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インターンシップ先が決定した学生へ 

 

インターンシップ先および実習日程が決定した学生は以下の流れで書類提出などの手続きを行ってください． 

インターシップの受け入れ先との協定が必要な場合や，様々なトラブルを避けるためにこの手続きが必要となります． 

そして，インターンシップA・B・Cの認定において必要な事項を書いています．（教育学部を除く16生以降） 

 

インターンシップ届（全員） 

 キャリア支援センターでは，学生の皆さんがインターンシップに参加していることを把握し，何らかのトラブルにあった時に対処

できるように，届け出をお願いしております．その際に， 「学研災付帯賠償責任保険（学研賠）」に必ず加入してください

（詳しくは「ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ届出兼誓約書」の下部を参照）．学外のインターンシップサポートを通しての参加の際も提出をお願いします． 

また，事前事後のアンケートを通して，インターンシップによる成長を確認しています．インターンシップに行く前，また，終了

後にアンケートに協力してください． 

書式名 書類名 備考 

 インターンシップ保険（学研賠） C1号館6階 学生課で申請（210円） 

(intern1) インターンシップ届出兼誓約書 インターンシップに行く人は全員必ず提出  
（複数社行く場合はその都度提出してください） 

(intern2) 事前・事後アンケート 全員協力をお願いします． 
（複数社行く場合はその都度アンケートにご協力ください ） 

(intern3) インターンシップ活動証明書（必要な人のみ） 講義などを欠席することを伝えるためのものです 

 

キャンパスウエブからのインターンシップ参加学生 

 キャリア支援センターと岡山県中小企業団体中央会（キャンパスウェブのサポート団体）とは連携をとってのインターンシップを

実施しています．書類一式をホームページからダウンロードして，手続きの準備をして下さい．キャンパスウエブの登録の仕

方，エントリーの仕方については，キャリア支援センターにて資料を置いています．  

 書式名 書類名 備考 

最

初 

(intern4) 受入れ企業への教育協力依頼書 大学から企業への書類（最初に企業に渡す） 

(中央会様式１) 受入承諾書 必要事項を記入し，企業へ提出 

(中央会様式２) 誓約書 記入し，企業へ提出 

中 (中央会様式３a/b) 実習日誌 １日ごとにチェックをもらい企業へ提出 

終

了

後 

(中央会様式４) まとめ 終了後，作成し，企業へ提出 

(中央会様式５) 実施評価書 所属と名前を記入して，最初に企業に渡す 

(中央会様式６) 受入れ企業・団体アンケート 所属と名前を記入して，最初に企業に渡す 

(中央会様式7) 参加学生アンケート (intern2)と合わせてキャリア支援センターへ提出 

 

キャンパスウエブ・キャリア支援センター以外で申し込みをしたインターンシップ参加学生 

 就職支援企業が運営しているホームページや企業のホームページなどから申し込みをした場合も，必ず，保険の加入と

（intern1）インターンシップ届出兼誓約書，（intern2）事前・事後アンケートを提出してください．各インターンシップ先で

もキャンパスウエブと同様の報告書などを作成することとなりますので，一生懸命取り組んでください． 

 また，受入先から覚書や協定書の締結が必要と言われた場合はキャリア支援センターへ来てください． 

 

※ 様式はMOMO CAMPUSに掲載  各自で印刷して利用してください。 
「公開講座」→「キャリアガイダンス 2018」→「学習する」→「(8) 【インターンシップ単位認定書類】一式」→ 
「学習する」→必要なページを印刷して適宜利用 
 

お問い合わせ先／岡山理科大学 キャリア支援センター （担当： 河野
かわの

・菊池） 

TEL 086-256-8435 FAX 0120-49-6210  E-mail：internship@office.ous.ac.jp 

 

H30年7月23日 

 

↓MOMO CAMPUS 

mailto:internship@office.ous.ac.jp
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（intern１） 

インターンシップ届出 兼 誓約書 

   

平成    年    月    日 

岡山理科大学キャリア支援センター 

センター長 

 河野 敏行 様 

 

学生番号                    

 

参加者名                    ㊞ 

 

受入れ企業・団体名  

 

受入れ企業・団体の都道府

県名（可能ならば住所） 

 

期間      年    月    日 ~   年    月    日（実質   日間） 

エントリー手段 

〇をつけてください 

ｷｬﾝﾊﾟｽｳｪﾌﾞ ・ リクナビ ・ マイナビ ・ ｲﾝﾀｰﾝ学内企業説明会 ・ 

その他（                           ） 

備考（年度を超えるか、保険加

入済など）その他 

 

 

 

インターンシップに際して下記事項を厳守することを誓約します． 

 

記 

1. 実習中は，受け入れ企業（団体）の就業規則，監督，指導に従います． 

2. 実習では次の事項を厳守します． 

(ア) 社会人としてのマナーを守り行動する 

(イ) 連絡の取れない状況を故意に作らない 

3. 学研災付帯賠償責任保険（Bコース）に加入します． 

4. インターンシップ中に何らかの事故があった場合は，直ちに受け入れ企業（団体）および大学に報告します． 

5. 単位認定を行う場合は必要な書類の作成，および，手続きを行います． 

以上 

 

（提出の際，「(学生控)任意賠償責任保険料ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ兼領収証」の半券のコピーを裏面にのり付けすること） 
【保険加入方法】 C1号館6階の証明書自動発行機で「任意賠償責任保険料ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ(1年間)」を発行し(210円)、学生課へ提出後、カウ
ンターで「学生控」（半券）をもらってください。「学生控」（半券）をコピーし、この書類の裏面にのり付けしてキャリア支援センターへ提出。 
ただし、複数社参加する場合において１社目の届出の際に保険のコピーを添付済の場合は、２社目からコピー添付は不要。その場合は備考欄に

