
高校生
参加者
大募集

申し込み締切6月28日（月）

株式会社ＳＹＳホールディングス／株式会社エスワイシステム

熱田起業株式会社

株式会社イートジョイ・フードサービス

株式会社石田技術コンサルタンツ

株式会社エコフォレスト

株式会社エントリー

株式会社オフィスバスターズ

有限会社加藤精密工業

税理士法人奏

亀井労務管理事務所

有限会社キーノスロジック 

株式会社キノカワ

株式会社クレーンタル野田

株式会社古久根

株式会社ジオコス

有限会社絞染色久野染工場

親和建設株式会社

株式会社杉山設計事務所

ステラ個別支援塾／株式会社GUTS

セントラルビューティストカレッジ

有限会社宝製作所

千年建設株式会社

株式会社坪井利三郎商店

株式会社中部シイアイシイ研究所

株式会社テックササキ

東海カッター興業株式会社

株式会社東海共同印刷

東海金属工業株式会社

株式会社東海産業

東海東京証券株式会社

有限会社トリオ商事

ナゴヤホカンファシリティーズ株式会社

名古屋ボデー株式会社

西浦正徳税理士事務所

一般社団法人日本福祉協議機構

株式会社野田クレーン

株式会社表面研究所

株式会社５Ｄｏｏｒｓ

富士特殊紙業株式会社

船橋株式会社

株式会社ブランディング

一般社団法人まなびの応援団

株式会社マノモクハウジング

株式会社丸八テント商会

水谷工業株式会社

ミソノサービス株式会社

株式会社名栄社

株式会社名大社

矢作建設工業株式会社

株式会社弥誠

ユーアイ精機株式会社

NPO法人ゆめはーと

由良機船株式会社

有限会社ラテラルリンク

株式会社留学ジャーナル

■ 私たちは、高校生の社会への挑戦を応援しています。
 一般社団法人アスバシは、高校生のチャレンジを応援する企業や団体、市民のネットワークです。
「マイチャレンジインターンシップ」は、以下の企業や団体の協賛により実施されています。 

マイチャレ

S T E P
S M A L L

内容を本チラシまたはWebで確認して、申込書（各学
校に配布したものまたはWebよりダウンロード）に必要
事項を記入の上、学校ま たはアスバシまでお申し込み
ください。不明な点があればアスバシまで直接お問い
合わせください。

マイチャレンジインターンシップは、高校生であればど
の生徒でも参加できるインターンシップ。授業や部活
動、塾など一生懸命取り組んでいる生徒でも参加でき
るように夏休みの1~3日間+3日間（事前/事後研修、
報告会）で実施します。

概要

申込方法

申し込みは
アスバシへ

７月上旬ごろ
受入生徒決定通知 事前学習への参加 事後学習への参加

マイチャレンジ
インターンシップ

報告会
6月28日（月）締切 7月25日（日） 8月29日（日） 9月19日（日）必要書類の作成・提出

（誓約書・保険加入依頼書等）

インターンシップ
実施

6月
下旬

天候などによりインターンシップを中
止、あるいは日程を変更する場合があり
ますのであらかじめご了承ください。

2021

「わたしがやりたいことって、なんだろう」。
誰もが悩んで迷って、不安という壁にぶつかるけれど
頼れる味方となってくれるのが立ちはだかる壁を見事に乗り越え、
社会で活躍する“社会人の先輩 ”たち。
先輩たちの言葉や思いに触れ、自分を見つけるヒントをつかむ
そんな場所があります。

7/25（日）13:30 ～
労働会館本館会議室

事前学習BEFO
RE

一緒に参加する仲間とまずは決起式 ! 
君だけの「マイチャレンジ」を設定 !! 
社会で必要なマナー講座、ケーススタディなど行います。

夏休みで、君はどう変わりたい !? 
なりたい自分に近づくための
キックオフミーティング

8/29（日）13:30 ～
労働会館本館会議室

事後学習AFT
ER

一緒に取り組んだ仲間と、マイチャレンジ発表会 !
 9 月から始まる新学期や将来に向け、
新たな「マイチャレンジ」の扉が開きます !! 

