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インターンシップ体験報告書 

タイトル 大きな成長 所属学部 法学部 

実 習 先 キッザニア甲子園 所属ゼミ 島田良一ゼミ 

実習期間 8 月 19 日～8 月 30 日 学生氏名 中村悠斗 
 

１．参加の動機とインターンシップに挑むにあたって目標化したこと 

私は普段からこどもと接することが好きで、この部分をキッザニアで生かせることができるのではと思っ

たからです。そしてインターンシップの中で、様々な性格のこども全員に楽しんで帰ってもらうことを目

標としました。 

 

２．実習先の事業・業務内容と実習内容 

○事 業 内 容 スーパーバイザー 

○実 習 日 数 10 日間 

○主な実習内容  キッザニアのパビリオンの一つである関西電力キッザニア電力会社でスーパーバイザ

ーの所長をしました。初日は先輩バイザーを見学してシナリオを覚えることに専念しま

した。三日目からは一人でアクティビティをこなせるようになりました。基本はスーパ

ーバイザーをしながら、途中で受け付けもしました。最後はクローズ作業をして次の日

の準備もしました。また、週に一回インターン生で話し合いをして、お互いの悩みを解

決しあいました。 

 
 

３．実習中最も困難だったこと（または苦労したこと）とその乗り越え方 

 キッザニアには国外のこどもも来るので、日本語が通じないこどもも多くいました。その時にシナリオ

全てを英語にすることができなかったので、できる限りジェスチャーなどで対応しました。当然何をした

らいいのかをわからないこどもも多く、いかにシナリオをこなしつつ楽しんでもらうかの工夫に苦労しま

した。 
 

４．実習を通しての自分の成長ポイント/職業観の変化等 

 アクティビティは 30 分と時間が決まっていて、過ぎてしまうと次のお仕事にいけなくなってしまうの

で、特に時間配分には気をつけました。この経験を通して、普段から何かをするときに、時間配分の組み

立てがきっちりできるようになりました。 

 

５．実習を通じて気づいた（または再認識した）自分の強み・改善点 

 実習を通して気づいたことは、こども達が相手なので泣いてしまう子がいたり、元気がありすぎて言う

ことをきいてくれない子もいました。しかしそのようなイレギュラーがあっても慌てずに落ち着いた態度

で対応することができるようになったと思います。先輩からも様々な対応ができていると言われ、自分の

強みになると思いました。 
 

６．全体報告  

 10 日間のインターンシップを通じて、最初は何もわからず突然泣き出すこどもに戸惑ってしまい何回も

アクティビティの時間である 30 分を越してしまいました。しかし先輩バイザーが何度も丁寧に教えてくだ

さったり、シナリオのなかでもアドバイスを下さったりしてもらえたので、本来よりも早くに所長デビュ

ーすることができました。週に一度あるインターン生の話し合いでは、お互いの悩みを言い合い、お互い

で解決する時間がありました。似たような悩みを今まさに抱えている人たちと話せるので、悩みも共有で

き不安がなくなりました。また話し合いの中で打ち解けることもでき、コミュニケーション能力の向上に

もなりました。そしてキッザニア甲子園には外国のこどもも多く来るので英語を使う場面も多くありまし

た。アクティビティのなかには専門的な言葉を使うこともあり、支持もすぐに通らないことも多くありま

した。しかしそのようなこどもには、できるだけ簡単な英語で身振り手振りを多く使い対応するようにし

ました。すると最後に「THANK YOU」と笑顔でいってもらえ、私も嬉しい気持ちになり、達成感を得るこ

とができました。 

 

       



インターンシップ体験報告書 

タイトル 成長 所属学部 経営学部 

実 習 先 北おおさか信用金庫 所属ゼミ 久保貞也ゼミ 

実習期間 8 月 19 日～8 月 23 日 学生氏名 米田 泰規  
 

１．参加の動機とインターンシップに挑むにあたって目標化したこと 

 現在、私は金融業界に興味を持っており、銀行員という職業は「堅い」「安定している」「大変だ」とい

うイメージがあるが実際はどうなのか自分の身をもって知ろうと思い参加することに決めた。目標は銀行

員の方やそれに関わる人とたくさん話をして、多くの事を吸収すること。 

 

２．実習先の事業・業務内容と実習内容 

○事 業 内 容 預金、融資、為替 

○実 習 日 数 ５日 

○主な実習内容  金融の歴史・信用金庫の役割 

ビジネスマナー 

日本銀行大阪支店見学 

取引先工場見学 

営業店実習 

営業実習報告 

グループディスカッション 
 

３．実習中最も困難だったこと（または苦労したこと）とその乗り越え方 

 朝の電車通勤。大学はバイクで通学していて、高校時代は電車通学だったものの早い時間帯の通学だっ

たので、あまり苦にならなかったが、実習期間の朝の通勤は最も混雑する時間帯で仕事場に到着するまで

がとても大変だった。 

ハンカチ、うちわで汗を引かせ、音楽を聴き、テンションの維持に努めた。 
 

４．実習を通しての自分の成長ポイント/職業観の変化等 

 人前で発表することに慣れ、どうすればもっと相手にわかりやすく面白く伝わるのかを考え、実行でき

た。普段は発表することで一杯一杯になるが、回数を重ねることによって相手の表情を見たり、声のスピ

ード、トーンを変えながら話すことができた。営業店実習では初めての作業がたくさんあり、何でも触れ

てやってみたい性格の私は積極的に取り組み、もっと効率よくできる方法はないかと考え作業ができた。 
 

５．実習を通じて気づいた（または再認識した）自分の強み・改善点 

 ポジショニング。周りを見て勝負できるポジションを探す。 

積極性。意識して初めに質問をしたり、１番速く行動して存在感をアピールした。 

笑顔。極度に緊張している時以外、明るく笑顔でコミュニケーションをとることができる。 

改善点は単純作業に対しての飽きやすさ。 
 

６．全体報告  

 初めてのインターンシップという事もあり、１日目はかなり緊張して臨んだが、自分と周りを比べても

しっかりとやっていけると自信を持つことができた。また、ポジショニングを意識して自分が勝負できる

ところを探したり、たくさんの人とコミュニケーションを取って課題に挑戦したりと集団の中で自分の価

値を自分で発見する楽しさを実感した。 

 営業店実習では改めて、営業をしたいという気持ちにさせられ、お金を融資することによって、取引先

の会社と一緒に成長できるという点が金融業界の良い点だと思った。さらに信用金庫は地域に密着してい

るので地元の会社の方と親密な関係で取引できることに魅力を感じた。 

普段、社会で働いている人と話せる機会があまりない中で、この５日間で多くの人と話をして考え方や

人生の先輩としてたくさんのアドバイスをもらい、もっともっと成長したいと思った。 

今後は金融業界のみならずあらゆる業界のインターンシップに参加して、最も自分に向いている会社を

見つけようと思う。 

 

    



インターンシップ体験報告書 

タイトル 竹内淳税理士事務所での実習を終えて 所属学部 経営学部 

実 習 先 竹内淳税理士事務所 所属ゼミ 呉重和ゼミ 

実習期間 8 月 19 日～8 月 30 日 学生氏名 森田 ことり 
 

１．参加の動機とインターンシップに挑むにあたって目標化したこと 

 私は、就職するにあたって経営管理の事務系の仕事をしたいと考えている。税理士事務所でのインター

ンシップは、様々な企業の経営面について学ぶことが多いと考え志望した。そんな税理士事務所でインタ

ーンをするにあたって、正確なデータチェックをできるだけスピーディーにこなすことを心がけ、業務内

容を１つでも多く吸収することを目標とした。 

 

２．実習先の事業・業務内容と実習内容 

○事 業 内 容 顧客会社の経営データ入力とそのファイリング 

○実 習 日 数 10 日間 

○主な実習内容   事務所の顧客会社の仕入れや売り上げなどの経営データの仕訳を行い、そのデータを

専用のパソコンソフトに入力する作業を行った。どの会社からいつ何を仕入れたか（あ

るいは売ったか）を細かく入力した。その他にもそれぞれの経費や預金通帳の入出金な

ど様々な種類の書類を整理し入力を行った。データ入力が終わったら、それらの資料を

科目別、日付順にそれぞれ分類し、すべてファイリングした。また、荷物の受け取りや、

訪問者を会議室に通してお茶を出すなどの来客の応対をした。 

 

３．実習中最も困難だったこと（または苦労したこと）とその乗り越え方 

 今まで簿記の授業でしか仕訳をしたことがなく、実際の伝票や領収証を見ても、何がどの仕訳かわから

ず、入力個所を探すのに苦労した。何の領収証なのかがわかってもその仕訳が難しく、全体的に作業スピ

ードが上がらなかった。わからない部分は過去のデータと比較し、それでもわからない部分は質問し、徐々

に理解を深めた。段々見慣れてくるので、回数を重ねて身に着けた。 
 

４．実習を通しての自分の成長ポイント/職業観の変化等 

 基本的に個人プレーが多い職種で事務所内は静まり返っていることが多い。私はコミュニケーションを

とるのがあまり得意ではないので、社員の方と馴染むことに時間を要した。実習後半からはランチを一緒

に食べ、なるべく自分から動くようにした。すると、徐々に会話ができるようになり、単独の仕事でも、

前半と比べて、リフレッシュされて午後の仕事もはかどるようになった。 
 

５．実習を通じて気づいた（または再認識した）自分の強み・改善点 

 実習内容はひたすらパソコン作業だったが、その時間があっという間に過ぎるほど集中できていた。集

中力がないとしんどい作業だが、それがしっかりとできていたのは強みだと思う。しかし、コミュニケー

ションをとる際、声が小さくなることが改善点だ。緊張すると声が出にくくなって相手も聞こえづらいと

思うので、もう少し大きな声でハキハキと話せるようにしたい。 
 

６．全体報告  

 将来事務業を志望するにあたって必要なスキルを多く吸収することを目標としてインターンシップ臨

み、10 日間を通してタイピングの速さや細かいチェックをきちんとすることが身についたと思う。多くの

金額が連なっているデータが 1 つでもずれると他の部分にしわ寄せが来るので、必ず入力中とすべて終わ

ってから最終チェックという形態をとっていたためだ。ファイリングをする際にも、入力順になっている

か、書類漏れや入力漏れがないかなどを毎回確認していた。 

また、もう 1 つ掲げていた目標としてコミュニケーション能力の向上とあったが、こちらは事務所の方々

となるべくとるよう心掛けた。来客の応対はしていたがほんの少しの会話しかないので、事務所内で意識

した。実習期間中、休憩時間は皆さんが集まってランチをしているところに同席させていただき、楽しい

時間を過ごした。どなたも気さくに話してくださって、はじめはすごく緊張していたものの、だんだんと

打ち解けることができた。それでも最後まで自分が理想とするようなコミュニケーションをとることがで

きず、満足はできない結果なのが残念だ。 

とても有意義な 10 日間だったので、たくさん学んだことをすべて今後に生かしていきたい。 

 

     



インターンシップ体験報告書 

タイトル インターンシップⅡ 所属学部 経済学部 

実 習 先 センコー商事株式会社 所属ゼミ 西川浩平ゼミ 

実習期間 ８月１９日から８月３０日 学生氏名 池上 良邦 
 

１．参加の動機とインターンシップに挑むにあたって目標化したこと 

 今回のインターンシップ参加の動機は、創造性と問題解決力を身に付けることです。この二つの力は、

就職活動を終えたのちに、実際に社会人として働くなかで必要なスキルになると考えたからです。企業が

直面した問題をどのように解決しているかを近くで感じ取ることで、企業の考え方を学ぶことができる良

い機会になると感じ、参加を希望しました。 

 

２．実習先の事業・業務内容と実習内容 

○事 業 内 容 営業同行・倉庫視察・物流の課題と未来に関する考察 

○実 習 日 数 ８月１９日から８月３０日（実働１０日間） 

○主な実習内容  実習内容は、３つあります。１つ目は営業同行です。ソリューション事業部の方と

通信事業部の方と同行させていただきました。商談は他企業や自社の動向を確認する

場に近いと感じました。また、座学でビジネスマナー講義を受け、その後、実際に名

刺交換の場を設けてくださいました。２つ目は、倉庫視察です。物流の現場を見るこ

とで、倉庫内の環境や労働環境の改善点を他のインターン生とともに考え、グループ

ワークを行いました。最後の物流の課題と未来の考察では、10 日間のインターンシッ

プを通して、考えた内容を企業にプレゼンを行いました。 
 

３．実習中最も困難だったこと（または苦労したこと）とその乗り越え方 

 実習中で困難だったことは、10 日間の短い期間で良いチームを作ることです。当然、お互いの情報がな

く、得意なことや不得意なことが不明です。関係を密にするために初めに行ったのは、挨拶です。簡単な

コミュニケーションから行い、その後のグループワークを円滑に進めることができるように人間関係の基

礎を作り上げ、それぞれの役割を定めていきました。 
 

４．実習を通しての自分の成長ポイント/職業観の変化等 

 実習を通して、知識の応用ができたことに成長ができたと感じました。具体的には、物流現場に VR の技

術を導入できるのではないかということです。発案した際は、賛同が得られるかに不安を抱きましたが、

全体で発表する内容となりました。職業観の変化では、営業職に必要なスキルをインターンシップによっ

て、具体的に知ることができました。 
 

５．実習を通じて気づいた（または再認識した）自分の強み・改善点 

 実習を通して、自身の強みとしてはグループワークにおいて話の進行役になる場面が多かったので、主

張することが苦手な人にも話を振り、意見を引き出すことが長所として挙げられると考えました。また、

改善点としては、社員の方との話ではうまく質問することができず、話が途切れてしまったことがあった

ので、事前準備を怠らないことを心がけようと考えました。 
 

６．全体報告  

 このインターンシップ・プロブラムでは、大学・訪問先でマナー講座からプレゼンまで多種多様な活動

をさせていただきました。大学の講義では、主にマナー講座・話の構成など就職してからも役に立つスキ

ル面を学習することができました。また、発表の際の立ち振る舞いや姿勢などのポイントを指摘していた

だき、自身を客観視する機会となりました。訪問先のインターンシップでは、若手社員の方から専務の方

まで幅広い役職の方とお会いすることができました。また、実際の業務も行いました。それは、カタログ

の添削でした。行う前は、専門的な知識が必要なのではないかと考えましたが、進めるにつれて敬語表現

の間違いがあり、今ある知識でも業務を遂行することが可能でした。そのため、教養面では社会と大きな

乖離は無いのではないかと考えました。しかし、営業面のマナーや発想力は不足していると活動を通して

感じたので、本格的に就活が始まる前に準備を進めるように努力をしようと考えました。そのための手段

として、新聞を読むことを先生や社員の方に薦めていただきました。語学や資格などの専門的な知識も必

要ですが、社会で起きていることを知り、見聞を広めることにつながるからです。また、就活は情報戦と

も言われているので、社会の情報を整理してこれからの準備をしていきます。 

 



インターンシップ体験報告書 

タイトル 寝屋川市役所インターンシップ体験報告 所属学部 経済学部 

実 習 先 寝屋川市役所 所属ゼミ 田井義人ゼミ 

実習期間 8 月 13 日～8 月 26 日 学生氏名 髙橋 昌晃 
 

１．参加の動機とインターンシップに挑むにあたって目標化したこと 

私が寝屋川市役所様のインターンシップに参加させていただいた動機は、私の関わった地域に各地の市

役所を通して貢献していきたいと考えており、就職活動に取り組む前に市役所職員としての一通りの業務

を把握しておきたいと考えたからです。そこで、それに向けて私が目標化したことは全部署の方々とコミ

ュニケーションを取ることです。 

 

２．実習先の事業・業務内容と実習内容 

○事 業 内 容 寝屋川市の行政管理 

○実 習 日 数 11 日 

○主な実習内容  ○ふるさと納税協力事業者取材同行 

○電話対応 

○寝屋川市第 5 次総合計画ヒアリング同席 

○データ整理（転出入アンケートなど） 

○ガンバ大阪イベント対応 

○他市ふるさと納税事例調査 

 
 

３．実習中最も困難だったこと（または苦労したこと）とその乗り越え方 

 私が実習中最も困難だったことは他人とコミュニケーションを取ることです。例えば、取材中に事業者

様に質問させていただく際に、その場の空気に流されてしまい取材することができませんでした。そこで、

私は取材前にあらかじめ質問をする内容を考えタイミングを見計らい質問することにしました。この効果

により、きちんと私のお聞きしたかった内容を質問することができました。 
 

４．実習を通しての自分の成長ポイント/職業観の変化等 

 実習を通しての自身の成長したポイントはコミュニケーション力です。上記にもある通り他人の方とお

話しする際に、いつどのタイミングで質問を伺うべきなのかというポイントについて学ぶことができまし

た。次に、職業観の変化は私があらかじめ予想していた以上に行政は市民と密着した関係を築く必要があ

ることです。市民と職員とが深く関係を結ぶことで初めて行政が成り立つことを学ぶことができました。 
 

５．実習を通じて気づいた（または再認識した）自分の強み・改善点 

 私がこの実習を通して気づいた改善点は業務に対する意識です。例えば、実習中に私は業務で細かな作

業をただ機械的に取り組んでしまっていました。しかし、そこで実習先の職員の方から己の意識次第であ

らゆる仕事には意味があることに気づくことができると助言をいただきました。そこで、私は実際にデー

タ整理の業務において追加的にそのデータのまとめのレポートを提出しました。 
 

６．全体報告  

 私はこのインターンシップで目標としていた全部署の方々とコミュニケーションを取ることは達成す

ることができ、この寝屋川市役所を選択した目的であった市役所職員としての一通りの業務を把握するこ

とはできました。しかし、私の二つ目の目的であった寝屋川市が中核都市になった過程（技術やノウハウ

など）を会得することはできませんでした。そこで、積極的に業務に参加することで寝屋川市が中核都市

にまでなった経緯を職員の方から教えていただくことができました。 

 また、寝屋川市第５次総合計画等の会議に出席させていただくという貴重な経験をすることで、前もっ

て下調べを行った際に気になった待機児童の状況などの内容について質問することができました。そし

て、今回のインターンシップにおいての反省点は電話対応です。実習中、課員全員が会議で退室される際

に私は電話対応を任され、おおむね適切な対応をすることはできましたが、私では判断できない用件だと

判断してしまい会議中に課員の方を呼んでしまいました。だから、今後私はこのような事態にはきちんと

自分だけで用件を伺い担当の方に申し伝えるようにしていきます。また、このインターンシップで学んだ

内容を今後の就職活動に生かしていきたいです。以上がインターンシップ体験報告の全体報告です。 

  

