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かながわ留学生

有償型インターンシップ

（留学生向けガイド）

神奈川県
ヨコハマ・カナガワ留学生就職促進プログラム

ジャパンSDGsアクション推進協議会

令和３年12月23日第１版
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はじめに

しんがた かんせんぼうし めんせつ

新型コロナウイルス感染防止のため、面接やインターンシッ
じっしちゅう てきせつ ちゃくようとう

プ実施中においても、適切なマスク着用等

きほんてき かんせんよぼうさく てってい ねがい

基本的な感染予防策 の 徹底をお願いします。

そうだん

相談してください。



全体の流れについて

②採用・必
要書類の作
成

①インター
ンシップへ
の申込・面
接

（１） 留学生のｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ集と選考①インターンシップへの申込：令和３年12月23日（木）～令和４年１月７日（金）
面 接：令和４年１月14日（金）～令和４年１月31日（月）

②採用・必要書類の作成：採用連絡後からインターンシップ開始日まで

③オリエンテーションへの参加

④インターシップの実施

⑤修了面談・修了報告会の実施
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③オリエン
テーショ

ンへの参加

④インター
ンシップ
の実施

⑤修了報告
会・修了
面談の実施

ぜんたい なが
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8 9
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１ 申込（期間：令和３年12月23日～令和４年１月７日）
・合同企業説明会後、インターンシップ実施内容等を記載した「これからの取組
についての共有シート」及び企業による説明資料のうち、インターンシップ概
要部分を下記神奈川県ホームページで公開します。そちらを参考に、応募企業
を検討してください。

・下記、県ホームページからリンクする申込フォームより、エントリーシートに
必要事項を記入いただき、お申込みください。

（県ホームページ）かながわ留学生有償型インターンシップについて

２ 面接（期間：令和４年１月14日～令和４年１月31日）

・書類選考を通過された方に限り、上記期間に受入予定企業から申込者に連絡が
ありますので、面接日時・場所（又はオンライン対応）を確認いただき、面接
を受けてください。

・面接時に、資格外活動許可等について確認を致しますので、下記を必ず持参し
てください。

**面接時に必ず持参するもの**
□学生証 （がくせいしょう）

□在留カード（ざいりゅうかーど。資格外活動許可を確認するため）

① インターンシップへの申込

インターンシップへの申込は、神奈川県ホームページから申し込
んでください。

① インターンシップへの申込・面接

URL：
https://www.pref.kanagawa.jp/d
ocs/bs5/sdgs-ryuugakusei.html

もうしこみ めんせつ

めんだんじ かなら じさん

めんせつ きかん れいわ ねん がつ にち れいわ ねん がつ にち

もうしこみ きかん れいわ ねん がつ にち れいわ ねん がつ にち

もうしこみ かながわけん もし こ

しんがた かんせんぼうし てきせつ ちゃくようとうきほんてき かんせんよぼうさく てってい ねが

・新型コロナウイルス感染防止のため、適切なマスク着用等基本的な感染予防策の徹底をお願いします。



5

１ 受入企業との契約内容の確認

１ 受入企業との契約内容の確認
・今回の「かながわ留学生有償型インターンシップ」（以下、「本インターン
シップ」）では、企業とインターンシップ生の両者合意に基づく手続きであ
る「処遇概要確認書」による契約としていますので、受入企業が作成した
「処遇概要確認書」「誓約書」の内容をよく読んでください。

・「処遇概要確認書」に記載の内容について、十分理解をしたうえで、契約す
るようにしてください。内容に不明な点がある場合は、遠慮なく所属大学の
担当者や神奈川県の担当者に連絡をしてください。

・また、実習時間の把握のため、添付の「インターンシップ期間中のアルバイ
トの状況確認書」の記載をお願いいたします。

・書類のやりとりについては、必要に応じてオンライン・郵送での手続きとな
ることがあります。

・書類は、１部コピーを自分で保管してください。

２ 感染対策について
かんせんたいさく てきせつ ちゃくようとう

・インターンシップでは、感染防止ため、適切なマスク着用等
きほんてき かんせんよぼうさく てってい ねが

基本的な感染予防策 の 徹底をお願いします。
うけい きぎょう かんせんたいさく ぐたいてき ほうほう きょうゆう

・受入れ企業が、感染対策 の具体的な方法について、共有シート
きさい しじ したが

に記載していますので、その指示に従ってください。
ないよう ぎもんとう うけい きぎょう かながわけん

・内容について疑問等がありましたら、受入れ企業や 神奈川県の
たんとうしゃ れんらく

担当者 に 連絡をしてください。

② 採用・必要書類の作成 （１）

書類名 内容

□インターンシップ期間中のアルバイトの状況確認書
□プロセス管理シート

（書類一覧）

さいよう ひつよう しょるい さくせい
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３ インターンシップ中の保険等について
インターンシップ中においては、事故には十分ご注意してください。その

うえで、企業には下記（１）、（２）の内容の保険の加入をお願いしていま
すので、書類の作成等のご協力お願いします。保険加入状況（予定含む）の
確認結果は、「処遇概要確認書」に記載しています。

（１）インターン中の事故やケガへの備え（傷害保険）
万が一の事故やケガの場合などリスクに対する備え加入するものです。

（２）企業に損害が生じた場合への備え（賠償責任保険）
インターン生の行う業務に起因した偶然な事故により第三者への賠償責任

が発生する可能性があります。インターン生が第三者の身体や財物に損害を
与え法律上の賠償責任を負った場合や、必要に応じて情報漏えいに対応した
保険の加入状況のご確認を企業にお願いしております。
なお、企業秘密や個人情報の漏洩を防止するため、誓約書を作成し、ｲﾝﾀｰ

