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国立大学法人 電気通信大学のインターンシップ 

 

１．はじめに 

本学のインターンシップは、キャリア実践教育の一環として位置づけられおり、企業や各種団体の協力を得て行う

就業体験である。インターンシップには、国内企業で研修する「インターンシップ」と海外企業で研修する「海外インタ

ーンシップ」の２種類があり、学部 3 年生、修士１年生を対象に実施している。平成 10 年度から今までに 2500 名を越

す学生がインターンシップを体験した。学生はいずれ就職という形で社会に出て行くことになるが、社会が必要とする

ニーズにマッチした人材となって、社会で大きく活躍することが求められる。インターンシップに積極的に参加し、企

業・団体の現場で実体験をすることで、講義で学べないことを肌で感じ、自身の適性を理解・納得し、これからの学生

生活における課題を発見する契機あるいは勉学の方向の再認識につなげて欲しい。この体験は、学生自身のキャリ

アを考える貴重な機会となるに違いない。過去にインターンシップに参加した学生のほとんどは、インターンシップへ

の参加意義を高く評価し、後輩の積極的な参加を勧めている。インターンシップ推進室には、先輩学生の企業・団体

における体験レポート（インターンシップ報告書）が揃っている。是非それらを参考にして欲しい。 

 

２．本学インターンシップの基本的な考え方 

本学のインターンシップは、企業・団体の協力を得て行う就業体験（実習）で、主に夏季休暇を利用し下記の趣旨

で実施する。 

①実社会で必要な知識や技術、職場・通勤での安全性、勤労の尊さ、コミュニケーションの重要性などを体験。 

②自己の職業適性や将来設計について深く考える契機とし、近く始まる就職活動に向けた職業意識を高め、 

あるいは更なる勉学の重要性を認識し、今後の勉学や進路決定の一助とする。 

③研究・開発・製造・生産・流通・販売・サービスなどの各分野で、常にイノベイティブな活動が要望されてい 

ることを理解すると共に、社会が必要とするニーズに柔軟に対応できる意思と能力を身につける。 

④チームワークの重要性や職業人としての自立の在り方を考え、将来の職業人としての心構えと抱負を養う。 

学部インターンシップは、3 年次の夏季休暇中に国内、海外の企業・団体で行う就業体験が主であり、実習期間

は原則 90 時間以上（できれば 3 週間以上）とし、海外インターンシップは 1 ケ月以上を推奨している。 

大学院インターンシップは、研究・技術開発寄りの実習が好ましく、主に 1 年次の夏季休暇中に学部と同様に原

則 90 時間以上の国内、海外のインターンシップ科目（できれば国内 3 週間以上、海外 1 ケ月以上）がある。これら

に加え、原則実習期間が 180 時間以上の就業体験が必要となる「インターンシップ（長期）」と「海外インターンシッ

プ（長期）」がある。このように、一定期間、企業・団体の現場で、実習を行い、その経験から勤労観、職業観を育成

し、自らのキャリア形成（卒業後の進路設計）に役立ててもらうことにしている。実習中はビジネスマナーを守ること

を心がけ電気通信大学学生として大学の品位を落とさぬよう努めなければならない。 

 

３．インターンシップにおける賠償責任と企業機密保持、海外インターンシップ渡航費等の支援 

    学生は実習期間中の災害、事故の発生に備え実習に先立ち「学生教育研究災害障害保険（学研災）及び学研災

付帯賠償責任保険」に必ず加入しなければならない。また学生は実習期間中企業の就業規則を遵守し、知り得た企

業秘密等を第三者に漏洩しないよう約束、記した「誓約書」を企業・団体に提出する。 

    海外インターンシップを希望する学生については、日本学生支援機構（JASSO）の短期派遣奨学金や本学の渡航

費等の支援（創立 80 周年記念学術交流基金および学長裁量経費による学生の海外派遣等に関する助成）がある。 

インターンシップ
電気通信大学 共通教育部 キャリア教育部会 インターンシップ推進室
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４．インターンシップ実施要領 