       



インターンシップ体験報告書 

タイトル インターンシップで学んだこと 所属学部 経済学部 

実 習 先 特定非営利活動法人週刊ひがしおおさか 所属ゼミ 持永政人ゼミ 

実習期間 8 月 20 日～8 月 30 日 学生氏名 西中陸二 
 

１．参加の動機とインターンシップに挑むにあたって目標化したこと 

参加の動機は自宅から通える距離にあり、様々な業務を体験できるから。 

① 社員の方、取引先の企業の方と積極的にコミュニケーションをとり、いい関係を築く。 

② インターンシップに行くにあたり、形ある目に見える成果を残す。 

③ 実際に社会で働く楽しさ、厳しさなど雰囲気を味わう。 

 

２．実習先の事業・業務内容と実習内容 

○事 業 内 容 地域の情報をまとめ記事作成やイベントを行い、地域おこしをしている。 

○実 習 日 数 10 日間 

○主な実習内容  主な実習内容は、地域の魅力を広めるため、東大阪に新しくできたお店やイベント、

スポーツチームの試合などの正しい情報を書き込む記事作成。よりよい記事作成をす

るために一から質問を考え行う取材、イベントを開催する際の運営補助である。 

そのほかにも気になった新聞の記事を発表し、その話題について意見を出し合う話し

合い、提携しているスポーツチームの SNS 用の記事の作成を行い、時間が余れば今日

の良かった点や反省点を書き出す作業を行いました。 

 
 

３．実習中最も困難だったこと（または苦労したこと）とその乗り越え方 

メインの仕事が記事作成であり、地域の魅力を多くの人に伝えるためには正しい日本語の使い方、序論、

本論、結論が必要です。作成した記事は上司に確認してもらうと間違った言葉遣いが多くありましたが、

上司がこれまでに作成した記事を見て学び、アドバイスをもらい回数を重ねることで改善することができ

ました。 
 

４．実習を通しての自分の成長ポイント/職業観の変化等 

 何か言われるまで待つ受け身な姿勢では得られるものも少なくなります。 

積極的にコミュニケーションをとることで企業の方といい関係を築くことができると思い、これを目標に

していました。インターンシップ期間中は自ら積極的に会話や質問をしに行くことで、貴重な話を聞くこ

とができたので成長ポイントだと感じました。 
 

５．実習を通じて気づいた（または再認識した）自分の強み・改善点 

 インターンシップの実習を通して、仕事やコミュニケーションに対する積極性が強みだと感じました

が、一方で上司や編集長との会話で今までに習った学業の知識やニュースなどの一般知識が不足している

と感じました。改善するためにはニュース・新聞を見ることを週刊にすることが大切だと感じました。 

 

６．全体報告  

 週刊ひがしおおさかで行った 10 日間のインターンシップでは貴重な経験をすることができました。実

習内容は記事作成がメインだったこともあり、取材の際にどのような質問をすれば求めている情報を聞く

ことができるか、本当に必要な質問か、を考えました。そのうえで誰が見てもわかりやすく必要な情報が

載っている記事を作成するために正しい日本語の使い方が必要だと感じました。一つの記事を作成するだ

けでも、あるイベントがありその運営をして取材、記事作成と様々なプロセスがあります。仕事をするう

えでは、イベントを告知するためのパンフレットやポスターの作成や細かい作業などが大事だと感じまし

た。 

 インターン期間中に名刺をもらう、取引先企業の方と話すなどマナーが試される機会がありましたが授

業のおかげで問題なくスムーズに行うことができました。社会に出るためには、情報量とコミュニケーシ

ョン力が大切だと感じました。この二つは私が実習した企業で特に必要だと感じましたが、すべての企業

で必要なものだと思うので、これからは長所だといえるように伸ばしていきます。インターンシップに行

くことで就活に対する意識が変わったので、この授業を受講してよかったと感じました。 

 



インターンシップ体験報告書 

タイトル インターンシップ体験報告書 所属学部 経済学部 

実 習 先 特定非営利活動法人週刊ひがしおおさか 所属ゼミ 名方佳寿子ゼミ 

実習期間 8 月 20～8 月 31 日 学生氏名 野上 勇人 
 

１．参加の動機とインターンシップに挑むにあたって目標化したこと 

参加の動機としては、自宅からも通勤できる距離にあり、自分自身が取材、体験したことを文章として

他の人たちに情報を発信する役目を担うことができる業務に興味をもったからである。インターンシップ

に挑むにあたって目標化したことは、語彙力、文章の構成、要点をまとめる力の向上などの、「目に見える

成果を残すこと」である。 

 

２．実習先の事業・業務内容と実習内容 

○事 業 内 容 東大阪市の情報(飲食店や企業のイベントなど)を発信すること。 

○実 習 日 数 10 日 

○主な実習内容   主な実習内容としては、朝は文章力を養うために新聞を読み、気になった記事の抜

粋、概要の説明、なぜその記事が気になったのかを発表する、ということを行ってい

た。昼からは基本的に記事を書くために上司の方々に同行させていただき取材見学、

その後実際に取材をさせていただくという形だった。取材から帰宅後は、終了時刻ま

で取材内容をまとめ、法人が運営しているブログ、ＳＮＳ等に掲載するための記事作

成を行っていた。記事作成が速く終了した場合は、取材中の反省点や、逆に良かった

点などを書き出すということを行っていた。 
 

３．実習中最も困難だったこと（または苦労したこと）とその乗り越え方 

 実習中最も困難だったことは、記事を作成する際の言葉遣い、序論・本論・結論の文章の構成である。 

乗り越え方として、上司の人たちが今までに書いてきたブログ、他のサイトなどの記事を片っ端から拝見

した。この方法は、上司の人たちにもいい取り組みだと褒めていただき、最後には初めに作成した記事よ

りも遥かに良くなっていると目に見える成果を残すことができた。 
 

４．実習を通しての自分の成長ポイント/職業観の変化等 

 実習中は、夕方は１人での仕事であったが、昼時は取材、ミーティングなど多くの人たちと向き合う機

会が多かった。その中で、名刺の受け取り方、話の繋ぎ方など社会で役立つためのコミュニケーション力

が著しく成長したのではないかと感じた。メディア媒体は基本的に記事を書く１人作業がメインだと思っ

ていたが、実際は取材を通して、人と繋がっていくことのほうが重要だと知ることができた。 
 

５．実習を通じて気づいた（または再認識した）自分の強み・改善点 

 実習を通じて気づいた強みとしては、記事作成の際に褒められたことであるが、相手がどういった情報

を求めているかを読み取る力があると感じた。これは自分が現在目指している IT 企業で、プログラムを

作る過程に、ヒアリングという作業をするが、その際に、自分から＋αの提案をすることができる力へと

繋がるのではないかと感じた。今後経験をより積んでいき、この強みを伸ばしていこうと感じた。 
 

６．全体報告  

 今回 10 日間を通じて、週刊ひがしおおさかでお世話になり、とても価値のある経験をたくさんさせて

いただいた。実習内容としては、記事作成、取材同行・取材、関西ラグビー協会の運営補助などを主に行

った。この中でも取材、記事作成という作業はコミュニケーション力、臨機応変に質問をしていく力、語

彙力・文章構成を学ぶ機会としてとても充実した実習となった。 

目標に関しては事前に「目に見える成果を残す」、「自分自身の課題を見つける」という 2 つの目標を設定

していたが、どちらもいい結果を残すことができた。「目に見える成果」としては、インターン中に作成し

た記事をブログに載せていただいたことや、そのブログのコメントで「知りたい情報がしっかりと載せて

いただいて助かります。」という感謝の言葉、この 2 つが目に見える成果だった。「自分自身の課題を見つ

ける」では、１人で問題を解決する中で、今まで自分で考える前に他人に頼りすぎている部分が無意識に

あることに気づくことができた。この経験から今後は、まず自分で考えていく機会を増やしていこうと感

じた。今回のインターンで終わるのではなく、今後も多くのインターンで経験を積んでいき、多くの産業

の業態を見ることで、自分に合う職業を模索していこうと感じた。 

 

       

 



インターンシップ体験報告書 

タイトル インターンシップ 所属学部 経済学部 

実 習 先 大平印刷株式会社 所属ゼミ 田中鉄二ゼミ 

実習期間 8 月 26 日～9 月 6 日 学生氏名 濵上 直也 
 

１．参加の動機とインターンシップに挑むにあたって目標化したこと 

 インターンシップに行く会社とその業界のことを知ること。働くこととはどういうことかを感じるこ

と。働くために必要なスキルやマナーを学び、できるだけそれらのことを身に付けること。の 3 つを目標

に掲げてインターンシップを行った。 

 

２．実習先の事業・業務内容と実習内容 

○事 業 内 容 営業・その他 

○実 習 日 数 10 日 

○主な実習内容  大平印刷について、印刷業界についての研修 

web についての研修 

ビジネスマナー研修 

営業同行訪問 

印刷デザイン・web デザイン研修 

企画研修・企画立案・企画発表 

 
 

３．実習中最も困難だったこと（または苦労したこと）とその乗り越え方 

 営業同行訪問での名刺交換。最初のほうはとても緊張してガチガチだった。取引先の人にも「ガチガチ

だ。」と言われた。名刺交換の数をこなしていき名刺交換に慣れることで緊張も少なくなり、平常心でで

きるようになった。 

 

４．実習を通しての自分の成長ポイント/職業観の変化等 

 インターンシップを行ったことで、行く前の自分より、働くということや、働くために必要なマナーや

スキル、インターンシップ先の会社や業界のことが少しわかり、少しだけ将来働いている姿を想像するこ

とやどのような事を基準に仕事を選ぶのかを考えられた。 

 

５．実習を通じて気づいた（または再認識した）自分の強み・改善点 

 人見知りだと思っていたが、営業先に行く車の中でなど意外と担当の人としゃべり、コミュニケーショ

ンが取れていた。改善点は、「何か質問はありますか？」と聞かれたとき、他のインターンシップ生は質問

や感想を言っていたが、私はあまり質問や感想を言えなかったのでこれからの就活ではしっかり言えるよ

うに話を聞きながら考える。 
 

６．全体報告  

 目標にしていたインターンシップ先の会社のことや業界のことを知ることは、たくさん知る事が出来た。

例えば、営業先は宝酒造やワコール、TOA という音響機器を作る企業、新学社、大学、デザイン会社など

の様々な業種と関わっていることだ。社会に出た時に必要なスキルは、コミュニケーション能力・信頼・

想像力が必要だと分かった。コミュニケーション能力は、特にお客様とコミュニケーションをしっかり取

り、お客様の要望や悩み、困りごとを聞き出すことが大事だと感じた。信頼は、約束事（納期やお客様の

要望）を守ることが、次の仕事につながると思ったので、大事だと思った。想像力は、モノを作るとき、

作ると決まった時から準備の段階、お客様の手に渡るまで、お客様がその製品を使い終わり、片付けるま

で想像することが大事だとインターンシップ先の営業同行訪問で学んだ。この 3 つを学べたが身に付ける

ことはできなかったので、これからの生活、就活、就職して働いているときに身に付けたい。 

 

      

 



インターンシップ体験報告書 

タイトル インターンシップで学んだこと 所属学部 経済学部 

実 習 先 大阪シティ信用金庫 所属ゼミ 後藤和子ゼミ 

実習期間 8 月 14 日～8 月 23 日 学生氏名 森 晴太郎 
 

１．参加の動機とインターンシップに挑むにあたって目標化したこと 

私がインターンシップに参加しようと思った動機として、就活中は学生の立場ではあるものの、社会人

としての自覚が求められますし、それがなければマイナスの評価になることも多いので、学生のうちから

就活への意識を変えるきっかけとしてインターンシップが相応しいと考えたから。目標化したことは、社

会人とのコミュニケーションに慣れ、自主的にインターンシップに取り組み、やりきることです。 

 

２．実習先の事業・業務内容と実習内容 

○事 業 内 容 代表的な業務として「預金」「融資」「為替」という三つの業務があります。 

○実 習 日 数 7 日間 

○主な実習内容   実習内容として、北浜本店では大阪シティ信用金庫の業務や仕組み、歴史について

学びました。また、様々な部署がどのような仕事をしているのかを説明していただ

き、また金庫や研修センターなど、私たちが普段立ち入ることができないような場所

へ入り見学をさせていただきました。営業店では、営業課、融資課、得意先課の担当

者の方々からそれぞれの業務内容や仕事をするにあたっての心構えや電話応対、また

実際に使用する手形や小切手なども説明していただきました。また、グループワーク

をして、社員の方々と意見交換をしました。最後に 3 分間スピーチを行いました。 
 

３．実習中最も困難だったこと（または苦労したこと）とその乗り越え方 

 インターンシップという貴重な機会をいただいているのにもかかわらず、積極的に社員の方々に質問が

できなかったことにとても苦労しました。ただ単に話を聞いてメモをするのではなく、気になったことや

疑問に思ったことを十分に考えつつ、それを自分の中で整理することで的確な質問ができるようになりま

した。 
 

４．実習を通しての自分の成長ポイント/職業観の変化等 

 何事にも積極的にチャレンジしていく前向きな考え方をすることに自分自身の成長を感じています。受

け身の姿勢では得るものは最低限になってしまうので、自ら仕事を求め、行動することが重要で「教えて

もらう」のではなく、「自ら聞きに行く」ということを意識し、積極的に社員とコミュニケーションをとる

ことができました。 
 

５．実習を通じて気づいた（または再認識した）自分の強み・改善点 

 実習を通じて気づいた強みとして、私は積極性があると思いました。実習中に行ったグループディスカ

ッションでは PR の場所であると気づかされ、自分から積極的に発言をし、他のチームメンバーの意見を

尊重し意見がうまくまとまるようにフォローができ、実現可能な提案をすることができました。 

 

６．全体報告  

 私は今回、大阪シティ信用金庫での 7 日間の実習に参加して本当によかったと思います。今までは信用

金庫についてはほとんど知らなかったですが、実際に行っていろいろなことを学び、経験したことで、金

融機関に対するイメージを変えることができ、これほど魅力的でやりがいを感じられる仕事があるのだと

知りました。大阪シティ信用金庫のすべての社員の方々は、常に向上心を持って誠実に仕事と向き合って

いるのだと感じ、目標を達成するために社員同士ともに協力し合って仕事をしていることに素晴らしさを

感じました。就活に直結するお話しもお聞きして今後の就職活動への心意気も変化しました。また、実習

生ながらも積極的に話しかけていただき、優しく接していただいた社員の方々には感謝しかありません。 

そしてこれから社会に出ていくにあたって自分を知ることが大切でより自己理解を深めていくことで

人生の選択肢が広がると思うので、広い視野を持って多くのことに挑戦していきたいと思います。今回の

インターンシップでの経験は今後必ず役に立つと思うので私自身精いっぱい努力をして自分の決めた道

を突き進んでいきたいと思います。 

 

       



インターンシップ体験報告書 

タイトル インターンシップ実習体験報告書 所属学部 法学部 

実 習 先 株式会社ホンダ泉州販売 所属ゼミ 萩原佐織ゼミ 

実習期間 8 月 22 日～8月 29 日 学生氏名 木本 裕樹 
 
１．参加の動機とインターンシップに挑むにあたって目標化したこと 

インターンシップへの参加動機は、一度社会人とアルバイトの違いを知ってみたかったからです。インタ

ーンシップ実習での目標は、礼儀作法を使い分けることや、笑顔で実習先の方やお客様と接するといった当

たり前のことをきちんとこなすことです。 

 
２．実習先の事業・業務内容と実習内容 

○ 事 業 内 容 Honda 系列の新車販売・中古車販売・自動車の整備など 

○ 実 習 日 数 7日 
○主な実習内容  車検・定期点検の受付の同席 

車の査定の同席 

市役所へ証明書発行の同席 

お客様へ車の納車の同席 

洗車など 

 

  
３．実習中最も困難だったこと（または苦労したこと）とその乗り越え方 

 実習中最も困難だったことは、車の知識がないため、洗車をするときやタイヤのワックスを塗るときにど

うすれば良いかわからなかったことですが、整備士の方などに質問したところ、わかりやすく説明してもら

えました。 

 
４．実習を通しての自分の成長ポイント/職業観の変化等 

 実習を通して、感じた職業観の変化がありカーディーラーの営業職というと休みがなく福利厚生が整って

いないイメージがありました。ですが、実際私の担当をしてもらっている営業職の方に聞きました。すると

1年にだいたい 122 日の休みがあると教えていただいたので福利厚生も整っていると感じました。 

 
５．実習を通じて気づいた（または再認識した）自分の強み・改善点 

 実習を通じて気づいた自分の強みは、人を接客することが楽しいと思えるところです。私の担当の方や他

の実習先の方に同席させてもらう時にお客様と話す機会がありました。その時にお客様の話を聞かせてもら

ったり、質問させてもらったこともあり自分の強みであると感じました。 

 
６．全体報告  

 インターンシップ実習を経て感じたことは、今の自分ではまだ社会に対しての知識がなく、もっと知る努

力をするべきだと痛感しました。今回のインターンシップ先は、ホンダ泉州販売でカーディーラーの営業職

を体験させてもらいましたが、お客様と接することが多く、その分お客様と話す機会が多いです。しかし、

ずっとお客様に商談をしているわけではなく、親近感を感じてもらえるよう世間話や趣味の話などをするの

で、新聞やニュースを見て社会人として、知識を取り入れなければならないと感じました。 

 そして、インターンシップ実習でいろいろな経験させてもらい、お客様との距離を近づけることが大切だ

と知り、どんな社会人になりたいか、という目標を見つけました。それは、お客様からも仕事先の方からも

気軽に話しかけられる身近な存在（人材）になりたいという目標です。これからは、その目標を達成できる

よう取り組みます。  

 

