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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/
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社会に一歩踏み出そう
成長する自分を実感しよう～

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

2015 年度は、388 名の学

生と 231 の企業が参加し

ました。これまでに 8500

名の修了生を送りだして

きました。
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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（火）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 22 日（金）9：00 ～

5 月 5 日（木）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 6日（金）�16：00 ～ 18：30
5 月 7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
□印鑑（シャチハタ可）
□�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10分程度）

Step 6
受講料

実習許可者ついては、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 7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　5月 31 日（火）

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
て下

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

働く意味を知る ―働きやすさと働きがい―

働く意味をどう考えますか。働くうえで大切にす
ることは何ですか。その答えは、実際に働いてみ
ることで見つかります。このプログラムは京都を
中心とした 600 名を超える大学生が面接に臨み、
熱意を伝えることができた学生だけが参加できま
す。他大学の学生と共に学習することで多様な価
値観を共有し、今の自分を客観的に見つめるきっ
かけとなります。企業での実習では、自分がした
いことだけでなく、学生であるあなたの感性で実
習先に貢献することを目指します。その体験を通
し、働きやすさと働きがい、心から納得できるあ
なた自身の答えを見つけてください。

2016年度 コーディネーター 一覧
伊原　千晶 京都学園大学
遠藤　敏幸 同志社大学
蒲生　孝治 京都女子大学
河村　律子 立命館大学
岸　　基史 同志社大学
黒田　健二 京都聖母女学院短期大学
小橋　　晶 同志社大学
酒井　恵光 大谷大学
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
多田　　実 同志社大学
田中　幹大 立命館大学
張　　陽軍 龍谷大学
手嶋　英貴 京都文教大学
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

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

李 　 為 京都産業大学
（50音順、非常勤講師等を含みます）

コーディネーターからの
メッセージ

吉田 咲子
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2016年度講義計画　会場　龍谷大学：深草キャンパス

オリエンテーション
インターンシップの目的、趣旨、
注意点など、プログラムの概要
とプログラムに臨む心構えを学
びます。

業界と社会に対する学習
実習先担当者や修了生の講義によ
り、実習先について探求し、レポー
ト作成のポイントを学び、内容を深めます。

コミュニケーショントレーニング　マナー研修
専門講師より、言葉遣い、礼儀・
礼節、身だしなみなど社会人と
して必要なマナーを学び、実習
に臨みます。

スキルアップトレーニング　ロジカルシンキング研修
論理的に、相手が納得できるよう筋
道を立てて、物事を考え伝える方
法を、専門の講師により学びます。

実習経験交流会・修了式
実習成果報告
の プ レ ゼ ン
テーションを
して経験を共
有します。

実習先事前訪問
期間内に実習先に実習前の訪問をします。実習の担当
者・場所・日程・内容等を確認します。

ゼミ講義
ゼミは、実習先の業種別で様々な大学の学生で構成さ
れています。コーディネーターの指導のもと、同じ目
標、目的を持った仲間とともに、自分を高めることが
できます。

リスクマネジメント講習
受講・実習中の身の回りに起こりうるリスクについて
考え、対処法を学び、備えを持って事前・事後学習、
実習に参加出来るよう準備をします。

日　程 時　間 講義名 講義形式 内　　　　　容

事
前
学
習

6/11土

10:00～11:00 第1講
オリエンテーション：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

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 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 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 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16:40～18:10 第5講
実習先事前訪問期間：原則6月13日（月）～7月1日（金）の間に実習先を訪問し、実習内容・期間の確認や、事前学習レポート作成に向けてアドバイス等の指導を受けます。

6/25土

10:00～11:00 第6講 業界と社会に対する学習①

ゼミ

実習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実習先につ
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。11:10～12:40 第7講 業界と社会に対する学習②

13:40～15:10 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 第9講

7/2土

10:00～11:30 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 第11講 実習に向けた目標と仮説設定② 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。　　

14:20～15:50 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 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 ： 事務連絡

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ます。実習にあたって
の準備、確認・注意事項を説明します。

7/8金・
7/9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

9/17土
9:00～10:30

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

9/24土

10:00～11:00 第14講 実習経験の共有①

ゼミ11:10～12:10 第15講 実習経験の共有②

13:10～14:40 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 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 第18講

実習経験の振り返り
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。全体講評

修了式

9/30金・
10/1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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坂上　庄成さん

