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インターンシップとは、学生が企業や団体、官公庁等で、働く体験をすることです。
会社や社会の仕組みを知るとともに、働く意義を学び、自分が進むべき道を考える機会となります。
つまり、
インターンシップは体験から学ぶシステムなのです。
地元山口県でより良い就職を実現させるために、
インターンシップをぜひ活用してみてください。

01

あの業界に
興味があるなぁ

興味のある業界を
洗い出す
就職活動をする前に、
ちゃんと世の
中のことや会社の仕組みを勉強し

会社の雰囲気や
仕事内容・事業内容が
自分に合っているのかな…？

02

インターンシップで
体験してみる

ないと企業は選べません。その企
業を選ぶ力をつけるための方法の

インターンシップに参加して、
どのような

ひとつがインターンシップです。

人たちがどのような場所でどんな風に働

これを機に自分の興味のある仕事

いているのかを自分の目で見てみましょ

や業界を洗い出してみましょう。

う。自分にその仕事が合っているのか、
職場の雰囲気はどうか等、実際に体験し
てみましょう。

インターンシップの種類は何があるの？
インターンシップには大きく分けて就業型・セミナー型・プロジェクト型の3つの種類があります。
企業によって日数や内容が異なることがあるので、
インターンシップに参加する際はよく確認しましょう。

インターンシップの種類

就業型
●職場体験 ●職場見学
●実務体験など

日数

就業型は企業によって内容は様々で、実際に社員と同じ
3日～1週間、

業務を任されることもあれば、簡単な雑用を任されること

長期で1ヶ月間など

もあります。働くことをリアルで学ぶことができ、仕事のや
りがいや魅力、会社の雰囲気を感じることができます。

セミナー型
●企業紹介
●業界紹介など

セミナー型では会社説明会やオフィスの見学をしたり、
半日～1日

2

現役の社員から仕事の内容ややりがい、会社の雰囲気
などを聞くことができます。比較的参加人数も多く気軽に
参加することが可能です。

プロジェクト型
●企業立案 ●課題解決
●グループワーク
●プレゼンテーションなど

内容

プロジェクト型は学生数名でプロジェクトチームを作り、
長期。

企業から与えられる課題に取り組みます。課題は企業に

会社によって異なる

よって様々で、企画の立案であったり、新商品の開発、
シ
ステムの構築等が挙げられます。
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●自分の希望とのギャップは？
●仕事内容はどうだった？
●実際に働いてみた感想は？

自分がやりたかったことと
マッチしていたか考える

インターンシップを終えて、自分がやりたかったことだったのか、職場の雰囲
気や事業内容はどうだったか、ギャップはなかったかを考えて振り返ってみ
ましょう。
もし、
ミスマッチだったと感じても、
また違う企業や別の業界のイン
ターンシップに参加して、職業選択についてもう一度よく考えてみましょう。

インターンシップに
参加すると入社してからの
イメージがしやすいよ☆彡
ミスマッチを防ぐためにも
色々な企業の
インターンシップに参加しよう！

ここで頑張りたいです！
どうぞよろしく
お願いします！

04

就職への意欲を高め
将来の自分づくりに繋げる

インターンシップに参加すると就職活動のスイッチが入っ
たり、
その業界に進むきっかけになったり、就職への意欲
が高まることでしょう。中にはインターンシップに参加した
企業に就職するケースも珍しくありません。
この体験を通
じて自分を見つめ直し、
将来の自分づくりに繋げましょう。

インターンシップに
参加する企業について
企業サイト等で
事前に調べておく！

企業の住所や道のり
交通機関を
把握しておくと◎

自分の参加する
インターンシップの
プログラムは確実に
確認しておこう！

不明点は
後回しにしない！
報告・連絡・相談は
しっかりと！

時間・締切は必ず守ろう！
万が一、
遅刻する場合は
早めに電話で連絡を！

インターンシップを受け入れて
もらっているということを忘れず
常に感謝の気持ちを持とう！

あいさつ・返事は
ビジネスの基本！
明るくハキハキと♪

社会人は色々な場所で
自己紹介をする
機会があるので
準備をしておこう！

3
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01

インターンシップ
Manners

電話
お礼 の方法
状
わか の書き方
らな〜
い！

事前準備と心がけ

インターンシップに参加するにあたって、事前準備は必要
不可欠です。失礼の無いようにしっかりマナーを身につけ
ておきましょう。

インターンシップに参加する企業について調べておく
参加する企業について、実際にどういった事業を行っているのか知らないことが多いと思います。
あらかじめ企業サイトやインターンシップサイトから、企業情報を調べておきましょう。

