
プレ・インターンシップ体験報告書  
 

提出日  平成 30 年  9 月 2 日 

学生氏名                佐藤 彩乃   （学科） 公共社会   （学年） ２年 

体 験 先 【1】田川市石炭・歴史博物館 

                                          

 私は今回プレ・インターンシップに、自己管理能力や計画力、課題発見力を身に付

けることや、社会に出て働くということについて学ぶために参加をしました。 

体験先には、田川市石炭・歴史博物館を選びました。理由としては、1 つ目は、まちづ

くりや観光に興味があったため、田川市を象徴し、観光の拠点となりうる場所で学び

たいと思ったからです。2 つ目は、田川市についてより深く知りたいと思ったからです。

田川市石炭・歴史博物館では田川市教育委員会の方が働いていました。実際、その場

所で働いてみて、１つのことをやり遂げるのには沢山の人が関わっていることや、仕

事を任されることの楽しさ、できることや知識が増えていくことの嬉しさを学びまし

た。体験期間中は１日を振り返り、反省を次の日に生かすことを大切に毎日を過ごし

ました。「良かった点、悪かった点」、「なぜ悪かったのか、どうすれば改善できるのか」

を考えて行動しました。そうすることで、翌日、「今日も１日頑張るぞ」とやる気や向

上心が湧き、積極的に行動できました。そのため、はじめは出来なかった自分から仕

事を探すことや、自分の納得のいくまで物事をつきつめていくこと、客観的に状況を

とらえ、課題を発見し、解決策を考え、実行していくことができるようになりました。

インターンシップ生としての自分の立場を自覚し、挨拶をしっかりすることや朝早く

起きること、自分がすべきこと・してはいけないことを考えて行動することで自己管

理能力も身に付けることができたと思います。最終日のプレゼンテーションの際、担

当の方が体験談をもとに公務員として働く際には部署の異動も多いため、自分が初め

てふれるような分野の仕事をしていかなければならない場面もあるということを教え

てくださいました。しかし、自分が初心者だということは「市民の方の目線」からみ

たらわかりませんし、「初心者だからできない」というのは通用しないそうです。私は

公務員として働くことを将来の視野に入れています。知らないことやできないことも、

知ろう、できるようになろうという努力をすること、常に学んでいく姿勢をとり続け

ることが大切だということを感じました。今回学んだ、知識を得ることやできるよう

になることの楽しさや喜びを忘れずに「学び続ける」ことをしていきたいなと思いま

した。                                    

 ５日間を通して、自分から率先して行動すること・自分を律して行動すること・向

上心を持って行動することができました。これからの大学生活、また社会人になって

も様々なことに挑戦しつづけ、向上心を持って行動していきたいです。また、今回教

えていただいた、ゴールを決めてから計画を立て、物事を常に行っていきたいと思い

ました。様々な貴重な体験をさせてくださり、たくさんのことを学ばせていただいた

石炭・歴史博物館の皆様には本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうござい

ました。                                       

体験報告書を大学ＨＰに掲載してもいいですか。 （ はい ・ いいえ ） 



プレ・インターンシップ体験報告書  
 

提出日  平成 30 年 9 月 5 日 

学生氏名               山本 志乃舞                   （学科）公共社会学科 （学年）1 年 

体 験 先 【１】田川市役所 選挙管理委員会 

 私が今回インターンシップに参加しようと思ったのは、将来の夢についてあやふや

だったからです。周りには将来何をするのかしっかり決めている人もおり、焦りを感

じていました。目的として私は公務員志望であったので、市役所の業務内容や雰囲気

を知りたいという気持でした。プレ・インターンシップをするにあたって事前活動で

ビジネスマナーも学び、私には足りないものが多いと感じたので、そこで気づけたこ

とも学んでいこうと思いました。実際に田川市役所で５日間体験をさせていただきま

したが、多くの体験から多くのことを学ぶことができました。その中で田川市役所の

選挙管理委員会の社会的意義を日々の活動に感じました。田川市だけでなく日本全体

の投票率が低下傾向にある中、職員の方々は投票率を上げるために企画や会議を行っ

ていました。その企画を私も手伝わせていただきましたが、なかなかいい案が思い浮

かばずに苦労しました。しかし、自分の考えた案が出されたときはやりがいを感じま

した。その案が採用されるかは分かりませんが、頑張って案を出したので、会議とい

う場にも出されたことにやりがいを感じました。                  

 体験期間中に１番嬉しかったことは中・高校生向けにチラシを作ったことです。チ

ラシを作ったことが初めてであり、また初めて一人で業務を行いました。その業務を

最後までやり遂げたことがうれしかったです。また企画作成の際に担当者の方に自分

から意見を伝えると、積極性の姿勢がいいと褒められました。また、反省したことは、

目印を付箋に書きそれを資料に貼るという作業がありましたが、次の作業を考えてい

なかったので付箋を貼る作業に時間がかかってしまいました。その反省から次は、後

先考えながら作業を行うことが大事だと学ぶことができました。反省し、次に生かそ

うとできたことに成長を感じました。                       

 プレ・インターンシップ体験を通して改めて気づいたことがあります。まず自分の

長所は業務を粘り強く続けることです。途中で集中力が切れるようなことが多々あり

ましたが、最後までやり遂げることができました。そして足りないものはコミュニケ

ーション力です。職員の方と話すことはありましたが、自分から話しかけることがな

かったです。企画などをした際にプレゼンもしなくてはなりません。その際にコミュ

ニケーション力がないと聞き手に分かりやすく伝えることができません。そのためコ

ミュニケーション力を上げられるよう、多くの人と積極的に話していきたいです。将

来、公務員志望でしたが知らないことが多いと感じたので、もっと調べて焦らずに目

標を決めていきたいです。                           

 最後に、忙しい中私を受け入れてくださった田川市役所の職員さんには感謝してい

ます。業務のことだけでなく、選挙のことや公務員のことについても話してくださり

とてもためになりました。大学もこの機会を設けてくださり感謝しています。指導も

あったので不安を軽減して体験に取り組むことができました。 

体験報告書を大学ＨＰに掲載してもいいですか。 （ はい ・ いいえ ） 



プレ・インターンシップ体験報告書  
 

提出日  平成 30 年 9 月１２ 日 

学生氏名               中野 綾香         （学科）社会福祉学科 （学年） ２ 年 

体 験 先 【2】飯塚市役所 

 プレ・インターンシップでは社会人基礎力を身につけることを目標として掲げました。

通常の大学生活の中でなかなか学べない社会人のコミュニケーションや言葉遣い等を

具体的に学ぼうと考えていました。事前研修では名刺の受け取り方等、実践的に学ぶこ