龍谷大学政策学部 3回生
プランは社会人にな

りきろう

Ｑ：心がけたことは
何ですか。

Ａ：「社会人になりきる」と目標を立て、必ず朝食をとり、3紙の新聞に目を通し、帰宅後、夕食は自炊する

ことを続けました。多くの情報を頭に入れて、積極的に質問が出来る様準備をしました。

Ｑ：「社会人になり
きる」生活はどうで

したか？

Ａ：早寝早起の生活は慣れるまで辛かったですが、下準備として情報を集めて、それを知識とすること

は、自信になり積極的に行動できるようになることがわかりました。

Ｑ：実習内容を具体
的に教えてください

Ａ：金融業ということで、実際に業務を行うことができず、

証券業務や市場について講義形式でご教授していた

だきました。新聞で注目すべき内容や経済動向をミー

ティングされている場にも参加したり、お客様に電話

対応等をされているオフィスの雰囲気も見学させていただきました。

Ｑ：インターンシッ
プを終えての感想は

？

Ａ：最前線で生きる証券マンは、やはり幅広い分野に対して知見と先見性に優れている方々

であるということがひしひしと感じられました。経済動向を読むには、短期的な視点だけで

はなく、歴史・地理・政治などのマクロ的な視点も必要だと痛感しました。世界経済を読む

ためにも幅広い知識と視点を磨こうと思いました。

Ｑ：インターンシッ
プを考えている人に

アドバイスをお願い
します。

Ａ：１ＤＡＹなど短期もありますが、２週間あると仕事の業務から企業の雰囲気までよく分かり

ます。取り組む目的や目標をもって臨み、毎日の実習で自分の力を試してみて下さい。

実習先 西村証券

福岡　睦恵さん

花園大学文学部 3回生
Ｑ：応募のきっかけは？
Ａ：私の中で、インターンシップは必ず受

けるものだという考えが初めからあり、
迷うことなく応募しました。また、コンソ
のインターンは、他大学の学生と知り
合える機会だと思いました。実習先は、
京都で幅広く事業を展開している接客
のできるところから選びました。

Ｑ：実習内容を具体的に教えてくださ
い。

Ａ：11日間の実習でした。初日オリエン
テーションがあり、課題をあたえられま
した。次の5日間は課題を念頭に置きながら店舗実習をさせていただき、次の４日間は本社にて課題解決に向けてのプレゼンの準備をしました。そして最終日に与えられた課題に対する企画書を社員の皆さんの前で発表しました。

Ｑ：インターンシップを終えての感想は？
Ａ：実習で体験したことをもとに、課題を解決する企画を考えて、それをプレゼンテーションできるようにまとめ、最終発表をするのは、初めてのことで多くを学びました。事後学習の経験交流会での他の学生の発表には大変刺激を受けました。これからの、学生生活のモチベーションになると思います。

実習先 株式会社くろちく倭美坐

これは、販売促進のため企画したマスコットです。

真古都くん
ま こ と

実習先からのメッセージ
　当社のインターンシップでは、金融業界全般に関する知識をはじめ、金融商品取引及び資産運用の実際について学んでいただけます。株式や債券及び為替相場の変動要因となる、マーケットメカニズムやグローバル経済の動向等について、それぞれ専門の担当者からレクチャーいたします。また、営業部門のオフィスにて取引の現場を見たり、バック部門では実際に業務を体験したりと、証券会社の業務全般にわたり触れていただくこととなります。その他、社会人としてのコミュニケーションスキルやビジネスマナーについてもレクチャーします。これらにより金融及び資本市場に関する理解を楽しみながら深めていただくとともに、これまでと違った考え方や視点を持つことができ、人間的にも成長することができます。

西村証券株式会社　　　
総務部　石川 岳司　

就職活動の一歩
というよりは、

社会人の一歩を
踏み出せた

熊谷　美保さん

成安造形大学芸術学部 3回生
Ｑ：応募のきっかけは？
Ａ：芸術大学なので、専門ではない業務を経験し、

あらゆる角度から刺激を受けたいと思ったから

です。

Ｑ：実習内容を具体的に教えてください。

Ａ：フロント業務(お出迎え、チェックインのアシス

タント、DM準備の事務作業)、ベルボーイ(お部

屋までの案内、荷物運び)、喫茶・夕食会場での

飲料サーブ、簡単な掃除、イベントの準備・手伝

いが主な仕事でした。事前訪問の際に興味の

ある仕事内容を聞いてくださり、相談しながら

実習計画を立ててくださいました。そのため希

望通りの実習になりました。常に、困った事・わ

からない事を従業員の方に尋ねられる環境で、積極的に実習することができました。

Ｑ：インターンシップを考えている人にアドバイス
をお願いします。

Ａ：事前・事後学習で、他大学の学生の意見・考え方・プレゼンやスピーチを聞いて、周

りの意識が高いことに衝撃を受けました。良い影響で、大変だったレポートも前向

きに、真剣に取り組めました。どんなことにもチャレンジできる自信がつきました。

実習先 株式会社国華荘  びわ湖花街道

  5:00 起床
  6:00 出勤
  9:00 出社・打ち合わせ
  9:10～11:00
 館内清掃・喫茶でのお茶サーブ
11:00～12:00
 フロントでの事務作業
12:00～14:00
 客室サービス（掃除・備品チェック）

14:00～15:00
 お昼休憩
15:00～19:00
 フロント業務
 （お出迎え・チェックイン補助・部屋
 までの案内）
19:00 退勤
22:00 帰宅