     

 



インターンシップ体験報告書 

タイトル 新しい経験 所属学部 法学部 

実 習 先 キッザニア甲子園 所属ゼミ 島田良一ゼミ 

実習期間 8 月 26 日～9 月 8 日 学生氏名 南渕 凌吾 
 

１．参加の動機とインターンシップに挑むにあたって目標化したこと 

参加動機として、経験したことのないスーパーバイザーという仕事をしてみたいと思った。インターン

シップの中で一般的な営業や事務といったものは、合同説明会から登録していけるものが多いが、スーパ

ーバイザーは珍しいと思って参加した。目標としたことは、2 点ある。1 点目は自分の「気づき」によって

お客様に満足してもらうこと。2 点目は注意力のない自分を改めることである。 

 

２．実習先の事業・業務内容と実習内容 

○事 業 内 容 スーパーバイザー 歯科医院 

○実 習 日 数 10 日 

○主な実習内容   キッザニア甲子園では、ラインという受付の仕事と歯科医院の副院長として道具の

準備と治療を教える先生をした。ラインでは、JOB スケジュールカードを受け取り、時

間的に問題ないかや体験したことを記録するために使用した。そして、歯科医院には

歯科医師と歯科衛生士という仕事があり、その説明を行い、子どもたちにどちらにな

りたいかを決めてもらった。道具の準備では、院長が話している際に次の道具の準備

をし、実際に使うときに子供に渡したりした。治療では、マネキンの患者に対し、挨

拶、内容説明、治療、終わりの挨拶の流れで行った。 
 

３．実習中最も困難だったこと（または苦労したこと）とその乗り越え方 

 実習中に苦労したことは 2 点ある。1 点目は指示語を多用してしまったことだ。これは歯科用の道具を

覚えていなかった時、使ってほしい道具を指すときに多用してしまった。対策として、仕事の先輩が話し

ている言葉を真似して話すことでうまくいった。2 点目に時間配分がある。これはどの仕事をする上でも

問題となる課題であり、時間を測って、頭でシュミレーションすることでできるようになった。 
 

４．実習を通しての自分の成長ポイント/職業観の変化等 

 成長した点として、自分に合う仕事の覚え方を知ることができた。担当者の話によると、複数業務を並

行する方が覚えやすい人と一つ一つ着実に覚える方がいい人と 2 パターンある。私は 2 つのうち複数業務

を並行する方が良いことが分かった。職業観の変化としては、事務系の仕事のみに着目していたのが、人

と接するサービス業をしてみたいと思い、別のインターンシップにも参加しようと思ったことだ。 
 

５．実習を通じて気づいた（または再認識した）自分の強み・改善点 

 自分の強みはメモをすぐに取る、分からないことはすぐに質問する、積極的に仕事をもらいに行くこと

であることがわかった。改善点は一つの仕事に関して、完璧に覚えることだと感じた。私は次の仕事に進

みたいが上に復習ではなく、予習ばかりしていた。だから、内容が中途半端に抜けていて、次へのステッ

プにいけず、10 日間を終えてしまった。これを踏まえて、教えられたことは完璧に覚えようと思った。 
 

６．全体報告  

 キッザニア甲子園で初めて歯科医院の仕事をしてみて、歯に対してまったく気にしていなかったことが

病気に繋がる可能性が知ることができて良かったと感じる。あと子どもたちと仕事をしてみて、教えると

すぐに理解して行動する子や葛藤して考えている子など様々であり、説明の仕方を変えることが多かっ

た。それに加え、保護者に対して子どもが行っていることを説明することもあり、先輩の言葉をメモして

話すことが本当に大事であると思った。その言葉を覚えることで、自分の言葉の幅を広げていくことがで

き、後々自分なりに言葉を変えて話すことができるようになった。先輩の言葉を真似して話すことは、別

の会社でもすることであり、ここで経験していてよかったと思う。私がキッザニアの人たちがすごいと思

ったことが一つある。それは仕事体験をこなすだけでなく、子どもの教育もしっかり考えられていること

だと感じた。例えば、道具に対して鉛筆持ちをしてもらいたい時に、「ピストルの形をして持って」と伝え

るとわかりやすい。しかし、ピストルというものは危ないものなので子供の教育に悪いと先輩に言われ、

言葉一つ一つも注意していることを知り、感動した。キッザニア甲子園はこのようなことから、仕事体験

の楽しさ以外にも教育が大事にされており、「エデュラインメント」という企業理念が守られていると感

じた。 

 



インターンシップ体験報告書 

タイトル 私だけのインターンシップ 所属学部 法学部 

実 習 先 守口市役所保険収納課 所属ゼミ 中沼 丈晃ゼミ 

実習期間 8 月 19 日～8 月 30 日 学生氏名 水田 春風 
 

１．参加の動機とインターンシップに挑むにあたって目標化したこと 

まず参加の動機として、社会における働く現場というものを肌で感じ、経験したいと思ったため。また、

事務仕事というものの具体的な業務内容を知りたかったという理由もある。 

 目標化したことについては、実習の中で職場の方々がどのような姿勢で仕事に取り組んでいるのかをし

っかりと見ることを大きな目標として設定した。 

 

２．実習先の事業・業務内容と実習内容 

○事 業 内 容 国民健康保険料の納付・徴収など 

○実 習 日 数 10 日 

○主な実習内容  ・郵便物受領・発送 

・財産調査ファイル・分納誓約の編綴 

・不要書類・財産調査書類の整理 

・督促状抜取 

・返信用封筒・再利用封筒の作成 

・午前・午後における会計室の保険収納課宛て引き出し確認 

 

３．実習中最も困難だったこと（または苦労したこと）とその乗り越え方 

 主に書類整理業務の時間が多く、その作業が単純かつ人とコミュニケーションをとらない単独で行うも

のであったため、長時間の集中が続かず作業スピードが落ちてしまい効率良く仕事ができなかった点に苦

労した。その対策として、書類をいくつかの束に分けて 1 束ずつ番号順に並べる→それをファイリングす

るというように、作業の中で細かい変化をつけるなど工夫をして業務を行った。 
 

４．実習を通しての自分の成長ポイント/職業観の変化等 

 成長した点としては、上記でも述べたように単純作業を行う中でどのように動けば、効率良く仕事を進

められるのかを自身で考え、工夫する力が身につけられたと感じている。 

 また、実習の中で職員の方々からお話を伺っていると、職業に就いてからその仕事のやりがいや目標は

見つけられるものとのお声が多くあり、職業選択の上で非常に参考になった。 
 

５．実習を通じて気づいた（または再認識した）自分の強み・改善点 

 自身の強みとしては相手に対し丁寧に・真面目な態度で接するよう意識しているため、第一印象として

悪い印象を与えないだろうという点。ただ反対に、業務を行う上で集中力などのスキルが欠けているよう

に感じられるため、仕事に役立つ秀でた能力を身に付けることが改善点として考えられる。 

 

６．全体報告  

 今回実習の中で、市役所業務の特色などを感じ取ることはできなかったが、社会の働く現場を体験する

ことで現在の自身の生活とのギャップを痛感した。朝に出社し、定時まで仕事を行う（もちろん定時を超

えて残業することもあるだろう）こと自体が非常に辛いものに感じられ、現在の様に不規則でも成り立つ

ような生活を続けるべきではないという意識を持つきっかけとなった。 

 さらに未だに私自身、どの業界に対しても興味や仕事における目標のようなものを持てず、どのように

職業選択を行うべきかを迷っている状態であったが、職業に就く際にそのようなものを持っている人は多

くはない、また持っていたとしても仕事を行う中で変わることもあり得るし、無いとしても働く中で見つ

けることもできるとアドバイスを職員の方からいただき、あまり複雑に考えすぎず就職に向け動くことが、

まず重要なのではないかと考えられるようになった。 

 上記のように、実際に社会の現場を体験し職員の方々と触れ合うことで、今までとは異なる視点で仕事

というものを見つめることができたのではないかと感じている。 

 

      



インターンシップ体験報告書 

タイトル インターンシップ体験報告 所属学部 法学部 

実 習 先 税理士法人 B/S マネジメント 所属ゼミ 城内明ゼミ 

実習期間 8 月 29,30 日 9 月 4,5,6 日 学生氏名 横山裕太 
 

１．参加の動機とインターンシップに挑むにあたって目標化したこと 

これからの就職活動に備えて実際に働くことを経験することで、選択の基準となるものを得たいと考え

参加した。したがって、体験や見学のような気持ちで参加するのではなく、働くという意識を強く持って

実習に臨むことを目標とした。 

 

２．実習先の事業・業務内容と実習内容 

○事 業 内 容 税務申告全般、記帳代行 

○実 習 日 数 5 日間 

○主な実習内容  会計ソフトを使用して固定資産台帳の入力をし、減価償却額明細書を作成した。ま

た現金仕訳の入力や給与入力、通帳仕訳などお客様の月次決算の作成をした。 

お客様の会社訪問へ同行させていただき、これまでの報告や売り上げを伸ばすため

にどうするか、戦略を練る会議へ参加した。そこではこれまでの事務作業によって得

られた数字や資料をどのように活用するのかを学ぶことができた。 

 

 
 

３．実習中最も困難だったこと（または苦労したこと）とその乗り越え方 

 仕訳入力の際に、勘定科目の判断が難しいものや仕訳がわからないものが多かったので苦労した。同じ

会社の過去の帳簿などのデータを参照し、同じものや似ているものがなかったかを探すことで判断し、乗

り越えた。 

 

４．実習を通しての自分の成長ポイント/職業観の変化等 

 月次決算の入力作業を通して、机に向かって長時間集中して作業する力が向上したと感じた。会計事務

所の仕事はひたすら入力をする地道な作業ばかりな印象があった。しかし、実際にはそのデータをいかに

活用するかという工夫が求められる仕事であるということが分かった。 

 

５．実習を通じて気づいた（または再認識した）自分の強み・改善点 

 苦手だと思っていたが、長時間 1 つのことに集中して作業することを苦にしないということに気が付い

た。また同行先での様子から、聞き上手であるとの評価を受け、自己評価との差を感じた。 

 一方でやや積極性にかけるところが自分の弱みであり、改善すべき点であると感じた。例えば出席させ

ていただいた会議などで特にその傾向が感じられた。 
 

６．全体報告  

 普段なかなか目にすることのできない会社のお金の流れを、仕事をしながら触れることのできる貴重な

体験となった。これまで簿記というものにまったくかかわることがなかったので、月次決算の入力をしな

がら自然と簿記についても学ぶことができてよかった。 

 インターンでは社員の方たちがとても丁寧に接してくださり、説明もとても分かりやすかったので働き

やすかった。私が就職先を考える際には、こういった働きやすい雰囲気の職場、といった条件も重視する

べきだと気が付くきっかけとなった。 

 パソコンに向かって長時間集中して入力をするというのが会社での仕事というイメージを持っていて、

それは退屈で大変であるという印象を持っていた。しかし、実際に体験してみるとそれは意外にも楽しく、

集中して取り組むことができたため、私に向いているのではないかという考えに至った。 

 今回の体験でこのように漠然としたイメージや調べた情報よりも、よりリアルな情報を得ることができ

た。この経験を就職活動に活かし、進路選択の指針にしていきたいと思う。 

 

      



インターンシップ体験報告書 

タイトル 自分の成長 所属学部 経営学部 

実 習 先 株式会社ミレーノ 所属ゼミ 牧野幸志ゼミ 

実習期間 8 月 13 日～8 月 26 日 学生氏名 北川実乃理 
 

１．参加の動機とインターンシップに挑むにあたって目標化したこと 

 参加の動機は長期のインターンシップに参加してみて、社会に出た時にどれだけ通用するのかが知りた

かったのと、自分に事務業があっているのかを見極めたかったからだ。 

 そして、インターンシップに挑むにあたって目標化したことは、社会人の方々を見て、ビジネスマナー

をしっかり学ぶことと社会人になる上で自分に足りていないスキルを見つけることだ。 

 

２．実習先の事業・業務内容と実習内容 

○事 業 内 容 旅行代理店 

○実 習 日 数 10 日 

○主な実習内容   事務業におけるたくさんの仕事を経験させていただいたが、大きく分けると 4 つだ。

1 つ目は、お客様のデータを Excel に打ち込むデータ入力。そして、2 つ目は、日程表

の作成やホームページでお客様の旅行先の情報収集し、旅のしおりの作成や PowerPoint

でイベントのポスターを作成する資料作り。3 つ目は、英語で書かれた記述用紙や海外

のホテルのホームページを読み取る翻訳作業。4 つ目は、電話応対である。電話応対は、

お客様の要件を聞き、担当者に引き継いでもらうことや自ら提携先の企業に電話するこ

とをさせてもらった。 
 

３．実習中最も困難だったこと（または苦労したこと）とその乗り越え方 

 私は電話応対に苦労した。実習に行く前に授業で何回か電話の仕方を教えてもらっていたが、実際に企

業で電話応対をさせてもらうとなると緊張してしまい、うまく話すことができず、苦手意識を持ってしま

った。だが、家に帰って話す言葉を何度も練習して次の日に電話応対をさせてもらうと自分に自信が持て

て、初めの時よりは緊張もしなくなり、電話で話すことへの苦手意識は少なくなった。 
 

４．実習を通しての自分の成長ポイント/職業観の変化等 

 私は普段大雑把なところがあるが、データ入力や資料作成の時に打ち間違いがあってはいけないため、

慎重に行うことができた。 

そして、インターンシップに行く前までは事務業はスピードだけが大切だと思っていたが、今回体験さ

せてもらえたことでスピードも大切だが、丁寧さや正確さも大切だということに気付くことができた。 
 

５．実習を通じて気づいた（または再認識した）自分の強み・改善点 

 実習を通じて気付いた自分の強みは、毎日似たような作業でも苦にならないことである。そして、毎日

似たような作業をするので、初日にうまくできなかったことが何日か後にスムーズにできるようになって

いたら達成感を味わうことができた。 

 改善点は、パソコンのスキルや語学力がまだまだ足りていないことだ。 
 

６．全体報告  

 今回の体験では、たくさんの仕事を経験させてもらった。例えば、紙に印刷されているいらない部分を

修正液で消す作業や郵便を送るときのあて名書きなどだ。この作業は普段の日常生活でも必要なスキルだ

が、私は日常生活でこのような体験をあまりしてこなかったため、担当の方に「いざ、やってみて」と言

われると、てこずってしまうこともあった。でも、今回このインターンシップで紙に印刷されているいら

ない部分を修正液できれいに消すやり方や郵便のあて名の書き方など詳しく教えてもらい、大変為になっ

た。今後の日常生活でも活かしたいと思う。  

 そして、参加の動機でも書いた通り、事務業が自分にあっているかを見極め、今後就活をしていく際に

視野に入れるかどうかを考えようと思い、参加させていただいた。今回の体験で、私にとって事務業は、

毎日似たような作業をするため、日々自分の成長が感じることができ、楽しかった。だから、今後は事務

業も視野に入れて就活をしていこうと思う。 

 今回の経験は、自分の成長に繋がるものも多く、将来のことを考えるきっかけになった。 

 

      



インターンシップ体験報告書 

タイトル 
インターンシップに参加させていただいた

際の全体報告。 
所属学部 経営学部 

実 習 先 恩地食品株式会社 所属ゼミ 武居奈緒子ゼミ 

実習期間 8/11-8/22、実働 10 日間。 学生氏名 隅田悟史 
 

１．参加の動機とインターンシップに挑むにあたって目標化したこと 

参加の動機については、食品製造業とは具体的にどのような業務を行っているか興味を抱いたため。 

目標については、食品製造業の実際の業務内容を、実際に勤務することで体験し、そこで得た学びを今後

の様々な活動に活かせるようにすることである。 
 

２．実習先の事業・業務内容と実習内容 

○事 業 内 容 商品開発、製造研修、営業研修、総務研修。 

○実 習 日 数 10 日 

○主な実習内容  1 日目。会社全体の見学及び今後の研修内容の連絡。 

2 日目。営業研修、商品開発の研修、工場見学会の準備。 

3 日目から 6 日目。商品の製造研修。 

7 日目。京都工場で行われる工場見学会の来客用の準備や通行案内などを行った。 

8 日目。営業研修。店舗へ新商品や販売終了の商品の案内を行った。 

9 日目。事務所にて、総務の業務説明及び実際に勤務した。 

10 日目。全体の総振り返りをし、指示された内容をプレゼンした。 
 

３．実習中最も困難だったこと（または苦労したこと）とその乗り越え方 

 製造研修初日。商品の製造現場に携わることは初めての経験だったことに加え、この日はかなり忙しか

ったことから指示をうまく聞き取ることができず、何をすればよいかわからない状態になった。そのため、

翌日以降は自分のやるべきことが終わるたびにすぐさま指示を聞きにいくようにし、わからないことがあ

ればしっかりと理解するまで確認するようにした。 
 

４．実習を通しての自分の成長ポイント/職業観の変化等 

 積極的に行動することがよりできるようになった。また、周りを見て必要なことを考えて行動できるよ

うになったとも感じる。 

職業観の変化については、あまり変化はなかったが、社会人の仕事についての考えや、アルバイトと社

員の違いなどをより深く理解することができた。 
 

５．実習を通じて気づいた（または再認識した）自分の強み・改善点 

 日誌を振り返り考えると、強みについては誠実さと積極的に行動できることだと考える。また、未熟で

はあるものの周りを見て行動できているとも考えた。 

改善点については、物事をしっかりと連絡すべき点と、各場面で声が小さい時があるため、しっかりと

声を出すようにするという点である。 
 

６．全体報告  

恩地食品株式会社では食品の製造研修以外に、各店舗への営業へ同行させていただきバックヤード内でど

のような会話が行われているのかを学ばせていただいた営業研修、総務とはどのような業務を行うのかを

実際に経験することで学ばせていただいた総務研修、京都工場では来客者の方用の準備や接客の研修など

を実際に体験することにより、多くのことをしっかりと身に着けた。 

また、最終日に「恩地商品の良い点、改善点」のプレゼンテーションを行ったのだが、その際に親身にな

って助言をしていただいた。具体的には、プレゼンテーションを行う前には誰がどの部分を担当して、誰

が発表するのかを伝えることや、声を大きく出して伝えようとすることが大事などの社会に出た際に基本

中の基本となるようなことをしっかりと教えていただいた。 

これらの経験を生かしてこれから先の就職活動に臨んでいきたいと考えている。 

 

