
令和２年度
生物資源産業学部
インターンシップ
マナー研修

令和２年７月１７日（金）１４：３５～



★インターンシップの種類

2
※上記フロー図はＫ棟１階の学部掲示板に掲示しています。



★インターンシップの単位習得，活動認定について
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実働１５⽇以上活動を必要とします。
また，1⽇当たりの活動は７時間程度とします。

ただし，複数のインターンシップに参加する場合は，合計⽇数を満たせば単位修得となります。

なお，活動認定に必要な書類（「インターンシップ活動報告書」「インターンシップ評価表」詳細
は後ほど説明）を提出した時点で，活動ごとにインターンシップ委員会で活動認定を⾏います。
活動認定状況については，随時教務システムからの通知と掲⽰板でお知らせしますので，各⾃確認
をし，活動認定状況に応じて計画的にインターンシップへ⾏くようにしてください。
活動認定は，インターンシップ委員会で審議を⾏うため時間を要します。書類を提出してすぐに活
動認定されるわけではありません。

また，インターンシップは3年⽣開講科⽬となりますので，単位認定および成績評価は3年⽣後期
で⾏います。1，2年⽣で単位修得条件を満たした場合でも，単位認定は3年⽣後期となります。た
だし，できる限り２年⽣までに活動を終えておいてください。３年⽣になると、集中講義や研究室
配属などで、まとまった時間が取りづらくなります。



★インターンシップの書類

１．インターンシップ事前申出書について

２．インターンシップ届について

３．インターンシップ活動報告書について

４．インターンシップ評価表について
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１．インターンシップ事前申出書について
⾃分で探してきたインターンシップ先（企業，官公庁
等）へ⾏く場合に提出が必要となります。
（ただし，単位に関係なく⾃主的にインターンシップに
参加する場合は，不要です。）
「インターンシップ事前申出書」は学務係にありますの
で，⾃分で探してきたインターンシップに参加する予定
の⽅は，学務係まで取りにきてください。「インターン
シップ事前申出書」に，インターンシップの概要が分か
る書類（インターンシップ募集要項等）を印刷した資料
を添付して提出してください。
本⽤紙と添付書類の提出期限は，インターンシップ開始
⽇の1ヶ⽉前までとなります。
提出書類を基に，インターンシップ委員会にて，受⼊機
関として承認するか審議します。なお，活動が１⽇のみ
の内容（いわゆる1dayｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ）は認められません。
審議結果については，Cアカウントメールまたは電話にて，
通知します。メールおよび電話を確認しておいてくださ
い。承認された旨通知があれば，学務係までインターン
シップ届を取りにきてください。 5



★インターンシップの書類

１．インターンシップ事前申出書について

２．インターンシップ届について

３．インターンシップ活動報告書について

４．インターンシップ評価表について
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２．インターンシップ届について

⾃分で探してきたインターンシップ先（企業，官公庁
等），徳島県農業インターンシップ，キャリア⽀援室
経由インターンシップ，実践⼒養成型インターンシッ
プへ⾏く場合に提出が必要となります。
提出期限は，インターンシップ開始⽇の1週間前までと
なります。
なお，徳島県農業インターンシップ，キャリア⽀援室
経由インターンシップ，実践⼒養成型インターンシッ
プについては，インターンシップ届提出までにそれぞ
れ必要な⼿続きがあります。詳細については，インタ
ーンシップフロー図を確認してください。
（参考）
⼀期⽣（平成28年度⼊学⽣）のみ，「インター
ンシップ届」に，保険の加⼊状況が分かる書類を添付し
て提出してください。（平成29年度以降の⼊学⽣は不
要です。） 7



★インターンシップの書類

１．インターンシップ事前申出書について

２．インターンシップ届について

３．インターンシップ活動報告書について

４．インターンシップ評価表について

8



実習⽇数，実習時間については，
実働⽇数，実働時間を記⼊してください。

※⽋席⽇数，遅刻・早退時間，通勤時間は含めないで
ください。ただし，休憩時間は活動の⼀部とみなし
ますので，実習時間に含んで構いません。
裏⾯「２．毎⽇の活動記録」も同様です。
また，活動報告書は必ずボールペンで記⼊してくだ
さい。鉛筆での記⼊は不可です。

３．インターンシップ活動報告書について

「インターンシップ活動報告書」は，⽣物資源産業学部
専⾨教育科⽬のインターンシップに取り組む場合は，必
ず必要となります。（※ただし，実践⼒養成型インター
ンシップに参加し，専⾨教育科⽬に替えることを希望す
る⽅については，COC+指定のレポートを使⽤するため，
インターンシップ活動報告書は不要です。）
1枚⽬表⾯については，必要事項を記⼊してください。

1枚目表面

！
注意
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注意事項をよく読んで記⼊してください。
誤って記⼊している場合は，修正を求めたり，認定され
ない場合がありますので，注意してください。