（１）履修内容 

 項目 学部 大学院 

1 履修体験内容 主に理工系だが、必ずしも研究・開発とは限らない 理工系で、できれば研究・開発業務を体験 

2 実習時間・期間・時期 事前・事後の学習を含み実習時間は90時間以上（長期インターンシップは180時間以上）を原則とするが、時間、期間の詳

細は学部「学修要覧」、大学院「学修要覧」のインターンシップを参照のこと。主として夏季休暇中を実習期間とする 

1 企業でのインターンシップが規定時間以上であることが単位認定基準となるので、注意すること 

3 受入企業・団体の告知 企業・団体名、実習日程、テーマ、募集人数などを各学科・専攻の掲示板などに表示し告知する 

4 事前教育・学習 学生はインターンシップの意義、自らの希望する業界、企業について研究、学習をすること 

ビジネスマナー等の指導は、インターンシップ推進室で随時行う。また講習会も実施する 

5 実習先の選択・決定 

（大学推薦の場合） 

各学科・専攻のインターンシップ担当教員、インターンシップ推進室教員が企業・団体の受入条件、学生の希望分野や通勤

時間等を考慮して面談を重ね、マッチングの取れた希望学生を指定・推薦する。大学が推薦した学生を企業・団体と交渉、

調整し受入れ先を決定する。推薦にあたっては履歴書が必要。なお企業・団体の面談が行われる場合もある 

（公募の場合） 学生が研修を希望する企業のホームページ等へ直接エントリーし、企業が受入れの可否を判断する 

申請手続きは大学推薦インターンシップと同様。希望票、教員との面談は必須 

6 服務規則遵守 学生はインターンシップ期間中、実習先の諸規定、監督者、指導者等に従う 

7 報酬、交通費など 報酬は原則支給されない。交通費と昼食代は実習先企業・団体からの支給をお願いしているが、支給されない場合もある

8 通勤定期など 実習期間が４週間以上で、実習先から「交通費」の支給が無い場合のみ通勤定期証明書（学生割引）が発行される場合が

ある。また通勤不可能な場合、実習先企業・団体に宿舎の準備をお願いしている 

詳細、申請方法等についてはインターンシップ推進室教員に相談すること 

9 実習修了認定 インターンシップ修了時、企業・団体の指導者が記入、発行する「修了書」で認定する 

10 事後教育・学習 インターンシップ修了後、実習内容・感想・反省などの「報告書」を作成し、各学科・専攻のインターンシップ担当教員へ所定

期限内に提出すること。なお、各学科・専攻のインターンシップ担当教員と面談し報告、発表を行なう場合がある 

11 成績評価・単位認定 各学科・専攻のインターンシップ担当教員が報告書、修了書等で成績を評価し、合格者に単位を付与する 

単位数、規定は学部「学修要覧」、大学院「学修要覧」のインターンシップを参照のこと 

インターンシップは１科目しか履修できない 

（２）提出書類他           注：海外インターンシップを希望する学生は、渡航日程表など下記以外にも提出書類があるので注意のこと。 

１ 希望票 希望票提出が履修意志表示となる。履修を悩んでいる場合にも提出のこと 

2 履歴書 高校入学以降の学歴とインターンシップ志望理由、及び実習先企業・団体の選択理由等を記載する 

3 インターンシップ願 

未提出の場合は 

単位が認められ 

ない 

実習先決定後「インターンシップ願」に学科インターンシップ担

当教員の承認を得て 研修開始前までに提出の

こと。インターンシップ単位履修申請を兼ねる 

実習先決定後「インターンシップ願」に主任指導教員、専

攻長の承認を得て、専攻のインターンシップ担当教員へ

研修開始前までに提出のこと。インターン

シップ単位履修申請を兼ねる 

研修先が公募企業の場合でも研修開始前までに必ず提出のこと 

