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インターンシップって何？はじめに

1

『インターンシップ』とは、学生が夏休み等を利用し、企業や官公庁、非営利団体などのさまざまな職場で
一定期間就業体験を行い、「会社ってこんなところ」「仕事ってこんな感じ」という経験を積むことのできる
制度です。
職業意識を醸成することで自分の進路について考えるようになったり、やるべきことを発見してその後の
勉学への取り組み方が変わるなど目的意識をもつきっかけ作りにもなります。
また、組織の実情・仕事の実態にふれることにより、就職後のミスマッチを防ぐという目的もあります。
早稲田大学では、インターンシップを具体的な進路に対する考えを深める機会であり、キャリア教育の一
環として位置付けています。

アルバイトは「労働力を提供する代わりに『賃金を得る』」ことを目的としているのに対し、インターンシッ
プは「自分の将来のキャリアプランを考えるために役立つ『就業体験を得る』」ことを目的としています。
したがって、アルバイトとインターンシップでは就業内容にも違いがあります。
目的の違いから、有給であるアルバイトに対し、インターンシップは無給である場合が多く、就業にかか
る費用（交通費・宿泊費等）も原則としてインターン生がすべて自己負担することになります。（受入機関
によっては、交通費や昼食代程度の必要経費が出る場合もあります。）

インターンシップとアルバイトの違い

働くことや仕事に対しての漠然としたイメージを、
しっかりした認識に変える「きっかけ」となります。
仕事を体験することで働くことに対する具体的なイメージと
明確な目標が見つかります。

実際の仕事を任せられるので、
自分の力を「社会で試す」経験ができます。
現場での経験により、自分の強み・弱みを把握することができ、
その後の大学生活で何に力を入れるべきなのかが明確になります。

情報のネットワークが構築できます。
実際に働いている社会人から生の情報を得ることができます。
また、他大学の学生とのネットワークもできるでしょう。

目標となる人が見つかります。
具体的に将来目指すべき姿が見つかり、今後へのステップとなります。

1
2
3
4

インターンシップ参加のメリットは？



早大生のためのインターンシップ

2

こんな人に
おすすめ！

こんな人に
おすすめ！

こんな人に
おすすめ！

インターンシップの参加方法は、大きく分けて大学が仲介する方法と、自分で探し応募・参加する方法
の2つがあります。まずはどのようなインターンシップがあるか探してみましょう。

なお、単位修得について（公認プログラムWIN以外）はP.42～45を参照してください。

キャリアセンター

個人で応募・参加する

学部・研究科など

実働10日以上の実習と事前・事後授業を組み合わせた、
単位修得の対象となるプログラム

　Waseda-net ポータルから検索

各学部・研究科に所属する学生のみ対象のプログラム

・グローバルエデュケーションセンター
・留学センター　・競技スポーツセンター

　 提携先の企業・団体で就業体験ができるプログラム

・授業やゼミで学んだ知識を現場で試したい。
・就業体験だけでなく事前事後学習も含め体系的に学びたい。
・仲間と体験を共有したい。

・ 業種、内容、就業期間など自分で選んで
　自由に応募したい。
・大学に寄せられた募集情報の中から選びたい。

・情報が多すぎて自分ではうまく探せない。
・大学との提携先で安心して就業したい。
・座学よりもとにかく現場での経験を積みたい。

大
学
が
実
施
・
仲
介

自
分
で
探
す

公認プログラムWIN（Waseda Intern）➡P.10

Waseda-net ポータルで探すインターンシップ➡P.39

その他個人で探すインターンシップ➡P.41

国際協力機関・海外でのインターンシップ➡P.41

学部・研究科が実施するインターンシップ➡P.5

その他学内箇所が実施するインターンシップ➡P.7

提携プログラム➡P.32



学部1・2年生のみなさんへ
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▶大学が発信する情報
・インターンシップデスクホームページ（昨年度の情報も閲覧できます）
・所属する学部・研究科からの情報（P.5・6参照）
・Waseda-net ポータルで探すインターンシップ情報（キャリアコンパス ➡ 企業求人情報照会で検索）

▶外部の機関等が発信する情報
・就職情報会社等のサイト
・各企業・機関のホームページ（広報、採用情報に関するページなど）

▶キャリアセンターが扱うインターンシップの紹介動画
・ Waseda-net ポータル
（キャリアコンパス ➡ インターンシップ ➡ キャリアセンターが扱うインターンシップの紹介（動画））

▶先輩の体験談 
・ Waseda-net ポータル
（キャリアコンパス ➡ インターンシップ ➡ ▼20XX年度インターンシップ報告書）
・ インターンシップデスクホームページ（ http://www.waseda.jp/career/internship/ ）
（トップページ ➡ 先輩に聞く）

▶公認プログラムWIN  インターンシップガイダンス

将来の自分へ近づこう

実際にインターンシップを探してみよう

「就職活動」を考えるのはまだ早くても、卒業後に何をしていくのかを考えたり、将来の仕事に思
いをめぐらせたりすることはあるでしょう。しかし、希望する仕事があるとしても「どのようにして
キャリアを切り拓いていくのだろうか」「必要とされる能力は何だろうか」「どうすれば仕事につな
がるのだろうか」といった疑問が思い浮かんでくるはずです。こうした疑問があるなら、インター
ンシップに参加してみましょう。インターンシップに参加すれば、社会人と問題意識を共有するよ
うになり、仕事を通して自分のキャリアを考えられるようになります。将来の自分のキャリアを具
体化するには、社会でのリアルな体験を重ねていくことが大切です。

国内のインターンシップの多くは夏季に実施されていますが、冬季・春季に実施されるプログラ
ムもあります。また応募条件は、学部3年生や大学院生が対象となっていることが多いですが、学
年に関係なく受入れている企業や機関もあります。
インターンシップの内容はさまざまです。どのようなインターンシップがあるか調べてみましょう。

（P.25参照）

（P.39参照）
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外国人留学生の方へ For International Students

日本企業でのインターンシップ参加を希望する場合、業務上でコミュニケーションがとれるレベルの日
本語能力が求められます。配属される部署の方や他のインターンシップ生とのコミュニケーションに、あ
るいは業種によっては安全確保のために日本語が必要とされるからです。日本語以外の言語のみを使用
する条件でのインターンシップ参加は極めて難しいと考えてください。

コミュニケーションがとれる日本語レベルに達している方

次を参照してインターンシップを探してみてください。
◉「提携プログラム」▶P.32
◉Waseda-net ポータルで探すインターンシップ情報▶P.39
◉外部の就職活動・インターンシップ情報サイト
◉ 具体的に興味のある企業がある場合は、企業ホームページ等でインターンシップを実施しているかど
うか確認する。情報がない場合は、直接人事部に問い合わせる。
◉ 各都道府県の「経営者協会」や各地域の「インターンシップ推進協議会」に問い合わせる。
◉ 外部機関の「東京外国人雇用サービスセンター」で確認する。 
http://tokyo-foreigner.jsite.mhlw.go.jp/

日本における日本企業でのインターンシップについて
・ インターンシップは主に学部3年生・修士1年生を対象として実施されることが多いですが、学部１・２年生を
対象として行う企業も増えてきています。
・ 夏季休暇中に行われるインターンシップの学生募集は6月がピークです。春季休暇中に行われる場合は12月
から1月にかけて募集が始まるようです。この時期を中心に前後の期間には、目的の企業のホームページ等を
チェックしましょう。
・ 単位修得申請（科目名：「インターンシップ実習」）については、P.42～45またはインターンシップデスクホー
ムページを参照してください。
http://www.waseda.jp/career/internship/credit/

・ Application for Credit Transfer 
 Please refer to the following link.

http://www.waseda.jp/career/eng/intern/application

・ なお、キャリアセンターでは、個人で探したインターンシップ（キャリアセンターが仲介する「公認プログラム
WIN」および「提携プログラム」以外）に関して、受入機関との覚書の締結や推薦状の発行・押印は行いません。
また、各自で賠償責任保険に加入することを強くお勧めします。
➡参照P.38「個人で応募・参加するインターンシップ」
・ Important Note

 The Career Center does not conclude Memorandum of Agreement (MoA) with individual hiring 

organization not associated with WIN or the Affiliated Programs.

No recommendation letters will be issued. This applies to all the internships students have 

developed on their own. Interns are strongly encouraged to enroll in a liability insurance policy.

To learn more, please refer to the following link.

http://www.waseda.jp/career/eng/intern/

International students who are interested in internships with Japanese corporations must be 
able to communicate in Japanese business situations.
Japanese language is not only a must in order to communicate with your co-workers and 
fellow interns, but depending on your position and type of duties, is also a matter of ensuring 
occupational safety.  Internships in a language other than Japanese may be hard to come by.
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学部・研究科等のプログラム
キャリアセンター以外の学内の組織でも様々なインターンシップを実施しています。プログラムの内容や応募方法など、詳
しくは各プログラムを所管する事務所にお問い合わせください。

◎学部・研究科
下記プログラムは、各学部・研究科所属の学生のみが対象となります。

2014年度実績または2015年度予定
学部・研究科等 概要 単位認定の有無 就業機関 備考

教育学部
（2014年度実績）

①学級経営インターンシップ
②特別支援教育インターンシップ
③ インクルーシブ教育インターン
シップ
④初等教育インターンシップA～B
⑤中等国語科インターンシップ

①有　通年4単位
②有　通年4単位
③有　通年4単位
④有　半期4単位
⑤有　半期2単位

東京都・神奈川県内小学校・中学校・特別支援
学校など

基幹理工学部
（2014年度実績）

企業でのインターンシップ 全学科共通 経済産業省、トヨタ自動車、東京都庁等 理工学術院HP
（http://www.sci.waseda.ac.jp/）

創造理工学部
（2014年度実績）

①企業でのインターンシップ
②建築学科
　建築実務訓練
③経営システム工学科
　経営実践・国内プロジェクト
　経営システム・国際プロジェクト
　経営実践・海外プロジェクト
④社会環境工学科　
　社会環境工学プラクティカル
⑤環境資源工学科　現場実習

①は全学科共通 
②～④は有　半期2単位

①本田技研他
②坂倉建築研究所他
④鉄道建設支援機構、川田建設
⑤関東天然ガス、東京都下水道局

理工学術院HP
（http://www.sci.waseda.ac.jp/）

先進理工学部 
（2014年度実績）

①企業でのインターンシップ
②ボン大学生命医科学研究実習 全学科共通 ①理化学研究所、三菱重工等

②ボン大学生命医科学研究所
理工学術院HP
（http://www.sci.waseda.ac.jp/）

人間科学部
（2014年度実績）

教育ボランティア（小・中学校か
らの要請に応じて教育活動を支援
する）

自由科目（活動時間に応
じて2単位もしくは4単
位）

所沢市立小・中学校

スポーツ科学部
（2014年度実績）

①フィットネスプロモーション実習
②スポーツビジネス実習

①、②ともスポーツ科学
部の科目として扱う（2
単位）

①アディダスジャパン株式会社
　株式会社博報堂DYスポーツマーケティング
　ミズノ株式会社
　杉並区教育委員会 
　御殿場市文化スポーツ課
②株式会社ルネサンス
　株式会社東急スポーツオアシス
　シンコースポーツ株式会社
　株式会社早稲田エリダリーヘルス事業団

3年生以上が対象であり、3月開催予
定の説明会に出席しないとインター
ンシップ科目が受講できない。

国際教養学部
（2014年度実績）

「国際教養学部インターンシップ
プログラム」
企業および財団法人でのインター
ンシップ

有

日本国際フォーラム、国際交流基金、みずほコー
ポレート銀行（中国）有限公司、華通ワールド（北
京）、日本英語検定協会、アディダスジャパン、日
本航空上海支店、早稲田大学国際教養学部、プリ
ンスホテル、日本GE、三井住友海上火災保険（中
国）有限公司（香港）、三井物産（香港）有限公司、
塩野義製薬

国際教養学部HP
（http://www.waseda.jp/sils/jp/
student/Internship_program_list.
html）

政治学研究科
（2014年度実績）

ジャーナリズムコース斡旋のイン
ターンシップ 有

毎日新聞社、八重山毎日新聞、信濃毎日新聞、
TBSテレビ報道局、日刊サン、Yahoo! JAPAN、
サイテック・コミュニケーションズ、多摩六都
科学館、シノドス、トムソン・ロイター・マーケ
ッツ、マッキャン・エリクソン、CCTV東京事務
所、The New York Times Tokyo Bureau、共
同通信社、産経新聞社、株式会社大富、電通藍標、
弁護士ドットコム

ジャーナリズムコースの学生、ならび
にジャーナリズムコース副専攻の学
生に限定

政治学研究科
公共経営専攻
（公共経営大学院）
（2014年度実績）

インターンシップ（自治行政）、イ
ンターンシップ（国会稲門会）など 有 三菱UFJリサーチ&コンサルティング、中央省

庁、地方自治体、国会議員事務所など
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2014年度実績または2015年度予定
学部・研究科等 概要 単位認定の有無 就業機関 備考

法務研究科
（2014年度実績）

① エクスターンシップ（一般に言
うインターンシップと同様）
② コモンズ・エクスターン・プロ
グラム

①エクスターンシップ
夏季集中科目（2単位）と
して2・3年次に履修が
可能。また、1年次でもト
ライアルプログラムとし
ての参加も可能（研修内
容は派遣先によって異な
るが、正規科目かそれ以
外かによって区別される
ことはない）。選考過程を
通じ、キャリア活動のシ
ミュレーションとして
も、位置付けている。
② コモンズ・エクスター
ン・プログラム
1クール3週間（週1日3
時間の集合プログラムと
3時間×3回の個別体験
プログラム）。通年にわた
り実施。単位認定対象外。

①128機関
<内訳>
法律事務所:97（北海道～鹿児島、韓国、シンガポ
ール、中国）、企業:11、官公庁:10、独法:1（JICA 
カンボジア）、その他団体:9
②早稲田リーガルコモンズ法律事務所

<大学院法務研究科>
http://www.waseda.jp/flaw/
gwls/education/extern/

<法務教育研究センター>
http://www.waseda.jp/flaw/
cpler/liaison/

教育学研究科
（2014年度実績）

①学級経営インターンシップ
②特別支援教育インターンシップ
③ インクルーシブ教育インターン
シップ
④中等国語科インターンシップ

①有　通年4単位
②有　通年4単位
③有　通年4単位
④有　半期2単位

東京都・神奈川県内小学校・中学校・特別支援
学校など

ファイナンス研究科
（2014年度実績）

企業でのインターンシップ 無 中国工商銀行

会計研究科
（2014年度実績）

監査法人・コンサルティングファ
ームでのインターンシップ 無

<監査法人>
新日本有限責任監査法人、あらた監査法人、有限
責任あずさ監査法人、有限責任監査法人トーマツ

<コンサルティングファーム>
デロイトトーマツコンサルティング

基幹理工学研究科
（2014年度実績）

①企業でのインターンシップ
②理工学基礎実験TA

全学科共通のプログラ
ム（2単位）

① JFE、IHI、三菱電機、パナソニック、三菱マテリ
アル、新日鐵住金、三菱重工、セイコーエプソ
ン、NTT、トヨタ、富士通など
② 早稲田大学理工学部　教育研究支援課（一系）
物理系

理工学術院HP
（http://www.sci.waseda.ac.jp/）

創造理工学研究科
（2014年度実績）

①企業でのインターンシップ
②先端建築実務実習A・B
③経営システム工学科
　経営実践・国内プロジェクト
　経営システム・国際プロジェクト
　経営実践・海外プロジェクト
④経営デザイン実習
⑤理工学基礎実験のTA

①と⑤は全学科共通の
プログラム（2単位）
②～④は専攻オリジナ
ルプログラム

① JR東日本、東京メトロ、三菱重工業、日産、ホン
ダ、ソニー、東芝など
② ホーク設計、山下設計、鹿島建設、石本建設な
ど
⑤ 早稲田大学理工学部　教育研究支援課（一系）
物理系

理工学術院HP
（http://www.sci.waseda.ac.jp/）  

先進理工学研究科
（2014年度実績）

①企業でのインターンシップ
②理工学基礎実験のTA
③ボン大学生命医科学実習

全学科共通のプログラ
ム（2単位）

① マイクロソフト、北陸電力、住友ベークライ
ト、新日鐵住金、JR東日本、日立製作所、北海道
電力、三菱重工、東芝など
② 早稲田大学理工学術院　化学系基礎実験室、
早稲田大学理工学術院　教育研究支援課（一
系）化学基礎実験室、早稲田大学理工学術院　
物理系基礎実験室、早稲田大学理工学部　教
育研究支援課（一系）生命科学系
③ボン大学生命医科学研究所

理工学術院HP
（http://www.sci.waseda.ac.jp/）

国際情報通信研究科
（2014年度実績）

研究指導の一環としてのインター
ンシップ

実習などの研究指導科
目の単位として認めら
れる場合がある

Fujitsu Laboratories of Americaなど

環境・エネルギー 
研究科

（2014年度実績）

環境・エネルギー研究科 有:実習（2単位） 学生の自己開拓による 単位認定を希望する際は事務所に相
談する。

情報生産システム 
研究科

（2014年度実績）

①IPSが仲介
②学生の自己開拓 無

① 東芝研究所、NTT研究所、福岡学生職業センタ
ープログラム、北九州地域産業人材育成フォ
ーラムプログラム
②トヨタ、NEXCO東日本など

アジア太平洋研究科
（2014年度実績）

企業でのインターンシップ 申請により認められる
場合がある。

The United Nations University、株式会社パ
ソナなど（*原則、学生の個人開拓による）

日本語教育研究科
（2015年度予定）

国際交流基金「海外日本語教育イ
ンターン派遣プログラム」 無

ニューサウスウェールズ州の初等中等教育校
（オーストラリア）、リール第三大学（フランス）、
アルバータ州教育省（カナダ）
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◎留学センター
下記プログラムのうち（2）（3）は、留学経験の有無にかかわらず応募が可能です。（学内選考あり）

2015年度予定
学部・研究科等 概要 単位認定の有無 就業機関 備考

留学センター
（2015年度予定）

留学センターが提供する特定の留
学プログラムの参加者を対象に、
現地日系企業等でのインターンシ
ップ（2週間～2か月程度）の機会を
提供しています。

（１）長期留学プログラム＋インタ
ーンシップ
〔2015年派遣者対象〕
① 台湾協定校への長期留学プログ
ラム（予定）
② シンガポール協定校への長期留
学プログラム
③ 北京大学ＴＳＡ（ＣＳ）プログラム
④ ドイツ協定校への長期留学プロ
グラム
⑤ フランス協定校への長期留学プ
ログラム