一
日
の
流
れ

渡邊　晋平さん

同志社大学経済学部 3回生
Ｑ：実習先を選んだ理由は？
Ａ：総合職として、介護部・管理部の両

方が体験できると思ったからです。
Ｑ：実習内容を具体的に教えてくださ
い。

Ａ：介護部では利用者の皆さんと一緒
にできるレクリエーションを企画し
実施すること、管理部では職員イン
タビューをして新卒の大学生に配
布する千春会の魅力を伝えるパン
フレットの作成を任されました。

Ｑ：実習の感想は？Ａ：介護部では、利用者の方々の安全などを考慮して見学が中心になりました。手助けできないもどかしさを感じたこともありましたが、職員の方に話を聞く中で“見て学ぶ”ことの重要さに気づきました。最終日に企画したレクリエーションは、職員の方に「今度から取り入れようかな」という嬉しいお言葉もいただきました。
　　広報物の作成では、インターン生同士で話し、業務を適材適所に振り分けて効率よく仕事をすることができ、その大切さを実感しました。時間内に仕事を終えるスケジュール管理はこれからの課題です。
Ｑ：インターンシップを考えている人にアドバイスをお願いします。Ａ：事前・事後学習、経験交流会を通じてたくさんの仲間が出来ました。就活の一歩というよりは、社会人の一歩を踏み出せる機会です。ぜひ参加して下さい。

実習先 医療法人社団  千春会 藤井　絢さん

京都大学文学部 2回生

実習先

  7：00 起床　30分かけて自転車通勤
  8：45 勤務開始
 研修履修報告書のデータ集計
11：00 研修会場の設営

12：00 昼食(部署の方と一緒に)
13：00 研修運営補助
15：30 職場探検チーム同行
17：30 1日の振り返り、実習日誌記入

Ｑ：実習内容を具体的に教えてください。

Ａ：職員研修に係る業務（企画打ち合わせ・資料準

備、内容調整のための連絡業務、研修当日の設

営・受付・片付け、評価のためのアンケート集

計）、マガジン記事作成（インタビュー・記事企

画）、職場視察・職場探検チームの訪問に同行、

安全衛生職場巡回、庶務（コピー・電話対応・施

設管理）と幅広くすべての業務を体験できまし

た。ミーティングや会議、研修にも参加させて

いただきました。

Ｑ：インターンシップを終えての感想は？

Ａ：女性キャリアの方の働く姿を見て、30年、40年

と長く働くことについてのビジョンが見えてき

ました。働くとはやりがいを見つけることだと発見し、そのため今は自分がやる気

を持てる職種の情報収集をしています。

Ｑ：インターンシップを考えている人にアドバイス
をお願いします。

Ａ：私は2回生での参加でしたが、2回生で早いという事は、絶対ありません。むしろ、

後の余裕につながります。ぜひ、参加してみて下さい。

京都市・行財政局人材育成推進室

一
日
の
流
れ

－ 7 －



坂上　庄成さん

龍谷大学政策学部 3回生
プランは社会人にな

りきろう

Ｑ：心がけたことは
何ですか。

Ａ：「社会人になりきる」と目標を立て、必ず朝食をとり、3紙の新聞に目を通し、帰宅後、夕食は自炊する

ことを続けました。多くの情報を頭に入れて、積極的に質問が出来る様準備をしました。

Ｑ：「社会人になり
きる」生活はどうで

したか？

Ａ：早寝早起の生活は慣れるまで辛かったですが、下準備として情報を集めて、それを知識とすること

は、自信になり積極的に行動できるようになることがわかりました。

Ｑ：実習内容を具体
的に教えてください

Ａ：金融業ということで、実際に業務を行うことができず、

証券業務や市場について講義形式でご教授していた

だきました。新聞で注目すべき内容や経済動向をミー

ティングされている場にも参加したり、お客様に電話

対応等をされているオフィスの雰囲気も見学させていただきました。

Ｑ：インターンシッ
プを終えての感想は

？

Ａ：最前線で生きる証券マンは、やはり幅広い分野に対して知見と先見性に優れている方々

であるということがひしひしと感じられました。経済動向を読むには、短期的な視点だけで

はなく、歴史・地理・政治などのマクロ的な視点も必要だと痛感しました。世界経済を読む

ためにも幅広い知識と視点を磨こうと思いました。

Ｑ：インターンシッ
プを考えている人に

アドバイスをお願い
します。

Ａ：１ＤＡＹなど短期もありますが、２週間あると仕事の業務から企業の雰囲気までよく分かり

ます。取り組む目的や目標をもって臨み、毎日の実習で自分の力を試してみて下さい。

実習先 西村証券

福岡　睦恵さん

花園大学文学部 3回生
Ｑ：応募のきっかけは？
Ａ：私の中で、インターンシップは必ず受

けるものだという考えが初めからあり、
迷うことなく応募しました。また、コンソ
のインターンは、他大学の学生と知り
合える機会だと思いました。実習先は、
京都で幅広く事業を展開している接客
のできるところから選びました。

