学生向けワインセミナー　企画、開催
ワインショップの仕事を通じてワインを学び、セミナー内容を組み
立て、実際にワインを飲みながら説明をするセミナーを企画・実行
してもらいます。企画、集客、開催、すべて正社員のサポートの元、
インターンシップの学生が行います。お金をいただくセミナーです
ので、プロとしてのセミナー企画力、実行力が身に付きます。世界
の共通語でもあるワイ
ン に 詳 し く な る こ と
で、今後の社会人とし
ての幅も広がります。

3364　株式会社デイアライブ
京都の魅力を発信する Web サイトのコンテンツ企画
留学生スタディ京都ネットワークにて運営する“STUDY KYOTO”

（外国人留学生誘致サイト）及び、弊社にて制作・運用する“Traveler's 
Voice of Kyoto”にて京都の魅力を発信する企画を行います。

“STUDY KYOTO”においては、現在定期的に発行している Web
マガジンの企画・取材・執筆を、“Traveler's Voice of Kyoto”に
おいては、海外の方に京都観光に興味を持っていただくためのコン
テンツ（動画含む）を企画・取材・製作するプロジェクトです。

3366　株式会社古裂會
　 　 　（オークションハウス 古裂會）
オークション客層拡大プロジェクト
７月には実際にオークションの現場を体験します。９月に開催する
オークションへ向けて、特に若者に魅力的なオークションとなるよ
うに、運営や設営、プロモーションのアイデアを提案します。
また、オークション終了以後には、振り返り、
内容の検証もします。多くの新しい客層（若
い世代の方）の方にオークションに興味を
持っていただき、会場への集客を伸ばすこと
を目指すプロジェクトです。

課題発見力UP

主体性UP

計画力UP

創造力UP

創造力UP

インターンシップ実習先の詳細情報は、大学コンソーシアム京都　　のホームページで確認して出願してください。
実習先：京都府教育委員会
大谷大学 3 回生
井上 恵介さん

実習中心がけたことは何ですか？
一定の子どもと関わらず、積極的にクラ
スの子ども全員と関わるように心がけま
した。また、実習後半は、他のクラス

の子どもとも関わるように心がけました。ただ関わるので
はなく子どもが良いことをしたら褒め、悪いことをしたら
しっかり叱ることのメリハリの大切さを学びました。
これからの大学生活に向けて。
実習を通して、「子どもにわかりやすく伝える力」が足り
ないことを知ることができました。これからは、足りない
力を克服できるように頑張ります。

行動をしないと何も得ることはできません。参加する前と
後には必ず変化があります。是非、参加してみましょう！

実習先：京都シネマ
京都西山短期大学 1 回生
宮井 真里菜さん

実習中苦労したことは？どのように克服
しましたか？
学校の授業とインターンシップの両立を
することに苦労しました。インターン

シップでの休みが公欠にならないので実習先の担当の方や
実習生と「誰が、いつ、何時に行けるか行けないか」をよ
く話し合うことで、授業とプロジェクト活動に支障がない
ように進めることができました。
実習で得たもの、成長したことは？
インターンシップでの成長は沢山ありましたが、一番の成
長は「次に進む力」が身についたことだと思います。イン
ターンシップ終了後も映画関係のボランティアに積極的に
参加しています。

短大生だからとか、留学生だからとか、関係なく、みんな
参加できるプログラムです。楽しい事、悔しい事など体験
し、信頼できる仲間を見つけましょう。

実習先：特定非営利活動法人
子ども自立の郷
ウォームアップスクール
ここから
同志社大学 3 回生
今村 新さん

どんな実習内容でしたか？
8 月 28 日に行われる「ここなつ祭」の開催、運営に向け、
6 月から祭りのテーマを決めて企画を立てて、開催準備を
行いました。8 月中旬～ 9 月中旬は、寄宿しスタッフの方
や地域の方々と交流しながら実習に取り組みました。祭り
終了後は、過去 6 年分の「ここから」の夏祭りを振り返る
冊子を作成しました。
実習中苦労したことは？どのように克服しましたか？
実習生同士の連携の取り方や、情報共有に苦労しました。
自分の伝えたいことと相手に伝わった内容に齟齬、お互い
が把握・理解している情報に偏りが生じることも多々あり
ました。自分の意見を理由とともに伝える、また相手の考
えを一度要約して確認することで日々改善を図りました。