（２）短期留学プログラム＋インタ
ーンシップ
春季シンガポール：英語研修＋イ
ンターンシップ

（３）海外インターンシップ
① 夏季シンガポール：金融企業イ
ンターンシップ
② 夏季インド（デリー）：ＩＴ企業
インターンシップ

海外での就業体験は、留学中に磨
いた語学力を試す場となるだけで
なく、卒業後のキャリアプランを
より広い視野から考えるきっかけ
にもなります。留学センターでは、
海外に広がる本学稲門会（本学校
友により運営されているＯＢ・Ｏ
Ｇ会組織）のネットワークを活用
しながら、数多くの日系企業等に
インターンシップを受け入れて頂
き、本プログラムのさらなる充実
を目指しています。

（１）長期留学プログラ
ム＋インターンシップ:
無

（２）短期留学プログラ
ム＋インターンシップ:
有(2単位)

（３）海外インターンシ
ップ:
有(2単位)

【アジア（中国・シンガポール・インド）】
ＪＸ日鉱日石（北京）企業管理有限公司、弁護士
法人 瓜生・糸賀法律事務所、柯尼卡美能達弁公
系統（中国）有限公司、国際交流基金北京日本文
化センター、全日本空輸株式会社、多力度国際貿
易（北京）有限公司、日本航空公司（上海支店）、日
産（中国）投資有限公司、博報堂創意広告（上海）
有限公司、北京アイウィッシュ・イベント・プ
ランナーズ、北京新光東方商貿有限公司、北京中
青学研教育科技発展有限公司、丸紅（北京）商業
貿易有限公司、三浦工業設備（蘇州）有限公司、三
菱重工業（上海）有限公司、中国国際放送局、キヤ
ノンシンガポール、朝日新聞シンガポール支局、
東京海上グループ、日本航空株式会社シンガポ
ール支店、野村證券シンガポールオフィス、バー
クレイズ証券会社 - オペレーションズ、日本ヌ
ークレアス・ソフトウェア株式会社

【ヨーロッパ（フランス・ドイツ）】
国際交流基金パリ日本文化会館、スズキ・フラ
ンス、全日本空輸株式会社（ANA）パリ支店、損
害保険ジャパン日本興亜株式会社、デュッセル
ドルフ日本人学校、日本航空株式会社フランク
フルト支店、Hitachi Metals Europe GmbH、
ホテル・ニッコー・デュッセルドルフ、丸紅欧
州会社、みずほ銀行デュッセルドルフ支店

（2014年度実績・国別50音順）

●指定の留学プログラムへ参加して
いる学生を対象に募集します。学生の
希望を考慮しながら、本学での選考に
より派遣学生を決定のうえ、各企業・
団体へ推薦します。

●実習期間・内容は各企業・団体に
より異なります。

●実習中の報酬は基本的に支払われ
ません。渡航費を含む交通費、および
宿泊費等の滞在費は参加者負担とな
ります。

●参加にあたり、参加者自身で手続き
を行い、適切な滞在許可もしくは就労
許可を得る必要があります。

【問合せ先】
　 留学センター 
インターンシップ担当
　cie-intern@list.waseda.jp

　（和文サイト）
　 www.cie-waseda.jp/jp/sa/
abroad10/

　（英文サイト）
　 www.cie-waseda.jp/en/sa/
abroad10/

◎競技スポーツセンター
下記プログラムは、体育各部部員の学生のみが対象となります。

2014年度実績
学部・研究科等 概要 単位認定の有無 就業機関 備考

競技スポーツセンター
（2014年度実績）

体育各部部員を対象とした「早稲
田アスリートプログラム（WAP）」
キャリア形成支援プログラムの一
環として実施

無 ①アシックス
②JTBグループ

◎グローバルエデュケーションセンター（GEC）
下記プログラムは、全学部の学部生のみが対象となります。

2015年度予定
学部・研究科等 概要 単位認定の有無 協力企業 備考

グローバルエデュ
ケーションセンター
（2015年度予定）

インターンシップではありません
が、企業と学生とが共同で問題解
決や新規提案に本気で取り組むこ
とで、就業体験のみでは得ることの
できない貴重な経験ができるワー
クショップ型の科目がGECに設置
されています。参加する皆さんにと
っては、社会人の実践的な指導を受
け、グループで問題に取り組むこと
によって、授業やゼミだけでは得ら
れない仕事観、実践的コミュニケー
ション能力を習得する機会となり
ますので、興味のある方は是非受講
してみてください。

【科目名称】プロフェッショナルズ・
ワークショップ
　
社会で活躍する能力を高めること
を目的とし、協力企業の抱える課
題に対して、グループで解決案を
構築し、企業に対して提案を行う。
（授業の流れ）講義＋グループワー
ク＋発表＋振り返り

1単位

１：株式会社日本経済新聞社
２：第一生命保険株式会社
３：株式会社三井住友銀行
４：株式会社ドクターシーラボ
５：日本アイ・ビー・エム株式会社
６：株式会社リンクアンドモチベション
７：本田技研工業株式会社
８：日本電気株式会社
９：株式会社フジテレビジョン
10：双日株式会社
11：三井住友海上火災保険株式会社
12：株式会社大丸松坂屋百貨店

●単位を付与する正規科目（全学オー
プン科目）です。
●授業内容などの最新情報はWebシ
ラバスまたはグローバルエデュケー
ションセンターホームページを参照
してください。
http://www.waseda.jp/gec/

プロフェッショナルズ・ワークショ
ップは、左記のGEC設置科目以外に、
８・９月の夏季休業期間を利用して
行う、単位を付与しないプログラムも
あります。
http://www.waseda.jp/wpo/
propro/

その他学内箇所のプログラム
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行政機関でインターンシップを希望
行政機関のインターンシップに参加するには、大学を通して応募手続きを行う必要があります。希望す
る就業機関によって、応募方法や手続きの流れが異なりますので、下記をよく読んでから応募してくだ
さい。また、4月18日（土）に実施する「公認プログラムWINインターンシップガイダンス」で行政機関で
インターンシップを希望する方への注意事項を説明しますので参加をお勧めします。

上記すべてのインターンシップの参加にあたって、行政機関と大学は協定書・覚書を交わし
ます。そのため、大学を通さずに行政機関のインターンシップに応募することはできません。

キャリアセンターでは「公認プログラムWIN」として扱います。（P.10～31を熟読してください。）
就業の可否が判明するまで、他の機関には応募できません。

キャリアセンターでは「提携プログラム」として扱います。（P.32～34を熟読してください。）
「公認プログラムWIN」との重複応募はできません。
就業の可否が判明するまで、就業日程が重複する他の機関には応募できません。

A 学内選考

A-a
実働10日以上
【WIN行政コース】

B-a
中央省庁、都道府県
などの主要自治体
【提携プログラム】

A-b
実働10日未満
【提携プログラム】

B-b
その他の行政機関
（地元の自治体等）
【提携プログラム】

B 公募

【応募方法】
学内の書類選考、マッチング面接を経て受入機関に
推薦。

【応募方法】
応募書類をインターン
シップデスクに提出す
る。

【応募方法】
希望する就業機関をイ
ンターンシップデスク
に申し出る。

A-a 公認プログラムWIN行政コース

A-b 学内選考の地方自治体（実働10日未満）

注 意

2014年度に受入を実施した地方自治体（公認プログラムＷＩＮ行政コース）
北海道、静岡県、佐賀県、荒川区、板橋区、大田区、墨田区、世田谷区、豊島区、港区、帯広市、足利市、志木市、富士見市、
所沢市、武蔵野市、川崎市、唐津市、夕張市社会福祉協議会

2014年度に受入を実施した学内選考の地方自治体（提携プログラム）
新宿区、多摩市
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する方へ

◎ 機関によっては、本年度のインターンシップの受入を実施しない場合もあります。また、本年度の受入機関については各機関か
ら情報が公開され次第、インターンシップデスクのホームページでお知らせします。
◎就業の可否が判明するまで、就業日程が重複する他の機関には応募できません。

【選　　考】各行政機関が選考を行います。
【募集情報】各機関からの情報が公開され次第、インターンシップデスクホームページに掲載します。
【応募方法】 希望就業機関の募集要項をインターンシップデスクホームページで確認のうえ、インターンシップデスクに応募書類を提出して

ください。全学の応募を一括してとりまとめ、各機関に送付します。2014年度に受入実績のあった機関は下記のとおりです。
【応募締切】   各機関で異なります。インターンシップデスクホームページで確認してください。

行政機関の公募情報には大学担当者のための応募締切日が記載されています。インターンシップデスクへの応募書類の提出
締切はその数日前になりますのでご注意ください。

【単位修得】「実働15日以上」の就業で単位修得の対象となります。（P.42～45参照）

キャリアセンターでは「提携プログラム」として扱います。（P.32～34参照）

B-a 公募の中央省庁、都道府県などの主要自治体

A-a～B-a以外の行政機関（地方出身で地元の自治体など）で就業を希望する場合は、6月12日（金）までに
希望する就業機関をインターンシップデスクに申し出てください。
希望する就業機関にインターンシップデスクが学生の就業希望部署、志望理由などをもとに受入ができるか交渉します。
受入が可能な場合、必要書類を作成し、インターンシップデスクを通して応募します。（受入機関が選考）
《応募が不可となるケース》
○インターンシップの受入を実施していない場合
○覚書、協定書の締結ができない場合
○募集期間が終了している場合
○希望に沿った条件で調整ができない場合

キャリアセンターでは「提携プログラム」として扱います。(P.32～34参照)　

B-b その他の行政機関

2014年度に受入を実施した公募の行政機関（提携プログラム）
〈中央省庁など〉外務省（注１）、経済産業省、文部科学省、農林水産省、厚生労働省、総務省、国土交通省、防衛省、法務省、
金融庁
〈地方自治体〉東京都（注２）神奈川県、横浜市
（注１）受入機関の選考の前に学内選考（書類選考と面接）があります。
（注２）大学は通さず、受入機関の募集サイトから直接web応募となります。受入決定後「提携プログラム」として扱います。

2014年度学生からの就業希望の申し出により受入調整を行い、受入を実施した地方自治体やその管轄の団体（提携プログラム）
岐阜県、香川県、愛媛県、長崎県、鹿児島県、鴻巣市、茅ヶ崎市、富山市、周南市、徳島市、八丈町、国土交通省中部地方整備局
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キャリアセンター

公認プログラムWIN（Waseda Intern）
公認プログラムWINは、大学からの推薦が必要な業種や、個人での応募が難しい職種での就業が可能で、単位修得の対象
となるプログラムです。実働10日以上の実習と事前事後の授業を組み合わせることで高い教育的効果が期待できます。就
職先の実績にもつながっているのがこのプログラムの特徴です。

WIN各コースの詳しい実習内容について知りたい方は、過年度の
報告書を参考にしてください。
WINの実習後に提出された報告書は冊子にまとめ、参加学生に配
付し、すべての受入機関にお礼と報告を兼ねて送付します。
また、インターン生の受入を検討している機関に参考資料として提
供されることもあります。

◇キャリアセンターおよび所沢就職資料室にて閲覧
◇ Waseda-net ポータルからの閲覧：Waseda-net ポータル➡キャリアコンパス➡インターンシッ
プ➡▼20XX年度インターンシップ報告書

インターンシップ報告書

閲覧方法

公認プログラムWIN概要

コース 「行政」「国際協力」「マスメディア」「ビジネス」の４コース
対　象 学部生（2～３年生中心、ビジネスコースは１年生から対象のプログラムもあり。）
就業期間 実働10日以上※1

就業機関 今年度の受入機関は5月実施のコース別オリエンテーションⅠで発表します。
応　募 Waseda-net ポータルからプレエントリー※2

選　考 すべてのコースに書類選考、担当教員による面接選考があります。
各コースの指定された関連科目を履修している方が優先されます。

授　業 土曜４・５限の事前授業、各セミナー、報告会等への出席が必須※3

提出物 各種手続書類、課題の提出が必須
単　位 秋学期２単位（グローバルエデュケーションセンター「インターンシップ実習（各コース名）」）

※1　 調整の結果、受入機関の都合により10日未満になった場合、別途課題を課し単位認定とみなす場合があります。
※2　 科目登録は必要ありません。ただしコースごとの指定期間中にプレエントリー手続きが必要です。
※3　 授業･セミナーは春学期･秋学期ともに開催され出席が必須です。欠席した場合、ＤＶＤおよびCourse N@viでの視聴が可能ですが出席扱いに

はなりません。

第 1 章

参加希望のコースに関連した分野の科目履修歴が考慮されます。

➡詳しくは P.20・21を参照

指定科目を履修していると、
選考上優先されます。

履修推奨科目を履修していると、
選考上考慮されることがあります。

WIN参加に優先されるのはこんな学生

差し替え
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WIN各コース共通の流れ

公認プログラムWIN
インターンシップガイダンス

WINへの参加を考えている方は必ず出席して下さい。
（P.25を参照）4月18日㈯

書類選考
マッチング面接

担当教員による書類選考（プレエントリー時の記述内容）、
面接を経て推薦者を決定。5月

CourseN@vi
登録 推薦者をCourseN@vi上に登録。6月

就業実習
（各就業機関）

事前準備をしっかり行い、体調を万全にして実習に臨もう！
国際協力コースは出勤簿･実習日誌の作成、マスメディア
コースはField Notesの作成が必須。

8・9月

実習評価
各種提出課題、事前授業・指定セミナー・報告会等への出
席、就業機関からの評価を各コースの担当教員が総合的に判
断して成績評価を行います。

3月

就業実習報告会

フォローアップセミナー
報告書刊行・配付

出席必須。土曜日4・5限（P.27参照）。
他機関の参加者と経験を共有しよう。

出席必須。インターンシップの経験を今後にどう活かすか
を考えるセミナー。提出された報告書は冊子にまとめて
刊行し、実習生および受入機関に配付。

10月

受入機関による選考
(書類選考・面接等)

事前授業・オリエンテーションⅡ
各セミナー

推薦先へ志望理由書等の応募書類を提出し、最終的な受
入の可否が判断される。受入機関による面接が行われる
場合もある。

受入が確定した学生は出席必須。
土曜日4・5限に実施（P.26・27参照）。

6・7月

オリエンテーションⅠ

プレエントリー

コース別に今年度の受入機関を発表します。プレエントリ
ーの注意事項および過年度参加者による体験談を参考に
してエントリーを検討してください。

プレエントリー期間は各コースにより異なり、1年度に１コ
ースのみ応募が可能。

5月

徐々に自信
みたいなものが
ついてくるよね
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WIN行政コースの受入機関には、これまで早稲田大学の学生を継続して受け入れてくださっている全国各地の地方自治
体やその管轄の公共機関があります。実習内容は日常的な業務から、与えられた課題の研究調査までさまざまです。
地域の生活に密着した業務を体験することができるWIN行政コースは、公務員志望の方だけでなく、教育、文化、福祉、ま
ちづくりなどの分野に関心がある方や、UターンやIターンを視野に入れている方にも適しています。

行政
コース

選考・推薦 プレエントリー時の記述内容による書類選考および教員によるマッチング面接を行い、推薦者
を決定します。

実習内容
あらかじめ配属先の部署や実習内容が決まっている場合と、推薦者の希望に応じて、配属先の
部署、日程、実習内容が調整される場合があります。ただし、受入機関の都合により、希望通りに
ならない場合もありますので、柔軟に対応してください。

就業期間 実働10日以上

受入予定人数 40名程度（2014年度実績：就業者数22名、エントリー者数23名）

担当教員 小原　隆治　教授（政治経済学術院）　　野口　晴子　教授（政治経済学術院）

履修推奨科目 履修推奨科目の履修が就業の際の理解の助けとなります。また、行政コースに関係する科目が
学部にある場合は、履修することをお勧めします。（詳しくはP.21を参照。）

注意点
◎ キャリアセンター「提携プログラム」およびインターンシップの公募を行っている行政機関と
の併願はできません。
◎公務員試験を受験する2016年3月卒業見込みの方は参加できません。

2014年度就業機関実績
北海道、静岡県、佐賀県、荒川区、板橋区、大田区、墨田区、世田谷区、豊島区、港区、帯広市、足利市、志木市、富士見市、所沢市、武蔵野市、
川崎市、唐津市、夕張市社会福祉協議会

（順不同、就業機関は毎年異なります。）

2012年度WIN行政コース参加者の主な進路　（順不同）
参加者全体の約2/3が行政機関やそれに準ずる団体などに就職。
国家公務員一般職、法務局、警察庁、宮城県、群馬県、千葉県、東京都、神奈川県、兵庫県、特別区、さいたま市、川口市、船橋市、綾瀬市、
国立大学法人、私立大学職員、(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構　他

2011年度WIN行政コース参加者の主な進路　（順不同）
茨城県、千葉県、東京都、特別区、川崎市、総務省、労働基準監督官、参議院事務局職員、㈱日本政策投資銀行、
(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構　他

行政コース担当教員 小原隆治 教授（政治経済学術院）
「公務員」と聞いて、皆さんはその仕事にどのようなイメージを持つでしょうか。
「お役所仕事」という言葉があるとおり、公務員の仕事には、法令や形式第一主義、所管の縄張りと顧客たらい回し、尊大な
態度、その割りに９時～５時勤務、お気楽仕事といったイメージがついて回ります。また、とくに景気が悪くなると、あちこち
でそのイメージに沿った公務員バッシングが始まります。
しかし、事実が大きく異なるのは、皆さんがインターンシップを体験したとたんにわかります。とくに多くの方が出向く市区
町村の職場は、住民との距離が近く、そうであるがゆえの緊張感を日々感じることになるでしょう。同時に、最近「新しい公
共」が語られていますけれども、政府や自治体が「公共」の最大の支え手であり、それだけに公務員が使命に満ちた仕事であ
ることには、昔も今も変わりがありません。
どうぞ厳しさもあり、やりがいもあるインターンシップでの体験を楽しんできてください。

担当教員からのメッセージ
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就業機関：荒川区（2014年度就業）
文化構想学部3年 徳重理央さん

就業機関：板橋区（2013年度就業）　内定先：特別区
政治経済学部3年 K.Mさん

私がWIN行政コースに参加した動機は、就業体験を通して
公務員の業務を理解するとともに、公務員のやりがいを学
び、将来の指針を探る機会を得たいと考えたからです。
就業先の荒川区では、希望部署の四つの課全てで実習をさ
せていただきました。職員の方々は毎回お話を伺う時間を
設けてくださり、ご自身が感じるお仕事のやりがいや大変だ
と思うこと等、資料からでは得られないような率直なお話を
たくさん伺うことができました。ひろば館や子育て交流サロ
ンでの実習等、就業中は直接区民の方と接する業務が多く、

区民の方々の生活に根ざした生の声を聞くことができまし
た。想像以上に区民との距離が近く、住民の顔が見える住
民に寄り添った職業なのだと理解でき、区の職員として働き
たいという思いが確かなものになりました。
自身が思っていたよりはるかに多くのことを学べた十日間
でした。これからどう働きたいのか、どんな人間になりたい
のかなど、自身のキャリア設計を考える得難い機会になると
思います。迷っている皆さんは、ぜひWINに参加されること
をおすすめします。