とができ、インターンできちんと生かすことができました。実際の職員の方々の様子を

拝見させて頂き、二つのことが印象的でした。一点目は冷静さです。総務課でインター

ンを行っていた時、市民の方からクレームのお電話がありました。内容は「自分は足が

悪いので市役所内の障がい者用の駐車場にてタクシーから下車したものの、近くにいた

係員が全く手伝ってくれなかった」というものです。係員の方は委託されている高齢者

雇用の方で、市役所職員ではありませんでした。しかし、職員の方はその方からのお言

葉を真摯に受け止め、謝罪されていました。また、その後も委託業者に連絡をし、指導

を行っている姿は大変印象的でした。市民の方からのクレームにきちんと謝罪する冷静

さはとても必要なこと感じています。二点目は臨機応変に対応する力です。イベント会

場や日程調整等のハプニングが生じた際も、職員の方々は迅速に電話連絡・日程調整を

行い対応されていました。プレ・インターンシップの中で、様々な経験をさせて頂きま

した。高齢介護課ではケア会議に参加させて頂きました。一人ひとりのケースについて

助言者等を交え真剣に意見を交換し合っており、私も感想を述べさせて頂き、貴重な体

験をすることができました。介護予防教室では住民の方と接し、当初は緊張していまし

たが職員の方を見習い笑顔で交流しました。すると、相手の方も笑顔でお話をしてくだ

さり、帰り際ではインターンを応援してくれたことが大変嬉しかったです。また資料作

りや在庫確認等は力仕事であったが効率的にこなすことを心掛けました。素早く仕事が

終わると職員の方は業務を与えてくれ、様々な経験をすることができました。総務課で

はアンケート集計から土地統計に関する資料作りなど幅広い業務をさせて頂きました。

また、他の市役所の庁舎案内に同行し、職員の方の説明を受け、屋上から電気室等の珍

しい場所も見学することができました。色んな業務がある総務課は他の課の人と協力を

しながら、飯塚市をより良くしていこうという強い思いが見えました。まちづくり推進

課では二瀬交流センターで活動をしました。体育大会の備品整理等の力仕事も多く、と

ても苦労しました。また、近隣の大学生と協力した中学校の学習支援にも参加させて頂

き、多くの子供たちと触れ合うことができました。インターンを行い、自分自身を見つ

め直す機会ができました。元気な挨拶・はきはきと話す等は職員の方に言われ、長所と

して再認識しました。しかし、業務を行う上で集中力が欠けやすい等の短所も改めて気

づきました。そのような課題を今後の学生生活で改善できるよう、勉学やサークルの活

動等で培っていきたいです。また、三課とも市民の方に真摯に向き合い、丁寧に対応し

ていく職員の方の姿は非常に印象的になりました。将来「公務員」になり市民の方を支

える、という希望がより強くなるインターンシップになりました。                                          

体験報告書を大学ＨＰに掲載してもいいですか。 （ はい . いいえ ） 



プレ・インターンシップ体験報告書 

 
提出日  平成 30 年 9 月 11 日 

学生氏名               梅山 直寛   （学科）公共社会学科  （学年） ２年 

体 験 先 【3】直方市役所 

 私は、このプレ・インターンシップを受ける前、職業に対して漠然とした考えしか持っていませんでし

た。まず、働くとは何かという点から考えなければならないと思い、今春アルバイトを始めました。ただ、

そこから学んでいるのは「労働」という観点のみで、「職業」という視点からは考えることがそう多くあ

りませんでした。そうした点から、今回のプレ・インターンシップを受けることを決めました。また、将

来どのような職に就きたいのか、どういった進路に進むのか、といった自身の人生そのものに関わること

がらに対して、あまりイメージを膨らませることがありませんでした。そのため、職に対する見識を深め

る目的も持って受講するに至りました。体験先の直方市役所では、初日から直接的に業務に携わらせて頂

き、統計調査の書類を数えるなどの事務作業を携わらせて頂いたり、夏休み期間であったこともあり小学

生のカヌー教室のお手伝いをさせて頂いたり、直方市役所内の総合案内所でのお客様応対を体験させても

らったり、更には直方駅にある観光案内所での案内を手伝いました。全期間を通して大変だったことは、

様々な部署でお世話になった際に、必ずと言っていいほど最初は緊張が解けなかったこと、Excelへの入

力といった事務作業を行っている際に「これで問題はないのだろうか？」といった自身の業務への不安が

あったことでした。また、直方市役所での体験で気づかされたことは、市役所の仕事と一口に言っても非

常に多岐にわたるものであったことを、知ることが出来たことです。更には、商工観光課や企画経営課の

方々が、直方市の魅力を、パンフレットなどを通して積極的に推し出していたことでした。市役所の仕事

は、市民が快適に過ごせるように、かつなるべく市民からの要望に応じようとする意志を持って、職責を

全うしようとしていることが、短期間ながらもひしひしと伝わってきました。             

 直方市役所での体験では、いくつか印象に残る事柄がありました。まず、総務課での事務作業を体験さ

せて頂いた時、書類の数を数える作業がありました。ただ数を数えるという単純作業、そんな甘い考えも

その作業をやり始めた時にはありましたが、実際にやってみると非常に大変なものであったこと、それと

同時に、普段この作業をする人たちに感謝したくなりました。そこから一つ一つの事柄に、誰かの手が関

わっているというのを、身をもって知ることができました。段々と慣れてくるにつれて、効率的なやり方

を見いだそうと動くことも出来るようになりました。次に、総合案内所での出来事で、離婚届・婚姻届を

手渡す業務がありました。そもそも、婚姻届や離婚届を総合案内所で手渡していることを知らなかった私

は、そのことに驚きました。期間中、離婚届を求める親子連れが現れました。離婚届を求めてきた人に諸

説明を終え、離婚届を封筒に入れている時でした。ふと、お子様と目が合いました。封筒を親に手渡し、

親に引かれていくお子様の姿を見た時、自分は他人の人生の節目に立ち合っていたことを気づかされまし

た。                                              

 今回のプレ・インターンシップを通して、自分は誰かの役に立つ職業に就きたいと感じました。それが

どんな職業かは未だ模索中ですが、この体験が自分の職業観を、靄がかかっていたものから、少し視界の

開けたようなものにしてくれたことに変わりはありません。今後、様々な職業への見識を更に深め、自身

の生活習慣を見直すと共に、将来就きたい職を本格的に考えたいと思います。最後に、大変忙しい中受け

入れてくださった直方市役所の方々、諸連絡や日程調整をして下さいました就業力向上支援室の皆様、本

当にありがとうございました。                                   

体験報告書を大学ＨＰに掲載してもいいですか。 （ はい ・ いいえ ） 



プレ・インターンシップ体験報告書  
 

提出日  平成 30 年 9 月 7 日 

学生氏名               向原 夏輝                     （学科）公共社会学科 （学年）1 年 

体 験 先 【４】鹿児島県庁 

                                          