Ｑ：実習内容を具体的に教えてくださ
い。

Ａ：11日間の実習でした。初日オリエン
テーションがあり、課題をあたえられま
した。次の5日間は課題を念頭に置きながら店舗実習をさせていただき、次の４日間は本社にて課題解決に向けてのプレゼンの準備をしました。そして最終日に与えられた課題に対する企画書を社員の皆さんの前で発表しました。

Ｑ：インターンシップを終えての感想は？
Ａ：実習で体験したことをもとに、課題を解決する企画を考えて、それをプレゼンテーションできるようにまとめ、最終発表をするのは、初めてのことで多くを学びました。事後学習の経験交流会での他の学生の発表には大変刺激を受けました。これからの、学生生活のモチベーションになると思います。

実習先 株式会社くろちく倭美坐

これは、販売促進のため企画したマスコットです。

真古都くん
ま こ と

実習先からのメッセージ
　当社のインターンシップでは、金融業界全般に関する知識をはじめ、金融商品取引及び資産運用の実際について学んでいただけます。株式や債券及び為替相場の変動要因となる、マーケットメカニズムやグローバル経済の動向等について、それぞれ専門の担当者からレクチャーいたします。また、営業部門のオフィスにて取引の現場を見たり、バック部門では実際に業務を体験したりと、証券会社の業務全般にわたり触れていただくこととなります。その他、社会人としてのコミュニケーションスキルやビジネスマナーについてもレクチャーします。これらにより金融及び資本市場に関する理解を楽しみながら深めていただくとともに、これまでと違った考え方や視点を持つことができ、人間的にも成長することができます。

西村証券株式会社　　　
総務部　石川 岳司　

就職活動の一歩
というよりは、

社会人の一歩を
踏み出せた

熊谷　美保さん

成安造形大学芸術学部 3回生
Ｑ：応募のきっかけは？
Ａ：芸術大学なので、専門ではない業務を経験し、

あらゆる角度から刺激を受けたいと思ったから

です。

Ｑ：実習内容を具体的に教えてください。

Ａ：フロント業務(お出迎え、チェックインのアシス

タント、DM準備の事務作業)、ベルボーイ(お部

屋までの案内、荷物運び)、喫茶・夕食会場での

飲料サーブ、簡単な掃除、イベントの準備・手伝

いが主な仕事でした。事前訪問の際に興味の

ある仕事内容を聞いてくださり、相談しながら

実習計画を立ててくださいました。そのため希

望通りの実習になりました。常に、困った事・わ

からない事を従業員の方に尋ねられる環境で、積極的に実習することができました。

Ｑ：インターンシップを考えている人にアドバイス
をお願いします。

Ａ：事前・事後学習で、他大学の学生の意見・考え方・プレゼンやスピーチを聞いて、周

りの意識が高いことに衝撃を受けました。良い影響で、大変だったレポートも前向

きに、真剣に取り組めました。どんなことにもチャレンジできる自信がつきました。

実習先 株式会社国華荘  びわ湖花街道

  5:00 起床
  6:00 出勤
  9:00 出社・打ち合わせ
  9:10～11:00
 館内清掃・喫茶でのお茶サーブ
11:00～12:00
 フロントでの事務作業
12:00～14:00
 客室サービス（掃除・備品チェック）

14:00～15:00
 お昼休憩
15:00～19:00
 フロント業務
 （お出迎え・チェックイン補助・部屋
 までの案内）
19:00 退勤
22:00 帰宅

一
日
の
流
れ

渡邊　晋平さん

同志社大学経済学部 3回生
Ｑ：実習先を選んだ理由は？
Ａ：総合職として、介護部・管理部の両

方が体験できると思ったからです。
Ｑ：実習内容を具体的に教えてくださ
い。

Ａ：介護部では利用者の皆さんと一緒
にできるレクリエーションを企画し
実施すること、管理部では職員イン
タビューをして新卒の大学生に配
布する千春会の魅力を伝えるパン
フレットの作成を任されました。

Ｑ：実習の感想は？Ａ：介護部では、利用者の方々の安全などを考慮して見学が中心になりました。手助けできないもどかしさを感じたこともありましたが、職員の方に話を聞く中で“見て学ぶ”ことの重要さに気づきました。最終日に企画したレクリエーションは、職員の方に「今度から取り入れようかな」という嬉しいお言葉もいただきました。
　　広報物の作成では、インターン生同士で話し、業務を適材適所に振り分けて効率よく仕事をすることができ、その大切さを実感しました。時間内に仕事を終えるスケジュール管理はこれからの課題です。
Ｑ：インターンシップを考えている人にアドバイスをお願いします。Ａ：事前・事後学習、経験交流会を通じてたくさんの仲間が出来ました。就活の一歩というよりは、社会人の一歩を踏み出せる機会です。ぜひ参加して下さい。

