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は じ め に
このしおりは学生の皆さんにインターンシップおよびボランティア・地域活
動の意義と魅力を伝え、安心安全にこれらの活動に参加してもらうことを
目的に作成しました。このしおりを手に皆さんが積極的にこれらの活動に励
まれることを期待します。

地域連携推進センター／キャリア支援センター

■インターンシップとは？
インターンシップとは、在学中、就業意識を高めることなどを目的に、
企業等で一定期間働く就業体験のことです。

■インターンシップに参加するメリット
・自己理解…実際に働いてみることで、大学で身につけた知識をどの
ように仕事に活かすことがきるか、また、自身がその仕事に適性があ
るかどうかが見えてきます。

・業界・企業理解…企業はインターンシップをその後の採用活動につな
がる重要な機会として位置付けています。皆さんにとっても各業界・
企業の仕事内容を理解することで、早い段階に希望の業界・企業を決
めることができ、その後のスムーズな就職活動が可能になります。

・社会人としての就労意識を養う…社会人に必要な考え方、マナーが
身につきます。

■インターンシップにはどんな種類がある？
インターンシップには、その期間も数週間に及ぶ長期のものから数日
間の短期のものまでさまざまなものがあります。（なお、期間が1日だけ
のものは、インターンシップと区別して1day仕事体験などと呼ばれて
います。）インターンシップのほとんどは無償のものですが、中には報
酬が得られるものもあり、また、大学によっては授業で単位化している
ものもあります。このしおりでは、無償の単位化されていない一般的な
インターンシップについて記載しています。

インターンシップに参加してみよう
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④インターンシップ中
・目的意識をもつ…どんな仕事をしているのか、仕事のやりがいはど
んなところにあるか知りたい、こんな仕事に挑戦したいなど、しっか
りと目的意識をもって参加することが大切です。

・アルバイトとは違うことを理解する…企業はアルバイトとは違って、
学生に労働力を求めるのではなく、企業のことを知ってもらうことや
職業意識を育てることを目的に実施しています。

・質問をする…企業のほうでも話をさっと聞いただけで完璧に理解し
てもらえるとは、思っていません。積極的に質問して、疑問点を解消
してください。

・メモを取る…話の内容に基づいた質問をするためにはメモが必要
です。

・困ったことがあれば、大学に相談する…インターンシップ参加中に
困ったことがあれば、大学にすぐに相談しましょう。インターン
シップはキャリア支援センター（1号館B棟1階）が相談窓口になっ
ています。

⑤インターンシップ後
・報告書を書いて保管しておく…インターン
シップ終了後には、キャリア支援センターへ、
インターンシップ先での活動内容などを記
した報告書の提出をお願いしています。報告
書を書くことで、インターンシップで経験し
たことや学んだことを整理することができ、
後に就職活動をする際に改めて読み返して
みることで参考になることは多くあるはず
です。

■参加にあたってのポイント
①インターンシップに関する情報収集
・大学のインターンシップに関するガイダンスに参加する…まずは
キャリア支援センターが学内で開催している、インターンシップに関
するガイダンスに参加してみましょう。インターンシップ先の選び方
やインターンシップ中に必要なマナー、その後の就職活動への活かし
方など、インターンシップに関する基本的な情報が得られます。

②インターンシップ先を選ぶ
・インターンシップ・マッチングフェアに
参加する…就職情報サイトからイン
ターンシップ先を探すのもよいですが、
インターンシップ・マッチングフェア
に参加するのも一つです。

　マッチングフェアでは、インターン
シップを実施する企業の担当者からイ
ンターンシップで経験できる業務など
について直接話を聞くことができます。

③インターンシップ前
・企業について調べる…どのような企業
か、最低限HPを熟読するなどして、企
業について調べてから臨んでください。

・インターンシップ参加届を提出する…
インターンシップ中の事故に備え、保
険の手続きに必要な参加届を事前に大
学に提出してください。参加届の提出
の仕方などについては、P12をご覧く
ださい。
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ボランティア・地域活動と一口に言ってもさまざまなものがあ
ります。下記はあくまで一例です。好きなことや興味のあるこ
となど、自分にあった活動を探してみてください。

子どもや
青少年等を
対象とした活動

レクリエーション活動、
スポーツ教室やキャンプ
の支援、手づくり工作、電
話相談など

高齢者・
障がい者を
対象とした活動
寝たきりや一人暮らしの高
齢者への食事サービス、見守
り・訪問活動、地域の人たち
との交流の場づくり、社会参
加支援（車イスなどの移動の
補助など）、点訳・朗読・手話
など 災害で

被災した方を
支援する活動

芸術文化
美術館や博物館での活動、
伝統文化の継承・普及など

自然や環境を
守るための活動

森林や海辺の清掃活動、
リサイクル活動、
動物保護など

被災地での活動（家屋の片づ
けなど、被災者の困りごとへ
の対応、被災した方との交流
支援など）、被災地外での活動
（被災地への物資仕分け、募金、
避難している方の支援など）