 私は、地域振興がしたいという思いから、地方公務員になりたいという将来の夢を

もっていました。しかしながら、公務員の方々が具体的にどのようなお仕事をされて

いるのかについて、正直よくわからない部分も多いと考えておりました。そこで、本

当に公務員になりたいのであったらどんなことをしているのかを知る必要があると考

え、インターンシップに参加させていただきました。また、プレ・インターンシップ

の説明会で、今まで履修された先輩方の話を聴き、自分も経験を積んで先輩方のよう

に成長したいと思ったことも、参加の大きな動機となりました。                                          

 実習で最も印象に残ったことは、県庁の業務は非常に多岐にわたっているというこ

とでした。私は、中小企業・小規模企業の振興などの仕事をする、商工労働水産部・

商工政策課で実習をさせていただいたのですが、その中だけでも、砂利や岩石の採取

の認可や、採石場のパトロール、商工会・商工会議所への支援や指導といった、お話

を伺うまでは全くイメージになかった業務を行っていることを知りました。私が実際

に携わらせていただいた仕事のなかにも、私の想像の中になかった仕事がたくさんあ

りました。例えば、再開発が行われる地区の現地視察にカメラマンとしてついて行か

せていただいたときには、再開発によって周辺にどのような影響があるか、その対策

のためにどのようなことが必要なのかを、自治体がしっかりと指導することによって、

私たちの生活が守られているのだということを知ることができました。                                      

 私が、実習中嬉しかったことは、商工政策課が携わったセミナーに出席していただ

いた方に回答していただいたアンケートをまとめる作業をした後に、職員の方から「あ

りがとう」という言葉とともに、私のした仕事がどのように役に立ったかを伝えてい

ただけたことです。県民からいただいた大切な税金で行っていることだから、アンケ

ートの分析を通して、セミナーをよりよいものにしていく責任がある、というお話を

作業の前に伺っていたのですが、その過程に自分も携わることができたということに、

大きな達成感を感じました。                                           

 実習を通して、県庁の仕事が、県民の生活を守ったり、向上させたりすることに直

結した仕事だと感じ、以前よりも、一層、地方公務員として働きたいという気持ちが

強くなりました。今回のインターンシップでは、スピーチなどのとき、自分の言おう

と思っていたことがあっても、わかりやすく伝えることができないといった、発信力

に課題があるとわかったので、大学生活などを通して補強していく必要があると感じ

ました。そのことに気づく環境を与えてくださるとともに、お仕事について教えてく

ださったり、質問への対応をしてくださったり、セミナーや現地視察に連れていって

くださったりした県庁の方々、また、県外へのインターンシップということで煩雑な

手続きをしてくださった就業力向上支援室の方々に、心より感謝申し上げます。                                          

体験報告書を大学ＨＰに掲載してもいいですか。 （ はい ・ いいえ ） 



プレ・インターンシップ体験報告書  
 

提出日  平成 30 年  9 月 10 日 

学生氏名                   稲本 聖菜   （学科）社会福祉学科   （学年） 1 年 

体 験 先 【5】社会福祉法人 田川市社会福祉協議会 地域包括支援センター 

 私は将来、福祉関係の職に就きたいと考えている。しかし、福祉の仕事について詳しく

は知らない。そのため、具体的な職種や分野、今後学んでいきたいことが全く想像できず、

とても不安でいる。そこで今回の職場体験を通して、自分のこれからについて考えていき

たいと思い、プレ・インターンシップを履修することにした。    

 プレ・インターンシップでは本当にたくさんのことを教えていただいた。体験前に比べ

ると、知識が増え、福祉の仕事や働くことについてのイメージを持つことができるように

なった。５日間を終えた今でも、３職種、コーディネーター、ケアマネージャーのみなさ

んが、それぞれの役割を担い、情報交換を行いながら連携して仕事をされている場面が印

象に残っている。休憩時間も会話が飛び交い、コミュニケーションが欠かせない現場だと

感じた。職員の方が、『住民との交流を通じて信頼関係を築かなければ、地域の課題は見え

てこない』という話をされた。実際に公民館活動に参加した際も、私は会話を楽しむだけ

であったが、職員の方はもっと多くのことに気を配られていた。地域の方々との会話の様

子を見ていても、話すスピードや声の大きさ、表情など、意識せずに相手の聞き取りやす

い話し方をされていた。そこが私には全然足りないところだと気づいた。対象者である高

齢者は、自分より知識も経験もある方々で、そこをきちんと理解して関わっていかなけれ

ばならない。だから、人間力や対人スキルのほかにも、自身の経験が必要であると学んだ。

今回、大きなイベントにも関わらせていただいた。イベントの準備・補助も社会福祉協議

会の仕事の 1 つだと知り、仕事内容の幅の広さに驚いた。私は、前日の準備で積極的に動

くことができなかった。ほかのスタッフの方ともなかなかコミュニケーションを取れず、

悔いが残った。そこで、本番ではスタッフや地域の方々とコミュニケーションをとること

を目標に、受付の仕事をさせていただいた。とても大事な役割だったので、責任を持ち、

お客さんに笑顔で明るく接することを意識した。イベントには思っていた以上に多くのお

客さんが来てくださった。とても忙しかったが、積極的に動いて、会話もたくさんし、み

なさんに喜んでもらえたのでやりがいを感じることができ、嬉しかった。イベントは大成

功で、このような機会に参加できたことは、とても貴重な経験となった。 5 日間で私は、

地域包括支援センターのみなさんをはじめ、本当にたくさんの方にお世話になった。社会

福祉協議会、市役所、グループホームの職員さんからも、仕事について話を聞かせていた

だく機会があり、毎日新しい学びの連続だった。みなさんの話を聞いて、福祉といっても、

様々な分野、職種があることを改めて知った。また、どこかでつながっているから、1 つの

分野にこだわらず、広く学んでいくことが大切だということを胸に、今後の学びに生かし

たいと思った。そして、私の今後の課題である、積極性やコミュニケーション力を改善す

る努力をし、学生生活を送りたいと思う。そのために、今後、ボランティア活動にたくさ

ん参加し、経験を多く積んでいきたい。4 年間でいろいろな体験をし、自分の将来について

時間をかけて考えていきたい。                              

体験報告書を大学ＨＰに掲載してもいいですか。     （ はい・ いいえ ） 



プレ・インターンシップ体験報告書  
 

提出日  平成 30 年 8 月 20 日 

学生氏名               鍋倉 悠那       （学科）人間形成学科  （学年） １年 

体 験 先 【6】社会福祉法人豊徳会(児童発達支援センターきらり) 

                                          

 私はこれまで子供の心理面を支援する仕事に就きたいと考えていましたが、具体的

な職をイメージすることは出来ていませんでした。今回、児童支援の現場を経験する

ことで、より具体的に自分の将来の仕事を考えると同時に、自分に足りていない能力

を自覚し克服するきっかけにしたいと考えて参加しました。私は学校在学中の特性の

ある児童を支援する放課後等デイサービスの現場で２日間、特性のある幼児の療育を

行う児童発達支援の現場で３日間、体験させていただきました。                                         

 児童発達支援の子供たちと接する中で、発達障害の特徴にかなり個人差があること

が分かりました。子供たちが指示されたことが出来ない時に、私がいたことでいつも

と違う環境になりその日だけ出来なかったのか、その子自身の障害の特徴なのかを掴

めずどのように対応して良いか戸惑ってしまったことがありました。発達障害の症状

の重さやその子の家庭環境、性格など様々な要素を考慮して支援していかなくてはな

らないため、一人一人に合った接し方を工夫することが重要であると気付き、支援の

難しさを感じました。私は現場で出来る限り子供たちの特性の違いを把握し、それぞ

れの子供たちに合わせた呼び掛けや注意の方法、タイミングで接するように心掛けま

した。                                       

 放課後等デイサービスで活動する中で、子供が攻撃的に振る舞う場面がありました。

その時は行動を注意したのですが、状況を振り返るとその子にとってはその子自身が

攻撃した正当な理由があり、それを汲み取る必要があるのだと反省しました。職員の

方々の対応を見ていると子供たちが攻撃や暴力的な発言など、学校の現場では「問題

行動」と言える行動を取った時には強く注意しても、絶対に「問題児扱い」をしない

ことが分かりました。子供たちが自己肯定感を持てるように接しなくてはいけないこ

とを知識では理解していましたが、その時に初めて実感することが出来ました。                                         

 これまでの体験を通して、子供たちが今この場だけでなく将来、大人になり社会生

活を送っていくための支援が必要なのだということに改めて気付きました。子供たち

の支援は長期的に特性や変化を観察する必要があり、数日接しただけでは適切な援助

を行っていると確信を持つことは出来ませんでした。今回の体験で、子供たちに積極

的に話しかける、分からないことがある時にはすぐに職員の方に尋ねるなど自分から

動くことでより良い支援の方法を探ることにつながることを学びました。しかし、周

囲の状況を把握することが遅れて指示されてから動いた場面もあり、情況把握力を身

に付ける必要があると反省しました。実際に児童発達支援の現場を体験し、具体的に

自分に足りていない力を自覚することが出来、私にとって貴重な体験でした。今後も

ボランティアなど様々な体験に参加し、子供たちの支援を行うために多くのことを学

んでいきたいと考えています。本当にありがとうございました。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

体験報告書を大学ＨＰに掲載してもいいですか。 （ はい・いいえ ） 



プレ・インターンシップ体験報告書  
 

提出日  平成 30 年 8 月 30 日 

学生氏名               吉丸宏美         （学科）看護         （学年）1 年 

体 験 先 【６】 社会福祉法人豊徳会 児童発達支援センターきらり 

                                          