4 誓約書 学生が企業・団体の実習で知り得た企業機密を第三者に漏らさない約束、及び実習先の諸規定、監督者、指導者等に従う

誓約であり、学生自身が署名捺印し、受入先責任者にインターンシップ開始時に提出。企業仕様の誓約書でも代替可 

5 開始届 インターンシップ期間中の危機管理のために、実習先の連絡場所、実習先責任者の電話等の届け出 

6 報告書 実習内容、記録、感想の報告であり所定期限内に各学科・専攻のインターンシップ担当教員に提出 

7 学生アンケート インターンシップ修了後、実習成果、及び後輩へのアドバイス等のアンケートに回答する 

8 ＜参考＞修了書 インターンシップを修了した証しとする書類で、企業・団体の責任者、指導者が記載し発行。大学に送付される 

（３）事故災害、損害賠償他  ・・・・インターンシップ研修開始前までに必ず加入のこと 

1 事故災害障害保障 実習中の事故、災害に対して「学生教育研究災害障害保険（学研災）」が適用される 

なお、海外インターンシップでは海外旅行保険などに加入することが求められる 

2 損害賠償保障 実習中に企業・団体に損害を与えた場合の保障・補填に対し「学研災付帯賠償責任保険」が適用される 

3 健康保険証 不慮の事故、病気等に対処するため健康保険証、もしくは健康保険証の写しを各自必ず持参のこと 
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３月 照会

回答

４月 提出

回答

通知

面談

面談

相談

提出 送付・交渉

５月

～

連絡 受入通知

⑤
７月

連絡 連絡

願い

承認

　　　　(公募インターンシップも同様に提出のこと） 提出

⑦

確認

提出

提出・連絡 確認

８月

～

９月 事前調整

訪問

受領

　　　　（公募インターンシップも同様に受領が必要）

御礼

送付

10月 提出

～

翌年 依頼 依頼

２月

回答 回答

成績通知

学生は①から⑮のスケジュールに沿ってインターンシップを履修すること。

各学科・専攻のインターンシップ担当教員

（企業・団体が直接学生に連絡することもあり）

電気通信大学インターンシップ（平成28年度）

各学科・専攻のインターンシップ担当教員が
面談日時通知＆面談

５．インターンシップ履修のプログラム

企業・団体学生

指定日時に各学科・専攻のインターンシップ
担当教員と面談

初日集合時間、場所、及び勤務開始
時間などの具体的スケジュール

③

推薦学生の受入決定

⑧

「インターンシップ願」を作成

インターンシップ先の責任者、又は
実習直接指導者

インターンシップの開始

署名承認印受領済み「インターンシップ願」

(未加入の場合は、加入してからインターンシップを開始すること）

学部生:インターンシップ担当教員の署名承認印を受領

インターンシップ受入条件
（期間、受入人数、場所）等を

企業・団体が検討

②

①

インターンシップ受入企業・団体を学内に周知。（周知はインターンシップ推進室から８月ころまで続く）

各学科・専攻のインターンシップ担当教員
またはインターンシップ推進室教員が相談にのる
(東3号棟７階701室に先輩学生のインターンシップ

報告書が取り揃えてあるので随時閲覧できる）

企業や業界の研究
及び周知された企業の受入れ条件等を考慮して

インターンシップ実習先企業・団体を検討

（企業からの具体的インターンシップ日程等の確認）

インターンシップ推進室教員
（学生が希望した企業・団体と調整し、

大学推薦書と履歴書を企業へ）

インターンシップ推進室

インターンシップ推進室
(企業・団体へ電通大学生の

インターンシップの受入可否の照会)