ﾝｼｯﾌﾟ生に内容を説明した上でご提出いただくようにお願いしています。

② 採用・必要書類の作成 （２）
さいよう ひつよう しょるい さくせい
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③ オリエンテーションへの参加

これからの取組みについての共有

手続き事項の確認と書類の作成

〇 オリエンテーションでは、インターンシップ内容の確認を行うため、「オリエン
テーションチェックシート」及び「これからの取組みについての共有シート」を活用
した面談を行います。

〇 オリエンテーションにて、ご作成いただいた書類をもとに改めて手続き事項の確認
を行います。

〇 また、社内ルールの共有やパソコン環境の設定などを行います。

〇 オリエンテーション終了後、受入れ企業から、下記書類を県に提出して
いただきます。県からインターンシップ生に確認等のため連絡することがあります。

（書類一覧）

書類名 提出先

さんか

てつづき じこう かくにん しょるい さくせい

とりく きょうゆう
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④ インターンシップの実施（期間中）

〇 日々の気づきや学びを言語化させ、自らの実習への理解を深めてもらうため、

日報の作成、共有

（③明日の実習内容の記載）を追加作業し、◯◯さんに確認していただく

従事する時間管理の徹底のお願い

〇 インターンシップ生は、下記のとおり従事できる時間が定められていますの
で、始業・終業の時刻や休憩時間を必ず守ってください。

〇 また、インターンシップ生に終業の時刻までに業務を終了することを受入れ

企業に県からも伝えておりますので、遠慮なく、受入れ企業に業務を終了する
ことを伝えてください。

期間 時間

長期休業期間中（大学の定める）
１日８時間以内
（週40時間以内）

それ以外の期間 週28時間以内

。

じっし きかんちゅう

じゅうじ じかんかんり てってい ねが

にっぽう さくせい きょうゆう

ことば

言葉にし、

じっしゅじかん

実習時間
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④ インターンシップの実施（期間中）

相談窓口

連絡先

（平日 8:30－17:00）
045-285-0908
045-285-0909

〇 インターンシップ実施中は、様々な問題や悩みが生じることがあるかと思い
ます。

〇 お困りごとや悩みなどが発生したら、早い段階で、以下の県の担当者や在籍
する大学の留学生のご担当者にご連絡し、相談してください。

インターンシップ中、様々な問題や悩みがございましたら相談窓口ま
でご連絡ください。

じっし きかんちゅう

そうだんまどぐち
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⑤ 修了面談・修了報告会の実施

〇 インターン修了時には、 「修了面談」を実施しますので、ご参加をお願いし
ます。

しゅうりょうほうこくかい じっし ばあい さんか ねが

〇 また、「修了報告会」 を実施する場合は、ご参加をお願いします。

〇 報告会では、インターシップで出会った方が参加され、多くの視点が取り入
れられたフィードバックを受けられますので、是非ともご参加ください。修了
報告会にあたり、発表用資料の作成が企業から求められましたら、作成をお願
いします。

〇 修了面談は、修了報告会前後に実施します。

〇 「インターンシップ・プロセス管理シート」を記入してください。ご自身の
記入が終わりましたら、受入れ企業のご担当者にも活動のフィードバックの記
入をお願いしてください。当該担当者のご記入後、ご一読ください。

○ インターンシップ終了後、下記の書類が受入れ企業経由で、県に提出されま
すので、あらかじめご了承ください。

修了面談・修了報告会の実施

書類名

インターンシップ終了後、「修了面談」に参加してください。「修了
報告会」が実施される場合は、参加をお願いします。

しゅうりょうめんだん しゅうりょうほうこくかい じっし

しゅうりょうめんだん しゅうりょうほうこくかい じっし
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⑥ その他

これからの取組みについての共有

（参考）修了報告会のポイント

（参考）修了面談のポイント

作成する書類一覧

・１、３以外の書類は、受入れ企業から、提供があります。
・ご提出いただいた書類については、留学生の在籍大学と共有します。

書類名 作成者 作成時期 提出期日

１

エントリーシート
（申込みフォームから直
接入力）

留学生
12月23日から1月7日まで、県ホームページ
より入力・申請してください。

２
面接チェックシート 各社

留学生
面接日まで

インターンシッ
プ合否決定後

３
オリエンテーション
チェックシート

各社
留学生

インターンシップ

オリエンテー
ション開催後

４
処遇概要確認書
（署名したものの写し）

各社
留学生

５
誓約書
（署名したものの写し）

留学生

６
インターンシップ期間中
のアルバイト状況確認書

留学生

７
インターシップ中の傷害
保険・損害賠償保険

各社
留学生

インターシップの実施
前（インターンシップ
の初日を加入日とする。
）

８
これからの取組について
共有シート
＜日報＞

留学生
インターンシップ期間
中（毎日）

インターンシッ
プ終了後

９ プロセス管理シート

留学生
※フィー
ドバック
欄は各社

①インターンシップ前
（「あなた自身の目標」
の箇所を事前に記載）

②インターンシップ終
了後

た

さくせい しょるいいちらん
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⑥ その他

これからの取組みについての共有

（参考）修了報告会のポイント

（参考）修了面談のポイント

「ジャパンSDGsアクションフォーラム」での事例発表

・ 令和４年３月29日（火）に「ジャパンSDGsアクションフォーラム」にて、本
留学生向け有償型インターンシップについて事例発表を行う予定です。

場合に応じて、登壇をお願いすることがありますので、あらかじめご了承く
ださい。

た

じれいはっぴょう
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これからの取組みについての共有

（問合せ先）神奈川県いのち・未来戦略本部室

電話番号 045-285-0908、045-285-0909

（参考）修了面談のポイント