私がWINに参加したのは、正直に言えば、どうせならば単位
が出る方が良いというある種の下心からでした。ですが、就
業前のプログラムを通して、実際の「公務員として働く姿
勢」を知りたいと強く思うようになりました。
就業期間中は様々な体験をしましたが、特に刺激的だった
のは、実際に窓口で区民の方に対応する体験でした。どん
な方が何について困っているのか、それを読み解き最小限
の手間で適切に案内する、という公務員の仕事の資質を味
わった気がしています。また、正しく区のことを理解できるよ

うに、区にとってマイナスイメージになるような実態も詳ら
かに教えて下さったのが、とても印象に残っています。この
経験を通して、区職員の仕事と温かい区職員の方々に魅力
を感じ、区職員として働きたいという思いに火が付きました。
最初のきっかけは高尚なものでなくて良いと思います。井
の中の蛙にならずに、インターンシップという大海に飛び込
んで、良い意味で周りの雰囲気に流されることで、自分が働
く理由の一つを見つけられると良いのではないかと思いま
す。

参 加 者 声の
（学年は就業当時）

就業機関：帯広市（2014年度就業）
人間科学部3年 千葉なな子さん

私がWIN行政コースに参加した動機は、業務を経験してい
く中で、公務員として求められる資質や仕事のやりがいを
見つけたいと思ったからです。また専攻分野が農業で「食」
と「農」について強い関心があったため、帯広市農政部での
就業を志望しました。就業中は研究機関や灌漑施設の見学、
主伐の測量調査、圃場作業、作況調査、収量調査、農地パト
ロールなどの業務に同行し、日本の食料供給基地である十
勝・帯広の農業を体感してきました。時には農業中心地な
らではの出来事も現場で起き、実際に住民の方へ対応を迫

らねばならない事態もありましたが、市役所職員に求めら
れる資質について具体的に考える良い機会となりました。
また職員の方々とじっくりお話をする機会も頂き、仕事に
対する姿勢や辛かった、楽しかった経験なども伺うことが
出来ました。就業後は、行政で働くことのイメージをしっ
かりと掴めたことで、市役所職員として働きたいという思
いがより一層強くなりました。行政で働くことに少しでも
関心のある方は、是非WIN行政コースに参加してほしいと
思います。
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選考・推薦
プレエントリー時の記述内容による書類選考および教員によるマッチング面接を行います。更
に受入機関において面接を実施することもあります。海外で実習を行う場合も費用は自己負担
です。よく検討したうえで参加してください。

語学力 希望就業機関により要求されるレベルは異なりますが、相応の英語力が必要です。語学力の確
認のため、マッチング面接は日本語と英語により行います。

就業期間 2週間（実働10日間）～4週間程度（受入機関により異なる）

受入予定人数 10名程度（2014年度実績：就業者数8名、エントリー者数16名）

担当教員 岩井　雪乃　准教授（平山郁夫記念ボランティアセンター）

指定関連科目 指定科目を履修していると選考の際に優先されます。（詳しくはP.20参照）
また、国際協力コースに関係する科目が学部にある場合は、履修することをお勧めします。

実習中 出勤簿および実習日誌を作成してください。（P.28参照）

WIN国際協力コースの受入機関は、国連などの国際機関、JICAの国内外事務所、NPOなど国内外多岐にわたります。多く
の国際機関が、インターンシップ生の資格を大学院生に限る中で学部生にこのコースを設けています。国際協力に興味の
ある方、グローバルに活躍したい方などに適したコースです。

2014年度就業機関実績
特定非営利活動法人アフリカ日本協議会、特定非営利活動法人国連UNHCR協会、公益社団法人日本ユネスコ協会連盟、独立行政法人国
際協力機構（JICA）北海道国際センター（帯広）、独立行政法人国際協力機構（JICA）カンボジア事務所

（順不同、就業機関は毎年異なります。）

2012年度WIN国際協力コース参加者の主な進路　（順不同）
㈱メタルワン、三菱電機㈱、日本航空㈱、富士フィルム㈱、㈱日立ソリューションズ、国際石油開発帝石㈱　他

2011年度WIN国際協力コース参加者の主な進路　（順不同）
丸紅㈱、住友商事㈱、日本アイ・ビー・エム㈱、日本郵船㈱、㈱日本政策投資銀行、㈱みずほフィナンシャルグループ　他

国際協力コース担当教員 岩井雪乃 准教授（平山郁夫記念ボランティアセンター）
今、地球上は急速にグローバル化が進み、人やモノが国境を越えて移動しています。そしてその一方で、貧富の格差や紛争
など、課題を抱える国や地域は取り残されています。本コースでは、各国の利害や矛盾が表出する国際的な課題に対して、
「あなた自身はどう関わるか」を「仕事」という側面から体験し考えます。本コースの特徴は、就業先で多様なキャリアをもっ
た方々に出会うことができる点です。新卒で勤めている人はむしろ少数で、海外留学をして企業や国連でバリバリ働いて転
職した人や、地域の主婦からシニアまで、さまざまな方が国際協力に関わっています。そんな「多様な生き方」を経験するこ
とは、世界の「課題を抱える人びと」の多様性を理解することにつながります。履修した学生の多くは、商社・メーカー・金融
など国際的に活躍する企業に就職しています。また、より深く学ぶために進学したり留学したりする先輩もいます。ぜひあな
たも、このコースをつうじて「華やかなイメージ」だけでない「国際協力」の全体像をつかんで、自分がどのように世界に貢献
できるかを考えてください。

担当教員からのメッセージ
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就業機関：国連UNHCR協会（2014年度就業）
社会科学部3年 中山七恵さん

以前から国際協力に興味があり、ボランティアに参加したり、
国際協力分野の授業を履修していました。幼い頃から国際
協力を仕事にしたいと考えていたわけではなく、専門的な
知識を得るために学んでいました。しかしそうした環境のも
とで、おのずから将来国際協力分野で働く自分の姿を意識
し始め、将来像を固めるために国連UNHCR協会へのイン
ターンシップへ応募しました。
主な業務内容は、就業終了時の報告会にて「協会への提言」
をするためのリサーチでした。私は協会の現状問題を指摘

し、新しいファンドレイジングのチャンネルとしてクラウド
ファンディングを用いたイベントを提案しました。他にも
UNHCR本部記事の翻訳、協会オリジナル難民映画コンペ
の企画など、自身の課題以外にもさまざまなお仕事に関わ
らせていただきました。
WINインターンシップは国際協力の道に進むと決めている
方にとって非常にやりがいがあると思います。是非将来の
糧にしてください。

就業機関：日本ユネスコ協会連盟（2014年度就業）
教育学部3年 厳　璐（ゲン　ロ）さん

国際協力の現場で働き、教育などの問題の解決に貢献でき
る仕事がしたい。そんな思いから、WINの国際協力コース
に出会い、そして、教育や世界遺産に係る日本ユネスコ協会
に就業することを決めました。
就業先では、全国ユネスコ活動の現状をデータ化すること
に加え、「守ろう地球のたからもの～豊かな世界遺産編～」
教員研修会など本格的なユネスコ活動の開催もサポートし
ました。教員研修会によって、初等教育の普及は一定の成果

が見られますが、その先の教育と個人のスキル向上のため
の教育が求められることを改めて認識し、持続的開発のた
めの教育(ESD)について深く考えさせられました。
短い20日間でしたが、豊富な就業経験を積み、さらにその
就業経験を振り返ることを通じて、国際協力の現場で働くこ
とに自信がもてるようになりました。国際協力の仕事に関心
をもつ方にもきっといい刺激を受ける機会になるでしょう。

就業機関：JICAカンボジア事務所（2014年度就業）
国際教養学部2年 松岡大司さん

高校生のころから国際機関での就業に興味があり、JICAで
のインターンシップに応募しました。日本の国際協力の現
場を実際に見ることで、将来の職業選択に役立てることが
できると考えたことも動機のひとつでした。
カンボジアでは事務所での業務に留まらず、草の根活動の
専門家や青年海外協力隊、シニアボランティアの方のお仕
事にも携わることができました。また、首都プノンペン以外
にもバッタンバンという旅行客が行くことのないような地

方都市に赴き、現地住民に電化率に対する認識についての
インタビューを行い、また稲作技術の普及活動を視察しま
した。活動期間はたった2週間でしたが、普段の生活では決
して得ることのできない経験ができました。
JICAの行っている国際協力は、日本人にあまり馴染みのな
いものかもしれません。中には国際協力の必要性に疑問を
感じている人もいると思われますが、そんな人にこそ日本
の国際協力の現場を実際に見て頂きたいです。

参 加 者 声の
（学年は就業当時）



WIN各コースの概要 マスメディア
コース

2014年度就業機関実績
沖縄タイムス社、共同通信社、高知新聞社、信濃毎日新聞社、上毛新聞社、中日新聞社、中日新聞東京本社（東京新聞）、福島民報社、
毎日新聞社、八重山毎日新聞社、読売新聞東京本社、中央公論新社

（順不同、就業先は毎年異なります。）

2012年度WINマスメディアコース参加者の主な進路　（順不同）
参加者全体の半数以上がメディア業界に就職。
日本放送協会、共同通信社、北海道新聞社、宝島社、信濃毎日新聞社、中日新聞社　他

2011年度WINマスメディアコース参加者の主な進路　（順不同）
読売新聞社、朝日新聞社、日本経済新聞社、信濃毎日新聞社、北國新聞社、新潟日報社、西日本新聞社、共同通信社、日本放送協会、テレビ
東京、日本映画衛星放送、文藝春秋　他
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選考・推薦

プレエントリー時の記述内容による書類選考および教員によるマッチング面接を行います。こ
の選考を通過してもマッチングによっては必ずしも希望通りの就業機関に推薦されるとは限り
ません。就業機関については柔軟な検討が必要です。また、地方や海外の機関で実習を行う場
合も費用は自己負担です。よく検討したうえで参加してください。

就業期間 実働10日以上

受入予定人数 30名程度（2014年度実績：就業者数21名、エントリー者数30名）

担当教員 花田　達朗　教授（教育・総合科学学術院）

指定関連科目 指定科目を履修していると選考の際に優先されます。（詳しくはP.20参照）
また、マスメディアコースに関係する科目が学部にある場合は、履修することをお勧めします。

実習中 Field Notesを作成してください。（P.28参照）

WINマスメディアコースは、ジャーナリズムやメディアの世界に多くの人材を輩出してきた本学の伝統を生かしたコースです。
受入企業は新聞社（記者職）が中心で、大学の授業でジャーナリズムの基礎を学び、報道現場でより実践的な経験を積みた
い方に適しています。毎年、参加者の多くが新聞をはじめとするメディア業界に就職しているのもこのコースの特徴です。

マスメディアコース担当教員 花田達朗 教授（教育・総合科学学術院）
グローバル・エデュケーション・センターの全学共通副専攻ジャーナリズム／メディア文化コースのコア科目「ジャーナリズム
概論」や「ジャーナリズム演習」を履修して、将来ジャーナリズムの道に進もう、マスメディア企業に就職しようと考えている学生
諸君にはぜひWINのマスメディア・インターンシップを履修することを勧めます。
理由は、職業選択の決め手はその職業の現場を知ることだと思うからです。本当に自分がやりたい仕事なのか、自分に合った
仕事なのか、それは大学の授業のなかだけでは分かりません。イメージだけで考えるのではなく、一度現場に身を置いて、実際
に職業人と話をして、考えるべきでしょう。進路に一層の確信を深めるかもしれませんし、ほかへの転進を考えるかもしれません。
新聞であれ放送であれ、ジャーナリストになりたいと思うなら、インターンシップの行き先としては地方紙をお勧めします。なぜ
なら組織がそれほど大きくなく、そして現場と読者に近いからです。いままで持ったことのない体験をすることでしょう。
過去、このインターンシップに参加した学生諸君は強くなって大学に戻って来ます。そして、ほとんどがいずれかのメディア企業
へ就職していきます。記者になった卒業生からは、あのインターンシップで覚悟が決まったという声を聞きます。

担当教員からのメッセージ
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就業機関：沖縄タイムス社（2014年度就業）
教育学部2年 渡邉淳さん

私は就職活動に大きな不安を抱えていました。何故なら、私
が志望している新聞記者というのは狭き門だからです。そ
の為、早い時期から就職活動について意識していました。そ
の時にインターンのことを耳にし、「新聞記者の仕事につい
て知りたい」「私は新聞記者に向いているのか」を就活が始
まる前に確認したく参加しました。
実習中は記者の方に同行し取材を行い、記事を書きました。
翌日の新聞に自分の書いた記事が載った時は嬉しかったの

を覚えています。また、終業後にも記者の方や他大の実習
生同士でお話する機会を作り、新聞記者の仕事・報道とは
どのようなことか、互いに話しながら考える良い機会でした。
さらに事前授業を通じて、同じ記者という職業を目指してい
る先輩・同級生と出会えたのも大きな収穫です。実習を通
じて「新聞記者になりたい」という気持ちがより強くなりまし
た。また自分の課題が分かると共に、同じ記者志望の仲間に
も出会えたので良い機会でした。

就業機関：中日新聞東京本社（東京新聞）（2014年度就業）
商学部3年 中島咲樹さん

ジャーナリズム概論の授業を受け、ジャーナリストという職
業に興味を持つようになりました。WINのインターンを知っ
たのもこの授業で紹介があったからです。
東京新聞のインターンでは、ほぼ全ての部署を周りました。
官房長官会見やTPPの経過報告会に出席したり、翌日の朝
刊に掲載する記事のネタをとったりしました。東京新聞の記
者がどう仕事をしているか、よく知れる経験をさせていただ
きました。また、各部署の部長と論説委員、論説主幹の方と
議論する機会もあります。一番心に残っているのは、「いけ

ないことをいけないと言う、ただそれだけ」という言葉。会社
員としてでなく、新聞記者としての思いを感じました。
同じく新聞記者を目指す仲間ができたこと、記者の方々と
お知り合いになれたことも大きかったです。
インターンを終えて、力不足は感じましたが、自分の道に向
かって大きく踏み出せたと思っています。新聞記者は忙しい、
大変そう。そういった思いは一切消え、絶対になりたいと思
うようになりました。
少しでも興味がある方はチャレンジしてほしいです。

就業機関：中日新聞社（2013年度就業）　内定先：日本放送協会（記者職）
教育学部3年 吉村美智子さん

普段の働き方や仕事への思いを知るため参加しました。本
などで描かれる記者の姿は、大きな事故や事件の話ばかり
のため、現実を知りたかったのです。
就業中、平生から忙しい記者の姿を目の当たりにし、自らの
認識の甘さを痛感しました。仕事への不安も生じましたが、
それが覚悟へ繋がったように思います。就職面接では仕事
の覚悟を問われ、この経験を踏まえて自らの思いを伝えま
した。
WINの良い点は地方紙に行けることだと思います。東京に

いると地方紙を知る機会が少ないですが、地方紙の中には、
全国紙よりも地元で影響力や取材力のある新聞社が多い
です。地方紙に携わる人々の誇りと強さを知ることができま
した。また、読者との距離が近く、作り手の意識の先には顔
の見える読者がいると、取材や見出し作成の際に感じまし
た。全国紙でも記者の初任地は地方であることが多いため、
地方紙のインターンは初任地のイメージを持つ上でも役立
つと思います。WINを通じて現場で学んだことが、地方の
報道を目指すきっかけとなり、企業選びの軸となりました。

参 加 者 声の
（学年は就業当時）



WIN各コースの概要 ビジネス
コース

2014年度就業機関実績
㈱内田洋行、㈱エービーシー商会、ＣＲＯＳＳ㈱、パートナーオブスターズ㈱、㈱フォーバル、㈱文化放送キャリアパートナーズ、
㈱ベル・フルール、㈱ミス・パリ、三井不動産リアルティ㈱、リソウル㈱

（順不同、就業機関は毎年異なります。）

2012年度WINビジネスコース参加者の主な進路　（順不同）
三井住友海上火災保険㈱、東京海上日動火災保険㈱、三井住友海上あいおい生命保険㈱、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱、
東日本電信電話㈱、日本たばこ産業㈱、㈱ジェイテクト、ソフトバンクグループ、㈱日本旅行、東京ガス㈱、㈱ゆうちょ銀行　他

2011年度WINビジネスコース参加者の主な進路　（順不同）
㈱エヌ・ティ・ティ・データ、㈱大和総研、明治安田生命保険 、(独)日本学生支援機構、日本生命保険 、㈱エイチ・アイ・エス、
富士通㈱、東京海上日動火災保険㈱、㈱ワークスアプリケーションズ　他
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特　色

企業の皆さまのご協力のもと、「社会に出るって？」「働くってどんな感じ？」という初歩的な疑問に
答えうるプログラムを実現。特にベンチャー企業での就業は、独立・独創の精神をもち活躍する
起業家たちと身近に接するチャンスです。
社団法人関東ニュービジネス協議会加盟企業より、課題･プロジェクトの提案を頂き、それらの解
決過程を体験できる機会を提供する予定です。

選考・推薦 プレエントリー時の記述内容による書類選考および教員とのマッチング面接で推薦者を決定し
ます。更に受入機関において面接を実施する場合もあります。

就業期間 実働10日以上

受入予定人数 30名程度（2014年度実績：就業者数16名、エントリー者数16名）

担当教員 東出　浩教　教授（商学学術院）

履修推奨科目 履修推奨科目の履修が就業の際の理解の助けとなります。また、ビジネスコースに関係する科
目が学部にある場合は、履修することをお勧めします。（詳しくはP.21を参照）

WINビジネスコースの受入企業は、一般企業からベンチャー企業まで業種や規模もさまざまです。特にベンチャー企業は
少数精鋭の組織のため、就業中は自身の取り組み次第で新規プロジェクトの立案を任されるなど、大企業ではできない経
験ができる可能性が高まります。「自分の力を試してみたい」という方の参加をお待ちしています。
また、このコースは1年生からの参加も可能で、多くの受入企業が学年を問わず受入をしてくれています。

ビジネスコース担当教員 東出浩教 教授
皆さんは、不確実で先が読みにくい環境に対応しながら、自分のキャリアを作っていく必要があります。
様々なスキルも身につけなくてはいけません。しかし、それ以上に自分を磨くために大切なことは、共にプロジェクトに取り組む
人たちが、良い‘影響’を与えながら結果を出していくというカルチャーのある組織に自分を置くことです。
インターンシップ・ビジネスコースでは、大企業からベンチャー企業まで、様々な種類の企業での経験をする機会が用意され
ています。自分の行ってみたいところを感じてみる。それも一つの選択です。また、大企業を希望はしていても、インターンでは
一度ベンチャー企業を体験してみよう。それも良い選択です。ぜひ、この機会を利用して、自分自身が、どのような広義のリー
ダーシップ（人に大なり小なり影響を与えながら、そこからの結果を振り返ること）を目指しているのかを判断するための軸を
作ってみてください。