 福岡県立大学に入学してから参加したボランティアの中で、発達障害をもつ子ども

との接し方に戸惑うことがあったため、発達障害をもつ子どもとかかわる方法を学び、

子どもの個別性への理解を深めたいという思いから体験先を選択しました。    

 実際に働かせて頂くと、知っている人が一人もいない慣れない環境で、子どもとの

接し方がわからず、予定されているプログラムについていくだけで一日目が終わって

いました。何をしたらよいのかわからず、一人で困っていることも多かったです。   

 しかし、一日目の振り返りを経てこのままではいけないと、二日目の途中から、施

設の先生へ質問や確認を行い、自分から行動することが増えてきました。そうするこ

とで、子どもや先生方から話しかけて頂くことが増えました。先生方が話されている

中で、子どもの成長について自分のことのように喜ばれていたり、大人になったとき

のことを考えて、いけないことはいけないと教えてあげることが重要とおっしゃって

いたりしたことが心に残っています。体験の中で特に嬉しかったのは、子どもたちに

名前を呼んで話しかけてもらったことです。子どもたちの笑顔に助けられながら体験

を続けることができました。                           

 この体験を通して、私が発達障害をもつ子どもとのかかわりに重要だと思ったのは、

積極性と観察です。一つ目の積極性は、様々な障害の特性と性格を持つ子どもたちが

いるため、自分からかかわりをもとうとしないと、同じ施設にいても一言も言葉を交

わさない場合があったことから必要性を感じました。子どもたちを一人の人間として

認め、積極的にかかわりをもとうとする姿勢は、子どもたちとかかわる上で不可欠な

ものです。二つ目の観察は、子どもの行動の根拠が、障害の特性か、性格か、その日

の体調によるのかを見極めるためには、子どもを細かいところまで観察することが必

要であると感じたからです。また、体験最終日の成果発表でまとめのスピーチを行っ

た際に、先生から、初日よりも笑顔が増えて、子どもたちとのかかわり方が改善され

ていたと言って頂きました。やはり笑顔は、子どもと接する際には必須であるのだと、

実際に子どもと接する時間を長くもつことで気づくことができました。今後はこの体

験をもとに、子どもと接する機会には積極的に笑顔で接し、子どもの些細な変化も見

逃さないような観察眼を磨いていきたいと思います。そして、将来看護職として働く

際には、その磨いたスキルを子どもはもちろん、多くの人のために役立てたいです。  

 最後になりましたが、業務でお忙しい中、質問に答えて頂き、子どもについて教え

てくださった先生方、毎日振り返りの時間を作ってくださった担当者様、そして、体

験先の選定に始まり、研修や疑問点の対応をして頂いた福岡県立大学のスタッフに感

謝致します。プレ・インターンシップに参加して本当によかったです。ありがとうご

ざいました。                                

体験報告書を大学ＨＰに掲載してもいいですか。 （ はい ・ いいえ ） 



プレ・インターンシップ体験報告書  

 
提出日  平成 30 年 9 月 21 日 

学生氏名                  砂原 里南      （学科） 人間形成学科   （学年）２ 年 

体 験 先 【7】介護老人保健施設 あけぼの荘 

 私は、自分の新たな経験にしたい、社会において求められることを体験したいと考え、

プレ・インターンシップに参加しました。以前から高齢者心理学に関心があったため、

高齢者との関わり方やコミュニケーション方法を学びたいと思い、介護老人保健施設あ

けぼの荘での体験を希望しました。事前に学びたいと思っていたことは、コミュニケー

ション力や質問力、職員の方の動きなどを含め、現場の雰囲気を感じることでした。加

えて、事前研修を受けたり、実際に体験が始まったりしていくうちに、自分ができるこ

とを積極的に探して動く努力をすることやコミュニケーションをとっていく中でより

伝わりやすい会話になるようにすることも、身につけたいと思うようになりました。私

は、これらのことを心にとめながら、10 日間を過ごしました。前半 5 日間はデイケア棟、

後半 5 日間は入所棟でお世話になりました。私は主にコミュニケーションや食事介助、

配茶、体操やレクリエーションのお手伝いをさせて頂きました。初日はとても緊張しま

したが、日を追うごと利用者さんとの関わり方について自分なりに考えることができる

ようになったと思います。デイケア棟と入所棟では、雰囲気が大きく異なります。違い

を最も感じたのはコミュニケーションです。デイケアの利用者さんはご自宅で生活され

ているため、話題もたくさんありましたが、入所の方は毎日同じ生活をされているため、

なかなか話題がなく苦労しました。体験期間中に日本列島を襲った自然災害は、利用者

さんも関心を持たれ、会話を膨らませることができました。コミュニケーションをとる

時には、それぞれの利用者さんによって伝わりやすさが異なります。その為、声の大き

さやトーンなど会話に工夫をすることが必要になります。一方、主張を理解してあげら

れないことも何度もありました。そのときはもどかしさと申し訳なさでいっぱいでした。

また、食事介助では、声かけのタイミングや言葉選びがとても難しかったです。そのよ

うな中で、笑顔を見ることができたり、「ありがとう」と言って頂けたりしたときは、

とても嬉しかったです。今回の体験で、コミュニケーションはとるだけではなく、積極

的かつ相手に合わせた会話の工夫が必要であること、広い視野と臨機応変な行動の重要

性を学びました。そして、利用者さんの性格を考慮しながら、表情の変化を見て接する

こと、職員間・他職種間での情報共有や利用者と職員とで信頼関係を築いていくことが

大切であると感じました。今後の課題としては、より伝わりやすい会話を目指すこと、

もっと幅広い年代の方とスムーズなコミュニケーションをとれるようになることが挙

げられます。また、傾聴の観点からもより深く考えていきたいと思います。これらの力

を伸ばしていくために、ボランティア等様々なことに積極的に参加し、多くの人と関わ

っていこうと思います。事前に学びたいと思っていたコミュニケーション方法、質問力

については、体験前と比較すると成長できたのかなと思っています。このような貴重な

経験ができたのは、お忙しい中受け入れてくださった施設の方々、様々なお世話や連絡

等をしてくださった就業力向上支援室の方々のおかげです。ありがとうございました。                              

体験報告書を大学ＨＰに掲載してもいいですか。 （ はい ・ いいえ ） 



プレ・インターンシップ体験報告書  
 

提出日  平成 30 年 9 月 9 日 

学生氏名               山内 優実    （学科）公共社会学科 （学年）2 年   

体 験 先 【8】株式会社ギラヴァンツ北九州 

                                          

 私が今回プレ・インターンシップに参加した理由は 2 つあります。１つ目は自分自

身の視野を広げ、将来の人生設計における選択肢をより豊かなものにするため、２つ

目は自身の課題である消極的な性格を少しでも変えたいと考えたためです。大学に入

り、依然として自分自身の視野の狭さは変わることもなくあっという間に２年生。そ

んな自分にとても焦りを感じていました。「この職業、なんとなく良さそうだな」「ほ

かに選択肢もないしここでいいかな」というような曖昧で縛られた視点から脱却した

いという気持ち、またそんな自分を変えるための行動力、積極性を身につけたいとい

う一心からプレ・インターンシップに参加させていただきました。         

 実際に仕事を体験してみて、特に印象に残っているのは一人ひとりの役割の重要さ

です。ある方は営業、そしてまたある方は運営。一見するとどれも独立した業務のよ

うですが、実際はこのどれかが欠けてしまうと企業は上手く回らなくなってしまいま

す。一人ひとりが方法は違えど、同じ一つの目標に向かって地道に仕事に取り組む姿

に働くという本質を見たような気がしますし、1 つ目の目標である自分自身の視野が大

幅に広がるきっかけになった気付きでした。 また、グループでのチラシ折り、チラ

シの封入作業では、2 つ目の目的であった積極性を意識して挑むことが出来たと思いま

す。指示された作業はもちろん、どうすれば効率がいいか、作業しやすいかを周りを

巻き込んで考え、作業以外にも作業で出たごみの回収や処理、まとめる作業など、気

付いた時に進んで取り組むことを徹底していました。その中でも特に自発的に動くこ

とが出来たと感じているのはインターンシップ中のディベートでの出来事です。「ある

コンテンツとのコラボに際して何が必要であるか」、ディベートの場では積極的に発言

することが出来ませんでしたが、自分の考えや意見をまとめて提出しました。最初は

提出すること自体踏ん切りがつかなかったのですが、自分の殻を破るため思い切って

行動に移してみました。今までの自分だと「アイデアはあるけど発言することが恥ず

かしい」と考えて動くことはしなかったと思います。まだまだ足りないとは思います

が確実に積極性を身に着けることが出来た 10 日間でした。                 

 プレ・インターンシップを終えて、働くということはどういうことなのか、自分だ

けの視点ではなく様々な視点から考えることが出来るようになりましたし、行動に移

すことの大切さを改めて感じることが出来ました。大きな目標をがむしゃらに達成し

ようとするのではなく、地道にコツコツと努力すること。うじうじ悩んで行動に移さ

ないより、自分から思い切って行動する方がはるかに学びにつながるということ。こ

れからの大学生活でも意識していこうと思います。最後になりましたが、とても貴重

な体験をさせてくださったギラヴァンツ北九州様、そして就業力向上支援室の皆様、

本当にありがとうございました。                                          

体験報告書を大学ＨＰに掲載してもいいですか。 （ はい ・ いいえ ） 



プレ・インターンシップ体験報告書  
 

提出日  平成 30 年  ９月 ９日 

学生氏名                山﨑 夏美      （学科） 公共社会学科    （学年）２年 

体 験 先 【8】株式会社ギラヴァンツ北九州 

                                          