３．インターンシップ活動報告書について
1枚目裏面以降

1枚⽬裏⾯以降については，毎⽇の活動記録を記⼊してくだ
さい。活動記録は詳細に記⼊してください。あまりにも簡素
な場合や虚偽の内容が記載されている場合は，当該活動が活
動⽇数・活動時間として認定されない場合がありますので注
意してください。
活動記録は活動⽇ごとに記⼊し，その⽇ごとにインターン
シップ先の担当者に確認印またはサインをもらうようにして
ください。（数⽇分まとめてもらうことは不可です。）
なお，⽣物資源産業学部主催のインターンシップで課題解決
型に参加した場合のみ，学⽣のグループのみで⼤学に集まり
課題解決に向けて⾃主勉強をした時間も活動に含まれます。
その場合は，研修内容に⾃主勉強内容を記⼊のうえ，その⽇
ごとに担当教員※に確認印またはサインをもらってください。
また，その⽇ごとの⾃主勉強の成果物を併せて，担当教員に
提出してください。
また，活動報告書は必ずボールペンで記⼊したうえで，確認
印をもらってください。
鉛筆での記⼊は不可です。

活動⽇ごとに，ここに
確認印またはサインを

もらう︕

10

活動⽇ごとに活動記録を記⼊してください。

※同じ⽇に⾏った活動は１つの枠に記⼊してください。
同じ⽇の活動を，２つの枠に分けて書いてはいけま
せん。

※⽋席した⽇は記⼊してはいけません。
また，遅刻・早退時間も記⼊してはいけません。
ただし，休憩時間は活動の⼀部とみなします。

※必ずボールペンで記⼊してください。鉛筆での
記⼊は不可です。

正しく記⼊できていない活動については，修正してい
ただいたり，認定できない場合がありますので，注意
してください。 ※ 学部主催のインターンシップでは、企業ごとに担当教員がつき、

企業・学⽣間の連絡調整等を担当します。



★インターンシップの書類

１．インターンシップ事前申出書について

２．インターンシップ届について

３．インターンシップ活動報告書について

４．インターンシップ評価表について
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「インターンシップ活動報告書」と「インターンシップ評価表（厳封）」を，インターンシップ活動最終
⽇から2週間後の17時までに，学務係まで提出してください。
提出期限が遅れた場合，当該活動は認定しません。
⼀⽅でも書類の提出がない場合は活動の認定ができませんので，注意してください。
なお，インターンシップは3年⽣の科⽬のため，単位認定は３年⽣後期の時点で⾏います。それ以前に単位
修得条件を満たした場合でも，すぐには単位認定されません。
また，2/1以降提出分の活動については，成績評価が翌年度に持ち越しとなります。

※実践⼒養成型インターンシップについては，「インターンシップ活動報告書」「インターンシッ
プ評価表」双⽅とも提出不要です。

※⽣物資源産業学部主催インターンシップについては， 「インターンシップ活動報告書」のみ提出してく
ださい。

４．インターンシップ評価表について
「インターンシップ評価表」については，インターンシップ先の担当者の⽅に，インターンシップ
期間中の参加学⽣の評価をしていただく書類になります。専⾨教育科⽬のインターンシップに取り
組む場合は，必ず必要となります。
（※ただし，実践⼒養成型インターンシップに参加し，専⾨教育科⽬に替えることを希望する⽅に
ついては，COC+指定の評価書類を使⽤するため，インターンシップ評価表は使⽤しません。）
インターンシップ開始までに，⼤学からインターンシップ先へ直接送付します。
活動最終⽇に，インターンシップ先の担当者の⽅から厳封のうえ，預かってください。
（※ただし，⽣物資源産業学部主催のインターンシップについては，受⼊先から直接学務係がお預

かりしますので，みなさんが預かる必要はありません。）
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！
注意



★インターンシップの書類についてまとめ
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インターンシップ事前申出書 インターンシップ届 インターンシップ評価表 インターンシップ活動報告書

⾃⾝で⾒つけたインターンシップ ○ ○ ○ ○

徳島県農業インターンシップ ※１ ○ ○    ○ ※２

実践⼒養成型インターンシップ × ○    × ※３    × ※３

キャリア⽀援室経由インターンシップ × ○ ○ ○

⽣物資源産業学部主催インターンシップ × ×    × ※４ ○

※１ 徳島県農業インターンシップについては，「農業インターンシップ申込書」を提出してください。

※２ 「農業インターンシップ報告書」でも可とします。（詳細は参加者に説明します）

※３ 実践⼒養成型インターンシップについては，別の書類を使⽤します。詳細については，COC+事務局の指⽰に従ってください。

※４ ⽣物資源産業学部主催インターンシップについては，「インターンシップ評価表」は受⼊機関から直接⼤学にご提出いただきます。

   参加学⽣が提出する必要はありません。

○：学務係へ提出が必要，×：学務係へ提出が不要



★徳島県農業インターンシップについて
徳島県農業インターンシップに参加を希
望する場合は，農業インターンシップ申
込書を表裏とも記⼊し，学務係まで提出
してください。
インターンシップ申込書は，農業イン
ターンシップパンフレットに挟まれてい
ます。パンフレットは，K棟掲⽰板下の
ラックに⼊っています。
また，農業インターンシップの受⼊農家
については，⼀覧表が学務係にあります。
（農業法⼈は除く）
⼀覧表は持ち出し禁⽌ですので，閲覧し
たい⽅は学務係まできてください。
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★生物資源産業学部主催
インターンシップについて
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令和２年度前期のインターンシップは新型コロナウィルスの影響に
より中⽌となりました。後期については、決まり次第通知します。