実習先 医療法人社団  千春会 藤井　絢さん

京都大学文学部 2回生

実習先

  7：00 起床　30分かけて自転車通勤
  8：45 勤務開始
 研修履修報告書のデータ集計
11：00 研修会場の設営

12：00 昼食(部署の方と一緒に)
13：00 研修運営補助
15：30 職場探検チーム同行
17：30 1日の振り返り、実習日誌記入

Ｑ：実習内容を具体的に教えてください。

Ａ：職員研修に係る業務（企画打ち合わせ・資料準

備、内容調整のための連絡業務、研修当日の設

営・受付・片付け、評価のためのアンケート集

計）、マガジン記事作成（インタビュー・記事企

画）、職場視察・職場探検チームの訪問に同行、

安全衛生職場巡回、庶務（コピー・電話対応・施

設管理）と幅広くすべての業務を体験できまし

た。ミーティングや会議、研修にも参加させて

いただきました。

Ｑ：インターンシップを終えての感想は？

Ａ：女性キャリアの方の働く姿を見て、30年、40年

と長く働くことについてのビジョンが見えてき

ました。働くとはやりがいを見つけることだと発見し、そのため今は自分がやる気

を持てる職種の情報収集をしています。

Ｑ：インターンシップを考えている人にアドバイス
をお願いします。

Ａ：私は2回生での参加でしたが、2回生で早いという事は、絶対ありません。むしろ、

後の余裕につながります。ぜひ、参加してみて下さい。

京都市・行財政局人材育成推進室

一
日
の
流
れ
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実習先一覧　ビジネスコース・パブリック　　コース

3348 都タクシー株式会社

教育（学校・大学等）
2314 大谷大学
2320 京都外国語大学京都外国語短期大学
2337 京都学園大学
3032 京都華頂大学・華頂短期大学
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
3058 京都ノートルダム女子大学
2565 京都文教大学
3268 株式会社キャリア総研
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
2315 学校法人佛教教育学園佛教大学
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
3193 全労済中日本事業本部
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
1037 大阪社労士事務所
3049 特許業務法人京都国際特許事務所
3339 京都税理士法人
3311 税理士法人京都ビジコン
3240 中央ビジネスグループ
1156 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
1039 株式会社プリンスホテル大津プリンスホテル
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
3271 株式会社琵琶湖ホテル
1223 株式会社ロイヤルホテル

（リーガロイヤルホテルグループ）
1193 株式会社ホテルグランヴィア大阪

商社・卸売
3329 株式会社古裂會（オークションハウス古裂會）
1100 株式会社佐野
2566 三共精機株式会社
2533 株式会社ヒトミ

小売・販売・専門店
1052 株式会社川勝總本家
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

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
2285 しあわせ総合研究所グループ
1137 株式会社地域社会研究所
3148 株式会社地域未来研究所
1205 株式会社三菱総合研究所

ソフトウェア・通信
3346 株式会社アローラ
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
3050 株式会社 SIGEL
1180 バルトソフトウェア株式会社

ブライダル
3200 株式会社エイジェイクリエーション

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
3292 未来映画社
3116 株式会社エトレコミュニケーションズ
3082 株式会社エフアイシー
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
3331 株式会社デイアライブ
3340 有限会社ティーエスピー
3317 株式会社ディレクターズ・ユニブ
2162 株式会社図書印刷同朋舎
2521 株式会社ビードリーム
1191 株式会社貿易広告社大阪支社
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
3279 株式会社ビックスマイル
2492 近鉄レジャーサービス株式会社（志摩スペイン村）
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

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
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サービス株式会社
2291 洛和会ヘルスケアシステム
3350 公益社団法人京都市身体障害児者父母の会連合会
3351 社会福祉法人和楽会特別養護老人ホームわらく

運輸・物流
2598 株式会社サカイ引越センター
3100 株式会社塚腰運送
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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。

1175 株式会社野田屋
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
3190 株式会社 Hibana
3234 富士ゼロックス京都株式会社
3281 丸善株式会社京都支店
3304 株式会社レスキュージャパン
3337 株式会社ワイングロッサリー

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
2278 株式会社キイストン
2130 株式会社キャリアパワー

製造
3299 グンゼ株式会社
3167 秀和株式会社
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
3338 株式会社 ShinSei
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
3342 株式会社山城工芸
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
1083 キンシ正宗株式会社
3077 株式会社聖護院八ッ橋総本店
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
3280 カナリア株式会社
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
1194 株式会社堀場製作所

不動産・建築設計
2432 株式会社学生ハウジング
2527 京都駅ビル開発株式会社
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

その他
3157 かみなか農楽舎
3254 株式会社京都映画センター
3327 京都工業株式会社
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
1151 株式会社冨田屋
2292 西陣織会館
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
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
1264 認定特定非営利活動法人気候ネットワーク
1263 大阪高齢者生活協同組合
3009 特定非営利活動法人関西国際交流団体協議会
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
3322 特定非営利活動法人月と風と
3336 ドーン運営共同体
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
2699 一般社団法法人のあっく自然学校枚方統括事務所
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
3201 特定非営利活動法人まんぼう
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 一般財団法人大阪市教育振興公社
1243 亀岡市役所
3306 川西町役場
1244 京田辺市役所
3278 京都芸術センター
1245 京都市
1266 公益財団法人京都市国際交流協会
3242 京都国立近代美術館
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
1248 草津市役所
1251 滋賀県庁
2778 城陽市
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
3026 南丹市教育委員会社会教育課南丹市立文化博物館
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
2289 栗東市役所
3056 野洲市役所
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