    



インターンシップ体験報告書 

タイトル ５日間で学んだこと 所属学部 経営学部 

実 習 先 大東土地株式会社 所属ゼミ 栢木紀哉ゼミ 

実習期間 8 月 21 日～8 月 27 日 学生氏名 瀧川 輝 
 

１．参加の動機とインターンシップに挑むにあたって目標化したこと 

自分の知らない業界についてインターンシップを通じて学び、やりたい仕事かどうかを見極めるため参

加した。また、自分に何ができ、何ができないかを把握するためでもある。 

目標は、不動産業界についての知見を広め、どのような課題を抱えているかを知ることである。また、

社会人になる前準備として、仕事の大変さを実感したい。 

 

２．実習先の事業・業務内容と実習内容 

○事 業 内 容 土地供給、開発、賃貸事業 

○実 習 日 数 5 日間 

○主な実習内容   主な実習内容として、社会人基礎力についての座学、モータープール支払い案内作成、

賃料台帳作成、伝票処理、不動産賃貸業における維持管理があげられる。社会人基礎力

についての座学では、電話応対や挨拶について学んだ。モータープール支払い案内作成

では、駐車場の料金支払いの案内を作成した。賃料台帳作成では、来期分の台帳を作成

するため、前期分の台帳を参考に作成した。伝票処理では、伝票起票、伝票入力、一元

管理入力の順に作業を行った。不動産賃貸業における維持管理では、管理している物件

の清掃や点検を行った。 
 

３．実習中最も困難だったこと（または苦労したこと）とその乗り越え方 

 紙に記入されているデータをエクセルに打ち込む作業で、たくさんのデータがあったため、どこの作業

を行っているのかがわかりづらく、打ち込みミスが多かった。作業を行っていく上で、作業が終わった部

分を隠して自分がどこの打ち込みをしているのかわかりやすいようにし、一定の入力をするたびに見直し

の確認を行ったことでミスがなくなった。 
 

４．実習を通しての自分の成長ポイント/職業観の変化等 

 初めて行う作業のため、時間が思っていた以上にかかり予定の時間通りに終わらない可能性があった。

しかし、作業を行いながら効率的な方法を模索したことで、時間通り作業を終えることができた。また、

似た作業を行う際、効率的かつ丁寧な仕事を行えるよう心がけて作業を行ったことで、ミスがひとつもな

く予定よりもかなり早く作業が終わることができ、他の仕事を任せてもらうことができた。 
 

５．実習を通じて気づいた（または再認識した）自分の強み・改善点 

 自分の強みは、人の意見を聞くことと自分の意見を言えることである。人の意見を聞いた際に、良いと

感じたことは吸収し、悪いと感じたことは、なぜ悪いのかなど相手にもわかるように自分の意見として言

える点が強みである。しかし、自分の意見の方が正しいと思い、相手を否定する言い方になってしまうと

きがあるので、今後は否定ではなく、違う見方の意見として言えるようにしたい。 
 

６．全体報告  

 今回のインターンシップを通じて、不動産業界について知るだけで無く、社会人に求められている力や

仕事の大変さを学ぶことができた。社会人に求められている力でも、特にコミュニケーション能力と情報

収集は必要だと感じた。初めて行う作業だったため、“慣れ”というものが無い状態なので、効率的に作業

を行える方法を担当者に聞く必要があった。しかし、担当者に助言をもらう際に、自分がどのような現状

で、どう改善したいのかを相手にわかりやすく伝わる言葉がすぐに出てこなかった。また、休憩時間では、

世間話をしようと思っても共通の会話が見当たらず、気まずい雰囲気のときがあった。これらのことから、

新聞を読む必要性やコミュニケーションを高める必要性がわかった。仕事の大変さでは、実際のお客様の

お金のデータを扱うので、ミスが無いように丁寧かつ迅速に仕事をこなす必要があり、精神的にも肉体的

にも疲弊した。また、単調な仕事をしている際に、ミスが頻繁に発生し、一から見直したことで無事に被

害を事前に無くすことはできたが、気づかずにそのまま提出していたら大変なことになっていた。これら

のことから、責任の重さが今まで経験してきたものよりも異なっており、作業の見直しチェックの大切さ

がわかった。今回学んだことを今後の社会人生活でも生かせるよう努力したいと考えている。 

 

      



インターンシップ体験報告書 

タイトル 恩地食品株式会社実習報告 所属学部 経営学部 

実 習 先 恩地食品株式会社 所属ゼミ 樋口友紀ゼミ 

実習期間 8 月 11 日～8 月 22 日 学生氏名 田中 志 
 

１．参加の動機とインターンシップに挑むにあたって目標化したこと 

会社というものがどのようなものかということを知るため、インターンシップに参加しその業界について

知識を身に付け来年の就職活動に役立たせるため。 

またインターンシップに参加するにあたって自分の強みや足りていない部分を探すこと。食品業界につい

て少しでも多くの知識を得ることを目標とした。 

 

２．実習先の事業・業務内容と実習内容 

○事 業 内 容 茹で麺類、麺類用出汁、セット麺の製造販売 

○実 習 日 数 10 日 

○主な実習内容  商品開発研修…来季予定商品の試食、ライバル商品の試食 

製造研修…セット麺類の製造作業 

京都工場見学会手伝い…親子工場見学会の準備・運営手伝い 

総務研修…伝票内容のパソコンへの打ち込み、 

営業研修…得意先スーパーマーケットへの営業同行 

 

 
 

３．実習中最も困難だったこと（または苦労したこと）とその乗り越え方 

 製造研修はベルトコンベアを使っての流れ作業だったので、流れてくるケースに自分の担当の具材や薬

味等の入れ忘れや向き(裏表、上下左右)や置く位置などの間違いなどがあると後ろで作業をしている人た

ちに迷惑が掛かってしまう。そのためケースに入れた後もしっかりと指定された位置に入れることができ

ているかを確認しながら作業を行った。 
 

４．実習を通しての自分の成長ポイント/職業観の変化等 

 今回のインターンシップを通じて正確に作業を行うことの重要性について知ることができた。実習に参

加するまでは正確に作業を行うことについてあまり意識していなかったが、今回の実習での体験から正確

に作業を行うことを意識するようになったと思う。 

 

５．実習を通じて気づいた（または再認識した）自分の強み・改善点 

 今回の実習で自分はパソコンへのデータ入力作業が得意で強みであると感じたが、研修時に具材等の入

れ忘れがあったため正確に作業を行うことに関してはまだ少し欠けていると感じた。 

 

６．全体報告  

 今回は食品会社でのインターンシップだった。インターンシップに参加するまでは会社がどのようなも

のかについて、また食品業界についてあまり知らなかったが、今回のインターンシップで開発、製造、総

務、営業と多様な部署で実習をさせていただくことができたため、会社全体のイメージや食品業界での仕

事内容などについて詳しく知ることができた。特に開発グループでの実習は普段見ることのできない商品

の開発される過程の一部（発売予定商品の試食、ライバル商品との比較等）を実際に体験し学ぶことがで

きたことはとてもよかったと思う。営業を行う上ではコミュニケーションが大切だと思っており、営業担

当の方もそのように話されていたためコミュニケーション能力を少しでも上げようと思っていたが、今回

のインターンシップでは会社外の人たちと話す機会が余りなかったので、思っていたよりもコミュニケー

ションスキルを高めることができなかったのが残念だった。今回のインターンシップは 10 日間だけであ

ったが様々なことを学ぶことができた。このインターンシップで得たことをこれからの就職活動に生かせ

るようにして行きたい。 

 



インターンシップ体験報告書 

タイトル インターンシップで学んだこと 所属学部 経営学部 

実 習 先 石川特殊特急製本株式会社 所属ゼミ 橋本はる美ゼミ 

実習期間 8 月 26 日～9 月 6 日（土日休日） 学生氏名 谷上 詩織 
 

１．参加の動機とインターンシップに挑むにあたって目標化したこと 

 インターンシップに挑むにあたり、社会常識、業界の知識を増やすこと、積極的な行動を心がけること

を目標とした。積極的行動を目標としたのは、会話や前に出ての発表などの際、黙ってしまうことが多く、

一歩引いて傍観してしまうことが癖となっている傾向にあったためである。インターンシップという慣れ

ない環境の中で自分の考えを伝える力をつけることができれば、自信になると考えた。 

 

２．実習先の事業・業務内容と実習内容 

○事 業 内 容 製本、印刷、デジタルファイリング事業 

○実 習 日 数 10 日 

○主な実習内容  一日目は業界、会社概要とビジネスマナー研修、工場見学を行った。二日目は営業に

同行し、企業間のやり取りや挨拶を学習した。三日目は午前、経理事務部門、午後から

は製本部門業務で商品の梱包作業を行った。四日目・五日目は製本業務で封入、封かん

作業、商品の組み立て作業を行った。六日目から最終日の十日目までは商用デザインや

ペイントツールを使用し、デザイン編集部門でポスターやシャツイラストのデザイン、

フォトブックの写真とイラストのレイアウト、シールデザインに使用する素材集めを行

った。 
 

３．実習中最も困難だったこと（または苦労したこと）とその乗り越え方 

 企業について、業界についての認識が不足していこともあり、わからないことなども出てきたが、どの

タイミングであれば質問しても良いのかわからず、じっと待ってしまうことが多かったように思う。日を

追うにつれ、相手の都合やどのタイミングなら話しかけても問題ないか、どう質問すればよいのかがわか

るようになってきた。これは、周囲の社員の状況を見ること、判断できるようになったからである。 
 

４．実習を通しての自分の成長ポイント/職業観の変化等 

 実習期間が経過するごとに社員の方への受け答えや挨拶が自然に返すことができ、成長していると感じ

た。仕事をすることは社会貢献と口では言うものの、自分のために何かをするという感覚がつよかったが、

実際に体験したことで、相手のためにより良いサービス、商品を提案、提供するためにはやはり相手のこ

とをしっかり考えなければ商品は作ることができないと認識が改められた。 
 

５．実習を通じて気づいた（または再認識した）自分の強み・改善点 

 自分の強みは作業に取り組む際の集中力を再認識した。広告などに興味を持ちよく見ていたことによる

ものなのか、レイアウトをする際、イメージがすぐに何通りか出すことができたことは新たに発見できた

強みだと考える。改善点は人と話をする際に、会話を始めると話し続けてしまう点と、会話の対象が増え

るほど話さなくなる点である。会話が成立しない状態になりうる点であるため、改善が必要である。 
 

６．全体報告  

 ひとつの業務だけでなく、営業、製造、事務と複数の部門を経験したことで、それぞれの仕事の役割や

各部門同士の連携を実感できた。どこかで数が合わなくなるとその度確認を行い、注文も入ってくる順番

が納品の順番というわけでもない。突然の急ぎの対応も内容の差し替えが急遽入るということも実習中耳

にした。そのような場合にも顧客からの情報を的確に関係部門に伝達し、期間に注文にあったものを届け

ることができるのは、連携がしっかり行われているからである。社員の方々との会話の中で就活や仕事に

ついての経験談やアドバイスをたくさんもらい、実習以外でもたくさんの貴重なものを得るインターンと

なった。 

 短期インターンシップとは異なり、長期インターンでは実際の業務に参加するということもあり、実際

に働くことについて自分がどう感じるのか、どういう仕事にやりがいを感じるのかということがより鮮明

になった。私はこれが好きだからとはじめから業種範囲を決めつけて絞るのではなく、今は広くたくさん

の企業を見て、知識の幅を増やすことが大切であると実感した。その知識は就活だけでなく、就職後も知

識として残り、どんな仕事に就いたとしても、役立つと考える。 

 

   



インターンシップ体験報告書 

タイトル 自動車ディーラー店での研修 所属学部 経営学部 

実 習 先 ネッツトヨタ中央大阪株式会社中環南茨城店 所属ゼミ 堀井千夏ゼミ 

実習期間 8 月 19 日～9 月 2 日 学生氏名 露岡 良大 
 

１．参加の動機とインターンシップに挑むにあたって目標化したこと 

 会社を通じての社会のルール、雰囲気を学ぶこと。営業を通じてコミュニケーション能力を学ぶこと。

今後に活かせるインターンシップを過ごすこと。接客に対する技をつけたい。 

 

２．実習先の事業・業務内容と実習内容 

○事 業 内 容 店頭お客様対応 

○実 習 日 数 10 日 

○主な実習内容   お客様対応をメインに行動していた。その内容は飲み物を出すことや、テーブルの

片付け、洗車、商談の見学などを行った。 

 そのほかにも営業の方達やサービスの方達に、この業界についての質問を行った。

車の種類の見分け方、グレードの見分け方、車種によってオプションの違いなどをカ

タログや営業の人に聞き、学ぶことができた。           
 

３．実習中最も困難だったこと（または苦労したこと）とその乗り越え方 

 最も困難したことは、お客様対応中に何を話すかである。会話をしてコミュニケーションとることが重

要であり、途切れないように繋ぐことに苦労した。だが、営業の人達に質問を行い、会話のバリエーショ

ンを増やす努力を行い、空いた時間に無駄なく会話を続けることができた。積極的に質問を行うことでこ

の困難を乗り越えることができた。 
 

４．実習を通しての自分の成長ポイント/職業観の変化等 

 私自身の成長ポイントはこのインターンシップを行うことで、今後への自分の強みとして取り込むこと

ができた点である。この経験が必ず活きてくるであろう。もう一段階上の自分になることができた。 

 職業観の変化としては、この業界も自分に合っているなと感じることができた。しかし、まだまだ自分

の知らない業界があるだろう。今後もこのようなインターンシップに積極的に参加していきたい。 
 

５．実習を通じて気づいた（または再認識した）自分の強み・改善点 

 笑顔が大事であることを再確認することができた。お客様との繋がりが長期であるディーラー店での営

業で、最初のコンタクトとして笑顔で挨拶すること大事だとおっしゃっていた。私もそれを聞きすぐ理解

し納得することができた。第一印象が今後の契約を左右するこの業界で、笑顔がなければいけないことが

再確認できた。 
 

６．全体報告  

 今回のインターンシップを通じて今後の人生に活かせる体験ができた。特に、営業に対するスキルを見

学し、学ぶことができた。その中でも印象に残っているのは、新車を購入される新規のお客様との商談を

見学させてもらったことである。新規のお客様に対する対応の仕方や、第一印象をよくするための挨拶、

笑顔、会話の内容などを学ぶ事ができた。その中でも、先に述べた笑顔の大事さを学ぶ事が出来た。会話

術、挨拶の中に笑顔は関わってきている。これの能力を目の前で見学し、学び、盗むことができたと私は

考えている。 

 笑顔の他にも、貴重な体験をさせていただいた。例えば、査定である。これは車の価値を半年に一回程

度で出すのだが、それを実際に行った。ただお客様の車では無く、展示車の査定であったが、本物の用紙

を使い、金額を出しプロと我々の差を感じることができた。 

 これらの経験は必ず次のインターンシップや就職活動に活かしていけるだろう。2 週間という期間を過

ごした経験を無駄なく活かせるように今後努力していきたい。 

 

 

      



インターンシップ体験報告書 

タイトル インターシップで得たもの 所属学部 経営学部 

実 習 先 ホテルモントレ株式会社ラ・スール大阪 所属ゼミ 橋本はる美ゼミ 

実習期間 8 月 17 日～8 月 29 日 学生氏名 濱野立成 
 

１．参加の動機とインターンシップに挑むにあたって目標化したこと 

自分の未熟さとこれからの成長に繋げること、実際に働くことで仕事のやりがいや過酷さを知るために

参加した。また、働くことにより自分にできることや苦手なことや強みを知るきっかけのためでもある。 

 参加する目標はホテルのレベルの高い接客やマナーを学ぶこと。組織としての報連相の重要性を知り、

サービス業界の知見を広げ、学ぶことを目標化した。 

 