担当教員からのメッセージ



就業機関： 株式会社内田洋行 
（2014年度就業）

商学部3年 川口慧太さん

私には当時、特に志望する業界や企業等がありませんで
した。そのため、それを絞り込む足がかりとしてインター
ンへの参加を決めました。その際、就活情報サイトで紹
介される会社よりも、大学経由の会社のほうが信頼でき、
充実した活動ができると考え、WINに応募しました。
就業期間中は、内田洋行の新製品のPRチラシを作成す
ることが、課題として課されました。そこで、商品開発責
任者や営業担当者の社員の方々にヒアリングを行い、製
品の良いところ・PRポイントを同じく就業していた他大
の仲間とチームで練り上げました。これにより、内田洋行
という会社の実態や、今後ほかの会社で商品開発に携
わった時にも使える、商品の魅力を導き出すための考え
方を学ぶことができました。
WINでは一般的なインターンと異なり、事前準備のため
の授業や事後のセミナーが提供されるため、一度のイン
ターン経験から得られるものを最大にできます。皆さん
もぜひ参加してください。

就業機関： パートナーオブスターズ株式会社（2014年度就業）
商学部1年 坂巻拓哉さん

チャンスがあれば飛び込んでみよう。そう考えていた私
にとって１年生から参加が可能なWINビジネスコースは
願ってもないチャンスでした。私には起業家になりたいと
いう漠然とした希望があり、起業家・経営者との交流の
機会を数多く頂けるという点に魅力を感じ、パートナー
オブスターズ株式会社のインターンシップに参加するこ
とを決意しました。
就業先のコンサルティング会社では企業の方・経営者・
学生、あらゆる人との打ち合わせに同行し交流の場を設
けて頂きました。また、当社の運営するサイトにも携わり、
ビジネスの難しさを痛感しました。インターンシップを通
して多くの方に出会い、刺激を受けました。アドバイスを
してくださった経営者の方々、共に学んだインターン生
や他大学の学生、ひとつひとつの出会いが貴重で、私の
今後の目標となりました。また、これからの学生生活をど
のように過ごしていけばよいか、自分なりに考えるよい
契機となりました。

就業機関： 株式会社文化放送キャリア
パートナーズ（2014年度就業）

教育学部3年 長澤恵理奈さん

私がこのインターンシップを志望した理由は、就活が不
安だったので、就活コンサルタント業務に携わってまず
就活自体について知ってみようと思ったからでした。
インターン中のグループワークでは、当初メンバーとの意
見交換がうまくいかず、悩みましたが、社員の方の「相手が
どうしたら意見をいってくれるのか考えて発言してみたらど
うか」という提案は、自分の独りよがりなコミュニケーション
への反省につながり、それを通して大きく前進できました。
企業訪問では、希望職種は絞っていないので、様々な企
業を見たいという私の意思をかなりきいてくださり、
様々な企業に訪問できたのがとてもよかったです。おか
げ様で、様々な企業の多種多様な人事の方とお話できま
した。また、各業界について知るかなり大きなきっかけに
なりました。
ある企業に飛び込んで業務を行う経験は学生にしかで
きないものです。興味がある人はぜひ参加してみてはい
かがでしょうか。

就業機関： 株式会社フォーバル（2013年度就業）
内定先：ユニ・チャーム株式会社
文化構想学3年 古賀 健太さん

私がWINに応募した理由は、自分の力がどこまで通用す
るのか確かめたかったからだ。当時コンサルタントという
職業に興味を持っていたため、フォーバルへの就業を希
望した。この選択は私にとって最善のものだった。
まず業務内容であるが、事務作業・会議出席・商談同
席・同行など、希望すればほとんどの業務に携わること
ができた。その中で、担当の社員の方がコンサルタント
的思考をマンツーマンで鍛えてくださった。最終的にテ
レアポで契約を取ることができ、自分の中で大きな自信
となった。
特に大きな収穫となったのは、就活の軸をある程度定め
られたことである。私にとってフォーバルは率直に『入社
したい』と思える会社だった。この経験から、合同説明会
ではフォーバルに似た社風の会社を優先して見るように
なり、非常に効率的な就活を進めることができた。就活
中悩んだ時、フォーバルの社員の方に連絡すると、わざ
わざ会って話を聞いてくださるなど、本当にお世話に
なった。行動することの大切さを痛感するとともに、WIN
に参加して良かったと心から思う次第である。
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参 加 者 声の
（学年は就業当時）



各コース指定関連科目
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◎ 下表の指定科目を2015年度履修する、または2014年度までに履修した場合、プレエントリーの書類選考時およびマッチング面
接において、選考上優先されます。
◎ 指定科目の内容や科目登録方法等については、「全学オープン科目履修ガイド」またはグローバルエデュケーションセンター
ホームページを参照ください。

なお、下記指定科目は「全学共通副専攻」の設置コースにおけるコア科目となっています。下記指定科目の履修だけでなく、副専
攻修得を目指して学習されることをお勧めします。全学共通副専攻の詳細については、「全学オープン科目履修ガイド」またはグ
ローバルエデュケーションセンターホームページを参照してください。

指定科目

グローバルエデュケーションセンターホームページ http://www.waseda.jp/gec/

国際協力・マスメディアコース

関連WINコース 科目名称 教員名 学期 単位数 配当年次

国際協力

環境とボランティア 石野　由香里　他 秋学期 2 １年以上

グローバルヘルス 岩井　雪乃　他 秋学期
（前半) 2 １年以上

国際開発援助　理論と実践 秋吉　恵　他 春学期 2 １年以上

国際協力の実践と理論 中村　英俊　他 秋学期 2 １年以上

ボランティア論―入門と基礎理論― 石野　由香里　他 春学期 2 １年以上

インド"白い革命"から学ぶ途上国の農村開発 秋吉　恵 夏秋期 2 １年以上

自分のプロジェクトを経営する 友成　真一 春学期 2 １年以上

地域を経営する 友成　真一 通年 4 １年以上

東南アジアの開発問題とＮＧＯの役割 西村　正雄 集中講義
（秋学期） 2 １年以上

体験の言語化―世界と自分　02 岩井　雪乃 春学期
（前半) 1 １年以上

体験の言語化―インターンシップ体験から 岩井　雪乃 秋学期
（前半) 1 １年以上

マスメディア

ジャーナリズム概論 花田　達朗　他 春学期 2 １年以上

ジャーナリズム演習　ベーシック 野中　章弘　他 秋学期 4 １年以上

ジャーナリズム演習　アドバーンスト 野中　章弘　他 春学期
（前半) 2 ２年以上

ドキュメンタリー論　ベーシック 野中　章弘 春学期
（後半) 2 １年以上

ドキュメンタリー論　アドバーンスト 野中　章弘 秋学期
（後半) 2 １年以上

報道が社会を変える─取材過程論─ 八巻　和彦 春学期 2 １年以上



第
１
章

公
認
プ
ロ
グ
ラ
ム
Ｗ
Ｉ
Ｎ

21

◎ コース毎に、履修推奨科目（グローバルエデュケーションセンター設置科目）が紹介されています。これらの科目を履修している
場合、プレエントリーの書類選考時およびマッチング面接において選考上考慮されます。
◎ 履修推奨科目の内容や科目登録方法等については、「全学オープン科目履修ガイド」またはグローバルエデュケーションセン
ターホームページを参照してください。

参加を希望するコースに関係する科目が学部にある場合は、履修することをお勧めします。
事前の学習が就業の際の理解の一助となり、充実した就業実習にすることができるでしょう。

履修推奨科目

グローバルエデュケーションセンターホームページ http://www.waseda.jp/gec/

行政・ビジネスコース

全コース共通

関連WINコース 科目名称 教員名 学期 単位数 配当年次

行政

農山村体験実習（農林中央金庫　寄附講座） 弦間　正彦　他 通年 4 １年以上

地域を経営する 友成　真一 通年 4 １年以上

現代都市・地域論 早田　宰　他 秋学期 2 １年以上

女性・しごと・ライフデザイン 秋吉　恵　他 春学期 2 １年以上

都市・地域概論 佐藤　滋　他 春学期
（後半) 2 １年以上

環境問題と持続可能な社会 太田　宏　他 春学期 2 １年以上

再生可能エネルギーを地域から考える。 岡田　久典　他 春学期
（前半) 2 １年以上

すみだ学 宮崎　里司 秋学期 2 １年以上

障がいの理解と支援 畠山　卓朗　他 春学期
（後半) 2 １年以上

農村地域の経済と社会を見る目
（JA共済寄附講座） 早田　宰　他 春学期 2 １年以上

東北復興のまちづくり―農からの地域創生
（JA共済寄附講座） 早田　宰　他 通年 4 １年以上

地域連携と地域競争力 藁谷　友紀　他 秋学期 2 １年以上

＜在日＞を考える 布袋　敏博 秋学期 2 １年以上

地域コーディネータという役割を実践する。
（アドバンスト） 友成　真一 通年 4 １年以上

ビジネス

大川ドリーム基金寄附講座　グローバル・ベン
チャー企業の創出と経営-起業家の価値創造戦略 東出　浩教　他 １年以上 2 春学期

自分のプロジェクトを経営する 友成　真一 １年以上 2 春学期
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【エントリー条件】
◆1年度につき1コースのみ参加できます。複数のコースに同時参加することはできません。
◆ 前年度までにWINに参加した方は、同一コースへの再エントリーはできません。異なるコースであればエ
ントリー可能です。なお、前年度までに書類選考・マッチング面接の結果、就業できなかった方の再エント
リーは可能です。
◆次の学生はエントリーできません。
・大学院生
　WINは学部生のみが対象です。

・就職が決まっている学生
　WINは就職活動を始める前の学生に対し、職業への意識を高めることを目的としています。

・単位付与予定の学期に在籍しない学生
　2015年度秋学期に卒業または休学予定の方は、科目登録ができないため参加できません。

・海外留学中の学生、国内留学中の学生、他大学からの国内留学生（同志社大学を含む）
・人間科学部eスクールの方は、単位修得はできませんが参加は可能です。
　ただし、指定セミナー等への参加は必須です。事前教育を受講することが受入機関との約束になっているからです。

③プレエントリー結果通知

①
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
Ⅰ
（
受
入
機
関
の
発
表
）

②
プ
レ
エ
ン
ト
リ
ー

コースごとにプレエントリーを行います。プレエントリーの期間や
その後のスケジュールはコースごとに異なります。P.24参照。

各コースの詳しいスケジュールはP.24参照。

各コースへのエントリー手続きの流れ

エントリーにあたっての注意事項

❶Waseda-net ポータルにログイン。

❸ エントリーフォームの各項目に回答し「登録」ボタンを押して送信。

❹ 登録完了後、Waseda-netアドレス宛に申請内容確認メールが届く。

❷ 左側のメニュー「システム・サービス」以下の「申請フォーム入力」をクリック
し、「公認プログラムWIN【希望のコース】プレエントリー」を選択。

各コースへのプレエントリー方法

登録する際は、必須回答項目にすべて回答しているか、記述内容に間違いがないかを必
ず確認してください。ここで記入された志望理由等をもとに書類選考を行います。
希望就業機関の第2・第3希望がない場合は空欄でも構いませんが、その場合、第1希望
のみによって選考するため、より厳しい選考となります。
◎ 選考を通過した場合でも、プレエントリー時に入力した第1希望の就業機関に推薦でき
ないことがあります。
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【対象学年】
◆ 受入機関によっては未成年の学生の受入を認めない場合や、3年生以上の学生のみが対象となる場合も
あります。
　 1年生は行政やジャーナリズムについての勉強が十分でない場合があるため、2年生以降の参加を勧めます。ビジネスコースは
学年問わず受入を行う機関が多く、1年生からの参加も歓迎します。

　あらかじめ学年の制限がある場合はプレエントリー時にお知らせします。また、選考は学年を考慮して行います。

【心構え】
◆就業機関の業務や業種に関心があること
関心がないのに自分の力を試すためや、なんとなくの自分探しのための参加は、受入機関へ迷惑をかけることとなります。また、
単位修得のみを目的とした参加もご遠慮ください。

◆インターンシップとフィールドワークは目的が異なります。
インターンシップの目的は、就業体験を通して自分の進路についての問題意識・目的意識をもつことです。自己の研究のための
フィールドワークとしての参加はご遠慮ください。

⑤マッチング面接結果通知

④
マ
ッ
チ
ン
グ
面
接

⑥
推
薦
先
へ
の
応
募
書
類
提
出

プレエントリーを通過した方に対し、担当教員とイ
ンターンシップデスクのスタッフによるマッチン
グ面接を行います。志望理由の聞き取りや希望就
業機関の調整等を行い、推薦の可否、最終的な推
薦先を決定します。希望者数が受入予定人数を大
幅に上回っている機関については、この面接に
よって更に選考を行います。
面接当日、大学宛の「誓約書」を提出していただき
ます。

推薦先が決まり次第、受入機関へ提出する
応募書類を作成・提出していただきます。
受入機関ごとに取りまとめて、キャリアセン
ターから一括して送付します。この書類に
基づき受入機関による選考が行われ、最終
的な受入の可否が決定します。機関によっ
ては更に面接が行われる場合もあります。

大学宛「誓約書」の提出
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日程 行政 国際協力 マスメディア

オリエンテーションⅠ
5限

オリエンテーションⅠ
5限5月12日（火）

5月13日（水） オリエンテーションⅠ
5限

オリエンテーションⅠ
5限

プレエントリー期間
（ポータル使用）

プレエントリー期間
（ポータル使用）

4月18日（土）

3月～

4月25日（土）

ビジネス

6月20日（土）

6月27日（土）

7月11日（土）

7月25日（土）

10月10日（土）

プレエントリー期間
（ポータル使用）

プレエントリー期間
（ポータル使用）

プレエントリー結果通知
（メールにて）

プレエントリー結果通知
（メールにて）

マッチング面接
4限・5限・6限
面接結果通知
（メールにて）

マッチング面接
4限・5限・6限

5月13日（水）～
5月19日（火）
5月14日（木）～
5月20日（水）

事前授業
4限

5月23日（土）

5月22日（金）

面接結果通知
（メールにて）

5月21日（木）

報告会
4限・5限

報告会
4限・5限10月3日（土） 報告会

4限・5限

10月17日（土）

プレエントリー結果通知
（メールにて）

マッチング面接
4限・5限・6限

プレエントリー結果通知
（メールにて）

マッチング面接
6限

事前授業
4限

5月27日（水）

面接結果通知
（メールにて）5月30日（土）

6月3日（水）

6月6日（土）

6月13日（土）

面接結果通知
（メールにて）

事前授業
5限

事前授業
5限

報告会
4限・5限

就業実習8月～9月

9月26日（土）

（23ページ参照）

（23ページ参照）

行政 国際協力
マスメディア ビジネス

公認プログラムWINの案内

公認プログラムＷＩＮ　インターンシップガイダンス（ビデオ撮影あり）　4限・5限

エントリーシートの書き方講座　（ビデオ撮影あり）　14:45-15:45　キャリアセンター　セミナールーム

マナーセミナー／リスクマネジメントセミナー　4限・5限

成果を出すためのグループ・マネジメントⅡ（グループ単位で発表）　4限・5限

計画書提出期限

オリエンテーションⅡ　14:45-15:45

成果を出すためのグループ・マネジメントⅠ（問題・課題提起と手法）　16:00-18:00

フォローアップセミナー　4限・5限

報告書提出期限（実習終了後１週間以内）

4月
月 火 水 木 金 土日

5月

6月

7月

8月
9月

10月

321

8 9 1075

4

11

12

6

13 15 16 17 18

19 20

14

22 23 24 25

26 27

21

29 3028

1 2

3 4 5 7 8 9

10 11 12

6

14 15 16

17 18 19

13

21 22 23

24 25 26

20

28 29 30
31

27

1 2 4 5 6

7 8 9

3

11 12 13

14 15 16

10

18 19 20

21 22 23

30

17

25 26 27

28 29

24

12

1110987

20

5

4321

6

22 23 24 25

26 27

21

28 29 30 31

16 17 18 19

20 21

151413

23 24 25 26

27 28

22

3029

6

1 2 3

4 5 8 9 10

11 12 13

7

15 16 17

18 19 20

14

22 23 24

25 26 27

21

29 30 3128

◎エントリーを希望する学生は日程に十分注意してください。
◎教室は変更になることがあります。インターンシップデスクのホーム
ページまたは参加コースのメーリングリストで確認してください。

2015年度公認プログラムWINスケジュール
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エントリーシートの書き方講座

時間：14：45～15：45
会場：キャリアセンター セミナールーム
講師：キャリアセンタースタッフ
内容： インターンシップ参加者向けに、インターンシップのエントリーシート（応募書類）の書き方の講習を行います。

公認プログラムWIN参加希望者以外も参加できます。CourseN@viでの視聴も可能です。

行政

マス
メディア

国際
協力

ビジ
ネス

4月25日（土）

◎ WINへの参加を考えている方は必ず出席してください。参加できない場合は、キャリアセンターまたは所沢図書館にてDVD
視聴してください。

時間：4・5限
内容： ①外部講師による講演またはパネルディスカッション：『インターンシップの効果的な活かし方』について

②WINについての説明：プログラムの流れ、各コース概要、エントリーにあたっての注意事項など
③行政機関でインターンシップを希望する方への注意事項

行政

マス
メディア

国際
協力

ビジ
ネス

4月18日（土）

公認プログラムWIN インターンシップガイダンス

公認プログラムＷＩＮへの参加にあたって、エントリー前に参加が必
要なイベントと推薦が決まってから出席が必須の授業があります。
内容については下記を参照してください。なお、会場は変更になるこ
とがありますので、インターンシップデスクホームページで最新の
情報を確認してください。

WINエントリー前のイベント

このガイダンスが大事ね！
私はこの時に
「行政コース」に決めたわ。

公認プログラムＷＩＮへの参加を検討している方は、以下のガイダンスやオリエンテーションに必ず参加し、エント
リーにあたっての注意事項などを確認してください。参加できない場合は、ＤＶＤ視聴や資料の受け取りなどを必ず
行い、エントリー前に必要な情報を入手するようにしてください。

公認プログラムＷＩＮ　コース別オリエンテーションⅠ
◎ ＷＩＮへの参加を考えている方は必ず出席してください。授業等で参加できない方は、エントリー前に必ずキャリアセンタース
タッフから注意事項等の説明を受けるようにしてください。

内容： 今年度の受入機関の発表、コースごとのエントリーおよびマッチング面接にあたっての注意事項の説明、過年度参加者による体
験談と質疑応答

■行政コース 時間：5限　　担当：キャリアセンタースタッフ
■ビジネスコース 時間：5限　　担当：キャリアセンタースタッフ

■国際協力コース 時間：5限　　担当：キャリアセンタースタッフ
■マスメディアコース 時間：5限　　担当：キャリアセンタースタッフ

5月13日（水）
マス
メディア

行政

国際
協力

ビジ
ネス

5月12日（火）
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WIN推薦後の授業

公認プログラムＷＩＮの学内選考を通過し、受入機関への推薦が決まったら以下の授業への出席が必須となります。
就業前に必要な各分野の基礎知識やグループでの成果の出し方、社会人と接する際のマナーやリスク管理につい
て学びます。同じ目標をもった仲間と問題意識や就業後の成果を共有できるのもＷＩＮの魅力です。