インターンシップに参加すれば自然と成長するという保証
はありませんが、大学コンソーシアム京都のプログラムに
は成長するための環境が整っています。これ以上恵まれて
いるところはありません。本気で、全力で取り組めば、成
長への一歩を踏み出すことができると思います。

修了生からのメ
ッセージ
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エントリー、出願・面接、事前・事後学習、

エントリーについて
★コースや実習先の選び方が分からなくて迷っています。どうしたらよいですか ?
4 月 22 日（土）18:00 から事前説明会を行います。その後、引き続き 19:00 より相談会を行います。そこで、昨年インター
ンシップ・プログラムに参加した先輩（修了生）や事務局に相談して、不安な点や、疑問点を解消してください。

★プログレスコースのプロジェクトについて詳しく知りたいのですが・・・
プログレスコースは、4月 27 日（木）18:00 から事前説明会を行います。事前説明会には、ほとんどの実習先の方が参
加され、企業説明と実習の内容をお話しいただきます。20:00 からは、実習先ごとに個別相談ができます。実習先の方
と直接話すことによって、実習についてより詳しく知ることが出来ます。また、昨年インターンシップ・プログラムに
参加した先輩（修了生）や事務局のブースもあります。ここで、疑問点は解消してください。

★説明会に行けないのですが、コースや実習先を決める相談できますか ?
いつでもインターンシップ事業推進室（事務局）に相談に来てください。（事前に電話でアポイントをとってください。
075-353-9106< 日・月曜日を除く 9:00 ～ 17:00>）1 人で悩むとなかなか決まらないので、一緒に考えましょう。気軽に
どうぞ !�また、大学のキャリアセンター等に相談してみるのもお勧めです。

出願・面接について
★出願票の志望理由の書き方がよく分からないのですが・・・
この欄には、インターンシップを通じて成長したい・社会経験を積みたいという思いを記入してください。「なぜインター
ンシップをしようと思ったか」�「なぜこの実習先（第 1希望）でインターンシップがしたいのか」�「今回のインターンシッ
プでは特に何を得たいのか」最低でも 3分の 2以上は記入してください。

★面接の時の服装は ?
スーツ着用が基本です。

インターンシップ・プログラム
修了生からのメッセージ
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インタ―ンシップ実習における　Q&A

事前学習について
★事前学習の服装はスーツですか？
講義内容によってスーツ着用が必須の日と、普段着の日があります。初日の服装は、選考結果通知書とともにお知らせします。

★ゼミのクラスはどんなふうですか？
ゼミクラスには、担当のコーディネーターの先生がいます。クラスは、実習先の業種や実習内容でわかれています。様々
な大学の学生との交流ができ、意見や体験報告などを共有しながら成長できます。

★講義を休みたいのですが・・・
講義は、出席必須です。大学行事より優先出来る様予定をしてください。

★実習先事前訪問の期間はずっと予定を空けておくべきですか？
実習先事前訪問は、実習先と調整します。（期間内の１日、１時間程度の場合が主です）ある程度、実習先に合わせる
必要がありますが、正課授業等については、お伝えして調整して頂いても良いでしょう。

インターンシップ・実習について
★実習の実施日程はどうして決まるのですか？
出願する際に、大学コンソーシアム京都のホームページで希望実習先の実習日程を確認してください。
例えば
・日程が決まっている場合
・実習期間が決められていて、事前学習中の実習先事前訪問時に実習先と相談のうえ、日程を決定する場合
・イベントなど必ず出席の日程のみ決まっていて、残日は、実習先と相談のうえ、日程を決定する場合
など、実習先により様々です。実習日程は 10 日以上です。個人的な予定を調整して、実習先が提示する実習日
程を優先して決められるようにしてください。

★実習地への交通機関は？
出願する前に、実習地に公共交通機関で通勤できるか、所要時間をよく確認してください。バイク・自動車での通勤は
一切認められていません。

大学コンソーシアムのインターンシップ・プログラムが始まり本年度で 20 年目になります。
2015 年、説明会でのアドバイザー、講義のゲストスピーカー等になってもらえる修了生を募った「修了生
サポート制度」を立ち上げました。相談会に来てぜひ先輩の話を聞いてください。

Facebook でインターンシップの情報を発信しています。
大学コンソーシアム京都インターンシップを検索してください！
https://www.facebook.com/consortium.kyoto.intern/
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氏名は、省略せず楷書で記入してください。

企業・団体名は省略せず、正式名称を記入してください。

「2次選考」を行う企業・団体は選択できません。

プログレスコースとビジネス・パブリックコースを併願して
出願することはできません。

「2次選考」を行う実習先企業・団体に
対しては、出願票の写しを送付しま
す。実習先企業・団体のご担当者がご
覧になることを念頭におき、誤字脱字
が無いよう、黒ボールペンを使用して
楷書で記入してください。