２．実習先の事業・業務内容と実習内容 

○事 業 内 容 ベル業務、お客様対応 

○実 習 日 数 10 日間 

○主な実習内容   主な実習内容として午前の作業は引継ぎによる業務連絡を行い、お客様から預かった

荷物をチェックイン時刻までに部屋に入れることであった。そのために必要な清掃員の

方へ部屋の早仕上げの連絡、仕上がりまでの間にカードキーの作成、ロビーでの挨拶と

道案内を行い、荷物が少ない日は決められた部屋の浴室の排水口や加湿器の清掃を行っ

た。午前の作業を終え、午後からは使用済みの食器の回収、お客様の要望にお応えした

日用品のデリバリーを行い、遺失物処理による忘れ物の破棄、貴重品の保管や食べ物な

どの仕わけを行い、会社のパソコンにデータを保存した。 
 

３．実習中最も困難だったこと（または苦労したこと）とその乗り越え方 

 日によって荷物の量は変わり、お客様の数によっても大きく変わるため、とても忙しい日は時間までに

荷物が届けられるか時間配分が大変であり、扱いも慎重に行うため大変だった。 

 予め部屋が近い荷物を固めて早仕上げの連絡を行い、時間短縮に繋げ、準備ができている部屋の荷物は

量に関係なく効率化を図るために空いた時間を最大限に活用し荷物を届け、時間内に業務を遂行した。 
 

４．実習を通しての自分の成長ポイント/職業観の変化等 

 ロビーで挨拶を行う際、様々なお客様に質問をされ、わからないことが多く言葉遣いの間違いなどがあ

った。そのため一度できなかったことを繰り返さないためにメモをこまめにとった。メモを取ったことに

より一度は失敗した道案内も場所を把握し落ち着いて対応することができ、メモの大切さがわかった。一

つのミスを無くしたことにより、自信も付いて初日の緊張した挨拶と比べ、声が出るようにもなった。 
 

５．実習を通じて気づいた（または再認識した）自分の強み・改善点 

 自分の強みは任されたことは最後までやり遂げる責任感だと感じた。任された仕事を行うために自分な

りに工夫をし、たとえ小さな仕事でも一生懸命働き業務を遂行した。しかし、ミスをしてしまうこともあ

り、原因として自分は急いでしまう悪い癖がありそれが焦りにつながり本来できることができないことも

あった。そのため、焦りをなくすためにもっと周りを見て落ち着いて行動すべきだと実感した。 
 

６．全体報告  

 今回のインターンシップを行ったことにより、ホテル業界の裏側や仕事をするたくさんの人達の努力に

より企業が成り立っていること、仕事の大変さや同時に働くことの意味ややりがいが学ぶことができとて

も勉強になった。また、実習を通して感じた社会人にとって最も必要とされる力はコミュニケーション能

力だと思った。ホテル業界のようなサービス業界だけでなくコミュニケーション能力は社外社内に関係な

く全ての仕事にとって必要な力であり、お客様と会話する時、企業の方と会話するためにはどのような工

夫が必要で、相手に自分の意見を伝えるためにはどうすればいいのか、改めてコミュニケーションの重要

性を実感した。一緒に仕事をする人達としっかり協力するためには報連相がとても重要であり、実習中に

何か問題があった時は必ず報告し、他の方にも連絡をしてどういう対策が必要なのか相談をした。それに

より問題解決を早めに行うことができ、仕事に対する責任を同時に学ぶことができた。 

 働くという貴重な体験ができ、普段行うアルバイトとの違いを知り、初めて行う作業ではどうすれば良

かったのか、失敗した時や後悔することも多くあった。今回の経験を活かし、今後の就職活動や社会生活

では自分なりの努力を精一杯行いたい。 

 

    



インターンシップ体験報告書 

タイトル 接客業の重要性 所属学部 経済学部 

実 習 先 ホテルモントレ株式会社ラ・スール大阪 所属ゼミ 朝田 康禎ゼミ 

実習期間 ８月１７日（土）～８月２９日（木） 学生氏名 児玉 咲紀 
 

１．参加の動機とインターンシップに挑むにあたって目標化したこと 

 私は将来旅行関係の仕事に就きたいと考えている。この仕事に就くにあたってコミュニケーション力や

臨機応変に対応する力が必要と考え、どちらも身に着けることができるホテル業界でのインターンシップ

を志望した。目標化したことは、ホテルの業務内容の理解・積極的にお客様とのコミュニケーションを図

ること・何事にも自分から自ら進んで行うことの３点である。 

 

２．実習先の事業・業務内容と実習内容 

○事 業 内 容  ホテル運営 

○実 習 日 数  １０日間 

○主な実習内容   ・チェックアウト前後の荷物の預かり 

 ・部屋のカードキー作成 

 ・チェックイン前の荷物の部屋入れ 

 ・食器の回収、タオルやナフキン等の備品チェック 

 ・事務作業（朝食のチケット、スパの券、カードキーの袋、資料請求の準備 等） 

 ・忘れ物の処理、リスト化 

 ・ロビーにて挨拶、周辺施設の案内 
 

３．実習中最も困難だったこと（または苦労したこと）とその乗り越え方 

 髪の毛や服装等の身だしなみを整えることと言葉遣いである。２日目に指導者から「このままではロビ

ーに立てない」と指導され、２日目以降髪の毛を整えることに配慮した。朝職場に就くと先輩の社員の方

に確認し、許可を得てから仕事に取り組むようにしている。言葉遣いに関しては、失敗を恐れずに積極的

にお客様に話しかけることで、少しずつ改善を図った。 
 

４．実習を通しての自分の成長ポイント/職業観の変化等 

 成長ポイントはモノの大切さ・忍耐力・我慢強さである。お客様の荷物を運ぶことで壊してはいけない

ので、ゆっくりと運ぶことでモノを大切にするようになる。また、重さ関係なく何往復もするので、同時

に忍耐力・我慢強さも身に付く。インターンシップを始めるまでホテル業界は興味があったが、インター

ンシップ後はホテルに関して宿泊だけで十分であると職業観が変化した。 
 

５．実習を通じて気づいた（または再認識した）自分の強み・改善点 

 自分の強みは元気よく挨拶ができ、お客様に積極的にコミュニケーションを図ることである。チェック

アウトの荷物を預かるとき、お客様に一言声をかけるように配慮して取り組んだ。また改善点は、ホテル

での言葉遣いである。「少々」や「ございます」等を使う必要がある。また、元気よく挨拶することは大切

ではあるが、口調を抑えながら大人しく言うことに気を付けないといけない。 
 

６．全体報告  

 礼儀作法・身だしなみ・立ち居振る舞い方等を教えてもらうことなく、初日からフロントでのベル業務

がスタートしたが、思うようには行えなかった。初日から行うことにより実践力や忍耐力を養うことで、

メンタル面も同時に強くすることができる。身だしなみや言葉遣いの指導を受けることが多く、初日に少

しの時間でいいので、オリエンテーションや研修を行うことの必要性を実感した。ホテル側もインターン

シップの学生を受け入れるにあたって、研修等の事前の準備を行うべきである。私たちに基本的なことを

教えてくれた指導者（２１歳）の人は比較的年齢が近く、お互い友達感覚になってしまうと感じた。その

ため、同じ年代の方を指導者として担当につけることは疑問に思う。また、ホテルは毎日が体力勝負で、

風邪を引いてしまい、自分の体調管理の甘さを実感した。１０日間同じ仕事の繰り返しで、インターンシ

ップに行く意味がないと感じたこともあったが、周りのサポートにより１０日間無事に過ごすことができ

た。ホテルでのインターンシップは、将来ホテルで働きたいと考えている人にはお薦めではあるが、ホテ

ル業界を考えていない人にとっては少し苦痛に感じると思う。宿泊部の方々には、たくさんの失敗をした

にも関わらず温かい目で見守ってくださり、たくさんの叱咤激励により感謝の気持ちでいっぱいです。 

 

       



インターンシップ体験報告書 

タイトル インターンシップ体験報告書 所属学部 外国語学部 

実 習 先 三進金属工業株式会社 所属ゼミ 林田敏子ゼミ 

実習期間 5 日 学生氏名 髙木 美南 
 

１．参加の動機とインターンシップに挑むにあたって目標化したこと 

大学 3 年生を迎えるにあたり、自分が将来就きたい職業・職種が定まっておらず、就職することに関し

て不安を抱いていたためインターンシップに参加した。インターンシップに挑むにあたり、積極的に行動

すること、明るくあいさつを進んですること、また「はたらく」とはどのようなことかを学ぶということ

を目標化した。 

 

２．実習先の事業・業務内容と実習内容 

○事 業 内 容 スチールラックを主力に産業ラック、研究設備などを開発・製造・販売を行うメーカー 

○実 習 日 数 5 日 

○主な実習内容  5 日間を通して三進金属工業株式会社の取引先へ訪問、商談に同席し名刺交換を行っ

た。 

 

３．実習中最も困難だったこと（または苦労したこと）とその乗り越え方 

 業務をこなすというよりも営業に同行し、同行させていただいた方のはたらいている姿を見学するとい

う形の実習であったため、自分から進んでできることを見つけるのに苦労をした。自分ができることは取

引先で明るくあいさつをするということ、また、取引先の方と会話をする機会があれば自分が疑問に思っ

たことなどを質問するということを目標に掲げ、実践をした。 
 

４．実習を通しての自分の成長ポイント/職業観の変化等 

 実習を通して自分の職種の視野が広がったということが成長ポイントだと考える。普段何気なく使って

いる物流や黒板、ネジなどの製品を製造・販売している企業を訪問し、今まで視野になかったさまざまな

業種があることを新しく発見し、職業観が変化した。 

 

５．実習を通じて気づいた（または再認識した）自分の強み・改善点 

 実習を通じで初対面の方でも緊張をせず接することができるということを認識した。実習先の取引先の

方から笑顔をほめていただき、人と接することは得意だと再認識した。改善すべき点は体調管理をしっか

り行うことだと考えた。実習前に予定を詰めてしまい、実習前日に発熱をしてしまったため体調管理をし

っかり行うべきだと考えた。 
 

６．全体報告  

 インターンシップを終え、今まで社会のことを知らずに過ごしていた大学生活では得られなかった知

識、経験を積めた。実習初日はのんびり過ごしている大学生活とは違い、「社会」という現場に緊張してし

まい、思うように自分自身を出せずに悩んでいたが、日を追うごとにいままで知らなかった知識を習得し、

実習初日と比べ、疑問に思ったことなどを相手方に積極的に質問することができ、実習を楽しめた。実習

中では講義でも先生がおっしゃっていたコミュニケーション能力が必要であると感じた。なかでもあいさ

つは重要であると身をもって感じた。自分からあいさつができた方は自分からあいさつをできなかった相

手方の反応が大きく違い、自分からあいさつをすることは重要であるということが身をもって感じた。ま

た、大学生活では行わない名刺交換や社会ではたらいている方の実際の意見、また、いままで視野に入れ

ていなかった営業職という職種がどのようなものなのかということを実際に営業に同行させていただき、

知ることができた貴重な体験になった。このインターンシップの体験を通じて就職活動、またその後の社

会ではたらく場面でも糧になると考え、役に立てたい。 

 

     

 



インターンシップ体験報告書 

タイトル インターンシップを終えて 所属学部 経営学部 

実 習 先 門真市役所 健康福祉部 高齢福祉課 所属ゼミ 堀井 千夏ゼミ 

実習期間 8 月 19 日～8 月 30 日 学生氏名 平山 知樹 
 

１．参加の動機とインターンシップに挑むにあたって目標化したこと 

 今回、インターンシップに参加した動機は普段私たちが見ることができない働く方々について学ぶこと

であった。普段の日常生活において、社会人と関わることはあまりない。だから、インターンシップを通

してそれを学びたいと考えた。これに挑むにあたって目標化したことは「実習先の方々と積極的に関わっ

ていく」ことだった。 

 

２．実習先の事業・業務内容と実習内容 

○事 業 内 容 高齢者に関するデータの入力や事務作業 

○実 習 日 数 10 日 

○主な実習内容  ・事務作業  

会議の準備・会場の設営・受付 荷物運び 書類の整理 資料やチラシのコピー  

イベントで使用する道具の準備 

・データ入力 

アンケート結果の入力 市内にある介護施設のメールアドレスや電話番号の登録及び

その確認 あらかじめ入力されたデータにミスがないかの確認 

 
 

３．実習中最も困難だったこと（または苦労したこと）とその乗り越え方 

 市役所では市民の方々に関するデータや資料が多いため、それを処理していく作業に時間がかかってし

まい、場合によっては 1 日中かかってしまうようなこともあった。この問題の解決策は仕事をするにあた

って効率を考えていくことだ。これにより、時間の短縮ができるようになるのと同時に、効率を考えるう

えで作業方法も考えるため気持ちにゆとりを持って作業ができた。 
 

４．実習を通しての自分の成長ポイント/職業観の変化等 

 実習を通しての自分の成長ポイントは作業を行うにあたって普段から効率を考えるようになったこと

だ。前は考えるよりも行動に移すことが多かったが、それでは時間がかかってしまうことや、ミスを起こ

すことがあった。しかし、作業の効率を考えることで時間の短縮が可能になり、落ち着いて作業をするよ

うになった。 
 

５．実習を通じて気づいた（または再認識した）自分の強み・改善点 

 実習を通して気づいた自分の強みは、コミュニケーション能力だ。普段の日常生活では、会話のキャッ

チボールをすることを意識している。そのため、自分と同世代のいない環境でも、市役所の方々としっか

り会話をすることができた。ただ、まだ少し受け身になりがちだったので、今後は自分からも話題が提供

できるようにしていくつもりだ。 
 

６．全体報告  

 今回のインターシップを通して仕事をすることに対して明確なイメージを持つことができた。今日では

仕事をするうえで職場での人間関係や働き方で様々な問題を抱えている企業が多い。そのため、就職をす

ることに対して強い不安感があった。しかし今回のインターシップに参加させていただいたことにより、

職場の方々がお互いに支えあい、助け合いながら仕事をされているのを見て、そういった不安感が解消さ

れた。また、高齢福祉課というところで仕事をさせていただいたため、認知症や身体が不自由な高齢者の

方々が多くおられることを改めて感じることができた。直接そういった方々と関わってはいないが、資料

の整理やデータ入力などの業務を通して、本人だけでなくそのご家族にも大きな負担がかかっていること

が実感できた。そういった方々に対して、市役所の方々が市内だけではなく市外の市役所や介護施設と協

力して、どのようにして支援をしていくべきかを議題にあげて会議をされていた。このようにして、高齢

者だけでなく、ご家族の方に対してもどのように支援をしていくかについてもしっかり考えておられるの

だとわかった。これから、高齢化社会になっていく世の中でそれをどのように解決して乗り越えていくか

を、私たちもしっかり考えていくべきだと感じた。 

 

     



インターンシップ体験報告書 

タイトル インターンシップ体験報告 所属学部 経営学部 

実 習 先 大成温調株式会社 所属ゼミ 樋口友紀ゼミ 

実習期間 8 月 19 日～8 月 30 日 学生氏名 藤井 昴允 
 
１．参加の動機とインターンシップに挑むにあたって目標化したこと 

相手の説明に対し一つは質問を返し、自ら質問する力をつけること。 

他のインターンシップ生や担当してくださる方々など普段かかわることのない業界の方々とのコミュ

ニケーションをとり、コミュニケーション能力をつける。 

社会、仕事とはなにか身をもって体験する。 
 
２．実習先の事業・業務内容と実習内容 

○事 業 内 容 会社概要説明、積算、設計、営業、ショールーム見学、現場見学、振り返り 

○実 習 日 数 10 日間 

○主な実習内容  ・会社の立ち位置、他の企業との関係などの説明を受けた。 

・営業課の方々と営業先に同行し、その歴史、仕様などの説明を受けた。 

・CAD ソフトを用いて実際の図面にダクトや冷媒管の配管をする作業。 

・LIXIL、TOTO、DAIKIN などの衛生機器、空調機器メーカーのショールーム見学、BtoB

の取引をする企業の工場、倉庫の見学。 

・ヘルメット、安全帯を装着し、現場の見学 

・他のインターンシップ生との振り返り。 
 
３．実習中最も困難だったこと（または苦労したこと）とその乗り越え方 

目標としていた説明に対し質問することが特に苦労した。 

 対策として相手の目を見て話しを聴き、しっかりとメモを取り資料などと照らし合わせて質問すること

を決めていくことによって、比較的質問をしやすくなった。 

 
４．実習を通しての自分の成長ポイント/職業観の変化等 

 このインターンシップを通して質問し続けることによって自分の質問することに対する抵抗感というも

のが少し薄れてきた。 

 ほかのインターンシップ生、担当の方々などと世間話、最近のニュースについて話すことができ、コミ

ュニケーション能力に少し磨きがかかった。 
 
５．実習を通じて気づいた（または再認識した）自分の強み・改善点 

 自分は人の話を聞くことが苦ではなく、相手の話を聞くことに関しては自分の強みと言えるがその聞い

た話に対して、相手に質問などを切り返すことがやはり苦手だなということが再認識することができた。 

 今後の授業やグループワークなどで相手の話を聴き、積極的に質問、提案していけるようにしていきた

い。 
 
６．全体報告  

このインターンシップを通して、改めてコミュニケーションの大切さ、質問することの難しさ再確認で

き、社会人として身に着けておかねばならないことである、マナー、時間の正しい使い方を知ることなど

たくさんのことを教えていただいた。さらに、大成温調様、関係業者の方々の業界でどのような仕事をし

ていて、どういったやりがい、大変さなどがあるのかを目で見て体験することができた。そして、社会と

はどういったものなのか、社会人の方々が普段どういったことをしているのか、どんなことを考えながら

仕事をしているのかといったことの話を聴くことができ、大変理解することができた。 

自分が目標としていた質問する力をつけること、コミュニケーション能力をつけることを少なくとも少

しは達成することができ、メモすることの大切さ、先生方がおっしゃっていた相手の話を聴くということ

の意味、コミュニケーションとは何かということや社会でのマナーを再認識することができた。 

 このインターンシップで得ることができた経験を糧にし、授業、普段の生活、就職活動ならびに自分が

社会に出てからも活かしていきたい。 

 

       



 インターンシップ体験報告書 

タイトル インターンシップを通じて 所属学部 経営学部 

実 習 先 株式会社ソフトウェア・コントロール 所属ゼミ 堀井千夏ゼミ 

実習期間 8 月 27 日～9 月 9 日 学生氏名 松村俊哉 
 

１．参加の動機とインターンシップに挑むにあたって目標化したこと 

 私が今回のインターンシップで目標にしていたことは、今自分が身につけているビジネスマナーの改善

点を見つけることである。 

 

２．実習先の事業・業務内容と実習内容 

○事 業 内 容 プログラミングの課題、株式会社ソフトウェア・コントロールの業務説明 

○実 習 日 数 10 日 

○主な実習内容  プログラミング課題では、visual studio で C#言語を使って電卓、」自動販売機、ジ

ャンケン、占いをした。データを地理情報システムに使えるようにデータの形を変え

た。Arduino を使い LED のライトをつけるプログラムやベルを鳴らすプログラムや LED

を複数使い順番に点灯するプログラムを書いた。 

 業務説明では、株式会社ソフトウェア・コントロールの 4 つの部署がどのようなこ

とをしているかの説明や部署がプログラムしたものを操作させてもらった。 

 
 