 私は消極的であり、また、普段から物事を考え行動に移す力がなく、自分に自信が

ないと感じていました。友人と決めごとをする際も友人の顔色を気にするあまり、な

かなか自分の意見が言えませんでした。そんな自分を変えたいと思い、プレ・インタ

ーンシップに参加させて頂きました。                                                                                      

 体験先はサッカークラブであるギラヴァンツ北九州様で、体験期間は十日間です。

初日にさせて頂いたお仕事は試合宣伝のチラシ配りでした。他にも様々なことを学ば

せて頂きましたが、一番学びが多かったのがこのチラシ配りでした。始め、私は多く

の方に試合を見に来てもらうには、まずは試合があることをチラシを配ることにより

宣伝しなければ、と意気込んで取り組んでいましたが、期待通りに受け取ってもらえ

ず、悲しい気持ちになりました。また、別日に別の場所でチラシ配りをしましたが、

場所によって受け取ってくださるお客さんの数がかなり変わることに気づきました。

この日は初日と比べ、チラシの減るスピードが遅くなり落ち込みましたが、担当の方

に一番大切なことはチラシを受け取ってもらうことではなく、自分たちが活動してい

ることを知って貰うことだ、と教えてくださいました。当時は辛いと感じていました

が、今ではチラシ配りの際に一人一人にお声掛けをしたり、立ち止まっていただいた

方には試合の詳細情報を伝えるなどして多くの方に活動していることを知って貰えて

嬉しいと思っています。試合当日には実際に運営に携わりました。入場ゲートでの活

動でしたが、そこでいかにお客様をスムーズにスタジアムにご案内するかチーム内で

意見を出し合いました。私は今までグループで意見を出し合うことを苦手としていま

したが、仲間の意見を取り入れたり、自分の意見を主張したりすることを通してその

楽しさに気づくことができました。この気持ちを忘れずこれからに活かしたいです。                                 

 充実した十日間でしたが、反省点もあります。体験前と比べて「こうしたほうがい

いのではないか」と考えたときに行動に起こしたり、疑問が浮かんだときは質問をし

たりと積極的に行動しました。また、ディスカッションでは自分なりに考え、意見を

述べたりできましたが、それでも周りの人の顔色を伺いすぎるあまり、思い切って行

動に移せないこともありました。目標を完全に達成することができず悔しいです。自

分に十分な自信がないところと、自分の言動に責任が持てていないところを少しずつ

でも改善していきます。                                          

 体験中ミーティングを見学したり、社長のお話を直接聞いたりと普段体験すること

のできない貴重な体験もさせて頂きました。人間として成長する機会と社会について

学ぶ機会を与えてくださった受け入れ先の皆様に感謝しています。また、プレ・イン

ターンシップ最終日の試合で勝利を収め、感動を与えてくださった選手の皆様にも感

謝しています。ありがとうございました。                                               

体験報告書を大学ＨＰに掲載してもいいですか。 （ はい ・ いいえ ） 



プレ・インターンシップ体験報告書  
 

提出日  平成 30 年 9 月 7 日 

学生氏名                矢山 幸咲   （学科）  公共社会学科  （学年）  1 年 

体 験 先 【9】飯塚商工会議所 

                                          