オリエンテーションⅡ／成果を出すためのグループ・マネジメントⅠ

◎実習にあたってのオリエンテーションⅡ
 時間：14：45～15：45
 担当：キャリアセンタースタッフ
 内容：就業にあたっての注意点や、必要な手続きをまとめて説明します。
  ・受入機関宛誓約書について
  ・保険概要について
  ・海外で実習を行う場合の注意点について

◎成果を出すためのグループ・マネジメントⅠ（問題・課題提起と手法）
 時間：16：00～18：00
 講師：東出 浩教 教授 
 内容：仲間と協力して課題を達成する方法を学びます。

6月20日（土）
マス
メディア

行政

国際
協力

ビジ
ネス

マナーセミナー／リスクマネジメントセミナー

◎マナーセミナー：『知らない』ではすまされない！必修ビジネスマナー講座
 時間：14：45～16：45
 講師：松田 満江 氏（株式会社リカレントキャリア　代表取締役）
 内容： マナーは何故必要なのでしょう。人間関係を円滑にして信頼を得る、企業のイメージをアップさせる…そしてビジネ

スチャンスにつながる。でもそれ以上に自分自身を輝かせてくれるコミュニケーションツールがマナーです。身に付
いたマナーは一生の財産になり、どのような場面でも皆さんをサポートしてくれます。マナーは相手を思いやる心。
相手を大切に思い、言葉にし、形に表すことです。ぜひマナーという味方を得てインターンシップに臨みましょう。

◎リスクマネジメントセミナー
 時間：17：00～18：00　　講師：未定（株式会社リカレントキャリア）
 内容： インターンシップでの実習は普段とは異なる環境での活動となり、対応しなければならないリスクが増加します。ま

た、リスクとは大きな事件・事故のみではありません。日常業務の中でも自己責任を求められるような事が意外とあ
ります。本セミナーでリスクの対処法と自己責任の範囲を明確にしておきましょう。

6月27日（土）
マス
メディア

行政

国際
協力

ビジ
ネス

コース別事前授業

■ビジネスコース 時間：4限 講師：東出 浩教 教授
■行政コース 時間：5限 講師：小原 隆治 教授

■国際協力コース 時間：4限 講師：岩井 雪乃 准教授
■マスメディアコース 時間：5限 講師：花田 達朗 教授

6月13日（土）

6月6日（土）

マス
メディア

国際
協力

行政ビジ
ネス
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成果を出すためのグループ・マネジメントⅡ

時間：4・5限　　 
講師：東出 浩教 教授 
内容： 「成果を出すためのグループ・マネジメントⅠ」で学んだ方法を活かし、実際にグループで課題に取り組みます。

その成果の発表も行います。

7月11日（土）
マス
メディア

行政

国際
協力

ビジ
ネス

（注意事項）
ＷＩＮは単位修得の対象となるため、授業への出席が成績評価に大きく影響し、欠席した場合は減点の対象となりま
す。欠席した場合、コース別事前授業と報告会を除き、キャリアセンターおよび所沢図書館にてＤＶＤまたは 
Course N@vi での視聴が可能ですが、出席扱いにはなりませんのでご注意ください。

フォローアップセミナー

◎パネルディスカッションまたは講演
 時間：4・5限
 講師：東出 浩教 教授、外部講師
 内容： インターンシップの経験を改めて振り返り、今後のキャリアプランや学生生活にどのように活かしていくのか、今後の

キャリア形成に向けどのようなステップを踏み出すべきなのか、自身で考察する機会としてください。

公認プログラムWIN参加者に実習報告書の冊子を配付します。

10月17日（土）
マス
メディア

行政

国際
協力

ビジ
ネス

就業実習報告会

■ビジネスコース 時間：4・5限　講師：東出 浩教 教授
■行政コース 時間：4・5限　講師：小原 隆治 教授

■マスメディアコース 時間：4・5限　講師：花田 達朗 教授
■国際協力コース 時間：4・5限　講師：岩井 雪乃 准教授

10月10日（土）

10月3日（土）

行政ビジ
ネス

マス
メディア

国際
協力
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提出書類と期限
各書類のフォーマットは、インターンシップデスクのホームページよりダウンロードしてください。
（トップページ→公認プログラムWIN→公認プログラムWIN用書類提出ダウンロード）

出欠の登録
事前授業、各セミナーおよび報告会への出欠に関しては、Course N@viから登録していただきます。
出席登録は期限内に自己責任で行ってください。未登録の場合、その授業は「欠席」とみなします。

大学宛の誓約書
【提 出 日】 各コースのマッチング面接時に持参。この時点で就業が確定していなくても先に提出します。

【提出方法】　 直筆で署名、捺印のうえ提出する。
 ・誓約書内容を熟読したうえで捺印すること。
 ・本人控えとしてコピーを保管すること。

❶

受入機関宛の誓約書
【提 出 日】 コースごとの指示に従う。

【提出方法】　 直筆で署名、捺印のうえ提出する。
 ・誓約書内容を熟読したうえで捺印すること。
 ・本人控えとしてコピーを保管すること。

❷

計画書
【提出期限】 2015年7月25日（土）

【提出方法】　 Course N@vi 上で提出
 ・7月中に就業が開始する場合には、必ず開始前に提出してください。     
 　期限までに就業が確定しない場合は、決定次第提出してください。
 ・ 就業開始前に「実習テーマ・目標」等を各自で明確に設定することが、充実した実習の実現につながります。じっくりと考え

てみましょう。

❸

報告書
【提出期限】 実習終了後１週間以内

【提出方法】　 Course N@vi 上で提出
 ・ 就業中に日誌をつけておくと、報告書の作成に役立ちます。
 ・ 報告書は冊子にまとめて刊行します。また、Waseda-net ポータルからも閲覧できるようにします。報告書内容の修正等を

インターンシップデスクにて行うことがありますのでご了承ください。なお、個人情報保護のため、学籍番号・氏名は掲載
しません。

❹

出勤簿・実習日誌（国際協力コースのみ）
【提出方法】 就業実習報告会（2015年10月10日（土））時に持参

❺

Field Notes（マスメディアコースは必須。行政、ビジネスコースは任意。）
【提出期限】 実習終了後１週間以内

【提出方法】　 Course N@vi 上で提出
 ・ 就業中の出来事やその日に感じたことなどを記録しておきましょう。
 ・ マスメディアコースは提出が必須なため、成績評価の対象となります。行政コース、ビジネスコースの提出は任意

ですが、担当教員の判断で評価の参考としますので、ぜひ提出してください。

❻
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「早稲田大学学生補償制度（傷害補償）」 入学時に全大学院・全学部の正規生が補償対象者となっています。
「早稲田大学学生補償制度（賠償責任補償）」 就業機関および就業期間が決定次第、キャリアセンターが登録手続き

を行います。

・海外でのインターンシップ実習に対しても適用されます。
・ 受入機関によっては、この他に個別に保険に入ることをインターンシップ生の受入条件としている場合があります。こ
の場合は、キャリアセンターの指示に従って各自で加入していただきます。
・ 遠隔地で就業する参加者は、上記の補償制度以外に個別に保険に加入していただきます。上記の補償制度では、通
勤途上や就業時間外の活動中の事故などが補償されないためです。なお、この場合の「遠隔地」とは、自宅や現在
の居住先からの通勤ではなく、就業機関近隣の宿泊施設または知人宅を利用しての宿泊が必要な場合の就業地を指
します。

各補償制度について詳しくは
学生生活課のホームページを参照。

海外で実習を行う方は、上記保険の他に各自で海外旅行保険に加入してください。

保険
WINでインターンシップに参加する場合、保険に加入しなければなりません。キャリアセンターが登録手続きを行います。
WINは正課活動として扱うため、以下の保険が適用になります。

学生生活課 http://www.waseda.jp/student/hoken/

メールチェックを怠りなく！
普段Waseda-netメールを見ない方は、頻繁に使用している携帯電話等のアドレスへの転送を設定してくださ
い。連絡事項を読まなかったために、受入機関との調整が遅れてしまう場合がありますので注意してください。

容量の大きいメールでも受け取れるアドレスを登録！
提出書類の様式データを添付することがあります。不要なメールは頻繁に削除してください。転送設定をしてい
る場合には、転送元のメール削除を忘れないようにしてください。

留守番電話を設定！
電話に出られないとき、メッセージを残せるように留守番電話に設定してください。連絡がつかないことによって
受入機関との連絡に支障をきたす場合がありますので注意してください。

事務連絡
インターンシップデスクからの連絡には迅速に対応してください。連絡がつかないことで受入調整に支障をきたすなど、場合に
よっては推薦を取り下げることもありますので、十分に注意してください。

①ホームページ：イベントの詳細や会場についてなど、最新の情報はインターンシップデスクホームページを参照ください。
②Ｅメール： コースごとにメーリングリストを作成します。プレエントリー時に登録したWaseda-netアドレス宛に送信します。

③電話（携帯電話）：緊急時、あるいはメールへの返信がない場合に電話連絡します。
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就業期間の決定

辞退の厳禁

必要なスキル

事前課題

推薦の取消し

受入機関は業務で忙しい中インターン生を受入れてくださっています。よって就業期間は受入機関の都合が優先されます。
◎ 就業期間の決定まで予定を空けて待つ余裕がない方はプレエントリーをしないでください。
◎ 就業期間が決定するまで夏季休暇中には他の予定を入れないでください。
◎ 予定の重複が理由と考えられる辞退は受入機関に多大な迷惑をかけるので認められません。

7月中旬以降に就業が決定する場合もあります。具体的な就業期間については、受入機関の指示に従うこととなりますので、夏季集中授業
やゼミ合宿等との重複がないよう十分注意してください。

希望就業機関に書類を提出した後や就業が決定した場合、取下げ・辞退はできません。他のインターンシップへの参加を理由にして辞退
することもできません。万一、就業決定後に辞退された場合、その後のキャリアセンターで扱うインターンシップへの応募および個人申請
の単位修得ができなくなりますのでご注意ください。

特別なスキルは必要ありません。ただし、語学力（特に英語）は国際協力コースを中心に必要です。また、パソコンスキルを身につけておくこ
とで幅広い業務を経験できる可能性が高まります。特にExcelに関しては事前学習が効果的です。

就業実習開始前に、就業機関に関する専門知識・技能の習得のため、就業機関から事前課題が課される場合があります。
課題が出されなくとも、就業前には就業機関についてよく研究しておくことが大切です。特に地方の企業や地方自治体で就業する場合に
は、その地域の概要・歴史などについてもよく調べておきましょう。

就業機関が決定しても、実習前の授業･セミナー等への欠席が続く場合、指定書類の提出がない場合、連絡がとれない等で受入調整に支
障がある場合などは、就業機関への推薦を取消す場合があります。その場合、成績評価は「不可」となります。

❷

❸

❹

❺

❻

就業機関の決定
◎第一希望の就業機関に推薦できない場合があります。
各機関ごとに受入人数の制限があるため、第二希望以下への推薦となるか、場合によってはどの機関へも推薦できない場合もありま
す。

◎受入機関によっては書類選考と併せて面接が行われることがあります。
最終的な受入の可否は受入機関が判断します。就業にふさわしくないと判断された場合等、受入人数を下回っていても就業できない
場合があります。
就業できなかった場合、関連科目を履修、指定セミナー等に出席していたとしても、グローバルエデュケーションセンター設置科目
「インターンシップ実習」としての単位修得はできません。

注意事項～就業開始前～

❶
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就業中の注意
◎ 就業機関の責任者の指揮・監督に従って就業を進め、業務に関する守秘義務の遵守、保険への加入等、就業機関および大学側の指示
に従ってください。

◎事故発生時などの緊急用件は、速やかにインターンシップデスクに連絡してください。

❶

海外での就業について
【リスク管理】  外務省の渡航情報において、実習予定国・地域に対して、次の指示が出た場合は大学として学生を渡航させることはできま

せん。安全に実習を行うためにもご理解ください。
『渡航の是非を検討してください。』『渡航の延期をおすすめします。』『退避を勧告します。渡航は延期してください。』

【提出書類】海外で就業される方は、就業前に「海外実習確認書」および「海外実習承諾書」を提出してください。
　　　　　　  就業中は出勤簿と実習日誌を作成し、就業実習報告会時に提出してください。

❸

注意事項～就業中～

就業時間について
就業機関の指示に従ってください。
就業機関によっては、業務の性質上勤務時間が不規則な場合があります。過去の例では、テレビ局に就業し、早朝の番組担当になった学
生は、23：00～9：00という勤務時間でした。

❷

外務省海外安全情報 http://www.anzen.mofa.go.jp/

公認プログラムWINへのプレエントリーを通過し、就業が決まった学生は、全員が成績評価の対象となります。（公
認プログラムWIN以外での単位修得はP.42～45参照）

科目概要

成績評価方法

注意事項

【科　目　名】 グローバルエデュケーションセンター「インターンシップ実習（各コース名）」
【設定時限】 土曜4・5限
【単　位　数】 2単位（秋学期）
【配当年次】 学部1年生以上
【備　　考】  秋学期科目登録時に自動登録されます。異なる年度かつ異なるコースであれば重複履修が可能です。

計画書・報告書等の提出書類と、事前授業・各セミナー・報告会など授業への出席および就業機関からの評価等により判断します。各セミ
ナーとは、マナーセミナー、リスクマネジメントセミナー、成果を出すためのグループ・マネジメントⅠ、Ⅱ、フォローアップセミナーを指します。
各コースの担当教員が成績評価を行い、2015年度末に評価を発表します。

◎ 所属学部や履修状況により、卒業単位に算入されない場合があります。単位の取り扱いについては、各自で所属学部に確認して
ください。なお、所属学部において別途卒業単位への参入申請手続きが必要な場合があります。
◎  科目登録はマッチング面接（場合によっては受入機関での面接）を経て、就業する機関が正式に決定した段階で確定します。
◎  受入機関による選考によって受入自体が不可となった場合には、科目登録は行われません。途中まで事前授業やセミナーを受講
していたとしても、単位修得はできません。
◎  自己都合の理由により実働日数が10日未満となった場合、成績評価は「不可」となります。
◎  受入機関の都合により実働日数が10日未満になった場合、別途課題を課し単位認定とみなす場合があります。

❶

❷

❸

成 績 評 価
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キャリアセンター

提携プログラム第 2 章

優良なプログラムをキャリアセンターが学生と受入機関を仲介し、手続きを行うプログラムです。実習前後の指定セミナー
の受講と組み合わせることでより高い就業成果が期待できます。キャリアセンターが仲介するため安心して就業でき、就業
日数によっては単位修得も可能です。

※1　前年度までに就業した同一就業機関への再応募はできません。
※2　各プログラムとも年度により募集要項や実施期間が異なります。状況によっては受入がなくなることもあります。
　　  インターンシップデスクホームページで最新の情報を確認してください。
※3　受入機関への書類提出後の応募の取り下げおよび受入決定後の辞退はできません。

対　　象 就業機関により応募条件が異なる。大学院生が就業可能な機関もあり。※1

募集告知 募集が開始次第、インターンシップデスクのホームページ上で告知※2

応募方法 インターンシップデスクに応募書類を提出※3

選　　考 プログラムにより異なる。①学内選考後受入機関による選考　②受入機関による選考のみ
また、プログラムに関連した科目の履修歴および活動等を考慮して選考を行うこともある。

指定セミナー

次の各セミナーへの参加またはCourse N@viでの視聴とレポート提出が必須
（キャリアセンター内でDVD視聴することも可能）
　◆マナーセミナー／リスクマネジメントセミナー（P.26参照）
　◆フォローアップセミナー（P.27参照）

提出課題 就業終了後1週間以内に報告書をWaseda-net ポータルより提出

単　　位 実働15日以上の就業により単位修得の対象となる。（P.42～45参照）
（事前申請が必要）

提出書類と指定セミナー

提携プログラム概要

受入決定後の手続きはプログラムによって異なります。詳細は受入決定後にメール等で個別にお知らせします。
以下は各プログラムすべてに共通した手続きです。
必要な書類はインターンシップデスクホームページ「提携プログラム用書類ダウンロード」よりダウンロードしてください。

大学宛の誓約書
インターンシップの自己責任を明確にし、提携プログラムに参加するうえで必要な事項の確認をしていただきます。
直筆で署名、捺印のうえ提出する。書類フォーマットはインターンシップデスクホームページよりダウンロード。

❶
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保険の加入

単位修得

注意事項

受入が決定した方は、保険に加入しなければなりません。キャリアセンターが登録手続きを行います。詳しい内容や注意事項に
ついてはP.29を参照してください。

就業期間が実働15日以上のプログラムについては、就業開始前に所定の手続きをすることにより、単位修得の対象となります。
（詳細はP.42～45参照）

注意事項については、P.30・31「注意事項～就業開始前～」「注意事項～就業中～」を参照してください。

指定セミナー

提出課題

次の各セミナーへの参加またはCourse N@viでの視聴が必須です。（キャリアセンター内でDVD視聴することも可能です。）
なお、Course N@viまたはDVDで視聴した場合、別途レポートによる課題提出が必要です。以下の各セミナーに当日参加した
場合は、レポート提出の必要はありません。また、過去にこれらのセミナーの受講歴がある方は、再受講およびレポート提出の必
要はありません。
大学を通してインターンシップに参加する「提携プログラム」では、この事前事後学習を受けていることが受入機関への派遣要件
になっています。
　・就業開始前：6月27日（土）マナーセミナー／リスクマネジメントセミナー（P.26参照）
　・就業終了後：10月17日（土）フォローアップセミナー（P.27参照）

【Course N@viでの視聴方法】
Waseda-net ポータル→「授業」→「Course N@vi」→「キャリア・就職支援講座」→「インターンシップセミナー」

【レポート提出方法】
下記【各書類の提出方法】を参照してください。（指定フォームの8割以上記入すること）

実習終了後に報告書を提出してください。
【提出期限】　実習終了後1週間以内

◎ 公認プログラムWIN参加者の報告書を冊子にまとめて刊行し、Waseda-net ポータルでも閲覧できるようにします。その際、提
携プログラム参加者の方にも掲載をお願いすることがあります。なお、個人情報保護のため、学籍番号・氏名は掲載しません。

❷

❸

【各書類の提出方法】
❶書類フォーマットをインターンシップデスクホームページ「提携プログラム用書類ダウンロード」よりダウンロード
❷提出書類のファイル名は「氏名（書類名・受入機関）」とする。例「早稲田太郎（報告書・外務省）.doc」
❸ Waseda-net ポータルの左側のメニュー「システム・サービス」＞「申請フォーム入力」の中の「インターンシップ提
携プログラム用書類提出」を選択
❹フォームを入力し、ファイルを送信
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プログラム内容
各プログラムの最新の情報はインターンシップデスクホームページで確認してください。