３．実習中最も困難だったこと（または苦労したこと）とその乗り越え方 

 自習中に最も困難だったことはプログラミンング課題を完成させることだ。今回私以外に 4 人の方がイ

ンターンシップに来ていたため、みんなが分からないプログラムをネットで調べたり、相談し、試行錯誤

しながら課題を完成に取り組んだ。 

 

４．実習を通しての自分の成長ポイント/職業観の変化等 

私が実習を通して成長した点はプログラミングの知識を増やすことができた点だ。 

 職業観の変化について、IT 業界は情報の分野なので社員の方は理系の学部出身の方が多いと思ってい

た。しかし、文系の方もたくさんおられ、入社の時のプログラムの技術がなくても入社後にしっかりとし

た教育があるので私が文系だからといって怖じけることはないとわかった。 
 

５．実習を通じて気づいた（または再認識した）自分の強み・改善点 

 今回のインターンシップで気づいた自分の強みは、何事にも逃げずやり遂げることだ。なぜなら、プロ

グラムの課題で分からないことを理解するまで調べたからだ。 

 今回のインターンシップで気づいた自分の改善点は、自分の意見を言えなかったことだ。今回グループ

ワークがあり、そこで自分の意見が言えなかったからだ。 
 

６．全体報告  

 私はこのインターンシップ以外に他の 1day のインターンシップに行っていた。そこで私は IT 業界に興

味を持って、今回のインターンシップⅡで IT 業界の企業の株式会社ソフトウェア・コントロールのイン

ターンシップを希望した。IT 業界は情報の分野なので理系の方が多いと思っていたが、企業の説明を聞く

と、文系の方も半分くらいはいるということで大変驚いた。また今回、株式会社ソフトウェア・コントロ

ールではスーツ以外で出勤している方が多く、私たちもスーツではなく派手ではない普段服で出勤した。

IT 業界では普段着で出勤してもよい企業も多いと聞いた。IT 業界は、公共のシステムなどを開発してい

ることが多くシステムのエラーで大きな被害が起こることもあるのでとても責任がある仕事であること

がわかった。 

 今回インターンシップⅡで I 株式会社ソフトウェア・コントロールに行けて私が IT 業界で知らなかっ

たことや主な業務内容のことや社会で必要なマナー、スキルのことが聞けてとても良い経験になった。今

回の経験を生かして就職活動に生かしていきたいと思った。 

 

 

     



インターンシップ体験報告書 

タイトル インターンシップ体験報告書 所属学部 経営学部 

実 習 先 株式会社関西マツダ 所属ゼミ 橋本はるみゼミ 

実習期間 8 月 22 日～8 月 26 日 学生氏名 吉川 知里 
 

１．参加の動機とインターンシップに挑むにあたって目標化したこと 

 参加の動機としては、挑戦するこころを持ちながら多くの人と接することで、コミュニケーション能力

を含めた精神力を鍛えることが挙げられる。 

目標化したことは、社会で働く人たちはどのように他人と関わり、一つの組織を形成していくのかを確

かめること、また、能動的になることや想像力を活かした応用力の底上げが挙げられる。 

 

２．実習先の事業・業務内容と実習内容 

○事 業 内 容 接茶、工場見学、マナー研修、座学等 

○実 習 日 数 5 日間 

○主な実習内容   22 日は本部に集まり、インターンシップの概要説明や自己紹介、接客においてのマナ

ー研修や株式会社関西マツダの経営戦略や取り組みについて座学をした。 

 23 日～25 日は振り分けられた実習店舗にて研修を行った。初日は商品の試乗、基本

の業務は接客や簡易的な掃除などをした。24 日は車販売のロールプレイングの体験、25

日には納車されたお客様にアンケートの実施や工場見学をさせていただいた。 

 最終日の 26 日は本部に戻り、与えられていた課題に対してのグループワークを行っ

た。 
 

３．実習中最も困難だったこと（または苦労したこと）とその乗り越え方 

 最も困難だったことは社員の方々に積極的にお話を聞き、その話を記憶することである。相手は接客の

プロフェッショナルであり会話は長く続いたものも多かったが、その中で重要だと思えることをメモする

ことは時間も押していたこともあり困難であった。その乗り越え方としては昼食時に同席した方々に再度

要点を聞く、合間にメモを見返すなどの再確認を怠らないようにしていた。 
 

４．実習を通しての自分の成長ポイント/職業観の変化等 

 成長ポイントとしては積極的に疑問点を聞くことや、グループワークで意見を多数述べたことが挙げら

れる。また、わかりやすく要点をまとめて伝えることに意識を向け始めている。 

 職業観の変化については、固定顧客が付きやすく一つの商談で大きく売り上げが左右されるものの、そ

の仕事を楽しむからこそ誇りが生まれて顧客へ提供するといった、前提に対する認識の変化がみられた。 
 

５．実習を通じて気づいた（または再認識した）自分の強み・改善点 

 自分の強みは、気をしっかり持ちつつ程よい緊張感が続けば、積極的に会話をして能動的に物事を処理

していくことである。 

 改善点としては、極度の緊張状態であったら全く行動ができず停止してしまう点が挙げられる。また、

第一印象を大事にして行動することを疎かにしていた点も含まれる。 
 

６．全体報告  

 初日は同じくインターンシップに参加していた学生たちの緊張を解くために、学生同士で会話ができる

機会を多く設けていただいた印象があった。また、人事関係の部署の方は厳しいと先入観を抱いていたが

そんなことは全くなく、常に学生たちが発言しやすいような環境を整えてくださっていた。 

 三日間の研修先では、緊張と忙しい頃に受け入れて下さった申し訳なさで、最初は会話する人も限られ

ていた。しかしこちらの緊張を解そうと昼食時に話しかけて下さったおかげで、午後からは相手の様子を

判断して会話をする行動を心がけるようになった。研修先での最終日になればほぼすべての方と会話を交

わすことができ、後進の成長への思いや、私の研修先における活動の評価を教えていただいた。 

 インターンシップ最終日では学生たちが集って、初日に出されていた課題について意見交換をしたあと

に発表するといったグループワークを行った。出会って二日目であったが随分と打ち解け、昼食時では笑

い声も聞こえていた。また、主体的に動こうとする学生も増え、グループワーク時の机の移動、昼食時の

配膳などに率先して取り組み、比較的早く食事を始めることができた。以上のように積極的な学生が多く

みられ、質問をする頻度が上昇するだけではなく回答側も多く答える意欲を見せていた。 

 

       



インターンシップ体験報告書 

タイトル インターンシップを通して 所属学部 経営学部 

実 習 先 株式会社山星屋 所属ゼミ 久保貞也ゼミ 

実習期間 8/21～8/23、8/30、9/6 学生氏名 和田 穂乃花 
 

１．参加の動機とインターンシップに挑むにあたって目標化したこと 

商社業界についてより詳しく、実際にされている仕事内容などを知りたい。またアルバイトなどでは分

からない、仕事をする上での責任感などを実感したいと思いインターンシップに参加した。その際にたて

た目標は、社員の方々の発想力や企画力を吸収することと、座学で学んだマナーなどをアウトプットする

ことと、専門商社についての知識を増やすことである。 

 

２．実習先の事業・業務内容と実習内容 

○事 業 内 容 お菓子食品を主体とする卸流通事業、付帯する様々なコンサルティング事業 

○実 習 日 数 ５日間 

○主な実習内容  1 日目には、自己紹介を兼ねての好きなお菓子について１分間のプレゼンテーション、

人事部からの商社業界、会社概要についての説明、模擬商談を行い、2 日目には、棚割

りのグループワーク、各部署のガイダンス、「ハレの日にお菓子に触れるか」というテ

ーマでブレスト、3 日目には、販促考案提案と商品企画考案について模擬商談に向けて

のグループワーク、4 日目には、グループで最終模擬商談に向けての準備、5 日目には、

模擬商談、フィードバックを行った。 

 

 

３．実習中最も困難だったこと（または苦労したこと）とその乗り越え方 

 私は人前で自分の考えをうまく相手に伝えることを苦手としていたので、グループで考えたことをうま

く模擬商談でバイヤーに伝えることが実習中最も困難だった。しかし、それはグループワークの段階で予

め質問されそうなことをグループで出し合うことで、隙の無いような提案を考えることで余裕が生まれ、

しっかり提案をバイヤーに伝えることができるようになった。 
 

４．実習を通しての自分の成長ポイント/職業観の変化等 

 私は今まで営業の仕事に関してよいイメージがなく、全くその方向に進むことは考えていなかったが、

今回のインターンシップで営業について学び、経営情報学科で学んだことに近い内容の仕事がなされてお

り 1 から企画することの難しさや、やりがい、自分で考えた提案が通った時の達成感など営業職ならでは

の良い面をたくさん知ることができた。 
 

５．実習を通じて気づいた（または再認識した）自分の強み・改善点 

 5 日間のインターンシップ期間を通して気づいた私の強みは、真面目であることと常に笑顔でいること

ある。グループワーク時に笑顔で接することでいい雰囲気を作り出すことができたと感じる。社員の方か

らは笑顔や真面目さは誠実な印象を与え、「また仕事を任せたい」となるものだと教えていただいた。また

改善点は、質問力やグループワーク時における積極性である。 
 

６．全体報告  

 今回のインターンシップでは、普段の生活ではあまり関わることの無い、他大学の学生と一緒にグルー

プワークを行い、様々な視点や考え方がありたくさんの刺激を受けた。それが今後の就職活動や学生生活

の過ごし方を見直すきっかけにもなった。また、摸擬商談においては商品 1 つ 1 つの提案に根拠が必要で、

市場概況などのデータと結び付けて商品を提案することの大切さや、自社が有利になるような商談の進め

方のテクニックなどたくさんの新しいことを勉強できた有意義な実習になった。さらに私は、このインタ

ーンシップで社員の方々のリアルな考えを聞くということを目的の１つにしていた。実習期間中では聞き

づらいこともあったが、最終日の親睦会でお話を聞くことができ、その目的も果たすことができた。 

 また、個人フィードバックでは私自身でも課題としていた「積極性」を指摘され、今後改善すべき点が

明らかになった。特に私は質問力が大きな課題だと感じた。1 日目は質問がなかなか思いつかず全く質問

ができない状態だった。2 日目からは、「どんなことでもできるだけ質問しよう」と思い質問をしたが、先

頭を切って質問をすることができなかった。これは今後の学生生活で改善していく必要があるので意識し

て取り組んでいきたいと思う。 

   

      



インターンシップ体験報告書 

タイトル インターンシップの体験報告 所属学部 経済学部 

実 習 先 株式会社 IACE トラベル  所属ゼミ 植杉大ゼミ 

実習期間 ９月５日〜９月１９日 学生氏名 西原 涼月 
 

１．参加の動機とインターンシップに挑むにあたって目標化したこと 

業務遂行にあたってのタイムマネジメント 

挨拶の徹底 

エクセルを積極的に学ぶ 

資格取得による口語の上達、習得 

 

２．実習先の事業・業務内容と実習内容 

○事 業 内 容 軽作業、Excel、旅程表の作成、書庫整理 

○実 習 日 数 １０日間 

○主な実習内容  朝礼前のゴミ出し 

郵便物の受け取り 

郵便物の手配 

Excel を活用し、リストアップ 

旅程表の手配、まとめ 

旅程表の書庫整理 

 
 

３．実習中最も困難だったこと（または苦労したこと）とその乗り越え方 

 正直、苦労したことはありません。というのも、解りやすく皆様が説明していただけるので、難なく与

えられた業務をこなすことができました。 

 

４．実習を通しての自分の成長ポイント/職業観の変化等 

 やはり、挨拶の徹底、解らないことがでてきたらすぐに聞くようにしていたので、ミスもなく１０日間

過ごすことができました。私は就職先としてレジャー、観光業を第一に検討しているので、表面上ではあ

りますが、大体のシステムが理解できて、さらに前向きに考える起点となりました。また、以後何をすべ

きかを把握できたので、これも大きな進展であると考えます。 
 

５．実習を通じて気づいた（または再認識した）自分の強み・改善点 

 上記にも述べているように、挨拶の徹底、不明点はすぐに聞くようにすること、エクセル等の重要性、

チームワークの重要さ、業務をこなす上でのタイムマネジメントの必要性が、大事であると再認識しまし

た。強みとしては、誰とでも気兼ねなく話せるのはいいことであると感じました。改善点は、今回の実習

で見つけることはできませんでした。 
 

６．全体報告  

 １０日間を終えて一番私が学びたかったのは、電話応対の言葉遣いや言い回しであったり、どういった

環境で皆様が働いているのか、そして、そもそも旅行業はどういった経緯でお客様にサービスを提供して

いるのかということです。 

 そこで実際に働いてみて、社内の風通しがいいと最初に感じました。皆様が笑顔で気前よく業務をこな

されているので感動しました。そして、大手の旅行業のサービスでは、お客様に対して、鉄道や飛行機の

紹介であったり、ホテルやツアーなどのプランを考えたりするものしか見えないので、IACE トラベル様で

はその後のアフターサービスであったり、細かい設定や手配という、いわばお客様に見えない裏側を知る

ことができたので大変勉強になりました。 

 以後、私がすべきことをエクセルや業務についているうちにエクセルの勉強はすべきであることを認識

できました。さらに必要最低限の敬語は話せるのですが、さらに口語の勉強も平行しなければと感じまし

た。 

 この１０日間の期間を経て、旅行業への就職に前向きに進めたことが大きな進歩であると感じました。 

  

       



インターンシップ体験報告書 

タイトル 気づきと学びの 5 日間 所属学部 経営学部 

実 習 先 株式会社フジモト HD 所属ゼミ 久保貞也ゼミ 

実習期間 8 月 28 日～8 月 30 日、9 月 2 日～9 月 3 日 学生氏名 上田 桜 
 

１．参加の動機とインターンシップに挑むにあたって目標化したこと 

今回のインターンシップに参加した動機は、就職活動を始めるにあたり、何か準備をしておきたいと思

ったからである。インターンシップに挑むにあたって目標化したことは、1 つ目は「働く」ことの責任や

やりがいを実体験すること、2 つ目に業界研究につなげること、3 つ目に自分の力を知ることを設定した。 

 

２．実習先の事業・業務内容と実習内容 

○事 業 内 容 卸売業、小売業 

○実 習 日 数 5 日間 

○主な実習内容  1 日目は会社説明を受け、クロス MD についての理解を深めた。2 日目～3 日目にかけ

ては、クロス MD の企画立案、作成をペアで行った。4 日目はプレゼン発表準備を行っ

たのち、社員座談会を開いていただいた。5 日目は社員の方々の前でプレゼン発表を行

った。 

 

 

 
 

３．実習中最も困難だったこと（または苦労したこと）とその乗り越え方 

 実習は主にペアワークだったのだが、比較的、私のペアはどれもスケジュール通りにスムーズに進んだ。 

これは、互いの長所、短所を理解しあい、うまくフォローしあえた成果だと思う。 

 

４．実習を通しての自分の成長ポイント/職業観の変化等 

 私は、本当は何が自分の得意なことで、どんなことを仕事にすればやりがいを持てるのかを悩んでいた。

しかし、今回の実習を通して自分の強みを再認識することができ、自分がやりたいことの指針を持つこと

ができた。この経験から、職業研究をする際、迷わずに探すことできると思う。 

 

５．実習を通じて気づいた（または再認識した）自分の強み・改善点 

 実習を通じて自分の強みはアイデア力と、チームで一緒に進めることができることだと再認識した。 

また、改善点は、コミュニケーション力だと感じた。必要に迫られないと自ら進んではコミュニケーショ

ンを取りに行けなかった。仕事や就職活動においても第一印象は重要であると思うため、これから普段の

生活から、積極的にコミュニケーション取っていきたい。 
 

６．全体報告  

 実習期間はペアワークで企画を考えるということがほとんどであったが、その中で、就業時間はもちろ

ん、就業時間以外でもコミュニケーションをとることが大切であること。決められた期限内に満足のいく

ものを完成させるためにはチームワーク力が不可欠であること。そして、企画を発案する際だけでなく、

作業を円滑に進めるためにもアイデア力が重要であることなど本当に多くの学びや気づきを得ることが

できた。また、私は自分がやりたいことと、向いていることが合わないのではないかという不安があった

のだが、他校のインターンシップ生、社員の方々などとの関わりを通じて、自分の強みややりたいことを

改めて認識することができ、就職活動を始める前にその点の不安を解消できたことは良かったと思う。こ

こで得たものが無駄にならないよう、ここをスタートとし、就職活動が始まるまでの期間を自分に足りな

いものを補ったり、もう 1 度自分を見つめなおす有意義な期間にしたいと思う。 

      



インターンシップ体験報告書 

タイトル インターンシップ体験報告書 所属学部 理工学部 

実 習 先 トクデン株式会社 所属ゼミ 小田 靖久 ゼミ 

実習期間 ８月１９日から８月３０日まで 学生氏名 山田 広太 
 

１．参加の動機とインターンシップに挑むにあたって目標化したこと 

 夏にインターンシップに参加したいと思っていたが、単位も出るならインターンシップⅡに出た方がよ

いと考えた。また、インターンシップ内で今まで興味があったが実際にはよくわかってない製造業の現場

を知りたかった。そして、自分の仕事に関する知識がないのでどのような心構えで行うか知るための三点

が主な理由です。 

 

２．実習先の事業・業務内容と実習内容 

○事 業 内 容 ジャケットロールの製造 

○実 習 日 数 

 

１０日間 

○主な実習内容  インボリュート鉄心の作成 

ジャケットロールの組み立て見学 

熱媒封入、真空抜きの見学 

 圧接装置や焼き入れ加工の説明 

 仕事を行う上でどのようなことをするべきか 

 

 
 