 今までの私は、何をするにしても消極的で誰かの後をついていくばかりになってお

り、自分一人で何かに取り組もうとする積極性がありませんでした。大学に入学して

すぐの頃、昨年プレ・インターンシップを履修されていた同じ学科の先輩から「今ま

での自分を見つめ直すことで、社会人になるころまでに自分が何を身につけるべきか

がわかる」といったことや「今まで自分から変わることのできる機会になる授業だ」

というお話を伺い、まずは自分を変えるための「最初の一歩」にしたいと思い、この

授業を履修しました。そして今回は「積極性の向上」を第一の目標にし、活動に取り

組もうと考えました。体験先である飯塚商工会議所が一体どういった活動を行ってい

るところなのかを事前に調べた中では、「地元の商工業者と密接につながり、地域をよ

り活性化させていくために活動している」というアバウトなことしかわかっていない

状態で参加させていただきました。しかし 5 日間の体験でさせていただいた活動を通

して、理解を深めることができました。                              

 5 日間のうち 3 日間は主にデスクワークをさせていただきましたが、最初はただ言わ

れた仕事を無心でやっているだけでした。しかし、自分がさせていただいていること

がどのようなことへとつながっているのかを知ることが大切だ、というお話を担当者

の方からお聞きしたことで、その仕事の「意味」をとらえようとする意識が高まりま

した。また、最初のほうは社員の方と積極的に関わろうとすることができていません

でした。そこで自分の「積極性のなさ」を痛感し、もっと自分を変えなければならな

いと強く思いました。 4・5 日目には商店街で行われたイベントの運営のお手伝いを

させていただきました。小学 3 年生以下の子供たちが商店街の中で「はじめてのおつ

かい」をする、というイベントでしたが、今までは商店街でのイベントも商工会議所

が行っていることを全く知りませんでした。私は受付業務のお手伝いと、参加する子

供たちのサポートする役目だったため、4 日目に道順を確認しながら商店街を案内して

いただきました。その中で社員の方が、イベントでお世話になるお店以外にも立ち寄

り、お店の方に挨拶やお話をされていて、「人と人とのつながり」を感じました。                                

 人生初めてのインターンシップで、初日には緊張のあまりおなかを壊したりもしま

したが、社員の方々は優しく一から丁寧に多くのことを教えてくださったり、お昼休

みにご飯に誘ってくださったりして、非常にありがたかったです。入学当初は、なん

となく「公務員になろう」と思っていましたが、一般企業に就職することも視野に入

れようと思うきっかけとなりました。今回の体験を通して、自分の積極性は向上でき

たように感じたものの、まだのばせると思うので春季も別のインターンシップに参加

したいと思います。また、社員の方々から、笑顔と声の大きさについてはお褒めの言

葉をいただけたので、これからも持続させていきたいです。                 

体験報告書を大学ＨＰに掲載してもいいですか。 （ はい ・ いいえ ） 



プレ・インターンシップ体験報告書  
 

提出日  平成 30 年 ９月 13 日 

学生氏名                三島 望紗希  （学科）社会福祉学科  （学年）２年 

体 験 先 【10】株式会社 クリエイティブジャパン 

 まず初めに、私がインターンシップに参加した目的について話したいと思います。

大学生活が 1 年経過した時、私は将来について考えると共に、1 年間の反省をしました。

社会人になるに当たって、「働く」とはどういうことなのか、今後の大学生活で何を意

識して毎日を過ごしていけばいいのかなどを明らかにしたいと思いました。そして、

反省する中で、いたずらに時を過ごしていることが多かったことが分かりました。今

後の大学生活の意識を高めるためにも、インターンシップに参加することにしました。                                          

 体験先では、様々なことをさせて頂きました。作業系の業務もありましたが、電話

応対や受付業務、外勤もさせて頂きました。体験先の業務で社会的意義を感じたのは、

外勤の時でした。外勤は、雑誌の原稿の校正に関することでした。雑誌に掲載される

店舗に赴き、原稿の内容に誤りがないか変更の希望はないかなどを確認する業務でし

た。実際に内容の誤りがあったケースがありました。自分が持っていた原稿を地域の

人々が手に取るのだということを考えると、このような確認業務も非常に大切であり、

社会的意義を感じる場面でもありました。                                         

 次に、褒められたことなどを述べます。先にも述べたように、受入先では電話応対

をさせて頂いたのですが、「口調が落ち着いている」と褒めて頂きました。私自身では

少し早口かと思っており、「少し早口だった」と指導してくださった方もいましたが、

褒めてくださった方もいたのでとても嬉しかったです。また、最終日の口頭評価では、

担当指導をしてくださった方から、「仕事がとても丁寧で任せられるし、しっかりして

いる。」と評価をもらいました。仕事をする上で教えて頂いたこともありましたが、褒

めていただいたことも多くあったのでとても嬉しかったです。                                            

 最後に、今回のインターンシップを体験して自分で感じた課題などについて述べま

す。体験中は作業系の業務なども務めることも多かったのですが、その業務を終えた

際、指導担当者の方に評価されたのが、「時間がどれだけかかっても丁寧に仕事をこな

す」ということでした。丁寧という部分に関してはとても嬉しく感じました。しかし、

それと同時に時間がかかっているということでもありました。乱雑で失敗してしまう

よりは好ましいと思いましたが、「『働く』ということは、時間を対価に給与が与えら

れる」ということを担当者から教えて頂いたため、どのような業務でも無駄に時間を

かけてはならないと感じました。また、以前まで、仕事とは自分の考えで行動し考え

取り組むべきものだと思っていました。しかし、インターンを通して、分からないこ

とや迷った際はきちんと人に相談し、自分で考えることも大切だが人に聞くことも大

切だということが分かりました。また、私は表情が硬いことがあるという指導を受け

たので、表情などで自分の意思や考えを伝える能力をつけることが課題となると感じ

ました。そして今回、自分を成長させてくれる環境を提供して下さったインターンシ

ップに関わった先生方と受入先の企業の皆様に感謝します。                                         

体験報告書を大学ＨＰに掲載してもいいですか。 （ はい・いいえ ） 



プレ・インターンシップ体験報告書  
 

提出日  平成 30 年 ８ 月 22 日 

学生氏名                   琴野  美玖 （学科）  公共社会学科 （学年） 2  年 

体 験 先 【11】有限会社 ラピュタファーム 

 私はこれから就職して社会人になって働くにあたり「働くということはどういうこ

となのか」ということを具体的に知っておきたいと思い、プレ・インターンシップに

参加しました。また、大学生活の中で、積極性や主体性に欠けていると感じることも

多く、それを改善したいという思いで参加しました。 体験初日は、仕事の内容も覚

えることが特に多く、不安と緊張でいっぱいでした。与えてもらった仕事を間違えな

いように確実にやることだけに必死になっており、大変だなと感じることも多かった

です。効率良く動けなかったり、失敗して職員のみなさんに迷惑をかけてしまうこと

もあり、自分の情けなさを強く実感して、落ち込んだり、葛藤した場面も多々ありま

した。しかし、10 日間体験させてもらったことで仕事の大変さも知ったと同時に、接

客業のやりがいや楽しさも知ることができました。感謝の伝わる接客をすることで、

お客様から「ありがとう」や「また来ます」とたくさん言っていただき、私も自然と

笑顔になり、元気づけられました。接客業は老若男女様々な世代の方々と接すること

ができ、毎日色んな方とコミュニケーションをとることができます。そのことがこの

仕事の大きな魅力だとこの体験を通して学びました。 私が特に印象に残っているこ

とは、ラピュタファームの職員のみなさんのお客様に対する配慮や気づかいです。お

年寄りの方のプレートをお持ちしたり、赤ちゃんを連れた家族への気づかいなど勉強

になることがたくさんありました。お店の雰囲気はとても和やかで、温かかったので

すが、この居心地の良い空間を作り出している原点は、このような気持ちの伝わる、

配慮の行き届いた接客にあるのだろうなと強く感じました。私もみなさんのような接

客ができるように、小学生のお客様には届かない場所に置いてあるドリンクをお注ぎ

したり、赤ちゃんを抱えたお母さんには代わりにお料理を盛りつけたりしました。ま

た、お客様とたくさんコミュニケーションをとれるように進んで声をかけたりしまし

た。その度にお客様から、「ありがとう」や「助かりました」と言っていただき本当に

嬉しかったです。このプレ・インターンシップを通して、働くことの大変さも楽しさ

も知ることができました。ラピュタファームで 10 日間体験させていただき、大切なこ

とをたくさん学べました。この体験をこれからの就職に活かしたいです。今後の課題

としては、仕事の効率を上げて先を読み、常に考えなら行動できるようになりたいで

す。また、ラピュタファームのみなさんは、何も分からなかった私に優しく仕事を教

えていただきました。より良い接客をするためのご指摘やアドバイスもたくさんいた

だき、とても勉強になりました。朝は毎日「今日も一緒に頑張ろうね」と言っていた

だき、帰りには笑顔で「お疲れ様」と言っていただき、私が質問しやすい雰囲気づく

りもしていただきました。日常生活の中でも、気配りが進んででき、感謝を伝えられ

るような大人になりたいと、職員のみなさんを見て強く思いました。10 日間本当にあ

りがとうございました。                                   

体験報告書を大学ＨＰに掲載してもいいですか。 （  はい ・ いいえ ） 



プレ・インターンシップ体験報告書 
 

提出日  平成 30 年 9 月 7 日 

学生氏名                白木 惟央利   （学科）  公共社会学科 （学年） １年 

体 験 先 【12】株式会社 さくらトータルライフ 

                                          

