
富山県インターンシップ推進センターって
なんですか？

　県内企業におけるインターンシップを促進する
ために、富山県が平成29年に設置し、運営する
ものです。

　富山県インターンシップ推進協議会は、富山
県内の加盟校と富山県により、インターンシップ
の推進のため平成12年に設置されました。

〈県内の加盟校〉� （2020.4.1現在）
富山大学、富山県立大学、富山国際大学、
高岡法科大学、富山短期大学、富山高等専
門学校（本郷キャンパス・射水キャンパス）

　参加費はかかりません。
　交通費や昼食代は、原則自己負担となります。

　高等教育機関以外の実業の世界に身をおくこ
とによって、その組織が社会の中でどう機能して、
貢献しているのかを体験し、今後の就職活動や
社会活動に役立てることもできます。
　また、自分の学問・専門領域での課題意識を
育てるためにも有用です。

　インターンシップは原則無報酬で、アルバイト
は報酬が受け取れます。
　インターンシップは、企業・団体の経営層や従
業員まであらゆる階層の人とコミュニケーション
を図ることができるので、事前の業界・企業研
究を含め、企業経営の実際を知ることができま
す。
　アルバイトでは指示に従って作業をするだけで
あり、部分を知るのみで、企業全体を理解する
のは困難です。

富山県インターンシップ推進協議会って
なんですか？

学生がインターンシップに参加する際、
お金はかかりますか？

インターンシップってなんですか？

アルバイトとの違いはなんですか？

インターンシップ先は
どうやって選べばいいですか？

　キャリア形成を考えて選びましょう。
　企業・団体名、業種、規模、地域で選択はで
きますが、まずキャリア形成を考え、自分の関
心のある領域に絞って選ぶことが大切です。

　目的をはっきりさせて、何のために参加するの
か、どの企業・団体で就業体験を行うのか、参
加動機をはっきりさせておくことが大切です。
　単位目的だけの参加は、本人、受入先企業・
団体にとって時間の無駄になります。取り組む
姿勢・態度によっては、後輩のインターンシップ
機会を失うことにもなりかねません。

　インターンシップは、基本的には採用と関係は
ありません。また、日本経団連が公表している
倫理憲章の中でもこのことは明記されています。
　しかし、企業・団体、業界を深く知ることが
できるので、今後のキャリア形成や就職先を決
めるために役に立ちます。就職希望先であれば、
プラスになることもあります。

　対象学生は、富山県内の大学、短大、高専、
専門学校等に在籍する学生の皆さんをはじめ、
富山県外の学生で、UIJターンを希望する学生の
皆さんを対象としています。

　専門学校生も参加することができます。

　1年生や2年生でも参加することができます。

インターンシップには
どういう心構えが必要ですか？

就職にプラスになりますか？

富山の学校に通っていませんが
参加できますか？

専門学校生ですが参加できますか？

大学2年生ですが参加できますか？
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https://internshipnavi-toyama.jp
インターンシップナビとやま

富山県インターンシップ推進センター
〒930-0805　富山市湊入船町9-1（とやま自遊館2階）

TEL 076-482-3420　FAX 076-482-3421
E-mail：info@internship-toyama.jp

URL：http://job-suishin.jp/support/intern.php
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Let’sアクセス!
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が ここにある!



インターンシップとは？

インターンシップってなんですか?

学生にはどんなメリットがある？
現在、大学卒業者のおよそ3割が、就職後3年以内に離職していると
いうデータがあります。就職してから「こんなはずではなかった」と
就職前のイメージとの差を感じるなど、就職先とのミスマッチが大き
な要因となっています。インターンシップ事業は、こうした状況を打
破する効果も期待され、産学官一体となって取り組まれています。

就業体験を通じて、仕事や企業・団体等、社会への理解を深め、働
く自分を明確にイメージできます。自分にはどんな仕事が向いている
か、今の自分には何が欠けているかを的確に知るためにとても役立
ちます。インターンシップとは何なのか、自分はなぜインターンシップ
に参加しようとしているのか、自分自身でももう一度よく考えてみて
ください。

インターンシップは、就職・採用活動ではありません。もしも就職・
採用活動開始前にインターンシップと称してそれら活動が行われるよ
うなことがあれば、キャリア教育としてのインターンシップに対する
信頼が失われてしまいます。企業・団体等も留意しながら実施してい
ますので、学生の皆さんもインターンシップを行う目的を明確にして
から参加してください。

学生が企業・団体等において就業体験をする制度のこと。在学中に
自らの専門・専攻、将来のキャリアに関連した就業体験を行うこと
により、主体的な職業選択能力や高い職業意識の育成を図ることが
期待されています。

■実習先が決まった場合・・・
　選考結果通知のメールに実習先担当者の連絡先などが
記載されていますので、初日の集合時間や服装などを確
認しましょう。
　また、トップページの一番下に「ビジネスマナーブック」
（PDF）がありますので、実習開始前に一読しましょう。

〈参加確認書について〉
　選考結果通知のメールに「参加確認書」が添付されてい
るので、必要事項を入力し、実習先企業・団体担当者に
提出してください。
　富山県インターンシップ推進協議会に加盟する学校に
在籍している学生の皆さんで、「単位取得」を予定してい
る場合は、選考結果のメールが届いたら、必ず在籍学校
のインターンシップ担当部門（担当者）に結果を報告して
ください。
　　※富山県インターンシップ推進協議会加盟校� （2020.4.1現在）
　　　富山大学　　　　富山県立大学　　富山国際大学
　　　高岡法科大学　　富山短期大学
　　　富山高等専門学校（本郷キャンパス・射水キャンパス）