2016.2.17 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。
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6 月～ 11月の約 5ヶ月間、企業・行政機関・非営利組織（NPO・NGO等）が
提示したテーマを実現するプロジェクト型のインターンシップ

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。プロジェクトを通して、さまざま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。実習先が提示したプロジェクト
のテーマに沿って成果重視の活動を行うプログラムであり、実習先にとっても大きなメリットがあります。
そのため専門性や独創性が求められます。

　【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】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

2016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 同志社大学
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
渡邊　博己 京都学園大学

（50音順、非常勤講師等を含みます）

「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。

コーディネーターからの
メッセージ

山本建太郎
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2016年度講義計画　会場　キャンパスプラザ京都
日　程 時　間 回　数 講義名 講義形式 内　　　　容

プ

ロ

ジ

ェ

ク

ト

実

施

期

間

6/9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、実習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、実習生、実習先、
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）

実習先事前訪問期間： 6月10日（金）～6月22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）

6/23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）
全受講生

合同
各コーディネーター・実習先のもとで、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

6/30木

18：00～19：30 第5講
修了生によるプレゼンテーション
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）

全受講生
合同

修了生による体験談からプロジェクト・マ
ネジメントを学ぶ。他プロジェクトの実習
生との意見交換を行い、理解を深める。

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。

7/7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。

7/14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
ジェクトの実習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、実習先ごとにプロジェクトを行います。

9/29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
告会につなげます。ワークシート④を完
成させる。

10/13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 プロジェクトの実施、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）

10/27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。

11/12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 実習先・コーディネーター・実習生の交
流を深める。

11/17木 14:00～19:00 学習レポートおよびプロジェクト報告書提出期間

● 木曜日は上記日程以外でも実施される場合がありますので、予定を空けるようにしてください。プロジェクト毎に補講、または別途ミーティングが
実施される場合がありますので、ご注意ください。

●プロジェクトの活動は、上記日程以外にも行われます。
●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。
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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。

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 2016
　フリーペーパー『働く人々図鑑 2016』の発行
と『仕事・企業研究イベント』の開催。
　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”を体感します。

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
　（5月～ 6月）「PFF」についての研修（7月～ 8月）PFFスカラシッ
プ作品「過ぐる日のやまねこ」上映・イベント企画ならびに映像ギャ
ラリーでの運営体験（9 月～ 11 月）PFF 本祭（10/29 ～ 11/4 開催）
の事前準備・宣伝・期間中運営・ゲスト対応などに取り組んでいただ
きます。いろいろな体験を積みながら、人と向き合い接し、その中で
自分自身の考えを深め表現していくことを学び、また映画・映像の分
野で活動する人たちと関わることで新たな世界に触れる機会です。

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
世代を超えて、みんなで作る夏祭りと触れ合いの場に + αの楽しみ作
り 2016
・�寄宿生（不登校等の子ども）の適応指導や自立支援活動に準指導員
として、子どもと共に寝起き、食事等含めて、全て一緒に生活します。
・�5 回目となる夏祭り。より一層、地域に根付くような、企画・準備・
実践すべてを、インターンシップ生が中心となり実施します。
・�触れ合いの場を一層充実したものにする為のピザ窯の建設等を子ど
もと共にします。

2618　特定非営利活動法人木野環境
ごみに関する具体的なシステム開発
　木野環境は、廃棄物やエネルギー
などに関するコンサルティング事業
を行っています。また、国や自治体
の政策などに関する調査や事業を行うシンクタンク業務を行っていま
す。環境コンサルティングに興味のある学生さんを待っています。今
年は、ごみの追跡システムの開発、ごみの組成調査、廃棄物処理法上
の問題点の調査、ごみの図鑑など、社会的に価値のある制作物をつく
りたいと思っています。

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。これは、化石燃料の利用をやめて自然エネルギー
100％に切り替えることです。すでに、これに取り組む国・地域・企
業があります。本プロジェクトでは、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がどうやって社会課題の解決
に貢献するのか、最前線で活動したい方の応募をお待ちしています。

2640　株式会社ユメコム
老後と介護の窓口「シニアサポートデスク」を世に広めよう！
　高齢者と高齢者を抱える家族のための相談窓口「シニアサポートデ
スク」の事業を理解したうえで、本事業を広める（利用してもらう）
ための活動（営業・広報など）の実務を行います。
想定される活動内容
・�企業団体へのシニアサポートデスク導入のパンフレット等によるご
案内
・シニアサポートデスクの相談実例の広報活動
・シニアポートデスク周知のためのイベント・セミナー企画　など