３．実習中最も困難だったこと（または苦労したこと）とその乗り越え方 

 私が実習中最も困難だったことは一緒にインターンに来ていた他大学の学生とのコミュニケーション

です。なぜかというと、一つ目に生活習慣の違いです。約二週間同じゲストハウスで過ごしましたが、ご

みの処理や食に対する考え方の違いは結構なストレスでした。二つ目は実習に臨む態度です。彼は実習に

対してやる気がみられず、自分は微妙な気持ちになりました。 
 

４．実習を通しての自分の成長ポイント/職業観の変化等 

 いかに効率よく仕事を行うという時に、数秒でも短くする方法を考えれば年間で多くの時間が節約で

き、その分効率が上がります。メモを取るのは人に聞いた話を覚えることと自分が見直すため、など言葉

では知っていても実際に理解していなかった点を多く知ることができました。また、製造業での機器更新

はそう簡単に行えるものではないと思いました。 
 

５．実習を通じて気づいた（または再認識した）自分の強み・改善点 

 自分は今までコミュニケーションに関しては不得意と思っていました。しかし、今回のインターンシッ

プにて得意とまでは言わないものの、問題がないことを認識しました。しかし、自分は自信というものが

あまりなく、自己評価を下げすぎているように感じました。相手方からももう少し自信を持って話し、話

しを聞くようにした方がいいと言われました。 
 

６．全体報告  

 オーダーメイドでものを作るということに関して全くの理解がありませんでした。特に実際にどのよう

に品物を作るのか見たことがほとんどなく、実際に見て工具の種類の多さや NC 旋盤の利点と欠点を知る

ことができました。いかに自分の知識が読んだ知識であり現実に即していないものだと理解しました。 

今回のインターンシップでは製造業の一面を知ることができた上に仕事に対しての意欲が上がりまし

た。また、自分は苦手と思っていたコミュニケーションはある程度できており問題がないと知ることがで

きた。ほかにも自分の知識にもう少し自信を持った方がよいということを知った。しかしながらレポート

に関しては字が丁寧に書けておらず指摘されたりしていたのでレポートや報告書に関してはもっと丁寧か

つ落ち行いて書くべきだと感じました。 

10 日間の実習の中で自分の将来やってみたいこと、長所、短所などがわかり収穫の多いインターンシッ

プになりとてもよかったです。 

 

 



インターンシップ体験報告書 

タイトル インターンシップ報告書 所属学部 理工学部 

実 習 先 松原市役所 所属ゼミ 福島徹ゼミ 

実習期間 8 月 19 日～8 月 30 日 学生氏名 泉野 直紀 
 

１．参加の動機とインターンシップに挑むにあたって目標化したこと 

 私は今回のインターンシップで職場の雰囲気を感じる、自分に足りていないところを見つけるというこ

とを目標にしていました。 

 

２．実習先の事業・業務内容と実習内容 

○事 業 内 容 現場見学、資料整理 

○実 習 日 数 10 日間 

○主な実習内容   都市整備部では松原市が実際に区画整理を行った現場を見学させていただき、区画整

理の説明を受けました。また、道路や公園の維持補修を行っている現場にも同行させて

いただき、上下水道部では松原市にある 3 つの浄水場を、また下水道管を地中に埋めて

いる現場にも同行させていただきました。資料をパソコンにエクセルで打ち込む作業も

行いました。 

 

 
 

３．実習中最も困難だったこと（または苦労したこと）とその乗り越え方 

 現在、松原市で行われている現場の数が少ないことや悪天候だったこともあり、待機しておく時間が長

かったです。その際、職員にすることはないかを聞き、仕事を与えていただきました。また、待機の時間

に資料を積極的に読むようにこころがけました。 

 

４．実習を通しての自分の成長ポイント/職業観の変化等 

 実習を通して公務員になりたいという気持ちが高まりました。それにともない社会人になるという自覚

を持たないといけないとも感じました。民間企業から公務員に転職されている方が多く驚き、また、公務

員は定時に帰れるといったイメージとは違ったことも分かりました。 

 

５．実習を通じて気づいた（または再認識した）自分の強み・改善点 

 エクセルや CAD の能力が足りていませんでした。また、言葉遣いや敬語も社会人になるにはまだまだ足

りていないと感じました。 

 

６．全体報告  

 今回の実習で目標・目的にしていた職場の雰囲気を感じる、自分に足りていないところを見つけるとい

うことは達成できました。また、コミュニケーション能力も足りていないと感じました。松原市には摂南

大学の先輩が多くいるということを知ることができました。民間企業に就職してから公務員に転職してい

る方が多かったので、公務員のことだけでなく民間企業、ゼネコンやコンサルのことも知ることができま

した。転職が多いことを知り、私も最初は民間企業に勤めてから公務員になったほうがいいのかと気持ち

が変わったので、転職された方に相談を受けていただいた。民間企業で学んだことをすべてそのまま公務

員で生かせるわけではなく、メリットもあればデメリットもあるということを教えていただいたので、こ

れからの一年間でしっかり考えようと思いました。現場の見学も多く同行させていただき貴重な体験とな

りました。 

 

 



  インターンシップ体験報告書 

タイトル 交野市役所インターンシップ 所属学部 理工学部 

実 習 先 交野市役所 所属ゼミ 寺本俊太郎ゼミ 

実習期間 10 日 学生氏名 武田典樹 
 

１．参加の動機とインターンシップに挑むにあたって目標化したこと 

公務員の仕事内容を知ること。社会人としての生活を経験して、自分の足りないこと身に着けるべきこと

を知ること。社会人としてのマナーを学ぶこと。土木職に必要な知識が何なのか知っておくこと。 

 

２．実習先の事業・業務内容と実習内容 

○事 業 内 容 現地調査・パソコン作業 

○実 習 日 数 10 日間 

○主な実習内容  工事発注に必要な資料作成 

現場見学、現地調査 

施工手順・工種について調べる 

予算・法律・道路河川課の仕事内容についての説明 

 

 

 
 

３．実習中最も困難だったこと（または苦労したこと）とその乗り越え方 

 今回の実習で初めて CAD を実践的に使用して作業をしたとき大学の講義で習っていたが、忘れてしまっ

ていてつまずいてしまった。新たに学ぶことが多くて大変だった。パソコン作業が思っていたよりも多く、

普段やらないようなことばかりで大変だった。 

 

４．実習を通しての自分の成長ポイント/職業観の変化等 

 大学の講義で聞いていたことがあるようなことも復習でき、新たな用語も身に着けることができた。社

会人の生活リズムになれることができた。いくつかの現場を見学させてもらい、幅広く土木の仕事内容や

知識が身についた。 

 

５．実習を通じて気づいた（または再認識した）自分の強み・改善点 

 パソコン作業をスムーズにこなすことができた。パソコンを使うことが人並みにでき得意であると感じ

た。専門的な知識がまだまだ未熟であると思った。講義で教えられたことも何となくでしか覚えていなか

った。あまり積極的な行動をとれなかったが、聞いておきたいと思っていたことは質問できた。 

 

６．全体報告  

 はじめは生活リズムになれることが大変であり苦労した。勉強不足と同時に知っておくべきことが多い

と思った。学校では、習うことのないことなども教えていただいて経験してよかったと感じた。そのなか

で職員さんは、公務員だけでなく建設会社やコンサルタント会社などでも業務で行うことであるとお聞き

し、貴重な経験ができたと感じる。学校で使っている教科書を就職してからも使用することがあると聞き

大切にしようと思った。会議に参加して、情報交換・情報共有・ほかの人からの意見・アドバイスの必要

性・大切さを強く感じた。特に情報共有は、どの場面でも大切であると思った。資料を作成する中で、最

後に間違いがないかチェックすることでアドバイスや意見をきくことができよい資料を作ることができる

と感じた。学ぶこと身についたことが本当に多く良い実習ができたと感じ、経験してよかったと強く思っ

た。 

 

 

 



インターンシップ体験報告書 

タイトル 寝屋川市役所体験報告書 所属学部 理工学部 

実 習 先 寝屋川市役所 まち建設部 まち政策部 所属ゼミ 佐藤大作ゼミ 

実習期間 8 月 9 日～8 月 16 日、9 月 5 日～9 月 11 日 学生氏名 南保 和輝 
 

１．参加の動機とインターンシップに挑むにあたって目標化したこと 

 私は、インターンシップに参加するにあたって、仕事について理解を深めることと、大学で学んでいる

ことがどのように仕事の役に立つのかを見極めることを目標にした。 

 

２．実習先の事業・業務内容と実習内容 

○事 業 内 容 道路の維持管理、都市計画の作成、都市計画事業の指導 

○実 習 日 数 10 日間 

○主な実習内容  地籍調査に関する業務に同行 

台風 10 号に備えてパトロール 

放置自転車・バイクの撤去 

都市計画事業を行った現場の視察 

現在進行中の都市計画事業の工事現場にて進捗の確認 

 

 
 

３．実習中最も困難だったこと（または苦労したこと）とその乗り越え方 

 移動中の車の中で市役所の方と話すときに、すぐに話題が尽きてしまった。そのため、インターンシッ

プ期間中にはニュースをよく見るように心がけることで、話題が尽きないようにした。 

 

４．実習を通しての自分の成長ポイント/職業観の変化等 

 インターンシップに参加する前までは、公務員の土木職というのはどのような仕事をしているのか全く

知らなかったが、インターンシップに参加したことで、業務内容だけでなく公務員に求められている姿勢

などについて知ることができた。 

 

５．実習を通じて気づいた（または再認識した）自分の強み・改善点 

 インターンシップを通じて気づいた改善点は、質問力を身につけなければいけないということだ。質問

はあるかと尋ねられた時に、質問があまりできなかった。そのため、これからは様々なことに疑問を持つ

ようにしようと思った。 

 

６．全体報告  

 インターンシップに参加してみて、急激に何かができるようになるなどの成長はなかったが、今の自分

に足りていないことがよく分かった。就職するまでに改善できるように心がけながら残りの学生生活に向

き合いたいと思った。寝屋川市役所に 10 日間受け入れていただいたなかで、最も印象に残ったのは、民

間企業から転職して公務員になっている人が多くいらっしゃったことだ。そのため、民間企業と公務員の

両方のメリットとデメリットに関するお話を伺うことができた。公務員から民間企業に転職する人は少な

いので、市役所のインターンシップならではの体験ができたと思う。都市計画事業の意義や効果を自分の

目で見ることができ、まちづくりへの関心が強くなった。 

 

 



インターンシップ体験報告書 

タイトル インターンシップ体験報告 所属学部 理工学部 

実 習 先 大鉄工業株式会社 所属ゼミ 佐藤大作ゼミ 

実習期間 9 月 2 日～9 月 5 日 学生氏名 藤本琢磨 
 

１．参加の動機とインターンシップに挑むにあたって目標化したこと 

 参加するにあたって目標化したことは、ゼネコンという職種について実際にインターンシップに参加す

ることでどんな業務をしているのか理解し、その中で専門知識を習得することです。また、自分の得意な

ことや苦手なことに実習を通して理解し、苦手なことに対して実習中にできるだけ積極的に挑戦して克服

することを目標化しました。 

 

２．実習先の事業・業務内容と実習内容 

○事 業 内 容 松井山手・長尾牧野長尾線 BV 新設 

○実 習 日 数 5 日間 

○主な実習内容  長尾作業所で現在行われている工事概要の説明、また施工計画書の説明。現場巡回及

び作業の見学、現場の安全管理及び整理整頓・清掃・資材整理、インターンシップ期間

に行われた作業（保護モルタル打設、鉄筋組立）の見学及び現場管理。社員の測量補佐

及び写真撮影の補佐。 

 

 

 
 

３．実習中最も困難だったこと（または苦労したこと）とその乗り越え方 

 インターンシップ初日では、現場で行われているプロジェクトの概要をよく理解することができず具体

的な完成像を思い浮かべることができなかったため、様々な業務の見学や補佐をさせてもらってもあまり

やりがいを感じることができませんでした。しかし、後日自分でわからないことを聞くことで少しずつ概

要を理解することができ、一つ一つの業務にやりがいを感じることができるようになりました。 
 

４．実習を通しての自分の成長ポイント/職業観の変化等 

 今大学の授業で学んでいることが実際に仕事で使われているところを見ることで、今受けている学部の

勉強の意味が分かり勉強に対するモチベーションが上がりました。 

５日間の実習を通し実際に現場を見て、ゼネコンという職種の仕事の流れを体験することができこの職

種に対しての理解を深めることができました。しかし、私の思っていた仕事とは少し違うと感じました。 
 

５．実習を通じて気づいた（または再認識した）自分の強み・改善点 

 遅刻、早退、無断欠勤なく、会社でのルールを守る規律性は自分の強みだと認識できました。しかし、

自分から進んで仕事を引き受けることに少し躊躇してしまうことが多かったので、積極性の向上が改善点

であると気づくことができました。 

 

６．全体報告  

 今回の実習を通してゼネコンの業務では専門知識が多用されていることを実感させられ、大学で学習し

ていることが社会に出てから必須スキルであることに気づかされました。そして、自分には積極性がない

ことやコミュニケーション能力が足りないことが分かり、仕事をするのにかなり重要なスキルであること

も実感しました。これらのスキルを少しでも自分のものにするために日ごろから積極的に仕事を引き受け

たり、人と話したりすることを意識するように心がけようと思いました。逆に規律性があることや仕事に

対して責任感を持ってできることなど、自分のいいところもたくさん発見することができ、いいところは

さらに伸ばしていけるように日ごろから意識して生活して社会に出てから活かしていけるようにしたいと

思いました。 

 今回 5 日間実習に参加したことによって、建設業全体の仕事の流れが少しではあるが理解できました。

そして土木工事によって日本のインフラが支えられていることを目の当たりにして、私もこの業界で仕事

をしたいと思いました。 

 

 



インターンシップ体験報告書 

タイトル 市役所（土木部）の仕事 所属学部 理工学部 

実 習 先 枚方市道路河川整備課 所属ゼミ 伊藤譲ゼミ 

実習期間 8 月 27 日～9 月 2 日 学生氏名 松永 悠太郎 
 

１．参加の動機とインターンシップに挑むにあたって目標化したこと 

 土木の業界大きく分けると、「ゼネコン」「コンサルタント」「公務員」の３つある。その中において両方

の業務内容ができ、そして市民の方と直接コミュニケーションできると考えたため公務員を志望した。 

 

２．実習先の事業・業務内容と実習内容 

○事 業 内 容 道路の新設及び維持補修、既存の道路空間再配分事業 

○実 習 日 数 5 日間 

○主な実習内容  ・枚方市土木部の各課における業務内容の説明。 

・新設道路のアンダーパスの現場見学。 

・住民からの苦情に伴う現場確認。 

・道路空間再配分事業の現場での打ち合わせ。 

・用地買収している場所の点検 

 

 

３．実習中最も困難だったこと（または苦労したこと）とその乗り越え方 

 日々の電話対応や業者との打ち合わせ等でなかなかコミュニケーションを取る機会がなかった。設計図

や現場資料を確認している際に、疑問点や質問があまりできなかったので事前の聞きたいことをメモし

て、現場まで同行する際にまとめて聞く事ができた。 

 

４．実習を通しての自分の成長ポイント/職業観の変化等 

 限られた日数、時間の中でどれだけ公務員の仕事を「見て」「聞いて」「感じる」ことができるかである。

公務員というと世間の風当たりがやや強いが、非常に責任感のある仕事であると認識できた。また、概略

設計から維持管理業務まですべての過程で携わることができると感じた。 

 

５．実習を通じて気づいた（または再認識した）自分の強み・改善点 

 知らないことやわからないことなどは、その日のうちに納得のいくまで質問することができる。 

 

６．全体報告  

 まず、はじめに公務員土木職は自身が想像していたよりも仕事が多くあり、多くの体験をさせて頂き、

様々な知見を得ることができ、ご指導して頂いた枚方市役所土木部の職員さんには感謝しかない。そして、

私はこのインターンシップに参加させていただくまで、自身の進路が全く定まっていない状態であった。

しかし、私はインターンシップを通して公務員の土木の仕事に非常に興味を持つことができた。その理由

は、責任感のある仕事であり、概略設計から維持管理まですべての過程において携わることができる点。

そして、様々な土木関係者、市民の方々と直接関わることができる仕事であると思うからである。今回の

インターンシップを通して定まっていなかった進路が一歩進むことができたと考えている。 

 

 



インターンシップ体験報告書 

タイトル 髙松建設インターンシップについて 所属学部 理工学部 

実 習 先 髙松建設株式会社 所属ゼミ 石田裕子ゼミ 

実習期間 8 月 26 日～8 月 30 日 学生氏名 森 風輝 
 

１．参加の動機とインターンシップに挑むにあたって目標化したこと 

 私が、インターンシップに参加した動機は、建設業界を詳しく知り、社会人とのコミュニケーションや

ビジネスのマナーや建設業界のルールを学びたいからである。そこから目標化したことは、自分のイメー

ジとのギャップを知る。自分の業界の行きたい業界をある程度決める。自分がいま足りないスキル、持っ

ておきたい資格などを把握する。の 3 つである。 
 

２．実習先の事業・業務内容と実習内容 

○事 業 内 容 平田幼稚園の増設の施工管理 

○実 習 日 数 5 日間 

○主な実習内容  杭心確認、捨てコンクリート打設管理 

基礎墨出し確認、業者一覧確認 

Ｈ鋼変位確認、地中梁墨出し後寸法確認 

地中梁捨てコンクリートレベル確認 

 

 