■実習先が決まらない場合・・・
　本センターの専門コーディネーターにご相談ください。
� 問い合わせ先▶tel 076-482-3420

インターンシップ
ナビとやまに
アクセス

案内および
利用規約を読み、
流れを確認する

学生利用登録 エントリーする 選考結果が届く インターンシップ
参加

「学生利用規約」を
ご一読ください。

ホームページより、必要情報を
入力して新規登録を行う。

▼
パスワード（PW）が
登録したメールアドレスに
届きます。

▼
ID・PWにてマイページに
ログインできるようになります。

トップページの「企業･団体を探
す」または「当月インターンシッ
プ開催中の企業」から、希望
の実習先を検討しましょう。

▼
希望のインターンシップが見つ
かった場合は、インターンシッ
プ情報が掲載されているペー
ジの最下段にある「エントリー
する」をクリック!

▼
希望企業にエントリー情報が
送られます。

インターンシップの募集締切後、
エントリー先の企業･団体にて
選考が行われます。

▼
選考結果は
登録のメールアドレス宛に
届きますので、
メールのチェックを忘れずに
行ってください。

インターンシップは、それぞれ実習期間や実習内容が異なります。
各企業の実習内容を参考にイメージを膨らませ、

自分の目的にあったインターンシップ先を考えましょう。

インターンシップの種類

ステップ ステップ ステップ ステップ ステップ ステップ

1 2 3 4 5 6
興味･関心のある
企業等で、実践的な
就業体験ができる

離職率は「3年3割」!

働く自分を
明確にイメージできる

就職･採用活動では
ありません

企業研究
タイプ

会社紹介、業界説
明や職場･工場の
見学を中心とした
実習内容

職場体験
タイプ

説明、見学に加え、
業務を体験できる
実習内容

実務実習
タイプ

社員と同じ業務を
体験

専門研究
タイプ

専門領域を活かし
て特定のテーマに
取り組む

〈インターンシップナビとやま〉のご案内

◦�対象学年は、多くのインターンシップの場合、大学3年生、大学
院修士課程1年生、短大1年生、高専4年生、高専専攻科1年生、
専門学校1年生を対象としていますが、学年や学歴を問わない�
インターンシップを実施している企業もあることから、低学年�
（大学1、2年生等）も対象としています。

◦�対象学生は、富山県内の大学、短大、高専、専門学校等に在籍�
する学生の皆さんをはじめ、富山県外の学生でＵＩＪターンを�
希望する学生の皆さんを対象としています。

◦�富山県内でインターンシップの実習ができ
る企業・団体の情報を掲載しています。

◦�企業・団体には、掲載にあたり規約等に
同意していただいておりますので、ご安心
ください。

◦�団体には県庁、市役所をはじめ多くの公務・
公共機関も参加しています。

◦�インターンシップに参加される場合は、実
習開始前に学校を通じて必ず「学研災付帯
賠償責任保険」（略称「学研災」）等に加入�
してください。

※�学校によっては保険に加入済みの場合もあ
ります。また、保険の名称は学校によって
異なる場合もありますので、予め学校担当
者に確認してください。

登録学生 掲載企業・団体について 保険について

地域社会に貢献し
たいと思い、

公務員のインターン
シップに

参加しました。

自分の将来を考える
うえで、

たいへん参考にな
りました。

インターンシップに参加して実際に職場を見学し、
働く方の生の声を聞くことができて、その後の就職活動にも
大きな影響があったと思います。

インターン
シップの体

験を踏まえ
、

自分の長
所を活かし

て、

企業人とし
てのキャリ

アを

デザインす
ることがで

きました。
先輩社員の方から直接話が聞け

て、

休憩時間には

いろいろな会話もあって、

会社の雰囲気を知ることができ
て

とても有意義でした。

学生の声こえ

Let’s
アクセス!

スマホも
OK!

学生登
録料

ナビ利
用料は

無料です
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あり、部分を知るのみで、企業全体を理解する
のは困難です。

富山県インターンシップ推進協議会って
なんですか？

学生がインターンシップに参加する際、
お金はかかりますか？

インターンシップってなんですか？

アルバイトとの違いはなんですか？

インターンシップ先は
どうやって選べばいいですか？

　キャリア形成を考えて選びましょう。
　企業・団体名、業種、規模、地域で選択はで
きますが、まずキャリア形成を考え、自分の関
心のある領域に絞って選ぶことが大切です。

　目的をはっきりさせて、何のために参加するの
か、どの企業・団体で就業体験を行うのか、参
加動機をはっきりさせておくことが大切です。
　単位目的だけの参加は、本人、受入先企業・
団体にとって時間の無駄になります。取り組む
姿勢・態度によっては、後輩のインターンシップ
機会を失うことにもなりかねません。

　インターンシップは、基本的には採用と関係は
ありません。また、日本経団連が公表している
倫理憲章の中でもこのことは明記されています。
　しかし、企業・団体、業界を深く知ることが
できるので、今後のキャリア形成や就職先を決
めるために役に立ちます。就職希望先であれば、
プラスになることもあります。

　対象学生は、富山県内の大学、短大、高専、
専門学校等に在籍する学生の皆さんをはじめ、
富山県外の学生で、UIJターンを希望する学生の
皆さんを対象としています。

　専門学校生も参加することができます。

　1年生や2年生でも参加することができます。

インターンシップには
どういう心構えが必要ですか？

就職にプラスになりますか？

富山の学校に通っていませんが
参加できますか？

専門学校生ですが参加できますか？

大学2年生ですが参加できますか？
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