3246　コンセプトグラマー有限会社
京都朝げいこ
　主に社会人が「Quality�of�Life（生活の質）」を目指す朝活スクール。
　PR会社のノウハウを活かした講座企画、運営、集客実務を通じ、マー
ケティング活動や広報 PRを実践していただきます。
1）企画立案（各講座の企画・集客・運営をプランニング）
2）�講座編成（講師選定及びシラバス作成から集客管理などの講座運
営。）

3）�プロモーション（ウェブや各種メディアと協力し、広報 PR視点で
集客を目指す。）

実習先一覧　プログレスコース
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。

戸本　有香さん

京都橘大学人間発達学部 3 回生

 実習先 　京都府教育委員会　向日市立向陽小学校
Ｑ：�学生ボランティア、教育実習、インターンシップという違う立場で教育現場に参加していますが、インターンシップと
他の違いは何でしたか？

Ａ：�インターンシップでは、振り返りの時間が毎回あり、担当の先生の視点からの意見が聞け新たな発見がありました。近
い距離で常に先生の仕事全般を知ることができました。この点が、ボランティアや学習メインの教育実習とは違う経験
になりました。

Ｑ：�具体的にどのような実習をしましたか？
Ａ：�クラスでは、授業の見学、机間指導、宿題のマル付けには少しコメントを付けたりしました。朝は、正門で児童に挨拶
をして、給食時は配膳指導、掃除の指導、放課後は補習の指導補助をしました。

Ｑ：6月から 9月までと長い実習ですが、参加スケジュールはどのようだったのですか？
Ａ：�夏休みが終わるまでは、児童との接点はない教師の事務作業などを補助し、夏休み終了後は、大学のスケジュールと調
整して週に 3回ほど参加していました。午前のみ、午後のみ実習に行かせていただいたこともあります。ただ、運動会
のような大きな行事は必ず参加でした。私の場合は、トータル 20 日程度の実習になりました。

Ｑ：いま、インターンシップを考えている学生に一言おねがいします。
Ａ：インターンシップに行けば何かを必ず学べます。迷うなら、参加してください。

修了生の声
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3334　認定 NPO 法人大阪 NPO センター
市民活動等を応援する「フォーラム」のファン獲得プロジェクト
　毎年開催している市民活動等を応援するイベント「CBフォーラム」。
若者の集客・イベント運営への寄付集めを、学生らしい新しいアイデ
アを加えながら実行していきます。
・課題解決から実行力までが身につく。
・プログラムマネジメントのスキルが身につく。
・�さまざまな社会起業家に接することで、視野
を広がる。

3285　株式会社インサイトハウス
人が好き！街が好きな人！「やましなさん」の活動で地域活性化
　「やましなさん」は、山科の人々にインタビューし、住民一人ひと

りの物語に焦点を当てた情報提供を目指
し、以下の活動を予定しています。
・�山科の地域情報をまとめたポータルサイ
トの作成、運営。「やましなさん」で検索。
・�街角インタビュー、地域イベント記事な
どの更新。活動を通じて、傾聴や話すこと、
プレゼンのスキルなどが身につきます。

3335　株式会社図書印刷同朋舎
『まいぷれ』で地域活性化
　下京区・東山区の地域情報ポータルサイト『まいぷれ』に、学生な
らではの発見やアイデアを盛り込んだコンテンツページを作っていた
だきます。

地元に暮らす皆さんへ、
毎日がちょっと楽しくなるような
情報を発信してみませんか。

3314　公益財団法人京都市ユースサービス協会
LIVE KIDS 25 回記念大会　広報プロジェクト　
　ロームシアターのオープニング事業でもある
「LIVE�KIDS�25 回記念大会」の仕事に携わって
いただきます。様々な媒体を通じ、集客や協賛
金獲得など広報と企画運営を行います。
　多様な価値観に触れ、様々な役割や仕事のう
えにフェスタが成り立つプロセスを体感しなが
ら学ぶことができます。

3344　公益財団法人京都市環境保全活動推進協会
広めよう！地域でごみゼロ大作戦
　「祭りのあたらしいお作法」を京都市内各地に広げていくプロジェ
クト。2014 年の祇園祭で、約 21 万食分をリユース食器に切り替える
活動が展開され、ボランティアスタッフがエコステーションの設置、
ごみの分別作業等を行いました。本年度も祇園祭ごみゼロ大作戦に参
画した後、その経験を活かして、京都市内各地の地域コミュニティが
主催する夏祭りでごみゼロ作戦を展開することを通し、地域で環境活
動を広めていくために必要なノウハウを明らかにします。

3315　未来映画社
劇場映画製作配給宣伝プロジェクト
　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
一連の実務作業を、現場の最前線のスタッフと同じ作業を体験するの
で、将来こういった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、小規模低予算でもクオリティの高い作品が出来
るという事を目の当たりにする事で、今後、妥協せず努力する事で良
いもの作ることが出来ると言う自信を持ってもらいたい。