３．実習中最も困難だったこと（または苦労したこと）とその乗り越え方 

 最も苦労したのは、現場の方とのコミュニケーションである。絶対に自分から話しかけていかないと相

手からは話しかけ辛いと思うので、まず気を付けたのが挨拶と自己紹介を初めて会う方全員にすることで

ある。そして、タイミングを見て近くで見学させて頂いてもいいですか？と私も相手も話しかけやすい雰

囲気作りを大切にした。 
 

４．実習を通しての自分の成長ポイント/職業観の変化等 

 意外にも事務の仕事が大半であった。また、業者への発注、仕事の依頼もその場にいる施工管理の役割

であり仕事が多岐にわたると感じた。次に、社会人の方とのコミュニケーション力が成長したと考えた。

しかし、全ての方も自分から話しかけて行くと自然に話すことができ、また、現場の仕事中では、話しか

けて良いタイミングと悪いタイミングがとても重要というのも現場の雰囲気から学んだ。 
 

５．実習を通じて気づいた（または再認識した）自分の強み・改善点 

 実習を通して気づいた自分の強みは、丁寧に仕事をすることである。なぜなら、現場と図面を何度も確

認しながら作業したので現場の方が見落としていたことに気づくことができたからである。ただし、問題

となるのが丁寧にしすぎて時間がかかると言うことである。確認も逐一して作業の効率が落ちることであ

る。簡単な作業では、重要度を決め、物事を取捨選択できるように癖付けていけば効率よくできると考え
 

６．全体報告  

 私がこのインターンシップを通して学んだことは、社会人とのコミュニケーションである。現場の方は

工程が変わると人も変わってしまい、毎日午前と午後で違う方と作業することもありなかなか仲良くなれ

なかった。最初、どう話しかければ良いか分からなかったが、ある職人の方に「自分が現場監督になった

と考えて自信を持てば大丈夫」と言って下さり、そこから皆さんと対等に話すことができた。また、実際

に授業で習ったことが建設業界でどのような場面で使われているのかを知ることができ、今後の授業の意

欲がとても高まった。そして、建設業界以外にも様々な業界を授業の中で扱っていると思うので、今勉強

しているのはどの業界のどの分野だろうと意識しながら授業を受けたいと感じた。最後に、建設業界のま

だ側面しか体験していないと思うのでさらに企業研究を進めたいと考えている。建設業界以外にも様々な

業界があると思うのでそちらも調べてみたいと考えている。このインターンシップの体験を、今後の自分

の就職選択に活かしていき、よりよい自己実現を行いたいと感じた。そして、私の就職活動をより良いも

のにするために、いろいろな企業のインターンシップに参加しなければならないと感じた。 

 

 



インターンシップ体験報告書 

タイトル インターンシップ体験報告書 所属学部 理工学部 

実 習 先 あさかわシステムズ株式会社 所属ゼミ 奥野 竜平ゼミ 

実習期間 8 月 26 日～9月 3日、9月 6日 学生氏名 木村 健人 

 

１．参加の動機とインターンシップに挑むにあたって目標化したこと 

参加の動機は、仕事がどういったものかを知ること。 

目標化したことは、上司などの目上の人との会話の練習 

 

２．実習先の事業・業務内容と実習内容 

○事 業 内 容 学生視点の会社説明 

○実 習 日 数 10 日間 

○主な実習内

容  
社員に取材・ヒアリング 

取材・ヒアリングまとめ 

学生視点の会社説明発表 

 

３．実習中最も困難だったこと（または苦労したこと）とその乗り越え方 

 社員の方に取材する質問を考えるときに限られた時間の中、どういった質問で必要な

ものが聞けるか質問内容を吟味するのが難しかった。ブレインストーミングを使って、

たくさんのアイディアを出して、その中からまた派生してアイディアを出して洗練させ

ていった。 

 

４．実習を通しての自分の成長ポイント/職業観の変化等 

 前に出て話すことが苦手だったが、インターンシップで 2 回話す機会があり、少し慣

れたと思う。IT 企業は残業が多いイメージがあったが、最近は少なくなってきているこ

とを知った。 

 

５．実習を通じて気づいた（または再認識した）自分の強み・改善点 

 受け入れ先の方に謙虚な姿勢とタイピングの速さをほめられたのでそれが強みだと思

います。改善点としては、突発的なことに弱くアドリブがきかないのでそこを直してい

きたい。 

 

６．全体報告  

 インターンシップに行って、目標である仕事内容や目上の人と会話ができるだけでな

く自分の利点や弱点を教えてもらうことや面接のときどういったことを見ているかなど

これからの就職に大事なことを学ぶことができた。教えてもらうだけでなく自分自身で

弱みを見つけることもできた。 

 



インターンシップ体験報告書 

タイトル インターンシップ体験報告書 所属学部 理工学部 

実 習 先 センコー商事株式会社 所属ゼミ 池田周之ゼミ 

実習期間 ８月１９日～８月３０日 学生氏名 上野 航 
 

１．参加の動機とインターンシップに挑むにあたって目標化したこと 

 参加の動機としては、会社の雰囲気を知るためと自分がどういう職業に就きたいのかを知るためです。

技術営業や設計開発、施工管理など様々な職業があり、その中で自分がどの職業に向いているかを少しで

もこのインターンシップで知ることができればと思い参加しました。インターンシップに挑むにあたって

目標化したこととしては、営業職ということもあり元気にテキパキ動くということを心がけました。 

 

２．実習先の事業・業務内容と実習内容 

○事 業 内 容 物流関連の商品の仕入れ販売など 

○実 習 日 数 １０日間 

○主な実習内容  センコー商事の主な事業説明 

個人情報の取り扱いにおける勉強会 

「営業」というテーマについてのグループワーク 

カタログ製作体験でお歳暮商品紙面の作成と発表 

営業同行 

センコーの物流センターや倉庫の見学 

「物流の課題と未来」、「営業とは」についてのプレゼン発表 
 

３．実習中最も困難だったこと（または苦労したこと）とその乗り越え方 

 最終日のグループでのプレゼン課題で「物流の課題と未来」についての発表を行ったのですが、テーマ

が難しく最初はどういう発表をすればいいか分からず苦労しました。その時に、会社の常務の方から聞い

た「あったらいいな」という思いで新商品を生み出すことが大切だとおっしゃっていたことを思い出しま

した。この「あったらいいな」という言葉から物流の今後について考え良いプレゼンができました。 
 

４．実習を通しての自分の成長ポイント/職業観の変化等 

 学ぶ姿勢というものを身に付けることができました。メモを取ったり、質問を考えながら聞いたり社会

人としては当然のことかもしれないですが、そういう学ぶ姿勢を身に付けることができたと思っていま

す。職業観の変化としては、このインターンシップで営業系、個人のインターンシップで技術系に参加し

て自分は設計開発などの技術系の仕事のほうが向いていると感じました。 
 

５．実習を通じて気づいた（または再認識した）自分の強み・改善点 

 自分の強みとしては、機械工学科ということもあり、他の学生よりは機械の仕組みや名称についての知

識はあると感じました。改善点は、積極的に社員の方に話しかけることです。実際に会社で働いている方々

にお話を聞けるという機会はなかなか無いことなので、今思えばもっといろいろなことを聞いておけばよ

かったと感じています。 
 

６．全体報告  

 センコー様の物流センターに行って実際の物流設備を見ることができてよい経験になりました。自分た

ちがお店で買っている商品がどのような仕組みで出荷されているのかを知ることができました。また、営

業の方々に同行し実際の商談を見るという貴重な体験をすることができ、営業という職がどのようなもの

かということを肌で感じることができました。今回の実習では、オフィスの一角を使用して課題に取り組

む機会もあり、会社の雰囲気や社員の方々がどんな感じで仕事しているのかが分かり、実際に自分がこの

会社に入って仕事をしている姿を想像することができました。このインターンシップで言われたことが１

つあります。会社に入ってからだけでなく、何事においても第一印象がとても大切であるということです。

第一印象というものは相手の人の自分に対するイメージとして一生ついてくることで、あいさつや笑顔な

ど当たり前のことを当たり前にできないと印象を悪くしてしまい信頼関係を築くことができないという

ことが分かりました。今後、就職活動などで様々な方々に会う機会は増えてくるのであいさつや笑顔を心

がけて第一印象を損なわないようにしたいと思います。インターンシップで経験したことを無駄にせずに

今後の就職活動に生かせるようにしたいです。 

 

 



インターンシップ体験報告書 

タイトル インターンシップ体験報告 所属学部 理工学部 

実 習 先 吹田市役所 所属ゼミ 植田 芳昭ゼミ 

実習期間 8 月 28 日～8 月 30 日 学生氏名 大橋 弘明 
 

１．参加の動機とインターンシップに挑むにあたって目標化したこと 

私は、機械系技術職の公務員に興味があり、実際どのような業務を行っているのかを学びたく、このイ

ンターンシップに参加しました。また、自分が社会人として不足しているものは何か、今後養わなければ

ならないものを見つけ今後に繋げることを目標としました。 

 

２．実習先の事業・業務内容と実習内容 

○事 業 内 容 下水処理、水質管理 

○実 習 日 数 3 日間 

○主な実習内容  ・下水道に関する基礎説明（座学） 

・下水処理場見学 

・下水処理場内機械説明 

・維持管理作業体験 

・ポンプ場見学 

・建設工事に関する説明（座学） 

・吹田市役所本庁見学 
 

３．実習中最も困難だったこと（または苦労したこと）とその乗り越え方 

 専門外である生物、化学分野について学ぶ時間があり、知識、実験器具の使用法などを理解することが

困難でした。技術系の職種は、様々な分野の知識、技術を活用したところも多いので、機械系の知識だけ

では就職後に困ると思い、今のうちに多くのことを学ぶという思いで実習を受けました。 

 

４．実習を通しての自分の成長ポイント/職業観の変化等 

初日はあまり質問をすることができず、受け身になってしまい質問できませんでしたが、このままでは

実習に参加した意味がないと思い、目標を達成するという意識を持ち、最終日には、疑問に思ったことは

すぐ質問し解決するようにしました。職業観に関しては、機械職だが多くの事務作業もこなさないといけ

ないことを知り、想像以上に大変だと感じました。 
 

５．実習を通じて気づいた（または再認識した）自分の強み・改善点 

 実習内容は自分にとって難しい内容も含まれており、何度か受け身になってしまう場面がありました。

しかし、どのような問題に直面した場合でもわからないことは積極的に質問し、解決していくことが大切

だと感じました。 

 

６．全体報告  

実習を終えて、自分には「問題解決能力」が不足していると感じました。わからないことは放置せず、

何事にも積極的に質問し、取り組むことを学びました。これは、社会人には必要不可欠なもので、残りの

学生生活ではその能力を養うことを心掛けていきたいと思います。 

 技術系公務員は、立ち会い監督などの業務の他に、設備工事積算や代価書の作成業務、地域の方々に下

水処理場について興味を持ってもらうためのイベント企画、外部に委託している業者との打ち合わせなど

幅広く業務をこなすことが求められると感じました。 

また、災害時や大雨警報などが発令された場合には出勤し、浸水被害が多い地域を中心に清掃活動を行

うとのことで、公務員は町を守る重要な仕事であると感じました。 

今後残りの学生生活では、専門分野の機械工学はもちろん、今回関わった生物、化学分野も勉強し、多

くのことを吸収しつつ、社会人基礎力も養っていきたいと思います。 

 



インターンシップ体験報告書 

タイトル インターンシップを終えて 所属学部 理工学部 

実 習 先 三進金属工業株式会社 所属ゼミ 諏訪 晴彦ゼミ 

実習期間 ８月２６日～８月３０日 学生氏名 小田 和哉 
 

１．参加の動機とインターンシップに挑むにあたって目標化したこと 

 私の参加動機は、機械系と情報系の製造業を体験することです。なぜなら、機械工学科であるのと、情

報系の資格を取得したので、学んだことを活かせる仕事をしたかったからです。 

 目標にしたことは、「やってみます」とチャレンジすることです。そうすることで様々なことを学べる

と考えたからです。 

 

２．実習先の事業・業務内容と実習内容 

○事 業 内 容 ラック(産業用の棚)の製造、販売 

○実 習 日 数 ５日間 

○主な実習内容  １日目：工場見学、設計部（３Ｄ－ＣＡＤの練習） 

２日目：開発部（製品の出荷前仮組み） 

３日目：開発部（搬送ラックの精度調査、製品の出荷前仮組み） 

４日目：施工管理部（施工現場の視察） 

５日目：生産管理部（出荷票整理）、情報システム課（ＰＣとシステムのセットアップ） 

 

 
 

３．実習中最も困難だったこと（または苦労したこと）とその乗り越え方 

 最も困難だったことは製品の出荷前仮組みです。なぜなら、製品の納期が迫っていたからです。会社の

方とのグループ作業のため、部材を壊したり、取り付けの順番ミスをしたりして作業を遅らせてしまわな

いか不安でした。そのため、手が空いた時は自分から作業をする前に、指示を仰ぐようにしました。そう

することでスケジュール通りに作業を進めることができました。 
 

４．実習を通しての自分の成長ポイント/職種観の変化等 

 会社だけでなく、職種を考えるようにしようと思いました。なぜなら、同じ会社でも部署によって仕事

内容が全く違っていたからです。例えば、施工管理部では工事に関する建設会社のような仕事だと感じま

した。また、同じ開発部でも機械や電気や情報担当の方がいらっしゃいました。 

 以上のことから、会社だけでなく、職種選びも重要だと考えるようになりました。 
 

５．実習を通じて気づいた（または再認識した）自分の強み・改善点 

 職種や専門分野について考えなければならないと思いました。実習前は漠然とメーカーの技術職にしよ

うと考えていました。しかし、同じ会社でも事業部や部署、担当によって仕事内容が全く違っていました。

また、転職されてきた方が、予想以上にいらっしゃいました。 

したがって、自己分析をもっと行い、自分がやりたいこと、なりたいものを考えようと思います。 
 

６．全体報告  

 今回のインターンシップは５日間と短い期間でしたが、メーカーの様々な部署を体験させて頂きました。

初めは緊張していましたが、３日目頃から緊張が解けました。そのため、会社の方に社外での生活につい

てなど気になることを質問できるようになりました。また、持ち物で役に立ったものはタオルです。工場

で作業をすると暑かったため、非常に役に立ちました。 

実習前と比較して最も変化したことは、実際の会社、職種のイメージです。製造業の理系ならどれでも

変わらないと思っていました。しかし、設計部は電話を片手に図面を見る仕事であり、開発部は比較的長

いスパンの仕事が多かったです。また、施工管理部は建設業のように工事の仕事であり、生産管理部は事

務作業、情報システム部はＩＴ企業という印象を受けました。このように様々な部署で実習させて頂けた

ことでイメージが深まりました。 

 この実習が無ければ、自分の決める進路に自信が持てなかったと思います。大変有意義な５日間でした。 

 

 



インターンシップ体験報告書 

タイトル インターンシップ成果報告 所属学部 理工学部 

実 習 先 大阪精工株式会社 所属ゼミ 植田 芳昭ゼミ 

実習期間 9 月 2 日～9 月 6 日 学生氏名 鬼塚 俊成 
 

１．参加の動機とインターンシップに挑むにあたって目標化したこと 

 私は製造業志望なので、実際にメーカーのインターンシップに参加させて頂くことで、工場での職業内

容を理解し、大学で学んだ知識が通用するのかを知りたかった。その中で、他大学のインターンシップ生

も居たので、いかに主体的に実習を取り組むかを目標に掲げた。 

 

 

２．実習先の事業・業務内容と実習内容 

○事 業 内 容 加工原理と方法の学習、工場見学、製品の検査実習 

○実 習 日 数 ５日間 

○主な実習内容  １日目：鉄鋼、鋼線の製造方法の学習、工場見学 

２日目：加工方法の原理の学習、工場見学 

３日目：奈良工場の見学 

４日目：製品の検査方法の学習、実習 

５日目：製品の不良発生原因の学習、まとめディスカッション 

  

３．実習中最も困難だったこと（または苦労したこと）とその乗り越え方 

 工場では、機械系の知識はもちろん製品の検査の際に、化学系の知識を多用したので苦労したが、実習

内で分かりやすく講習して頂いたので、理解に努めた。 

 加工方法の原理の理解に苦労したが、工場見学をする際に実機を確認し、原理の理解に努めた。 

 

４．実習を通しての自分の成長ポイント/職業観の変化等 

 実習を通して自分の成長したポイントとしては、私は、大人の方と積極的にコミュニケーションを取る

ことが苦手だったのだが、社員の方と積極的にコミュニケーションを取ることができた。 

 また、製造業を体験することで、自分の興味がある分野を理解することで職業観が変化した。実習で得

た経験を大いに活用していきたいと考えている。 

  

５．実習を通じて気づいた（または再認識した）自分の強み・改善点 

 大学内で学ぶことのない化学系の知識でも意欲的に学ぶことができたので、新しいことを学ぶ際の勉強

方法は通用することを実感した。また、講習や、工場見学をしている際に何度か「何か質問はある？」と

仰って頂けたのだが、質問できないことがあったので、自分の質問力がないことに気づくことができた。

これからは、積極的に質問をしていきたいと考えている。 
 

６．全体報告  

 今回、私がインターンシップに参加させて頂いた大阪精工では、仕事（作業）をする機会が想像より少

なかった。しかし、仕事が少ない代わりに、会社の色々な部署の方から講習を受けることができた。そう

することで、会社内の製品が出来上がるまでの一連の流れを理解することができ、鋼線の製造原理や、方

法、鋼線の加工原理、加工方法、鋼線から部品を製造する方法、出来上がった製品の検査方法、検査する

際に用いる薬品の取り扱い方法など幅広い知識を得ることができたと考えている。また、大阪以外に奈良

にも工場があるので、社員の方に一日ではあるが奈良の工場に連れて行っていただいた。奈良工場では、

大阪工場で製造した材料を部品に加工している。奈良工場では、大阪工場では学ぶことのできない部品に

加工する際の工程などを見学し、大阪工場で学んだ部品に加工する際に注意するべきことなどを実際に確

認することができた。 

今回、インターンシップに参加させていただくことで、大学で学んだ加工の知識や、鉄に関する知識を

深めることができ、工場では、化学系の知識を用いることが多く、大学では学ぶことのできないような専

門的な知識も深めることができた。また、多くの社員の方とコミュニケーションを取ることができたので

成長できたと考えている。 
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