企業の住所・交通機関を把握しておく
インターンシップにいざ参加…と思ったら、当日場所が分からなくて遅刻！！なんてことのないように、参加会場・企業の住所を
把握しておきましょう。遠方にあり、交通機関を利用しなければならない場合は、駅からの道順も地図等で調べておきましょう。

プログラムの確認をしよう
自分の参加するインターンシップのプログラムは、
しっかり確認しておきましょう。企業ごとに様々なプログラムを用意しています
ので、企業調べと並行して行うと、実施内容が明確になり、
よりスムーズに取り組むことが出来るでしょう。

あいさつ・返事は明るくハキハキと
挨拶・返事はビジネスの基本です。
シーンに合わせた挨拶や返事をすることで、相手に良い印象を持ってもらうことが出来るの
です。
また退社時は、無断で帰らず、上司や担当者、周囲の方に許可を得てから、
「お先に失礼いたします」
と挨拶をしましょう。

不明点は後回しにしない！報告・連絡・相談はしっかりと
インターンシップ先で業務を行う中で疑問点や不明点が発生した場合、
ためらわず直ぐに担当者に相談をしよう！
きちんと報告・連絡・相談をすることで周囲と情報共有ができ、
トラブルも回避できます。

自己紹介を準備しておく
社会人は色々な場所で自己紹介をする機会があります。いざ自己紹介となると何を話したら良いのか、その場でフリーズ…と
いった事が無いように、事前にシュミレーションをしておくことが大切です。話す内容は、簡単なプロフィールや普段学校で取り
組んでいることなど、
あまり難しいことは考えず、
あくまでコミュニケーションの一環として、気軽な気持ちで臨みましょう。
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02 身だしなみを整える
MAN

社会人として、身だしなみが整っているかどうかで第一印
象が左右されます。、
ここでは男女別で一般的なスーツの
着こなしについてのポイントを説明します。

WOMAN

清潔感のある
ヘアスタイル

長めの髪は
1つにまとめる

髪の毛が長い場合は、後ろで

奇抜な髪型・寝癖はNG!

まとめるようにしましょう。

髪の毛は短めにカットして

髪の色は明る過ぎずに。

髪の色は明る過ぎずに。

スカート・パンツ WOMAN
どちらでもOK!