 私はなんとなく大学に進学し、特に就きたい職種や興味のある職種はなく、就職と

いうものに不安を感じていたため、このままではだめだと思い今回のプレ・インター

ンシップに参加することを決めました。そして、地域を支える大切な仕事ではあるが、

今まで視野に入れたことのなかった不動産業を今回の機会にどのような業務を行うの

かを知ってみたいと思い、体験先として志望しました。私は今までは普通に学内の友

人と会話をしたり、知らない人でも積極的に話しかけたりしてすぐに仲良くなること

ができていたため、人と話すのが得意だと感じており、コミュニケーション能力は身

についていると思っていました。しかし、実際体験してみると、職場の方と積極的に

会話をしたり、お客様と会話をするときもなかなか話しかけたりうまく会話を続けた

りすることができませんでした。そのため、普段大学生活の中で同年代の人や慣れ親

しんだ人を中心に行っているコミュニケーションと社会に出てからのコミュニケーシ

ョンは違うと感じ、まだ私には社会で通用するコミュニケーション能力が身について

いないと思い知らされました。しかし、体験の中でコミュニケーション能力は不動産

業に限らずお客様との信頼関係や、職場内での信頼関係を築くために必要であるため、

よく就職活動でもコミュニケーション能力が最も大切と言われていますが、その理由

が分かりました。 また、体験中に職場の方々とお話しさせていただく機会が多くあ

り、人生の先輩としてのアドバイスを多くいただきました。その中でも、社長との話

の中で「働くということは利益を追求することではなく、お客様のことを第一に考え

ることが大切」という言葉が心に残りました。私は今までは働くということはお金を

稼ぐことが第一と考えており、会社としても利益を追求するのは当たり前だと思って

いたため驚きました。しかし、利益のことを第一に考えていると、お客様はどんどん

減っていってしまい、お客様のことを第一に考えていれば、自然と口コミなどでお客

様は増えていき、結果的に利益につながるということで、そう考えるとお客様のこと

を第一に考えるのは当たり前のことだと感じました。また、お客様に感謝されること

に喜びを感じ、感謝されるために働いているということで、私も仕事の中でやりがい

を見出してみたいと思いました。今回の体験で、私に身についていると思っていた能

力が身についていなかったことに気づくことができました。さらに、働くということ

について改めて考える事ができました。そのため、これからの大学生活の中で先輩や

職員の方々など様々な立場の人と話す機会があれば積極的に会話をすることで、コミ

ュニケーション能力を身につけていくことを意識して大学生活を送っていきたいです。

また、志望業界を考えるときに、お金のことばかりを考えて業界研究を行っていくの

ではなく、私のやりがいということもしっかりと考えて業界研究を行っていこうと思

います。さくらトータルライフの皆様ありがとうございました。                                          

体験報告書を大学ＨＰに掲載してもいいですか。 （ はい ・ いいえ ） 



プレ・インターンシップ体験報告書  
 

提出日  平成 30 年 9 月 21 日 

学生氏名                   大坪 胡桃     （学科） 公共社会学科  （学年） １年 

体 験 先 【13】北九州市立 いのちのたび博物館 

 働くということがあまり身近に感じず、また、社会の一員として自立するためにど

のような仕事があるのかを知りたいと思い希望しました。                                         

 体験を通して、博物館という一つの建物の中にもさまざまな役割や職種があり、そ

れぞれが連携しあうことの大切さを学びました。今回私は、「ミュージアムティーチャ

ー業務」を体験させていただく機会が多かったのですが、子供たちと接する中で「お

おっ！」という驚きの声や「できた！」という喜びの声を聞くと、こういった部分に

やりがいがあるのかなと感じました。また、受け入れ先の方から「質問はありません

か？」とお声がけいただいた際に、返答に困る場面が何度かありました。本当に疑問

がないときに無理に質問する必要はないかな、と思うのですが、質問が全体の会話を

スムーズにしたり、新たな話題への糸口になったりすることを学んだので、常に疑問

をもてるようにしたいです。また、「学びの場としての博物館」という側面に博物館の

社会的意義を感じました。うかがったお話の中でも、学校の授業だけでは体験できな

いような「本物」に触れることや、これまでに知らなかった新たな学びを提供するこ

とを重要視されていたことが印象に残っています。                                                                    

 学芸員業務の幅が広かったことに活動中驚いたのですが、その中の一つに展示物の

配置やデザインの考案があります。しかし、自然史や歴史の分野を学ばれた学芸員の

方々ですから、デザインの専門的知識はなかったそうです。そこで、デザインの専門

家の方を呼んで講習を受けたというお話をうかがったのですが、私は、そういったよ

り良いものを作り出すために学び続ける姿勢がすごいと感じました。特に、大人にな

り働き始めるとどうしても「学ぶ」という行為から遠ざかってしまうと思います。そ

のうえで、大人になっても新たな知識を吸収すること、また、そうさせる仕事への熱

意を感じました。さらに、昆虫が研究対象の学芸員の方は、「昆虫食や標本などがビジ

ネスとして幅広く機能すれば森林伐採も減らせるかもしれない。」とおっしゃっていま

した。「これは自分の個人的な意見だから。」ともおっしゃっていましたが、このよう

に専門分野からさまざまな問題や事象へアプローチすることができるというのは、専

門的になればなるほど取り扱える分野が狭くなるのではないか、と思っていた私にと

っては驚きでもありました。また、それと同時に、一見関係性がないように思える問

題に働きかける視野の広さ、一つのものごとを多角的にみることや新たな視点を学び

ました。                                         

 今回の体験を通して、自分の知らなかった社会や仕事というものについて触れるこ

とができ、自身が社会に出ることに対して以前より現実的に考えられるようになりま

した。この経験の中で学んだことを忘れずに、これからの大学生生活に活かし、学び

続ける姿勢をもち続けたいと思います。                                       

体験報告書を大学ＨＰに掲載してもいいですか。 （  はい ・ いいえ ） 

 



プレ・インターンシップ体験報告書  
 

提出日  平成 30 年  9 月 12 日 

学生氏名               阪本 美聡         （学科） 公共社会学科 （学年） 1 年 

体 験 先 【14】株式会社トーン 

                                          