■ボランティア・地域活動にはどんな種類がある？

■ボランティア・地域活動とは？
ボランティア・地域活動とは、個人の自発的な意思に基づいて
他者や社会のために自主的に行う活動のことです。昨今、募金
活動や災害時の支援といったボランティア活動と、地域貢献・
地域活性化活動を指す地域活動とを分けて考える傾向があり
ますが、このしおりでは、ボランティア活動と地域活動とを区
別することなく、「ボランティア・地域活動」という表現で記載
しています。

■ボランティア・地域活動に参加するメリット
・より良い社会の実現に貢献…民間企業や自治体のサービス
が行き届かない様々な課題に対し、その解決に向けて尽力す
ることで、より良い社会の実現に貢献することができます。

・コミュニケーション力や他者と協働する力、課題解決力が身
につく…学外の幅広い世代の人々と関わる中で、コミュニ
ケーション力や他者と協働する力、実践的な課題解決力など、
多くの力を身につけることができます。

ボランティア・地域活動に参加してみよう
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●大学の窓口で相談する
キャリア支援センターと
地域連携推進センターが
窓口になっています。

●インターネットで情報収集する
新潟市や自分の住んでいる市区町村
の社会福祉協議会、ボランティア・市
民活動センターのホームページを検
索してみましょう。

●学内掲示板で探す
1号館B棟1階事務室付近に、
ボランティア・地域活動情報
に関する掲示板を設置して

います。

●manaba folioで探す
manaba folioのe掲示板（在学生
全員）の「ボランティア募集のお
知らせ」または「地域連携推進セ
ンターからのお知らせ」のスレッ
ドをチェックしてみましょう。

窓口

ボランティア・地域活動への興味が湧いて
きましたか？それでは実際に、今から始め
られる活動にはどんなものがあるか、探し
てみましょう！

■ボランティア・地域活動を探してみよう
安心・安全な
まちづくり

防災活動、防犯、交通安全など

地域のイベント
への参加・協力

国際交流・
国際協力活動

開発途上国のコミュニティへの援助、
日本にいる外国の人への支援活動など

学習支援
小学校や中学校、
高等学校での授業
や部活動、学校行
事の補助など

～ キャンパスでできる
　　ボランティア活動 ～
・聴覚障がいのある学生に
　授業の音情報を伝える
　ノートテイキングのサポート
・学内清掃などキャンパスの美化活動

近隣の社会福祉施設や自治
体、地域住民が行うお祭り、
スポーツ大会、清掃活動、コ
ンサートなど各種イベントへ
の参加（出演）、開催の手伝い

地域の
課題解決に
取り組む活動

子育て支援、減塩レシ
ピの開発、商店街の活
性化など

＊実際にどんな活動があるか、
　詳しくは、学内の掲示板、　
　manaba folioを
　チェックしてみよう！
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ピの開発、商店街の活
性化など

＊実際にどんな活動があるか、
　詳しくは、学内の掲示板、　
　manaba folioを
　チェックしてみよう！
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ボランティア・地域活動を検索し、参加したい活動が見つか
りましたか？ それでは次にボランティア・地域活動を行う上で、
心掛けたいポイントを紹介します。

③あいさつが基本
あたり前のことですが、とても大切です。受入先のスタッフ、利
用者の方や他のボランティア参加者へきちんとあいさつをしま
しょう。

①ボランティア・地域活動参加届を提出する
ボランティア・地域活動中の事故に備え、保険の手続きに必要な
参加届を事前に大学に提出してください。参加届の提出の仕方な
どについては、P12をご覧ください。

②事前研修に参加する
ボランティア依頼団体の中には、ボランティア・地域活動参加当
日までに事前研修を行うところがあります。事前研修では、当日
の持ち物や服装、参加にあたって気をつけることなどについて説
明があります。可能な限り参加するようにしてください。

④ボランティア先の人たちとの交流を大切にする
一緒に参加した友達同士ばかりでおしゃべりをすることは相手にも
失礼です。貴重な機会に、友達同士のおしゃべりは控え、利用者
の方や他のボランティア参加者と積極的に交流しましょう。

⑥わからないことは遠慮なく聞く
わからないことがあるのはあたり前です。質問がないままでは受入
先のスタッフも対応に困ってしまいます。遠慮せずに確認しましょう。

⑤ルール、約束は必ず守る
活動には多くの人が関わっています。周りの人に迷惑がかからな
い行動を心掛けましょう。無断欠席や遅刻はもちろん厳禁です。
その他にも、持ち物や服装、活動のルールなどをしっかり把握し、
守りましょう。個人情報などの秘密を守ることも大切です。

⑦無理なく継続できる計画を立てる
学校の授業やサークル活動など、他の予定を踏まえながら、自分
の生活にあったペースで活動しましょう。無理のない計画が長続
きにつながります。

⑧相手や関係者の立場を尊重する
自分本位の行動ではなく、相手が何を必要としているかを考えま
しょう。他の参加者たちとのチームワークを保ち、共通の目標が
何かを常に意識しながら行動しましょう。