落ち着いた色で MAN
まとめよう

スカート丈は膝下位置がベスト！
色も落ち着いたものを選びましょう。

スーツは、黒や紺がベスト。
ネクタイも派手すぎずシンプルな
ものを選びましょう。

WOMAN ストッキングは

予備の準備を
MAN

移動中伝線した時のために、

靴はビジネス
シューズ

予備を用意しておくと良いでしょう。

先の尖った革靴・スニーカーなどは

シンプルな
WOMAN
黒のパンプス

控えて、暗めの色をチョイスしよう。
くるぶしソックスなども避けましょう。

ヒールが高いものは避けましょう。

MANNERS

03 電話での対応！

「電話だと緊張してしまう」
「 自分の言葉遣いが心配」
と不安に感じ
てしまいがちですが、電話でのマナーとポイントをしっかり身に付
けておけば大変便利です。

静かな
場所で電話する
相手の声が聞き取りやすい静かな場所

時間帯に
気をつけよう

で電話をかけましょう。
また、電波が悪い
場所は避け、手元にメモ帳やスケジュー
ルを記入できるものを用意しましょう。

声のトーンで
好印象に

企業に電話をする際は、営業時間などを

電話での会話は、ハキハキと明るく喋り

事前に確認しましょう。始業前や夜遅く

ましょう。声が小さいと、相手にうまく伝

は、営業時間外になっている事がありま

わらないことがあります。
また、事前に話

す。
また、始業直後や、
お昼なども電話に

す内容をまとめておくと慌てずに話すこ

出られない時があるので注意！

とが出来ます。
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SITUATION.1

SITUATION.2

インターンシップの
申込み電話をする場合

電話したら担当者が
不在だった場合
お待たせいたしました。
ただ今担当者が席を

お電話ありがとうございます。株式会社〇〇です。
受付

外していまして。折り返しお電話させましょうか？
受付

改めてこちらからお電話させていただきます。

お世話になっております。

○○様は何時頃お戻りになりますでしょうか？

私〇〇大学〇年の〇〇〇と申します。
〇月〇日に開催されるインターンシップの件で
お電話させていただきました。

学生

学生

ご担当の〇〇様はいらっしゃいますでしょうか？

○時頃に戻るかと思います。
受付

かしこまりました。少々お待ちください。
承知致しました。
それでは○時頃に

受付

改めてご連絡させていただきます。
ご対応いただきありがとうございました。
失礼いたします。

学生

お電話代わりました、〇〇です。

担当者が不在の場合は、都合の良い
時間を聞き掛け直す旨を伝えましょう。

担当

お世話になっております。

SITUATION.3

私〇〇大学〇年の〇〇〇と申します。
〇月〇日に開催されるインターンシップの件で
お電話させていただきました。

学生

企業から着信があり
折返し電話する場合

ただいまお時間頂いてもよろしいでしょうか？

要件はハッキリと簡潔に。担当者が出たら、
再度大学名と名前を名乗りましょう。

私〇〇大学〇年の〇〇〇と申します。
先程、〇〇様
からお電話をいただき、折り返しさせていただき
ました。〇〇様はいらっしゃいますでしょうか？

学生

では〇月〇日〇時に伺わせていただきます。
お忙しい中お時間を割いて頂きありがとう
ございました。何卒よろしくお願いいたします。
失礼いたします。

お電話代わりました、〇〇です。
学生

受付

お忙しいところ失礼致します。私〇〇大学〇年の

参加が決まったら、日時と参加場所、必要なものを
聞いてメモを取ろう。お礼の言葉と挨拶は忘れずに！

〇〇〇と申します。先程、
お電話を頂いたご用件を
伺いたく、折り返しのお電話をさせて頂きました。
ただいまお時間頂いてもよろしいでしょうか？
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学生

MANNERS

04 お礼状の書き方

謹啓
貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
○月○日から○日間に渡り、貴社のインターンシップで大変貴重な経験をさせていただき
誠にありがとうございました。
○○様をはじめ、社員の皆様も至らない私の為に貴重なお時間を割いてくださり、心より
御礼申し上げます。
この度の就業体験を通して、私たちの身の回りにある商品やサービスが、様々なアイデアや
技術によって生まれているのだと学ぶことができました。
また、営業の業務を隣で拝見させていただいた際には、電話応対の基本を教えていただき
社会人という立場になることの責任感を改めて実感することができました。
大変ありがとうございました。改めて厚く御礼を申し上げます。

敬

具

名前 ○○ ○○○

○○大学○○学部○○学科○年

結語

末筆ではございますが、貴社のご発展と皆様のますますのご活躍をお祈り申し上げます。

令和○○年○月○日

○○ ○○○樣

株式会社○○○○○○
人事部

署名

頭語
主文
日付
宛名

インターンシップを終えたらまずはお礼状を出しましょう。
お礼状は、
企業に就業体験をさせてくれたことへ感謝の気持ちを伝える役割が
あります。
ここでは、例文を使って気をつけるポイントを紹介します。

POINT

POINT

POINT

コピペはNG!主文は
自分の思いを伝えよう

書き間違えたら
新しい紙に書き直そう!

インターンシップ終了後
お礼状は早めに出そう！

定型文や例文をそのまま真似した文章

お礼状を書き間違えてしまった場合は

インターン終了日～3日以内には出し

は逆に印象が悪くなってしまうことも

修正テープなどで消すのではなく、新し

ましょう。無地の便箋・白無地の封筒を

…。インターンシップで経験したことを

い紙に書きなおしましょう。誤字脱字に

あらかじめ用意しておこう！便箋は縦書

盛り込んで、具体的に書くことで感謝の

も気をつけよう！

き・線入りタイプがおすすめ！

気持ちが伝わる！
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シップQ&A

あなたが気になっているインターンシップの疑問をズバッと解決しちゃいます！

Q,インターンシップの目的って何?
A・ 企業や業界の理解を
深めることで入社後の
ミスマッチを防げる！

複数の企業に
応募してもいいの?