初日の集合時間、場所、及び勤務開始時間などの
研修開始に必要な情報受領

大学

インターンシップ推進室

大学院生:主任指導教員及び専攻長の署名承認印を受領

各学科・専攻の
インターンシップ担当教員

 及びインターンシップ推進室

インターンシップ受入先企業・団体の決定　及び　具体的スケジュール等の情報の共有

受入企業・団体の
インターンシップ責任者

履修希望学生はインターンシップの
「希望票」を記入

インターンシップガイダンスに参加
（各学科、専攻毎に開催）

各学科・専攻のインターンシップ担当教員に
よる「成績評価」

「インターンシップアンケート用紙」に記入
インターンシップ推進室

（インターンシップアンケート・まとめ）

インターンシップ学内報告会／インターンシップ成果発表会

インターンシップ修了学生

「インターンシップ願」に

大学から企業・団体様への御礼状

⑨

「インターンシップ修了書」を
インターンシップ先から受領

（企業から大学へ直接郵送される場合もある）

学部＜各学科のインターンシップ担当教員＞
大学院＜各専攻の主任指導教員及び専攻長＞

⑮

⑬

⑭

お世話になった方に「礼状」や「お礼のメール」
を書き送付

⑫

各学科・専攻のインターンシップ担当教員
「インターンシップ報告書」を作成し
「インターンシップ修了書」と共に

各学科・専攻のインターンシップ担当教員へ

実習指導者がアンケート回答書に記入

⑪　実習 各学科・専攻のインターンシップ担当教員、および
インターンシップ推進室教員の企業訪問

インターンシップ先の責任者、又は

指導・教育
（受入企業・団体の実習現場）

学生課（本館）

「誓約書」を作成
インターンシップ

受入責任者
「インターンシップ開始届」を作成

（研修開始２日以内）

教員との相談等でインターンシップ先希望企業
を選択した学生は「履歴書」を作成

④

⑥

インターンシップ推進室
（インターンシップ開始の確認）

インターンシップの修了

「学生教育研究災害障害保険」＆
「学研災付帯賠償責任保険」の加入確認

⑩

インターンシップ先の責任者、又は
実習直接指導者が修了書を作成

（実習開始の初日）

通勤

（インターンシップ修了書）
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５．インターンシップ履修のプログラム



６．インターンシップ履修申請から研修先決定、研修修了までの流れ（平成 28 年度） 

インターンシップ履修申請から企業探し、研修修了までの学生アクションアイテムの流れは以下の通り。書類が多いので注意のこと。 

 

７．インターンシップの相談窓口     ホームページ ： http://www.uec.ac.jp/career/career/internship.html 

    東３号館 ７階７０１室にあるキャリア教育部会 インターンシップ推進室です。 

    インターンシップ推進室は高橋、小林、糟谷の 3 名の教員と事務の三國で担当します。 

    推進室はあなたのキャリアアップを応援します。お友達とご一緒にお気軽にお越しください。お待ちしています。 

    Tel  042-443-5778 (学内からは内線 5778)   メールアドレス ： intern@crc.uec.ac.jp 

「インターンシップ希望票」メール提出 （各学科・専攻インターンシップ担当教員、インターンシップ推進室へ）

各学科・専攻のインターンシップ担当教員と面談日時を相談（メールなどで） 

インターンシップ担当教員と面談終了？ 
NO 

学内に周知された（＠各学科、各専攻事務室など）大学推薦受入れ企業の条件や 

公募受入れ企業の募集条件等で研修希望先企業の研究 

受入れ企業条件のマッチング（各学科・専攻インターンシップ担当教員、インターンシップ推進室教員ほかと相談して） 

インターンシップガイダンス（＠各学科、各専攻）に参加 

研修先候補企業は見つかったか？ 

主任指導教員の許可を得たか（院生）？

NO 

YES 

「履歴書」を作成（学歴、インターンシップ志望動機などを記載）し、インターンシップ推進室へ提出 

YES 

企業から受入れ決定、スケジュールなどが通知される（企業からインターンシップ推進室、もしくは学生本人へ） 

研修開始前に「インターンシップ願」を担当教員に提出（大学推薦の場合も公募の場合も同様）  

学部生 ： 学科のインターンシップ担当教員の署名捺印の承認が必要 

大学院生 ： 主任指導教員、専攻長の署名捺印の承認が必要 

（インターンシップ終了後に「インターンシップ願」を事後申請することは認められないので注意すること） 

インターンシップ初日に「誓約書」（学生自身が署名、捺印済み）を企業へ提出 

「インターンシップ開始届」をインターンシップ開始 1 ないし 2 日以内に大学へ連絡する 

インターンシップ研修修了後、インターンシップでお世話になった企業・団体の方へ「礼状」を送る 

「報告書」を各学科、各専攻のインターンシップ担当教員へ提出。インターンシップ推進室からのアンケートに回答 

企業・団体で就業体験（研修） 

「インターンシップ希望票」の入手と必要事項の記載 （希望票はインターンシップ Web からダウンロード） 
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