「保険加入済」と記入すること。
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 インターンシップ事前事後アンケート（事前  ・  事後）← どちらかに〇を 

事前と事後で( )の文字を読みかえて，回答してください．  

1＝まったくあてはまらない  ２＝あまりあてはまらない  

３＝どちらとも言えない ４＝あてはまる ５＝非常にあてはまる 

☑を入れてください     

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

 

41 

42 

43 

44 

45 

インターンシップの目的とその達成 

インターンシップに参加することで、必ずしも希望ではない業種・仕事を体験できる（た） 

インターンシップを通じて仕事の能力を身につけることができる（た） 

インターンシップを通じて就職活動で必要となるマナーを身につけることができる（た） 

インターンシップを通じてコミュニケーション能力を身につけることができる（た） 

インターンシップに参加することで単位を取ることができる（た） 

インターンシップをできれば就職（採用）につなげることができる（た） 

インターンシップを通じて，自分の進路・就職先の希望をはっきりさせることができる（た） 

今回のインターンシップを通じて将来自分の就きたい仕事を経験できる（た） 

就職活動の際の自己PRで記述できるような体験ができる（た） 

インターンシップでやりがいのある仕事を見つけることができる（た） 

自分にもできる仕事があることを確かめることができる(た) 

インターンシップを通じて企業現場で専門知識が活かされていることを確かめることができる（た） 

インターンシップを通じて，専門の学業での課題が見つけることができる 

インターンシップを通じて，幅広い教養を身につけることができる（た） 

日本の企業の現状や課題を知ることができる（た） 

インターンシップを経験して学業以外での自分の適性を見つけることができる（た） 

人と協調して働くことが学べる（た） 

自分に不足していることに気づくことができる（た） 

学生と社会人の立場の違いに気づくことができる（た） 

就職したい企業を詳しく知ることができる（った） 

職業・キャリア意識 

卒業後，就職浪人をしてでも就きたい仕事を目指したい 

新しいもの（価値）を生み出す仕事をしたい 

最低限の収入があれば，どのような仕事に就いても良いと思う 

安定した企業・事業所で雇用を得たい 

評判の高い企業・事業所で仕事をしたい 

自分の能力を生かせる仕事に就きたい 

自分の専門を活かせる仕事をしたい 

できれば，恋人と同じ地域の会社に就職したいと思う 

社会的に責任ある仕事に就きたい 

部下を率いて組織を動かせる仕事をしたい 

いろいろなことにチャレンジできる仕事に就きたい 

人（客）と接触することが多い仕事をしたい 

自分で判断して取り組める環境で仕事をしたい 

自由に仕事時間等を調整できる仕事をしたい 

地元の企業・事業所に就職したい 

休暇が取りやすく，労働時間も長くない仕事がよいと思う 

できるだけ多くの収入が得られる仕事に就きたい 

人の生命や安全を守る仕事に就きたい 

報酬はともかく、人に喜ばれる仕事をしたい 

仕事の内容はともかく企業の発展に尽くす仕事をしたい 

総合 

今回のインターンシップに満足できる（た） 

今回以外にも在学中にインターンシップに参加したい 

インターンシップは短期間よりも長期間（1ヶ月以上）の方が良いと思う 

インターンシップは早い時期（1～2年次）に参加した方が良いと思う 

インターンシップでいくらかの報酬があるとよい 

1   2   3   4   5 

□－□－□－□－□ 

□－□－□－□－□ 

□－□－□－□－□ 

□－□－□－□－□ 

□－□－□－□－□ 

□－□－□－□－□ 

□－□－□－□－□ 

□－□－□－□－□ 

□－□－□－□－□ 

□－□－□－□－□ 

□－□－□－□－□ 

□－□－□－□－□ 

□－□－□－□－□ 

□－□－□－□－□ 

□－□－□－□－□ 

□－□－□－□－□ 

□－□－□－□－□ 

□－□－□－□－□ 

□－□－□－□－□ 

□－□－□－□－□ 

 

□－□－□－□－□ 

□－□－□－□－□ 

□－□－□－□－□ 

□－□－□－□－□ 

□－□－□－□－□ 

□－□－□－□－□ 

□－□－□－□－□ 

□－□－□－□－□ 

□－□－□－□－□ 

□－□－□－□－□ 

□－□－□－□－□ 

□－□－□－□－□ 

□－□－□－□－□ 

□－□－□－□－□ 

□－□－□－□－□ 

□－□－□－□－□ 

□－□－□－□－□ 

□－□－□－□－□ 

□－□－□－□－□ 

□－□－□－□－□ 

 

□－□－□－□－□ 

□－□－□－□－□ 

□－□－□－□－□ 

□－□－□－□－□ 

□－□－□－□－□ 

今回のインターンシップ先の業種        数字を記載  → 
 
1.建設業 2.製造業 3.流通業 4.金融業 5.サービス・情報業 6.その他 

 

(intern2) ↓※コード番号を記入して下さい 

※【コード番号の記入方法】１社目なら「０１＊＊＊＊」、２社目なら「０２＊＊＊＊」と記入。＊は好きな数字４桁。 
事前、事後のコード番号は必ず同じ番号を記入してください。忘れないようメモしておくこと！ 