インターンシップは、学生自身がやりたいことを

Q,

見つけたり、業種選びの参考にしたりするために行う
「就業体験」
のことです。
体験を通じて、企業や業界について
理解を深めてもらうことを

A・ もちろん
問題ありません！

目的としています。

気になった企業はいくつかピックアップしておくと良いでしょう。
体験期間やプログラムの詳細をしっかり確認して、
インターンシップの
準備はバッチリ！

スケジュールにまとめておくと、日程調節がしやすいでしょう。
企業によっては1年中募集しているところもありますが、
夏休み（サマーインターン）や春休み（スプリングインターン）
などの長期休みに多く実施しています。
気になっている企業があれば忘れずにしっかり
日程確認しておきましょう！！

Q,明るい髪色やアクセサリーはNG?
A・ 就職活動と同様、避けたほうがよい
インターンシップは、
「私服参加OK・髪色自由」
の企業も少なくは
ありません。
だからといって、明るい髪色や派手なピアスなどは
ビジネスシーンには不向き。黒髪もしくは暗めの茶色、
ピアスは外して
参加するのが無難です。服装も過度な格好は避けて、就職活動と同様に
スーツで参加すると良いでしょう。
ただし、受入れ先の企業によっては
動きやすい格好や私服で参加する場合もあるので事前に問い合わせておこう。
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事前の情報収集は
しっかりと行おう♪

Q,どんな費用がかかるの?
A・ 交通費や昼食代などが
必要な場合があります
中には、交通費免除や昼食が出る企業もありますが、県外や海外の
インターンシップとなると宿泊費がかかることも。
大体の企業は公共交通機関や自家用車を使用した際に交通費を
支給されることが多いため、通勤に利用した公共交通機関の
領収書などは大切に保管するようにしましょう。

会社の方はどういう所を
気にしているの?

Q,

A・ ビジネスマナーや言葉遣いを
気にしているしていることが多い
「敬語などの言葉遣い」
「あいさつや返事」
「期限や時間を守る」
など、
社会人としての基本的なマナーを気にしています。
インターンシップ中は、多くの人や社会人と接することがあり
初めての業務で緊張する場面も多くありますが、
出社・退社時のあいさつは明るくハキハキと、
報告・連絡・相談（ホウレンソウ）
は
しっかりと行いましょう！

Q,学業と両立できるか心配

•
•
•

A・ スケジュール管理で
両立しよう！
インターンシップは、簡易的な体験が可能な
短期プログラム（1日～1週間程度）
と、

遅刻や急な欠席の時って
どうしたらいいの?

Q,

A・ 速やかに連絡しましょう

さらに実務的な業務体験が可能な

インターンシップを欠席・遅刻する場合は、

長期プログラム（1ヵ月～数ヵ月程度）
があり

必ず事前に電話で企業へ連絡を入れましょう。

自分に合った日程を選ぶことが可能です。

連絡の際は
「休みます」
「遅れます」
だけでなく、

長期休暇の際に参加するなど

具体的な欠席・遅刻理由をしっかりと伝えましょう。

スケジュール管理をしっかり行っておけば

無断欠席は絶対にNG。社員だけでなく

効率よく進めることができるでしょう。

大学や、他の参加者にも大きな迷惑が
かかってしまうことを忘れず
責任を持った行動を心がけて！

えて！！
もっと教

LINE@で就活やインターンシップの質問募集中！
LINE@で就活プレスを友達登録すると、就職活動やインターンシップについての質問やお問い合わ
せ、
お申し込みが可能に！！掲載されていない質問もLINE@ならいつでも聞くことができます。

登録はこちら▼

「インターンシップの日程が合わなかったらどうしよう」
「まずは会社の資料が見たい！」
など不安なこと
にも就活プレススタッフがお答えします。
さらに、就活に役立つ情報も随時お届け予定!あなたのお友
達登録待っています♪

登録方法

右記のQRコードを読み取るもしくはID「@ull8321g」
を検索して友達登録してね！
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