⑨困った時は、大学に相談する
「ボランティアのはずが、活動を強制される」「事前に聞いていた
活動内容と全く違う」など、活動先で困ったことがあれば、大学
にすぐに相談しましょう。キャリア支援センター、または地域連
携推進センターが相談窓口になっています。

参照：東京ボランティア・市民活動センター ボラ市民ウェブ
　　　https://www.tvac.or.jp/shiru/hajime/
　　　全国ボランティア・市民活動振興センター
　　　https://www.zcwvc.net/

■ボランティア・地域活動を始める前に知っておきたい
　こと
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■インターンシップ、ボランティア・地域活動の保険
インターンシップやボランティア・地域活動参加中にケガをしてし
まったり、相手にケガを負わせてしまう、備品を壊してしまう、といっ
たことは十分起こりえます。こうした場合に備え、本学学生は入学時に
「学生教育研究災害傷害保険（学研災）」及び「学研災付帯賠償責任保険
（付帯賠責）」の２つの保険に加入しています。ただし、上記に挙げたケ
ガや事故が、これらの保険の補償対象となるためには、事前の届け出が
必要です。必ず活動前に参加届を提出するようにしてください。参加届
はWeb上での提出となります。下記のQRコードを読み取ると、参加届
のフォームが立ち上がります。

次ページから「学生教育研究災害傷害保険（学研災）」及び「学研災付帯
賠償責任保険（付帯賠責）」、その他の保険について簡単に紹介します。
必要に応じて学研災、付帯賠責以外の保険への加入についても検討し
てください。

学生教育研究災害傷害保険（学研災）及び
学研災付帯賠償責任保険（付帯賠責）

本学学生は入学時に次の２つの保険に加入しています。詳しい保険
内容については、学生便覧、公益財団法人日本国際教育支援協会の
ＨＰ（http://www.jees.or.jp/）で確認してください。

・学生教育研究災害傷害保険（学研災）
授業や実習中、学校行事やインターンシップ、ボランティア・
地域活動などの課外活動中、通学中などに本人が被った災害・
傷害に対して必要な給付を行う保険です。

・学研災付帯賠償責任保険（付帯賠責）
上記同様の活動中、通学中などに相手にケガをさせたり、相手の
財物を損壊したことによって被る損害について補償する保険です。

※上記２つの保険で不足する補償が受けられる保険「学研災付帯
学生生活総合保険」への加入（任意）についても入学前に案
内しています。この保険に加入している学生は、この保険の補
償内容についても併せて確認してください。

インターンシップ、
ボランティア・地域活動の補償体制

～安心・安全な活動のために～

インターンシップ等参加届 ボランティア・地域活動参加届
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大学生協の学生総合共済
新潟県立大学生協で案内している共済・保険です。前ページの保険
とは補償内容も異なりますので、必要に応じて加入を検討してくだ
さい。また、すでに加入している学生は、いま一度補償内容を確認
しておきましょう。

ボランティア・地域活動依頼団体等が用意する保険
ボランティア・地域活動を依頼する団体などがボランティア保険を
用意し、参加者に加入を義務づけている場合があります。この場合
には、必ずその保険に加入するようにしてください。

全国社会福祉協議会のボランティア活動保険
原則、個人で加入します。用途や補償金額に合わせて、さまざまな
補償プランがあります。参加するボランティア・地域活動の内容を
確認してから適切な補償プランを検討しましょう。最寄りの社会福
祉協議会の窓口で手続きが可能です。なお、補償期間は、加入日を
問わず年度末までですので注意しましょう。
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実際の現場の仕事を見学するこ
とで、その仕事を肌で感じるこ
とができました。社員の方と話
をすることで、業務内容を詳し
く理解することができました。

インターンシップ
ボランティア・地域活動
参加学生の声

その業界に関する基礎的な知
識を得ることができました。グ
ループワークに参加すること
で自分の強みを発見すること
ができました。

業務内容のほか、その業務に必
要な能力についても理解できま
した。ワークライフバランスや
女性の働きやすさへの配慮につ
いても知ることができました。

国際交流会（はばたけ22）において、大量
調理を行うボランティアに参加しました。
外国人留学生と、それをサポートする学
生のために、新潟県の郷土料理を取り入
れた料理を振舞いました。メニューの考
案から発注量の計算まですべて自分たち
で行い、とても大変でしたが、留学生たち
から「おいしい」との言葉や感謝の言葉を
いただいて、参加してよかったと思いま
した。また、様々な方と交流して、とても
楽しく活動ができました。

東京オリンピック・パラリンピックの会
場案内のボランティアに参加しました。
様々な国の選手の方と交流し、また、自身
の英語力の向上にもつながる、とても貴
重な経験ができたと感じています。言語
の壁に加え、コロナ禍で多くの制限があ
る中での活動となり、大変でしたが、たく
さんの人に感動と笑顔を与えられる瞬間
に立ち会うことができて、とても嬉しく
思いました。

グループワークに参加するこ
とで採用選考に活かせる経験
を積むことができました。社員
の方との座談会では会社の雰
囲気を知ることができました。

インターンシップ

ボランティア・地域活動

Memo
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