❶学内選考の地方自治体
地方自治体の中でも一部、学内選考を経て推薦者を決定する自治体があります。原則、就業期間が10日未満の実習となります。

❷公募の行政機関・団体
主に中央省庁や都道府県などの主要な地方自治体が全国の大学等の教育機関に属する学生に向けて公募するインターンシップ
です。主に夏休み期間に実施されますが、一部中央省庁の機関は春休み期間にも実施しています。各機関からの情報が公開され
次第、インターンシップデスクホームページに掲載します。キャリアセンターが一括して応募を取りまとめ、受入機関と学生の間に
入り手続きを進めます。行政機関で就業するには、公募でも大学を通して応募する必要があります。また、どの機関を希望するか
によって、応募方法や選考方法が異なります。どのように応募すればよいのか、参加方法や手続き・流れについてはインターン
シップデスクホームページでご確認ください。

行政機関インターンシップ（P.8・9参照）

【応募資格】　学部学生 【受入機関】　 2014年度受入を実施した自治体：新宿区、多摩市 
【募集人数】　各自治体とも若干名 【就業期間】　 夏季休暇中（8・9月）の1週間～10日未満 
【選　　考】　 6月初旬に行われる学内の書類選考・面接を経て推薦者を決定。学内選考後、受入機関による面接が行われる場合があ

ります。
 「公認プログラムWIN」との重複応募はできません。就業の可否が判明するまで、他の機関には応募できません。

【応募資格】　学部学生および大学院生（受入機関により異なる） 
【受入機関】　 2014年度受入を実施した公募の行政機関（就業者数／応募者数）

＜中央省庁など＞外務省（5/27）、経済産業省（25/37）、文部科学省（12/29）、農林水産省（2/8）、厚生労働省（6/14）、
総務省（8/22）、国土交通省（8/14）、防衛省（事務系：1/7）、法務省（3/4）、金融庁（1/2）
＜地方自治体＞東京都（11/146）、神奈川県（8/18）、横浜市（3/7）
＜団体＞独立行政法人宇宙航空研究開発機構（4/6）

【募集人数】　各機関・自治体とも若干名
【就業期間】　 夏季休暇中（8・9月）の1週間～1ヶ月、春季休暇中（2・3月）の1週間～3週間程度 
【選　　考】　 各機関で選考が行われ、受入の可否が決定。

過去の実施概要

過去の実施概要

参 加 者 声の （学年は就業当時）

ゼミで地域社会学を学んでおり、将来は公務
員として地域や住民に関わっていきたいと
思っていました。公務員の業務内容ややりが
い、求められる資質、どのように住民と関わっ
ているのかを知りたいと思い新宿区のイン

ターンシップに参加しました。私が配属された地域文化部地域調
整課統計係では国から委託された統計調査を実施しており、実際
に調査票の回収に携わることが出来ました。業務に携わるだけで
なく、新宿区についての説明を伺ったり、新宿NPO協働推進セン
ターや新宿歴史博物館を見学したり、様々な経験をさせて頂くこ
とが出来ました。配属された課の業務内容だけでなく、新宿区の
魅力や取り組みについても理解を深めることが出来たように感
じます。
インターンシップに参加したことでより一層公務員になりたいと
いう思いが強まりました。この思いを胸に夢を実現出来るよう
日々邁進していきたいと思います。
参加する前は不安に思うこともありますが、それ以上に得るもの
は大きいのでインターンシップに参加しようか迷っている方は是
非挑戦してみて下さい。

就業機関：新宿区（2014年度就業）
文化構想学部３年　阿部　睦さん

参 加 者 声の （学年は就業当時）

農林水産省の中でも日本の優良品種を保護す
るために、東南アジア諸国と連携して政策を
進めている部署に配属になりました。私は国家
公務員の仕事を体験するとともに、外国と関

わる仕事に興味があり、国際関係の仕事を体験したいと思ってい
ました。その希望が叶えられるよう、担当者の方が英語のサイト
から情報収集する仕事を与えてくれたり、国際機関で働いている
人のお話を伺う機会を作って下さったりして、とても恵まれた環
境でインターンシップをすることができました。私は当初、イン
ターンシップをやりたいけれど自分にできるのか不安で応募す
るかぎりぎりまで迷っていました。しかし、実際に体験して仕事以
外にも職員の方のお話を聞いたり省内を見て回ったりするなど
して、多くのことを吸収できたので本当に応募してよかったと
思っています。インターンシップをしたいけど迷われている方に
は、ぜひ失敗を恐れずに挑戦していただきたいです。

就業機関：農林水産省（2014年度就業）
文学部４年
篠崎　愛美さん
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❶学内選考
民間企業の中でも一部、学内選考で受入の可否を決定する企業があります。原則、就業期間が10日未満の実習となります。

❷受入企業が選考
民間企業の中で、早稲田大学の学生を積極的に受入れてくださっている企業と協定を結び、「提携プログラム」として扱っていま
す。実習内容は受入企業によってさまざまですが、高い就業成果が期待できる優良なプログラムばかりです。

ビジネス・マスメディアインターンシップ

【応募資格】　学部学生
【受入企業】　 2014年度受入を実施した企業：
　　　　　　 ㈱損害保険ジャパン・日本興亜損害保険㈱、三井住友海上火災保険㈱、㈱神戸新聞社、RKB毎日放送㈱、㈱小学館
【募集人数】　各企業とも若干名 【就業期間】　 夏季休暇中（8・9月）の1週間～10日未満 
【募集時期】　5月上旬～6月上旬
【選　　考】　 5月下旬～6月中旬に行われる学内の書類選考・面接を経て推薦者を決定。学内選考後受入企業による面接が行われる場

合があります。
 「公認プログラムWIN」との重複応募はできません。就業の可否が判明するまで、他の機関には応募できません。

【応募資格】　受入企業により異なる
【受入企業】　2014年度受入を実施した企業 ：
　　　　　　 JTBグループ（日本人学生と外国人学生の選考は別に実施されます。）㈱ミキハウス、あいおいニッセイ同和損害保険㈱、

中国工商銀行（東京支店）、ブルックスグループ
【募集人数】　各企業とも若干名
【募集時期】　5月下旬～6月中（受入企業により異なる）
【就業期間】　 夏季休暇中（8・9月）の1週間～1ヶ月程度（受入企業により異なる）
【選　　考】　 各受入企業で選考が行われ、受入の可否が決定。

過去の実施概要

過去の実施概要

参 加 者 声の （学年は就業当時）

放送局の仕事って一体何をするのだろう。イ
ンターンシップに参加した動機は好奇心だっ
た。はじめての九州、はじめての放送局、はじめ
てのインターン、はじめて尽しの夏の経験は将
来を考えるきっかけと明確なヴィジョンを与

えてくれた。普段何気なく見たり聴いたりしているテレビやラジ
オの「内側」、そこにあったものは満ち満ちた活気とプロフェッ
ショナル達の熱意だった。
５日間のインターンでは、制作体験・現場見学・取材体験など目白
押しのラインナップだった。多くの体験の中でも特に刺激的だっ
たことは、RKB毎日放送の制作陣の方々による講義兼ディスカッ
ションだった。制作に対してどんな思いや理想を掲げて取り組ん
でいるか拝聴できる経験はあまりない。熱の入ったお話をされる
RKBの方々の目がキラキラしていたことは、仕事の楽しさを物
語っていた。共に働きたい、素直にそう思った。
インターンの経験は、知らなかった世界を知るきっかけになる。そし
て、たくさんの人との出会いがある。インターンは未知との遭遇だ。
そこに待っている未知へと飛び込んでできる体験と思いはかけがえ
のないものだ。そして、放送局入局への決意とモチベーションは既知
したからこそ手に入れられたのだと思う。迷うなら参加されたし。

就業機関：RKB毎日放送（2014年度就業）
文化構想学部３年　古川賢人さん

参 加 者 声の （学年は就業当時）

多くのインターンシップ研修生が3年生である中、敢えて2年生と
いう早い段階で当プログラムへの参加を決断しました。実際に肌
で「就活生」という立場に囚われず「社会人として働く」という意味
を自由に感じ取りたいと考えたためでした。
私は関心が強いインバウンド事業（訪日事業）で社員の方々と肩
を並べての研修で楽しみつつ「社会人として働く」とは何かとい
う問いの答を模索することができました。受入先様が親身になっ
て本事業に関する基礎知識からツアーを構成する宿泊施設への
重要な予約取り業務まで実に多様にご指導下さいました。また、
以上の様な研修業務に限らず業務間においても昼食を社員の皆
様にお誘い頂き「働く」現場で活躍される皆様より建前に囚われ
ない貴重なお話をお聞きできる経験も致しました。
研修を通し完全な答ではありませんが「社会人として働く」とは
重大な責任を負いつつも社会を躍進させる活力として働く魅力
的な意味であると感じられました。インターンシップは大きな不
安は伴いますが、それに勝る学びを得られる研修であると実感し
ております。

就業機関：JTBグローバルマーケティング＆トラベル  
（2014年度就業）
スポーツ科学部２年
廣瀬　優香さん
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プログラム内容

早稲田大学 国会議員インターンシップ
早稲田大学出身の国会議員の事務所において、政
策調査、政策レポート作成・配布、会合出席、官庁
への同行などの日常業務全般が経験できる貴重
な機会です。

【応募資格】  学部2年生以上かつ満20歳以上の学部学
生、大学院生

【受入機関】  国会議員事務所
【募集人数】  各事務所とも若干名（全体で20名程度）
【就業期間】  春季休暇中（2・3月）の原則2週間以上
【募集時期】  12月下旬～1月下旬
【選　　考】  学内での書類選考・面接後、推薦先事務

所での選考が行われ、受入の可否が決定。

過去の実施概要

参 加 者 声の （学年は就業当時）

それまで民間企業、ＮＧＯ等でインターンを重ねていた私
は、今までやったことのないこと・見たことのない視線を
あえて選ぶ変な性格ゆえに、政治を内部から見てみたいと

思い、木原みのる国会議員事務所に就業しました。当時、木原代議士が防衛大
臣政務官を務めていらした関係で、英国との防衛関係強化会議のアドミニス
トレーションをメインとした業務に従事しました。ちょうど集団的自衛権、防
衛装備品３原則など安全保障に関する重大案件が俎上に載せられた時期で、
貴重な経験ができました。
おそらくこのページを読んでいる皆さんの中には政治に興味がない、または
嫌悪感を抱く方もいるかもしれません。そういう方にこそ参加してもらいた
いです。政治やデモに参加するのはだめだという方もいるかもしれません。こ
のインターンを経ることで、全くその偏見は誤りであることが分かり、もっと
政治の流れを冷静に見つめクレバーに行動できるようになれると思います。

就業機関：木原みのる国会議員事務所（2013年度就業）
政治経済学部３年
高野　洋介さん

OECD-WASEDAインターンシップ
経済協力開発機構（OECD）とのインターンシップ
協定に基づき、加盟国の中から選ばれた経済、統計、
法律、社会科学、理工学等の専門家および行政官
と共に働きます。

【応募資格】  大学院生（修士、博士）正規学生かつ
OECD加盟国の国籍保持者に限る

【受入機関】  経済協力開発機構（OECD）パリ本部
【募集人数】 最大5名
【就業期間】  2014年6月以降の2ヶ月～6ヶ月間

（2015年度の募集は既に終了していま
す。2016年度の募集は2016年1月頃を
予定。）

【選　　考】  学内での書類選考・面接後、OECDでの
選考が行われ、受入の可否が決定。

過去の実施概要

参 加 者 声の （学年は就業当時）

2014年6月から11月にかけて、私はパリに拠点を置くOECD Development 
Centreにてトレイニーとして勤務する機会に恵まれた。業務は多岐にわたっ
たが、主に２つのプロジェクト－ “Economic Outlook for Southeast Asia, 
China and India 2015”および “Multi-dimensional Country Reviews: 
Philippines”に携わり、ASEAN諸国を中心としたそれぞれの経済や政治的状
況に関し緻密なリサーチに基づいた分析レポートやチャプターの執筆等を担
当した。
海外で暮らし、また国際機関で働く中で、自力で試行錯誤し、もがき続ける毎
日ではあったが、とても充実した時間であり、今後のキャリアに向け確固たる
土台を築くことができたと感じている。そして人生は、巡り巡ってきた機会を
見逃すことなく自分でチャンスを掴み切り開いていくことが重要であると
思っているが、今回の経験を通して、仕事や人との出会いにおいて「縁」という
ものも大事であると思うようになった。絶えず部下の成長を促すことを怠ら
ない素晴らしきメンターともいえる上司の下、他の職員と分け隔てることな
く仕事を任せて頂けたことは非常に幸運なこととして実感している。

就業機関：ＯＥＣＤパリ本部（2014年度就業）
政治学研究科修士２年　今田　茉莉さん

早稲田大学 春季インターンシップ
学部1・2年生対象のインターンシップで、低学年の学生がキャリアプランを考える助けとなるよう、「働くとはどういうこと
か」「社会に出るとはどんなことか」という初歩的な疑問に答えうるプログラムを用意しています。

過去の実施概要
【応募資格】 学部1・2年生 【受入企業】  2013年度受入実施企業：国連UNHCR協会
【募集人数】 各社とも若干名 【就業期間】  春季休暇中の一定期間　（企業により異なる）
【募集時期】 1月下旬～2月上旬 【選　　考】  学内での書類選考・面接後、推薦先企業での選考が行われ、受入の可否が決定。
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神奈川県経営者協会留学生インターンシップ   http://www.kana-keikyo.jp/
「外国人留学生に日本企業を知ってもらおう!」とはじまった留学生インターンシップ。神奈川県内の企業と連携し、8月～9
月の間で各企業さまざまな日程のもと実施されます。

【応募資格】 学部学生および大学院生（受入企業により異なる）、外国人留学生であること
【受入機関】  2014年度受入実施企業：三菱重工業株式会社
【募集人数】 各社とも若干名 【就業期間】　 夏季休暇中の1週間～1ヶ月
【選　　考】  6月に開催される相談会に参加し、実施概要の説明を受けたうえで応募書類をインターンシップデスクに提出。学内での

書類選考を経て、受入企業での選考が行われ受入の可否が決定。
【注　　意】  受入企業の多くは神奈川県内にあるため、交通手段や所要時間を十分考慮して応募し、後日辞退することなどないよう

にしてください。

過去の実施概要

ATPインターンシップ（全日本テレビ番組製作社連盟）   http://www.atp.or.jp/
ATPに加盟するテレビ番組制作会社（2013年4月1日現在124社）のなかで2014年度は23社がインターンシップ生の受
入を行いました。実際の制作現場を体験することで、この業界の知識と理解を広げる貴重な機会となるでしょう。

【応募資格】  学部2・3年生、大学院修士1年生 【受入機関】　ATPに所属する各番組制作会社
【募集人数】 各社とも若干名
【就業期間】　 夏季休暇中の2週間～1ヶ月程度（受入企業により異なる）
【選　　考】  学内での書類選考・面接後、ATPでの選考が行われ、受入の可否が決定。

過去の実施概要

JETROインターンシップ   http://www.jetro.go.jp/
独立行政法人日本貿易振興機構（以下JETROとする）との学術交流協定に基づき、毎年度JETROへの派遣生の募集を行います。

【応募資格】  実施年度の4月1日現在正規の学生として在籍する、大学院生または3年生以上の学部学生
【受入機関】  JETRO国内外事務所（国内40事務所、海外57か国76事務所）原則1箇所1名
【募集人数】 若干名 【就業期間】 夏期休暇中（最長3ヶ月）
【募集時期】  2月下旬～3月中旬
【選　　考】  学内での書類選考・面接後、JETROでの選考が行われ、受入の可否が決定。

過去の実施概要

発達障がい児支援インターンシップ   http://www.esoulc.com/
日本で初めて発達障がい児（自閉症・アスペルガー・LD・ADHD）の個別指導を開始したガッツソウルカンパニーでのイ
ンターンシップです。発達障がい児への学習指導を通して、発達障がい児の現状、保護者の要望を体系的に学ぶことがで
きます。

【応募資格】 学部学生・大学院生（専攻分野は問わない） 【受入機関】　株式会社　ガッツソウルカンパニー
【募集人数】 30名（各期間15名ずつ）
【就業期間】　 夏 季：夏季休暇中の1週間～2週間程度

冬 季：年末年始
春 季：春季休暇中の1週間～2週間程度

【選　　考】  学内での書類選考・面接後、受入機関での選考が行われ、受入の可否が決定。

過去の実施概要

【募集時期】　 夏 季：5月中旬～6月中旬
冬 季：11月下旬～12月上旬
春 季：1月下旬～2月上旬
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個人で応募・参加する

インターンシップ第 3 章

受入機関によっては、インターンシップの趣旨を十分に理解しておらず、採用活動の一環である場合や、単なるアルバイト扱いをする
ようなケースも見られます。インターンシップに参加するにあたっては、プログラムの内容・条件等を事前にしっかり確認しましょう。

◎災害傷害保険
インターン生自身が災害や傷害を被った場合に補償される。
◎損害賠償責任保険
インターン生が他者の財物に与えた損害および他者へ与えた損害を賠償する。
特に海外でインターンシップを行う方は、通常の海外旅行保険のみでは、就業中の事故は補償されないケースもあり得ますのでご注意ください。
また、保険加入の際には補償内容が就業機関の求めている範囲をカバーしているか、事前に就業機関へ確認してください。

インターンシップの留意点
内容・条件の確認

就業にあたっての注意

■プログラムの内容

■実施期間

■採用選考との関係

■報酬（アルバイトではないかどうか）

■推薦状

■礼儀を忘れずに

■大学行事（試験等）との重複

■覚　書

■保険への加入

インターンシップには実務経験型やグループワーク型等、さまざまな形式があります。実務経験を希望する場合は、実務に関することが体験で
きるかよく確認しましょう。グループワーク型のプログラムの場合、グループディスカッションが中心であったり、受入機関の説明が中心であっ
たりする場合があります。

インターンシップの実施期間は数日間から数ヶ月間にも及ぶものまでさまざまです。自分の予定と照らし合わせて適切な期間かどうか確認し
てから応募してください。また、5日未満の短期間のプログラムでは就業体験としての効果は望めず、会社説明会等の採用活動の一環である
場合が多く、インターンシップの趣旨とは異なる場合があります。

インターンシップは、学生の皆さんが実践的な体験を通じて職業意識を高め、これからのキャリアプランを形成するうえで役立つ経験をするこ
とが目的であり、原則として採用選考とは無関係に実施されるものです。しかし、インターンシップの中には、終了後に内々定を出すなど、採用
を前提としているものもあります。就業目的を明確にして参加するようにしてください。

インターンシップは基本的に無報酬です。原則として費用はインターン生が負担します。民間企業でのインターンシップでは、交通費や昼食代
程度の必要経費が支給される場合もありますが、あまりに高額の報酬が支払われるような場合には、企業側がアルバイトとインターンシップ
の違いを認識せずに行っていることもありますので注意してください。また、契約書の締結が求められているような場合は、内容をよく確認し
たうえで締結するようにしてください。