SNSに画像を公開したり、実習の様子についての書き込み
をすることは、実習先企業・団体の信用を低下させる恐れ
があり、社会的に許される行為ではありません。

実習先企業・団体の方は、皆さんが事前学習・事後学習を
全て受講していることを条件に受入れていただいています。

「1次選考」の際は、出願・面
接日に行う面接の評価と併
せて、志望理由の内容を勘
案します。
少なくとも2/3以上は記入
してください。

ここには、記入しないでください。

必ず全ての項目を読んでから署名・捺印してください。

自動車・バイクでの通勤や実習中の運転は認めていません。

出願票の書き方
※黒ボールペンで記入してください。（消えるボールペンは使用禁止）
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誓約書について
　実習中のトラブル発生時の責任の所在を明確にするために実習先に対して誓約書を提出しま
す。インターンシップは契約関係の上に成立していることを十分心得て、個人個人が確固たる
自覚を持って実習に取り組んでください。

保険の加入について
　実習中の事故に備えて、実習生は「普通傷害保険」「個人賠償保険」に加入します。（保険料
は受講料に含み、手続きは、大学コンソーシアム京都が一括して行います。）

守秘義務について
　実習先にとっての機密や個人情報等に触れる機会がありますが、このような情報を公開した
り漏洩したりすることは、社会人として信用性を疑われるだけではなく、法的責任を課せられ
ることにもなりかねません。勝手に資料をコピーしたり、許可もなく外部に持ち出すなどの行
為等は絶対に行わず、責任をもって行動してください。

無断欠勤・遅刻について
　実習中は実習先の就業規則を遵守し、遅刻・無断欠勤等は厳禁とします。最低限定刻の 15 分
前には出勤するように心がけましょう。実習期間中に病気及び緊急の用件等でやむを得ず欠勤
する場合は、必ず実習先担当者に連絡を入れてください。また車・バイクでの通勤は一切認め
られていません。

リスクマネジメントについて
　実習中に発生した事故やトラブルに対しては、原則として参加実習生個人の自己責任におい
て処理し、問題解決までを行うよう努めてください。もし、困ったことがあれば事務局までご
相談ください。あくまでも社会のルールにのっとった姿勢で実習に臨んでください

プライベートは自己責任
　実習時間外のお付き合いはインターンシップ実習ではありません。従って、その際の行動は
完全な自己責任の範囲になります。

ハラスメントについて
　大学コンソーシアム京都では、ハラスメント相談室を設置しています。困ったときには些細
なことでもご相談ください。相談方法は、電話またはメールで、ハラスメント相談員宛にご連
絡ください。
連絡先：TEL�075-353-9103（日・月曜日を除く 9:00 ～ 17:00）　�メール：talk@consortium.or.jp

インターンシップ・プログラムに参加する際の
留意点・約束事

大学コンソーシアム京都のインターンシップ・プログラムに参加するにあたり、必ず読んで下さい。
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TEL：（075）353-9106  FAX：（075）353-9101
URL：http://www.consortium.or.jp/

インターンシップ事業推進室 （受付：火曜日～土曜日 9:00～17:00）

国立大学
京都大学
京都教育大学
京都工芸繊維大学

公立大学
京都市立芸術大学
京都府立大学
京都府立医科大学
福知山公立大学

私立大学・短期大学
池坊短期大学
大谷大学
大谷大学短期大学部
京都医療科学大学
京都外国語大学
京都外国語短期大学
京都学園大学
京都華頂大学
華頂短期大学
京都看護大学
京都経済短期大学
京都光華女子大学
京都光華女子大学短期大学部
京都産業大学
京都女子大学
京都精華大学
京都西山短期大学
京都聖母女学院短期大学
京都造形芸術大学
京都橘大学
京都ノートルダム女子大学
京都美術工芸大学
京都文教大学
京都文教短期大学
京都薬科大学
嵯峨美術大学
嵯峨美術短期大学
種智院大学
成安造形大学
成美大学短期大学部
同志社大学
同志社女子大学
花園大学
佛教大学
平安女学院大学
平安女学院大学短期大学部
明治国際医療大学
立命館大学
龍谷大学
龍谷大学短期大学部
大阪医科大学
京都情報大学院大学
放送大学京都学習センター

加盟大学・短期大学一覧
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