3349　株式会社インサイトホーム
I café の活性化と地域情報の収集
　地域に密着するため、地域交流の場として開放しているコミュニ
ティスペース（I�café) を多くの人に知ってもらい、利用者を増やすた
めにどうすればよいか考え、企画し運営するプロジェクトです。
・�地域の情報収集や地域住人の紹介など発信し、地域の人とのつなが
りを作っていくことで、必要とされているものを理解したうえで、
交流の場を提供します。
・色々な世代の方と話すことで、考え方や物事の捉え方が学べます。

3333　ハクレイ酒造株式会社
地域食材を使ったスパークリング商品の開発と
リニューアルリリース及び企画
1. 地元の地域食材を使用したスパークリングのリニューアル企画
2. リニューアルに伴い、パッケージを一新。新商品のリリースを PR
3. それらの販促活動におけるマーケティングをおこなう
4. 海外に向けた情報発信をおこなう
　話題の「海の京都」での仕事、伝統産業・地域振興・商品企画・イ
ンバウンド観光など様々な角度の経験ができます

3352　京都市
京都の中小企業魅力再発見プロジェクト
　学生や親の大企業志向が強い中、人手不足・担い手確保が課題となっ
ている京都の中小企業の魅力を広く発信するプロジェクトです。京都
企業で働いている人達と一緒になって企業の魅力を掘り起し、その情
報を効果的に伝える方法を企画し、実践していただきます。
　企業で働く人との交流や“学生等にわかりやすく伝わる”広報手法
についてのアイデアを形にするなど、「働くこと」が実感できる内容
です。是非ご参加いただき、学生目線で京都の中小企業を盛り上げて
ください。

堀尾　光希さん

京都産業大学経済学部 3 回生

 実習先 　日本女子プロ野球リーグ 京都フローラ（株式会社わかさ生活 女子プロ野球事業部）

Ｑ：応募したきっかけは
Ａ：野球が好きで、スポーツビジネスにも興味があったからです。
Ｑ：全体のスケジュールは？
Ａ：�6 月にオリエンテーションがあり、7月の試合では運営のお手伝い（ファンクラブ会員受付、物販準備、球場清掃、ボー
ルボーイなど）をしました。その中で、現状を把握し、9月のイベントの企画を考案し、プレゼンをしました。9月の
試合でイベントを実施しました。イベントの企画から実施まで、のべ 16 日ほど出勤しました。10 月には、イベントを
振り返り報告会の準備をして 11 月には報告会を実施しました。

Ｑ：インターンシップで心がけたこと
Ａ：�実習前に実習先のＨＰをすべてチェックし、選手名鑑を読み込み選手一人ひとりの把握に努めました。実習中は、進ん
で挨拶をするように心がけました。

Ｑ：インターンシップを終えて・・・
Ａ：�試合の運営は、多くの業務で成り立っていることがわかりました。スポーツビジネスの内側を少し体験することができ
ました。ステップを踏んでじっくり企画運営ができたことで自信がつきました。

プログレスコースに興味のある方は
4月21日（木）18:00～説明会

20:00～相談会
＠キャンパスプラザ京都
に、ぜひ参加してくださいね
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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が ?
4 月 16 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 21 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（主に第 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 ?
面接にふさわしい身だしなみを意識して下さい。（毎年、スーツ着用の学生が多いです）

行動すること交流が大きな刺激主体性を持って

しない後悔より
する後悔

嬉しさ・苦しさ・
楽しさ

最高の夏CHANCE は
己でつかめ

２０１５年度修了生から
メッセージをいただきました！
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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が？
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が？
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開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。

No Challenge No Gain責任の重さが分かった主体的に！

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 19 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きいてください。

Facebook でインターンシップの情報を発信しています。いちど、
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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Web エントリー完了後に配信されるメールを印刷し、出願・面接日に本出願票と併せて提出してください。 

2016年度
インターンシップ・プログラム 出願票 

▶ 4月22日㈮ 9：00 ～ 5月5日㈭17：00 
▶ 5月6日㈮16：00～18：30   ▶ 5月7日㈯10：00～15：00 

Web エントリー期間

出願・面接日

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。

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。

ビジネス・パブリックコースを希望する場合には、志望する実習先を第３
順位まで選択することができます。但し、第２順位・第３順位に「2次選考」
を行う実習先を選択することはできません。ひとつの実習先が、複数の実
習部署にエントリーしている場合には、第２順位、第３順位にひとつの実習
先の別部署を選択することができます。

「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、絶対に許される行為ではありません。

自由記述です。
実習先名、業種、インターンシップでやりたいことなど記入
してください。

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くださいます。

「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
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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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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）
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京都大学
京都教育大学
京都工芸繊維大学
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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
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
京都嵯峨芸術大学
京都嵯峨芸術大学短期大学部
京都産業大学
京都女子大学
京都精華大学
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京都造形芸術大学
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京都薬科大学
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
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