受入機関から推薦状の提出を求められる場合がありますが、キャリアセンターにおいて押印することはできませんのでご了承ください。

インターンシップを終了したらそれきりとはせず、お礼の手紙を書くなど感謝の意を示しましょう。

例えば、試験期間中に実施されるインターンシップに応募する場合、大学の試験等との重複があっても考慮されることはありません。自己責任
で大学の試験もしくはインターンシップを選択してください。

受入機関から大学と覚書の締結を求められる場合がありますが、キャリアセンターは、個人で応募するインターンシップに関して覚書の締結
は行いません。



第
３
章

個
人
で
応
募
・
参
加
す
る
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ

39

重 要
Waseda-net ポータルで探すインターンシップ情報に関して、キャリアセンターでは各企業・団体への推薦や応
募書類の取りまとめなどの仲介は行わず、募集情報の提供のみを行います。
なお、応募にあたってはプログラム内容等を十分チェックし、自己責任で就業してください。

❶Waseda-net ポータルへログイン
❷ キャリアコンパス「企業・求人情報照会」
をクリック

❸ 開いた画面の「インターンシップ検索」
タブをクリック

❹ 新たに開いた検索画面で条件を入力し
「検索結果一覧へ」をクリック ❺ 指定した条件に該当する企業の一覧が表示される

❻ 各企業欄の「インターンシップ」をクリックし、内容を
確認

大学に届く企業や団体からのインターンシップ募集情報を、Waseda-net ポータルでインターンシップ情報として検索・閲覧
することが可能です。就業日数など大学が求める要件を満たすプログラムを掲載しています。
個人でのインターンシップ応募・参加を考えている方は、Waseda-net ポータルで情報を検索してみてください。

閲覧方法  ★Waseda-net ポータルで検索

　

インターンシップ情報Waseda-net
ポータルで探す
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インターンシップ情報のプログラムへの応募は、各自で直接受入機関へ行います。各機関の募集要項に従って応募してください。

応募方法

キャリアセンターでは下記の条件を基準に、企業・団体から提供されるインターンシップ情報をWaseda-net ポータル上に掲
載しています。
・実働5日以上のプログラム
・インターンシップは労働力の提供ではないため、無報酬のプログラム（ただし、昼食代、交通費程度は可）
・採用に直結しないもの

掲載要件

個人でインターンシップに応募・参加を考えている方は、就業前後の事前・事後学習のために下記キャリアセンター主催の各
セミナーを活用してください。キャリアセンター以外の学部や研究科等で実施するプログラムに参加する方のセミナー参加も
歓迎します。なお、これらのセミナーはCourse N@viおよびキャリアセンター内と所沢図書館でDVD視聴することも可能です。

　・4月25日（土）エントリーシートの書き方講座（P.25参照）
　・6月27日（土）マナーセミナー／リスクマネジメントセミナー（P.26参照）
　・10月17日（土）フォローアップセミナー（P.27参照）

【Course N@viでの視聴方法】
Waseda-net ポータル→「授業」→「Course N@vi」→「キャリア・就職支援講座」→「インターンシップセミナー」

応募・参加にあたって役立つ各種セミナー

就業期間が実働15日以上のプログラムについては、就業開始前に所定の手続きをすることにより、単位修得の対象となります。
（P.42参照）

単位修得

Waseda-net ポータルで探すインターンシップ情報を利用してインターンシップに参加した実績は以下の通りです。

2014年度※ 2013年度 2012年度

プログラム数 86 47 35

参加者数 1121名 505名 140名

※2014年度は2015年1月23日現在の数字です。

過去の実績

　

インターンシップ情報Waseda-net
ポータルで探す

マナーセミナー
・インターンシップだけでなく就活にも役立つような実践的な内容
でよかった。
・敬語の使い方やお辞儀の仕方、名刺の受け取り方、服装についてな
ど具体的にかつ実践形式で学ぶことができた。

リスクマネジメントセミナー
・企業の抱えるリスクに私たちインターン生も含まれていることを認
識することができた。ＳＮＳなど情報の取り扱いには気をつけよう
と思った。
・企業や学生が抱えているリスクを知ることができ、それに備える心
構えができた。

インターンシップセミナー参加者の声
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その他個人で探すインターンシップ

夏季休暇中に行われるインターンシップの募集は5月ごろから始まり、6月にピークを迎えます。その他、春休み中に行われるプ
ログラムもあります。インターンシップへの参加にあたっては、内容・条件等を事前にしっかり確認しましょう。

■興味のある企業・団体が具体的にある場合
インターンシップの多くは、受入機関がホームページ等に募集情報を載せ、公募形式で応募を受け付けています。希望就業
機関のホームページにアクセスし、インターンシップを実施しているか調べます。掲載されていない場合は、その機関に直接
問い合わせてみましょう。

■興味のある企業・団体が具体的には決まっていない場合
インターンシップ検索サイトを活用してみましょう。業種・職種別に検索できるサイトが数多くあります。
インターンシップデスクホームページにも以下に紹介するインターンシップ紹介団体や検索サイトのリンクが貼られていま
すので参照してください。

応募の際には個人情報の登録を求められるサイトが多いので、利用については自己の責任で判断してください。

◎NPO法人ETIC. （エティック）
http://www.etic.jp/
起業家志向の学生向けに、ベンチャー企業やNPOなどの少数精
鋭の組織で、約半年間にわたって取り組む長期実践型インター
ンシップ「アントレプレナー・インターンシップ・プログラム」を
実施しています。

◎PARTNER
http://partner.jica.go.jp/
（運営：独立行政法人国際協力機構　国際協力人材センター）
国際協力キャリア総合情報サイト。インターンを含む、団体種別
ごとの求人情報を掲載。国連機関がインターンを公募する場合
もよく掲載されます。国際協力に携わるためのキャリアパスにつ
いてのメール相談や、セミナーの開催なども行っています。

◎Developing World
（運営：Developing Worldグループ）
国際協力に携わる人、目指す人、興味のある人の情報交換・交
流サイト。 NGOのインターン募集等の情報のほか、年齢・実務
経験・語学力等、一定の条件を満たせば、国際協力人材登録も
できます。

◎AIESEC
http://intern.aiesec.jp/
（運営：特定非営利活動法人アイセック・ジャパン）
アイセック・ジャパンは、110の国と地域で活動する世界最大級
の学生組織AIESECの日本支部として、海外インターンシップ事
業を運営する学生団体です。

◎外務省国際機関人事センター
http://www.mofa-irc.go.jp/
国連など国際機関の就職情報を提供する外務省の機関です。

◎IAESTE
http://www.iaeste.or.jp/
（運営：一般社団法人日本国際学生技術研修協会）
1948年の発祥以来、ヨーロッパを中心に活動を続けており、現
在は世界約80余ヶ国にある各委員会が相互に連携し、海外イン
ターンシップの促進に貢献しています。

◎株式会社アンビションアクト
http://www.ambition-act.com/
スポーツマネジメント学生のインターンシップ派遣を行っていま
す。従来のようなインターンの業務内容とは異なり、学生達が自
らのアイディアで企画を練り、プレゼンを行い、自らでイベントの
企画立案・運営を行います。

◎The Washington Center
http://www.twc.edu/
TWC（非営利組織）は、世界各国の大学生に、提携しているワシ
ントンの民間企業や団体、国際機関などでのインターンシップの
機会を提供しています。

検索方法

国際協力機関・海外でのインターンシップを検討している方は上記の外部サイトやインターンシップデスクホームページ内の
下記ページを参照してください。過去の実績等が確認できます。

インターンシップデスクホームページ ▶ ▶個人で応募・参加するインターンシップ 国際協力機関・海外でのインターンシップ

国際協力機関・海外でのインターンシップ

受入機関から大学との覚書の締結を求められた場合、キャリアセンターでは個人で応募するインターンシップに関して覚書の締結は
行いませんのでご了承ください。また、受入機関から求められる推薦状に押印することもできません。

注 意
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単位修得について（公認プログラムWIN以外）
公認プログラムWIN以外でインターンシップに参加する場合でも、条件を満たすプログラムであれば、事前申請、各提出物の提出、
指定セミナーの受講、評価面接を経て、担当教員の判定で単位が修得できます。

【科　目　名】　グローバルエデュケーションセンター設置「インターンシップ実習」（個人申請春学期、個人申請秋学期）
【単　位　数】　2単位
【対　　象】　学部学生、大学院生 【担当教員】　 東出 浩教 教授（商学学術院）
【備　　考】　 グローバルエデュケーションセンターの各学期の科目登録時に、申請があった学生について自動登録されます。異

なる学期でかつ異なるプログラムであれば重複履修が可能です。単位の取り扱いについては、事前に各自で所属
学部・研究科に確認してください。

科目概要

【就業期間および時間】　実働15日以上（7時間/日×15日間　計105時間以上が目安です。）
【実習内容】　 教育的な効果があるインターンシップとしてふさわしいプログラムであること。例えば、親戚の家での手伝い、高

額な報酬が発生するもの等、単位修得の対象として認めない場合もあります。内容については提出書類「受入機
関が提示したインターンシッププログラムの詳細（次項4）や評価面接によって審査します。
●採用に直結しないこと
●アルバイト的な内容ではないこと（単純労働ではない、限度を超える時給の発生がない）
● 現場実習であること（受入企業・団体内での実習作業であること、業務の一環として外に出る場合は指導者が
必ずついていること）

対象となるプログラム

◆確認事項
1 「評価表」作成可否の確認
単位修得申請をする前に、「評価表」を作成していただけるかどうか、受入機関の方にあらかじめ確認を取ってください。
成績評価に「評価表」は必須の提出物です。必ず申請前に確認してください。

◆提出物
遅くとも就業開始1週間前までに提出してください。提出期限を過ぎた申請は一切受け付けません。

2  単位修得申請書（Waseda-net ポータルから提出）
3 計画書（Waseda-net ポータルから提出）
4 受入機関が提示したインターンシッププログラムの詳細（キャリアセンターまで持参）
・ 4については、キャリアセンターまで持参してください。この内容によっては、単位修得申請が受理されないこともあります。
・「提携プログラム」に参加して単位修得を申請される方は、4の提出は不要です。

5 大学宛の誓約書（キャリアセンターまで持参）
・直筆で署名、捺印のうえ提出してください。

インターンシップ就業開始前の必須事項

単位修得までの流れ

❶ 書類のフォーマットをインターンシップデスクホームページ「単位修得用書類ダウンロード」から 
ダウンロード
❷ 提出書類のファイル名を「氏名（書類名）」とする。例「早稲田太郎（単位修得申請書）.doc」
❸  Waseda-net ポータルの左側のメニュー「システム・サービス」＞「申請フォーム入力」の中の「インターンシップ実習
（個人申請）単位修得用書類提出」を選択
❹フォームを入力し、書類ファイルを送信

各書類の提出方法

P.44・45参照い。
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◆指定セミナー
6 マナーセミナー／リスクマネジメントセミナー（P.26）の受講
就業開始前までに、上記セミナーへの参加またはCourse N@viでの視聴が必須です。（キャリアセンター内でDVD視聴する
ことも可能です。）なお、Course N@viまたはDVDで視聴した場合、別途レポートによる課題提出が必要です。セミナーに当
日参加した場合は、レポート提出の必要はありません。また、過去に同セミナーの受講歴がある方は、再受講およびレポート
提出の必要はありません。

【Course N@viでの視聴方法】
Waseda-net ポータル→「授業」→「Course N@vi」→「キャリア・就職支援講座」→「インターンシップセミナー」

【レポート提出方法】
左記【各書類の提出方法】を参照してください。（指定フォームの8割以上記入すること）

単位修得申請が承認された後、各申請者へメールで申請可否と今後の流れについて通知が届きます。

単位修得申請の承認

評価表は受入機関の担当者に記入していただき、受入機関から直接キャリアセンター宛に郵送していただくように依頼してくだ
さい。
郵送先：〒162-8644　東京都新宿区戸山1-24-1 早稲田大学キャリアセンター　インターンシップデスク

評価表の提出

前述のすべての提出書類、セミナーの受講および評価面接の内容により、学習内容を適正に評価し、成績評価します。春学期・
秋学期とも学部・研究科の成績発表とともに成績を発表します。書類の未提出やセミナー受講の状況、就業の状況、就業機関の
評価によっては「不可」の評価となる場合もあります。

成績評価と単位の修得

11 評価面接：提出書類をふまえ、担当教員による評価面接（15分程度）を実施します。
面接時期についてはP.44・45「単位修得までの流れ」を参照ください。

評価面接の実施

7 実習日誌の作成
 実習日誌は毎日作成すること。ただし、就業期間が16日以上の場合は、初めの15日間は毎日作成し、以降は少なくとも週に1回
は作成してください。作成した日誌の各項に担当者の検印をもらってください。「実習指導担当者からの指導事項」欄には、可能
な範囲で1週間に1回程度の記入をお願いしてください。

インターンシップ就業

◆提出物
実習終了後1週間以内の提出が必須です。締切間際に提出するのではなく、実習が終了次第速やかに提出しましょう。

8 報告書（Waseda-net ポータルから提出）
9 実習日誌（キャリアセンターまで持参）

◆指定セミナー
10 フォローアップセミナー（P.27）の受講
就業終了後に、上記セミナーへの参加またはCourse N@viでの視聴が必須です。（キャリアセンター内でDVD視聴すること
も可能です。）なお、Course N@viまたはDVDで視聴した場合、別途レポートによる課題提出が必要です。Course N@viで
の視聴方法、およびレポート提出方法については、上記6マナーセミナー／リスクマネジメントセミナーの受講を参照してく
ださい。

インターンシップ就業終了後の必須事項
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画
書
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位
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書

1
評
価
表
の
確
認

2015.10.1

2016.3.31
（実働15日以上）

2015.4.1

2015.9.30

※就業時期によって申請期限および最終提出期限は各人によって異なります。

注意事項

◆申請の取消しは認めません。
単位修得申請が承認された後は、必要項目を実行しなければ登録が取り消されるというものではありません。単位修得申請書の承認後、
連絡もなく必要書類を提出しない場合は、「不可」の評価となりますのでご注意ください。例えば、病気で規定日数15日を満たせなく
なっても、グローバルエデュケーションセンターへの通知期間を過ぎてしまうと、連絡がなければ登録の取消しはされないため、結果的に
「不可」の成績がつくことになります。

◆所属学部・研究科や履修状況により、卒業単位に算入されない場合があります。
本単位の取り扱いについては、所属学部・研究科の事務所で確認してください。本単位が卒業単位に算入されず卒業が認められなかっ
たとしても自己責任ですのでご注意ください。

単位修得までの流れ（P.42参照）
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インターンシップ
就業終了後の必須事項

11担当教員による
評価面接

グローバルエデュケーションセンター設置
「インターンシップ実習

（個人申請 春学期･秋学期）」
2単位

修得対象の単位

10
月
30
日

※

最
終
提
出
期
限

4
月
28
日

※
最
終
提
出
期
限

2015年11月
（予定）

2016年5月
（予定）

2015年度
秋学期2単位

2016年度
春学期2単位

10
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
セ
ミ
ナ
ー
受
講

9
実
習
日
誌

8
報
告
書

終了後
一週間以内

◆就業期間が年度や学期をまたぐ場合
就業期間が年度や学期をまたぐ場合は、原則として就業が終了する日を基準として申請してください。ただし、2016年3月に卒業するため
2016年度春学期の単位ではなく、2015年度秋学期の単位として申請したいという場合などには事前にインターンシップデスクにご相談くだ
さい。また、同じプログラムで複数の学期を重複しての単位申請はできません。

◆休学中の就業について
休学中のインターンシップは、正課授業として扱うことができないため単位修得申請はできません。
また、単位を付与する学期に休学等で在籍していない場合も単位修得申請はできません。（在籍していなければ科目登録ができないため。）

◆学部・研究科等が独自で実施するインターンシップの単位修得について
まず該当の学部・研究科に確認してください。学部・研究科で単位付与するプログラムの場合、重複して「インターンシップ実習」の単
位を申請することはできません。なお、理工学部・理工学研究科の方は、所属学部・研究科で単位修得申請を行ってください。
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❶ プレエントリーについて
公認プログラムWINインターンシップガイダンスには必ず出席
しなければいけないのですか？

A：4月18日（土）のガイダンスは原則として出席してください。この手
引きを読んだだけではわかりにくい部分を補足します。当日出席できな
くても、後日キャリアセンターおよび所沢図書館にてDVDでの視聴が可
能です。ガイダンスに出席できなくてもWINへの参加は可能ですが、
キャリアセンター内でのDVD視聴および当日配付のレジュメを入手の
うえ、制度の内容をよく理解したうえでプレエントリーしてください。

指定の関連科目は絶対に履修していなければいけないのです
か？

A：関連科目を受講していることがWIN参加への優先条件となります。
各コースに関連した事前の教育を受けていることによって、より高いイ
ンターンシップの成果が期待できます。（P.20・21参照）。その他に各分
野に関連した科目を履修している場合は、選考の際に考慮されます。

2015年秋学期から留学するのですがWINにエントリーはできま
すか？

A：事前授業・セミナー等への出席がプレエントリーの条件の一つで
す。10月には報告会、セミナーを実施するため、現時点で秋学期のスケ
ジュールに出席できないことがわかっている場合はエントリーはできま
せん。

とりあえず参加したいのですが。

A：インターンシップは学生を受け入れてくれる機関にとって多大な負
担となります。少なくとも受入機関やその業界に関心があることが必要
です。なんとなくの自分探しのための参加はやめましょう。

4年生以上でも大丈夫ですか？

A：就職先が決定している方の参加はお断りしています。受入可能人数
は限られており、今後のキャリアプラン構築にこの経験を役立てること
ができる学生に参加してもらうためです。
原則として2016年9月以降に卒業見込みの方が対象ですが、4年生以
上でも進学や留学を決めている方、まだ就職活動をしていない学生は参
加可能です。ただし、9月卒業予定の場合は10月以降のスケジュールへ
の出席ができないため、WINへの参加はできません。

大学院生ですが参加できますか？

A：WINは学部生対象のため大学院生は参加できません。提携プログ
ラムやその他のインターンシップは募集条件によっては応募可能です。
（P.32参照）

現在留学中です。帰国は早くても2015年6月の予定なのですが、
今夏のWINに参加することは可能でしょうか？

A：WIN各コースとも5月30日までにマッチング面接が実施されます。
このマッチング面接までに帰国できるのであれば、プレエントリーを受け
付けます。その際はWaseda-net ポータルに接続することのできる環
境が必要です。マッチング面接までに帰国できない場合は、WINに応募
することはできません。WIN以外では次のようなインターンシップに参
加することができます。
①公募を行う行政機関の中で帰国後に応募できるものであれば参加可
能です。ただし、本学と覚書を締結できない機関へは応募できません。
②個人で応募・参加するインターンシップに応募する。
Waseda-net ポータルに掲載しているインターンシップ情報（P.39
参照）や、企業が直接募集をしているもので、帰国後に応募ができるも
の。