 私は昔から積極性がなく、何をするにしても友人などと一緒ということが多くて、

自分だけでは行動を起こすことができませんでした。そのため、自分一人でも周りを

見て進んで何かできるようになりたいと考えました。また、働くことはアルバイトと

はどのような違いがあり、社会に出るにあたってどのようなことを身につけなければ

ならないのかということも学びたいと思い、プレ・インターンシップの履修を決めま

した。  5 日間を通して気付いたことは、どんな小さな業務でも会社のために必要で

あり、大切であることです。2 日目の午前中にパンフレットを袋詰めする業務をしまし

た。その時はこの業務の重要性をあまり理解していませんでした。しかし午後の営業

に同行させていただいた際、訪ねたお店に私が午前中に袋詰めしたパンフレットと同

じものがありました。これを見た時に、どんな業務も会社にとっては重要な業務だと

気づき、その後、袋詰めをする際にはそのことを意識してするようになりました。                                                                               

 1 日目が終わったあと、自分が積極的な行動を起こすことができず後悔した場面があ

りました。そのため、2 日目以降は特に積極性を意識してインターンシップに臨みまし

た。自分が積極性のある行動を起こすことができたなと感じたのは 4 日目でした。撮

影に同行させていただいたときに、積極的に撮影される方に話しかけたり、次のこと

を考えた行動をしたりすることができました。社員の方にも「気が利くね」と褒めて

いただきました。また、営業に同行させていただいているときの移動中にも、お仕事

のことについて質問したりと、自分からコミュニケーションを取ろうとしました。そ

の中でもお仕事をするときに大切なことや、気を付けていることなど聞くことができ、

とても勉強になりました。さらに 5 日目には、何も指示を受けていないときに自分で

仕事を探してやることができました。ここまで行動を起こすことができたのも、どの

ような業務をするのか丁寧に教えてくださった社員の方々のおかげだと思いました。

しかし、もう少し早く行動を起こすことができればよかったなという反省も残りまし

た。 プレ・インターンシップを通して自分を少しだけ変えることができたと感じ、

終わったあとは充実感でいっぱいでした。また仕事をするということが様々な体験を

通して、以前よりも分かった気がします。しかし、課題も多く見つかりました。その

中でも特に自分は説明することが苦手だなと感じました。社員の方に自分のことを話

す際、言いたいことがまとまらず、うまく説明できなかったことがありました。その

ため、今後の授業などでは、自分の言いたいことを整理したり一つずつ説明したりす

るという行動を心がけていきたいと思います。5 日間様々なことを教えてくださったり、

気さくに話しかけてくださった社員の方々には感謝しています。自分を変えることが

できたのも社員の方々のおかげです。ここで学んだことを今後の生活に活かして将来

の就職活動や社会人になった時に繋げていきたいと思います。                                                                     

体験報告書を大学ＨＰに掲載してもいいですか。 （ はい ・ いいえ ） 



プレ・インターンシップ体験報告書  
 

提出日  平成 30 年 9 月 18 日 

学生氏名                  小野 綾子  （学科） 社会福祉学科  （学年） 2 年 

体 験 先 【15】（株）楠本浩総合会計事務所 

 私は、大学生活の中で周りを巻き込む力や積極性が足りていないことが課題だと感

じていました。今回のプレ・インターンシップでは敬語の使い方や会社の方とのかか

わり方、現在の自分に足りていないものを知るということを目的として参加をしまし

た。インターンシップの事前研修で実施したレゴブロックの研修では同じ題材でも感

じることや考えることが一人ひとり違うということが分かりました。この研修を通し

て、人によって様々な視点があるということを理解しておくことが大事だということ

が分かりました。仕事をする上でも自分と違う考えを持っている人がたくさんいて、

私も相手もすべてが正しいわけではないのだという考えを持つことが大事だと思いま

した。 実際の体験先では社員の方に覚えてもらえるようにコミュニケーションを取

ることを頑張りました。初日は緊張して大きな声で挨拶することができなかったのが

心残りです。体験先では総務の仕事を体験させていただきました。総務の仕事は直接

お客様を相手にしている仕事でありませんが、総務という存在があるから社員の皆さ

んが無駄な時間を割くことなく、気持ちよく仕事ができているのだということに気が

付きました。出先に出向くとき、戻ってきたときに総務の人たちが「行ってらっしゃ

い」「お帰りなさい」という声掛けをしていて、こういった声掛けも外回りをする人の

活力につながっているのではないのだろうかと感じました。                                         

 体験の中で一番頑張ったのは体験先が私の課題に合わせて考えてくれたプレゼンで

す。１０日間、数時間時間をいただき、ある企業を分析し、その結果から考えられる

原因と改善策を考えてお客様を想定して社員の皆さんに発表するということをしまし

た。改善策を考えていた時に私ではなかなかいい案を導き出せなかったときに、担当

の方に『自分のバイト先に置き換えて考えてみたら？』というアドバイスをいただき

ました。的確なアドバイスで、私も違う見方ができる人になりたいと思いました。発

表では、最後に参加していただいた社員の方に私が足りていないと感じていた項目に

ついて１～５段階で評価をしていただきました。アドバイスをいただいたお陰もあり、

いい発表だったと褒めてくださったことは本当に嬉しかったです。自分からアドバイ

スをもらいに行くということになぜか消極的だったのですが、以前よりも、自信が持

てた気がします。最終日に、「インターン生として来てくれて良かった」という言葉を

いただいたときは勿体ない言葉だと思ったと同時に私はこんな素敵な会社でインター

ン生として経験させていただけて幸せだと感じました。                                          

 今回の体験を通して改めて積極性が足りていないということを実感しました。１０

日間では克服することはできませんでしたが、就職するまでにボランティアなど様々

なことに挑戦して自分に自信を持つことで積極性を少しでも克服していきたいと考え

ています。最後に、このような機会を与えて下さった大学、受け入れて下さった楠本

会計事務所には感謝をしています。ありがとうございました。                                          

体験報告書を大学ＨＰに掲載してもいいですか。 （ はい ・ いいえ ） 



プレ・インターンシップ体験報告書  
 

提出日  平成 30 年  ９月 ４日 

学生氏名               江間 千怜    （学科） 人間形成学科     （学年）  １年 

体 験 先 【16】中村学園大学付属あさひ幼稚園 

 私がプレインターンシップの履修を決めたのは、人と目を合わせることに恐怖を感

じており、声も小さくコミュニケーションが苦手な自分を変えたかったからです。正

直、最初に履修説明を聞いたときは、提出物や集まりが多くめんどくさそうだな、と

思いました。しかし、そこでスピーチをされた先輩方を見て、今までの自分から変わ

りたいという思いが一層強くなると同時に、社会に出たら提出物や集まりが多いのは

当たり前なんだろうな、と思い履修する覚悟を決めました。そして、事前研修を受け

る中で、社会をまだ遠い存在としてとらえ、学生であることに甘えている自分に気が

付きました。そのため、幼稚園教諭を目指すきっかけとなった場所で専門知識を学ぶ

と同時に、すでに社会人として生きている先生方から社会についても学ぶという目標

を定めました。                                

 このようにして五日間の体験に臨みましたが、一番最初に立ちはだかった壁は、子

どもがまっすぐに私の目を見てくるということでした。初日はそれすらも怖かったの

ですが、子どもが目を見てくるのに私が目を逸らすということは絶対にあってはなら

ないと思い、目が合ったときは見つめ返して笑顔を見せるようにしました。すると、

子どもははにかんだりニヤーっと笑ってくれ、徐々に目が合うことへの恐怖がなくな

り、三日目には子どもだけではなく、先生方と目を合わせることもできるようになり

ました。それと同時にコミュニケーションをとることへの不安も消え、自然と声も出

るようになりました。しかし、課題はそれだけではなく、子どもの目線で物事を考え

ることの難しさを痛感しました。                        

 例えば、私はよくポケットに手を入れたまま動くのですが、これは子どもたちにと

っては転倒の危険があるため、してはいけないことです。また、特に幼稚園は子ども

の大きさに合わせてあるので低い机につい腰かけてしまったのですが、子どもたちか

らすると机は座るものではないという認識のため、それを先生という立場の人間がし

てしまうと子どもたちは混乱してしまいます。これらの注意を受け、幼稚園では、こ

の行動を子どもたちが見たらどう思うかを考え行動することが重要だと学びました。

注意されることが多い中、子どもたちと笑顔で関われていると言って頂けた時は嬉し

かったです。また、体験二日目、三日目になると子どもが名前を覚えてくれて呼んで

くれるのはこの仕事ならではのやりがいであると感じました。                

 この五日間の体験で一番成長したと思うことは、人の目を見て話すことが怖いとい

う課題の克服ができ、人と向かい合うことに慣れ、笑顔も出るようになったことです。

しかし同時に新たな課題も見えてきました。それは、体験の中で関わることがなかっ

た保護者の方から、お迎えに来られた時などに突然話しかけられた際、とっさに言葉

が出てこないことです。今後、この課題克服のためには、語彙を増やすといいと考え、

普段の会話から意識して受け答えをするようにする必要があると感じました。                                     

体験報告書を大学ＨＰに掲載してもいいですか。 （ はい ・いいえ  ） 



プレ・インターンシップ体験報告書  

 
提出日  平成 30 年  8 月 20 日 

学生氏名                 坂井 晴香      （学科） 公共社会学科  （学年）1 年 

体 験 先 【17】一般財団法人 源じいの森 

                                          

 私は、赤村の「源じいの森」さんでプレ・インターンシップをさせていただいた。

私は、大学生生活の中で、目上の人とのコミュニケーションを課題と考えていたため、

敬語を正しく使い、目上の人と自然なコミュニケーションをとる方法を学びたいと思

った。また、私は今まで働いたことが無かったので、プレ・インターンシップを通し、

自分の得意なこと、好きなこと、課題を見つけ、就職活動に役立てたいと考えたから

だ。体験初日はとても不安だったが、社員の方のおかげで少しずつ不安がなくなった。

事前には受付業務と伺っており、仕事が少なそうだと思っていたが、施設内の雑用も

業務に含まれており、仕事が多く大変だった。受付で、お客さんに笑顔を褒めていた

だき、とても自信がついた。お客様のカードをお返しするとき、お客様を待たせてし

まった。申し訳なかったが、お客様が笑顔で待っていてくださり、とてもありがたか

った。お客さんが少なく暇な日も、受付の社員さんが次々と仕事を見つけ、常に動い

ていらっしゃったのがすごいと感じた。源じいの森さんのようにアットホームな雰囲

気をつくるには、お客さんと信頼関係を築くことが必要であると思った。ミスをして

しまい従業員の方がフォローしてくださったときに、お礼を言うと「困ったときは助

け合いっちゃ！」と明るく言ってくださり、みんなで助け合うことで業務がスムーズ

に進み、気持ちよく働くことができるのだと実感した。            

 出来る仕事が増えてきたころ、お客さんの入浴券を数え間違ってしまい、お客様を

不快な気持ちにさせてしまった。私は心を込めて謝罪をしたが、厳しい言葉をかけら

れた。私は自信がついていたため、失敗をしてしまったことと叱られてしまったこと

がとてもショックで、その後は元気に接客できなかった。だが従業員の方に、失敗は

誰にでもあるから気にしないでもいいと慰めていただき、心が軽くなった。更に、そ

の後また失敗してしまったとき、お客さんが冗談めかして失敗を指摘してくださった。

失敗を笑いに変えてくださったことで、気分を落とさずその後の業務に臨むことがで

きた。このことを通して、人と関わる仕事では、心が傷つくこともあるが、その傷を

癒してくれるのもまた人であり、そこが人と関わる仕事のいいところであると実感し

た。                                    

 プレ・インターンシップを通して、人と関わる仕事はやりがいのある仕事であるこ

とが分かった。それから、私は人と接するときに笑顔で接することができていること、

忙しいとミスが多くなってしまうことが分かった。ミスを起こさないためには、忙し

くても慌てず、落ち着いて与えられた仕事を行うことが課題であるとわかった。源じ

いの森のみなさんは、未熟な私に本当によくしてくださった。助けてもらい救われた

時の気持ちを忘れず、失敗した人の心を救う言葉がけのできる人になりたい。源じい

の森のみなさん、本当にありがとうございました。                                

体験報告書を大学ＨＰに掲載してもいいですか。 （ はい ・ いいえ ） 