以下では、令和元年度のお知らせを参考に紹介します。

（参考）昨年度のお知らせです。
令和元年度前期⽣物資源産業学部主催インターンシップに参加希望の⽅は，以下
の説明会に必ず出席するようにしてください。

⽇時︓２０１９年５⽉２３⽇（⽊） １６︓２０〜
場所︓けやきホール，⽣協⾷堂２階
※スケジュールの詳細等は，K棟１階の学部掲⽰板に掲⽰しています。

⽣物資源産業学部主催インターンシップの詳細については，５⽉２３⽇（⽊）
１６︓２０〜の事前説明時に連絡します。
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学生受付・事前説明はけやき
ホールで行います。１６：２０ま
でに受付を済ませてください。

学⽣受付と事前説明はけやきホールで⾏います。事前説明終了後，⽣協⾷堂２階へ移動します。
けやきホール２階で受付を⾏います。必ず受付を済ませてください。
（※受付をしなければ出席扱いになりません。）

事前説明終了後，生協食堂２階
へ移動し，説明会を開催します。
※集合場所を間違えないでくだ

さい。

〈参考〉：昨年度の内容です。

★令和元年度前期 生物資源産業学部主催
インターンシップについて



★インターンシップ保険について
学生教育研究災害傷害保険

生物資源産業学部学生の窓口は，学務部学生支援課となっています。

※⼤学HPから抜粋
詳細は⼤学HPもしくは学⽣⽣活の⼿引きをご確認ください。
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間。



★インターンシップ保険について
インターンシップ・教職資格活動等

賠償責任保険

なお，生物資源産業学部の学生は平成29年度入学者より全員加入となっています。

※生物資源産業学部の学生は平成29年度入学者より，入学時に全員加入しています。（留年等により修業年限
を超える場合は，新たに加入する必要があります。）

※⼤学HPから抜粋
詳細は⼤学HPもしくは学⽣⽣活の⼿引きをご確認ください。
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★インターンシップに関する注意事項

・就業については，実習先企業等の就業規則を遵守し，無断⽋席，遅刻は厳禁です。
実習期間中に病気他緊急事態が⽣じ，やむを得ず活動を⽋席や遅刻する場合は，必ず事前に受
⼊先担当者まで（学部主催のインターンシップについては、担当教員にも）連絡をしてください。

・実習中業務を遂⾏するうえで⼊⼿した，実習先の情報や個⼈情報等を漏洩することは厳禁です。
（SNSへの投稿も含む）。守秘義務は必ず遵守してください。なお，実習終了後も同様です。

・実習中に居眠りをする，私語が多い，ネットサーフィンをするなど，マナー違反は厳禁です。
マナーを守って実習に取り組んでください。

・実習先のものは丁寧に扱ってください。インターンシップ先の物を壊してしまった場合は，受⼊
先担当者及びインターンシップ委員までただちに報告してください。
また，交通事故，実習中のトラブル等が起こった場合も，受⼊先担当者及びインターンシップ委
員までただちに報告してください。

・インターンシップ先には原則公共交通機関で⾏くものとし，やむを得ない場合のみ⾞両（⾞，バ
イク，⾃転⾞等）の使⽤を認めます。やむを得ず⾞両を使⽤する場合は，⼗分気をつけてくださ
い。なお，インターンシップ場所への⾏き来の途中で万が⼀交通事故等に遭った場合，⼤学で加
⼊している保険では，交通事故の相⼿⽅や⾞両等の物には適⽤されませんので，ご注意ください。
やむを得ず⾞両等を使⽤する場合は，必ず⾃⾝で⾃動⾞保険等に加⼊しておいてください。
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インターンシップに参加するに当たり
注意すべき点

就活⽣に
聞きました︕
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★インターンシップ委員の連絡先について

インターンシップ実施中の事故や，その他お問い合わせについては，以下の番号
に連絡してください。

０９０－３１８３－９７２６
（インターンシップ専⽤携帯電話直通）

※令和２年度インターンシップ委員⻑の服部 武⽂ 教授が対応します。
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インターンシップで困ったことや分からないこと等があれば，

インターンシップ委員までご相談ください。

守秘義務やルールをしっかり守り，

事故や受入先に迷惑をかけないよう十分気をつけて，

インターンシップに取り組んでください。
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