プレエントリー時の志望理由はそのまま受入機関に提出されるの
ですか？

A：プレエントリー時の志望理由は、学内での書類選考の判断材料にな
ります。受入機関に提出はしませんが、この志望理由とマッチング面接に
よって大学からの推薦者を決定しますので、真剣に取り組んでください。
受入機関に提出する書類は、推薦が決定した後に改めて作成していただ
きます。

昨年度行政コースに参加し、今年度はマスメディアコースに参加
したいと考えてますが、有利になったり、不利になったりするので
しょうか？

A：年度ごとに他のコースに応募しても有利・不利はありません。志望
度の高さと熱意によって選考します。

マスメディアコースに応募したいのですが、コースの中で2つの
会社に応募・就業することは可能ですか？　また、WINで1社、
Waseda-net ポータルで探すインターンシップ情報に掲載され
ているプログラムで1社就業することは可能でしょうか？

A：多くの学生に就業の機会が与えられるように、コースの中で就業で
きるのは1社のみです。
WINとインターンシップ情報のプログラムは日程が重複しなければ参
加可能ですが、一方の予定が決まらないために、もう一方の予定も決め
られないという事態を引き起こすので、1社にするべきでしょう。個人で
探すインターンシップについても同様です。特にWINの選考に通過した
場合は、最優先で予定を調整していただきます。WIN参加に支障がでる
ような他機関への応募はできません。

行政機関でインターンシップ就業したいのですが、WINと公募の
両方に応募できますか？

A：WINで紹介している行政機関に応募する場合は、こちらを最優先し
ていただきます。たとえ後日、公募の機関への選考が通過したとしても、
就業期間が重複していることが判明した場合、公募機関への参加はでき
ません。WINの機関で就業していただきます。
また、公募の機関へ応募後、選考にもれた場合のWIN参加はできません。

WINへのプレエントリーを忘れてしまいました。もう就業できま
せんか？

A：自ら情報を探すという熱意、そして決められた期日をきちんと把握
し守ることは、今後の就職活動等においても大変重要ですので、今後は
十分注意してください。
受入機関のうち、希望者がいない機関が残っている場合は追加募集を行
うこともあります。ただし極めて少ないと考えておいてください。
また、WIN参加者と同じ条件で参加していただくため、実習前後に各授
業への出席および各種課題の提出が必須です。

❷ 選考について

書類選考の基準は何ですか？

A：熱意、志望理由の明確さ、関連科目の受講歴等、総合的に判断します。

プレエントリーで選考を通過しても就業できないことはありますか？

A：あります。第二希望以下での就業となる場合もあります。
希望にこだわりがなければ就業の可能性は高くなります。第二希望以下
での就業を打診された場合、就業そのものへのモチベーションが低下す
る恐れがあれば、その時点で就業を辞退することを勧めます。推薦が決
定してからの辞退は絶対に避けてください。

受入機関ではどのような学生が好まれますか？

A：受入機関やプログラムによって求められる能力や人物像は様々で
すが、社会常識や柔軟性、熱意や積極性・主体性は大変重要といえます。
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希望就業機関に提出する志望理由書についてアドバイスしてくだ
さい。

A：4月25日（土）14：45～15：45にインターンシップ参加者向けに
「エントリーシート（ES）の書き方講座」を開催します（P.25参照）。ESは自
分を知ってもらうための書類です。自分の情報はなるべく多く記しましょ
う。
内容としては、次のような姿勢が一般的には良いようです。
　＊経験と学習を志望理由に関連させて表現する。
　＊自分は社会で活躍するには能力が十分でないことを素直に認める。
　＊やる気があり、是非教えを請いたいという態度を示す。
　＊ 一貫性をもたせる。例えば、「自分は行動力があります。」とアピール
しても、そう理解されないような具体例を書いてしまっては、ちぐは
ぐな印象を受けます。

また、書き方として次のような点を工夫しましょう。
　＊ ESはビジネス文書です。読みやすさ・わかりやすさが大切。
まずは自分のアピールしたい面を自己分析して、自分自身で認識してか
らとりかかりましょう。

❸ 就業期間・日程について
WINの就業期間は受入機関の指示に従うということですが、応募
者本人の希望（都合）が通ることもありますか？

A：多忙な中、時間と手間をかけてくださって成り立っているため、受入
機関の指示に従うという姿勢が必要です。しかしながらなかには希望を
聞いてくださる機関もありますので、その場合には多少の調整をしてい
ただくことができる場合もありますが、過剰な期待は禁物です。

サークルの合宿と就業日程が重なりそうなのですが。

A：サークルの重要性はわかりますが、就業最優先ということがWINへ
の参加の条件です。サークル組織の一員であると同時に、就業すれば受
入機関の組織の一員です。その状況で「サークルを選択する」ということ
では、大学としては推薦できません。

個人で応募したインターンシップと就業期間が重複したので、
WINを短縮したいのですが。

A：就業期間は受入機関の指示に従っていただきます。期間の変更や日
程の変更はできません。WINを最優先できない方はプレエントリーしな
いでください。

❹ 授業・セミナーおよび提出書類について

セミナー等は1回も休んではいけないのでしょうか？

A：原則としてすべてに出席が必須です。やむを得ず休んだ分は欠席と
して評価されます。セミナー等の出席状況によっては、結果的に「不可」
の評価もあり得ます。セミナーは後日DVDまたはCourse N@viで視聴
することは可能ですが、出席扱いにはなりません。
オリエンテーションでは重要な手続き等の説明をします。欠席した場合
は配付資料を入手する等のフォローをしてください。

提出書類はキャリアセンターへ持って行かなければなりませんか？

A：「誓約書」（大学宛・受入機関宛）と受入機関に提出する「参加申込書」
「志望理由書」は指定の期日までに持参していただきます。また国際協力
コースでは実習終了後「出勤簿」と「実習日誌」も持参提出していただき
ます。
この他の「計画書」「報告書」「Field Notes」はCourse N@vi上で提出す
ることになります。

❺ 就業について

就業機関が決まるまでのサポート体制はどうなっていますか？

A：就業に関する各種連絡はメールにて行います。質問等もメールにて
受け付けます。
インターンシップデスクからWIN関連の連絡をする機会が増えますの
で、プレエントリー後10月17日（土）のフォローアップセミナーまでは、
メールのチェック、留守番電話の設定・確認等を頻繁に行うようにしてく
ださい。試験期間中であっても迅速に対応してください。
もちろん、キャリアセンター インターンシップデスクのスタッフへの直
接の質問・相談も歓迎します。

インターンシップで何を見てくるべきでしょうか？

A：目的によって異なりますが、目標・実習テーマ等を事前に各自で設
定することが重要です。「計画書」作成時にじっくりと考えてみてください。

どのような準備が必要でしょうか？

A：自分が専攻する学問分野に関連する機関に就業するとしても、事前
に就業機関の情報をホームページ等で調べておきましょう。インターン
シップによって現場を知り、その経験をその後の大学生活に役立てるこ
とが大切です。

自分のやりたいことはできるのでしょうか？

A：学生の希望を聞きながらプログラムを作る場合と、あらかじめプログ
ラムが用意されている場合があります。自分の希望通りの仕事でなくて
も、組織の仕事の一部であると受け止め、柔軟に対応することが重要です。

具体的な就業内容を知りたいのですが。

A：過去の実習報告書を冊子としてまとめた「インターンシップ報告書」を
参考にしてください。キャリアセンターおよび所沢就職資料室で閲覧でき
ます。直近3年分であればWaseda-net ポータルからの閲覧も可能です。

実際の仕事は辛いのですか？

A：就業した人それぞれで感想は異なりますが、自分がインターンシッ
プを通じて得たい成果（自信をつけたい、何かを成し遂げる経験をした
い、興味関心分野を掘り下げたい…等）を達成するためには、これまでと
は異なったレベルの努力が必要となってきます。
それが辛いと感じることもあるかもしれませんが、その人にとって必要
な経験である場合が多く、インターンシップ参加者の8割以上が「1、2年
生の時からやっておくべき」と答えています。

地方・海外で就業する場合でも、かかる費用は自己負担するので
すか？

A：現地までの交通費・宿泊費等も含めすべてインターン生自身の負
担です。遠隔地での就業に要した費用について、過去の「インターンシッ
プ報告書」に記載がありますので参考にしてください。

インターン生の就業時間は、通常9：00～17：00でしょうか？　
残業はありますか？

A：インターンシップ実習では原則として残業はありませんが、就業機
関の業務内容によりますので、受入部署担当者の指示に従ってください。
特にマスメディア業界は時間が不規則な場合があります。就業期間中は
実習に専念する心構えが必要です。

就業によってイメージとのギャップを感じてしまいました。
どのようにとらえればよいのでしょうか？

A：就業機関に対するイメージと現実のズレも良い経験となります。む
しろ自分の長期的目標を再度見直す良い機会であるととらえることが大
切です。今後やるべきことと、経験すべきものが見つかるでしょう。
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インターン先にはどのような服装で行ったらいいですか？
やはりスーツでしょうか。

A：受入機関から特に指示がなければ、基本的にはスーツが望ましいと
思われます。初日はスーツを着て行き、その後は実習担当の方に確認す
るか、周りの方々に合わせた服装にするとよいでしょう。

名刺は作っておくべきですか？

A：必ずしも必要ではありませんが、早稲田大学の学生としての名刺を
作っておけば、インターンシップ就業時だけではなく、その後の就職活動
でもOBOG訪問の際などに自己紹介用として役立ちます。
ただし、就業機関の名称等を入れたものを勝手に作成することは厳禁です。

❻ 単位・成績について

科目登録の必要はありますか？

A：科目登録の必要はありません。参加を希望する際には、各コースご
とに所定のプレエントリー手続きをしてください（P.22参照）。就業が決
定した際に、秋学期科目として自動的に登録されます。
なお、WINの科目「インターンシップ実習」の時限設定は「土曜4・5限」
です。この時間に事前授業やセミナー等が実施されますので、春学期・
秋学期ともに他の授業や予定を入れないでください。

今年度所定の単位数をすべて登録してしまいましたが、WINへ
の参加は可能でしょうか？

A：参加することは可能です。プレエントリーに通過し就業機関も決定し
た場合は、グローバルエデュケーションセンターの秋学期追加登録科目
として登録されます（時限設定は土曜4・5限）。この単位が卒業単位に
算入されるかどうか等、どのような扱いになるかは所属学部や履修状況
によって異なりますので、学部事務所で確認してください。

就業機関が決まりませんでしたが、セミナーなどは数回受けまし
た。単位に算入されますか？

A：残念ながら単位に算入されません。就業できない場合は科目登録
が行われません。評価が「不可」になることはありませんのでご安心くだ
さい。受講したセミナー等は自分への気付きの機会として捉えてくださ
い。

受入機関の都合で就業期間が10日未満になりますが、単位認定
はどうなりますか？

A：受入機関の都合で実働日数が10日未満になった場合のみ、就業が
終了した後、課題を提出して10日間の就業とみなす措置を講じます。

❼ 行政コース

絶対に中央省庁に行きたいのですが。

A：中央省庁は公募制を採用するところが多く、キャリアセンターでは
WINではなく「提携プログラム」に分類しています。（P.8・9参照）
募集人数が限られているうえに全国から多数の応募があるため、これら
の機関では毎年厳しい選考状況となっています。過去の通過実績等を確
認したうえでチャレンジしてください。

応募できない公募機関があると聞いたのですが。

A：公募であっても応募にあたっては大学（キャリアセンター）が取りま
とめ※を行います。また受入機関と大学が覚書を締結する必要がありま
す。本学が覚書の内容により締結できないと判断した場合、その機関に
応募することはできません。詳しくは後日インターンシップデスクホーム
ページ等でお知らせします。
※一部例外として直接web応募や学内選考を行う機関もあります。

❽ 国際協力コース

語学力はどの程度必要ですか？

A：就業機関により異なります。特に英語力に関して、そのレベルによっ
ては任せられる業務が大幅に変更になる可能性があります。過去、語学
力の不足により配置変更になった学生もいましたので、十分に身につけ
て臨むべきです。国際協力コースのマッチング面接は、一部英語で実施
し英語力の確認を行います。また、できるだけ就業地域の現地語も学習
しておくことを勧めます。

就業機関はいつ頃決定するのですか？

A：このコースは受入可能人数が非常に限られており、プレエントリー
の段階で提出された希望就業機関に対し、学内選考通過後に受入を交
渉していく形になることが多く、就業が決定する時期も遅くなる可能性
があります。

海外で実習する場合、引率者はいるのでしょうか？　また、宿泊先
を自分で手配することはありますか？

A：各自で実習先に出向きます。また、宿泊先も自分で手配してください。

海外に行くまでに準備することや注意点は？

A：航空券の手配、ビザの取得、宿泊先の手配、海外旅行保険への加入
など、国内での実習に比べて早くから準備するべきことが多くあります。
具体的にはオリエンテーション等で説明していきます。
海外での実習には多くのリスクが伴います。外務省海外安全ホームペー
ジの渡航情報を基準に、大学として渡航を中止させる場合がありますの
でご了承ください。（P.31参照）

❾ マスメディアコース

就業先の新聞社の新聞は事前に読んでおいたほうがいいですか？

A：ぜひ読んでください。中央図書館に各社の縮刷版等があります。な
い場合は、国立図書館や都立図書館で探したり、または購入したりする
方法もあります。入手が難しい地方紙については、Web版を読む等最低
限の情報収集はしてください。また、その地域の地理や歴史についてあ
らかじめ調べていくことを勧めます。

地方の新聞社での就業が決まったのですが、宿泊先を紹介しても
らえますか？

A：地方、また海外での宿泊先などの手配は各自で行います。過去の
「インターンシップ報告書」に交通費・宿泊先等について記載があります
ので参考にしてください。

海外のインターンシップでは、担当の方が常時ついてくれますか？

A：常時ついてくれるとは限りません。海外でのインターンシップでは、
より主体性・積極性が求められます。自分から声をあげていかなければ
何も起こらずに時間が過ぎるということもあり得ます。普段から受身姿
勢の方には相当の心構えが必要でしょう。
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❶ インターンシップ全体について

インターンシップとアルバイトの違いはなんですか？

A：インターンシップはアルバイトのように『お金』を得ることを目的と
しているのではなく、『就業経験』を得ることを目的としています。そのた
め、インターンシップは原則として無給です。また、任される仕事内容に
違いがあります。

インターンシップは就職活動に結びつくのでしょうか？

A：インターンシップは原則として採用活動には無関係に実施されるも
のですが、参加者自身にとって今後のキャリア形成を考えていくうえで
の土台となり、その後の就職活動においてしっかりとしたビジョンをもっ
て臨むことができるようになるでしょう。

インターンシップは8・9月に行われるということですが、他の時
期に受入をお願いできないでしょうか？

A：就業期間は受入側が決めます。授業に支障がでるような日程は学生
の参加が難しいため、夏休みや春休み中の実施が中心です。大学として
も授業のない8・9月や2・3月の実施をお願いしています。

インターンシップ就業が決まり、受入機関から「覚書」の締結を求
められました。キャリアセンターで締結してもらえますか？

A：個人で応募したインターンシッププログラムについて、キャリアセン
ターでは「覚書」の締結は行いません。

❷  Waseda-net ポータルで探すインターンシップ
情報について
Waseda-net ポータルで検索するインターンシップ情報に掲載
されている募集情報は、企業のホームページなどに掲載されるイ
ンターンシップ情報とは異なるのでしょうか？

A：基本的には企業のホームページに掲載されるものと同一です。
早稲田生だけを募集したいという場合は、企業のホームページには掲載
がなくWaseda-net ポータルのみに掲載されている場合もあります。
この点はWaseda-net ポータルでの検索の大きなメリットです。

❸ 単位修得について（P.42参照）
2015年4月から1年間の予定で週に2日インターンシップに就業
します。このインターンシップを単位として申請できますか？

A：実働日数が合計で15日以上であれば申請可能です。ただし、同じプ
ログラムを複数の学期に重複して申請することはできませんので、就業
終了日に併せ、2016年度春学期の単位として申請してください。

長期のインターンシップに参加します。実習日誌は毎日書かなく
てはならないのでしょうか？

A：実働日数が16日以上の場合は、初めの15日間は毎日作成し、以降
は少なくとも週に1回作成してください。作成した日誌には就業機関の
担当者から可能な範囲で1週間に1回程度のコメントの記入および検印
をもらってください。

就業を終了したインターンシップについて単位修得は可能ですか？

A：単位修得には実習が開始する前の申請が必須です。既に開始したイ
ンターンシップおよび終了したインターンシップについての単位修得申
請は受理できません。

現在アメリカに留学中なのですが、こちらの企業でインターン
シップを行おうと思っています。単位になりますか？

A：海外でのインターンシップも、就業を開始する前に申請を行い、そ
の後所定の手続きを行えば単位修得の対象となります。英文の評価表
フォームもありますので使用してください。ただし、教員の面接が行われ
る際に帰国している必要があります。
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❶ 応募について

どのようなインターンシップがありますか？

A：行政機関から民間企業、国際機関までさまざまな受入機関の優良
なプログラムを仲介しています。最新の情報は募集情報が確定次第、イ
ンターンシップデスクホームページ（News欄）で情報を公開しますので、
頻繁にホームページをチェックするようにしてください。

応募方法や応募時期についての情報はどこで入手できますか？

A：応募方法や応募時期はそれぞれのプログラム、受入機関によって異
なります。個別の応募方法等については、インターンシップデスクホーム
ページで確認してください。夏季実施のインターンシップは5月から6月
にかけて、春季実施のインターンシップは12月から翌年１月にかけて順
次情報が公開されます。

東京都庁のインターンシップに参加したいのですが。

A：東京都庁インターンシップはWebで募集を行っています。インター
ンシップデスクホームページでも情報を公開しますが、応募はご自身で

直接東京都庁ホームページより行ってください。なお、すべての行政機
関で実施されるインターンシップはキャリアセンター「提携プログラム」
として扱うため、参加にあたって実習前後の必要要件があります。
（P.32・33参照）

❷ 参加にあたって

指定セミナーは必ず受講しなければいけないのですか？

A：「提携プログラム」は大学が仲介しているため、参加にあたって事前
事後学習を受けていることが受入機関への派遣要件になっています。実
習前までに指定セミナーを受講していない場合は、派遣を取りやめる場
合もありますので必ず受講するようにしてください。（P.32・33参照）

保険の加入は自分で手続きをするのですか？

A：受入が決定した方は、キャリアセンターが保険の登録手続きを行い
ます。受入機関によっては、この他に個別で保険に入ることを受入条件と
している場合があります。その場合は、キャリアセンターの指示に従って
各自で加入手続きをしていただきます。
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個人で応募・参加するインターンシップ Ｑ＆Ａ

提携プログラム Q&A
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開室時間 通常授業時間
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　　土 9：00～17：00（相談受付9：30～16：00）

夏季・冬季休業期間
月～金 9：00～17：00（相談受付9：30～16：00）
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