体験を振り返る ! 
これからの学校生活
パワーアップミーティング

9/19（日）予定

報告会
CHALL

ENGE

学校の先生や一般の方、アスバシへの
寄付者、サポーターををお招きし
インターンシップ報告会を行います。
高校生たちがインターンシップで得た
様々な体験の物語を発表します。

インターシップを通して生まれた
高校生の気づき・驚き・
感動の物語

◆高等学校へ通う生徒が対象です。 

◆事前事後学習には必ず参加してください。どうしても参加できない場合は、応募時にその旨を記載してください。

◆申込みの際は第1希望のみではなく、第2希望まで記入してお申込みください。

◆応募者多数の場合は、志望動機及び事前事後学習への参加の可否により主催者にて決定させていただきます。

◆参加費は無料ですが、交通費等が自己負担になります。保護者とよく相談してから申し込んでください。

◆参加する生徒に対し、（社）アスバシが、東京海上日動火災保険株式会社の「賠償責任保険」「傷害保険」加入手続き、費用負担をします。

◆現地でのインターンシップ活動は基本的に自己責任になります。体調管理や怪我などには十分にご注意ください。

名古屋市熱田区沢下町8-5  愛知私学会館東館
TEL：052-881-4401
WEB：https://asubashi.org/  担当／鈴木、斉藤

FAX 052-308-3284
【主催】一般社団法人アスバシ　【協力】特定非営利活動法人アスクネット　【後援】愛知県、愛知県教育委員会、名古屋市、名古屋市教育委員会

未 来 を 変 え る

詳細をウェブなどで確認の上、お申し込みください



未知との出会いが溢れるインターンシップ!自分の将来を見つけるヒントがここにある!

予約3年待ちのイチジク農家に学ぶ、
農業のおもしろさ

三州フルーツ工房

受入人数

5名

全国一の生産量を誇る愛知県産のイチジク。一番
美味しいイチジクは決して皆さんもとには届かないこ
とを知っていますか？ 本当においしいイチジクをみなさ
んに届け笑顔にしたい、その想いを胸に日々挑戦をて
いる農家で、農業の真髄を体験しませんか？

三　河 農 業
額田郡幸田町
東海道本線「相見」駅徒歩5分

所在地：
最寄駅：

「おいしい」を包む食品パッケージの
秘密を探れ！

富士特殊紙業株式会社

受入人数

4名

コンビニやスーパーに並ぶお菓子など、みなさんが食
べたり目にしたことがある食品パッケージを作っていま
す。安全面と環境面に配慮した世界初の技術「水性
グラビア印刷」など、学校では学ぶことのできない特
殊な技術を目の当りにできるかも！？ 

尾　張 製 造
瀬戸市
名鉄瀬戸線「新瀬戸」駅・愛知環状線「瀬戸市」駅 送迎あり

所在地：
最寄駅：

8/17  8/19（3日間）

8/4  8/6（3日間）

まるで大きなお家のような保育園

かがやきの森保育園

受入人数

3名

2020年11月に開園した当園は、60名定員の認可保育所です。“子ども
主体の保育”、“みんなでみんなの子どもを見ていく保育”を意識して、子ど
も達にとっておうちの延長のような環境を演出しています。保育者の働き
方改革にも力を入れ、業務負荷や人間関係の問題に職員全体で取り組
んでいます。職員がHappyに保育を行うことで、子どもも保護者もHappy
だと考えるからです。保育は最高に楽しい！ ぜひ肌で感じてください。

名古屋 保 育
名古屋市天白区
地下鉄鶴舞線「植田」駅徒歩7分

所在地：
最寄駅：

8/2  8/4（3日間）

8/2  8/4（3日間）

8/4  8/6（3日間）

美容師という接客のプロの現場を
のぞいてみませんか？

セントラルビューティストカレッジ

受入人数

8名

私たちは、美容学校の運営を通じて美容師を夢見るす
べての人たちを応援しています。また、結婚・出産を機に
辞めた美容師の復帰を応援する活動もしています。お
客様の外面も内面も美しくできる美容師という素晴らし
い仕事の現場を、本校を通じてのぞいてみませんか？？

名古屋 美 容
名古屋市中区（事務局）
初日/地下鉄鶴舞線「大須観音」駅徒歩5分・他日/参加者近隣の美容室

所在地：
最寄駅：

8/18  8/20（3日間）

快適なビルの裏側には、
目に見えない力が関係している？

ナゴヤホカン ファシリティーズ 株式会社

受入人数

3名

みなさんが当たり前に利用しているビルシステムの裏側には、巨大
な空調システムがあります。空調の基本である「冷える」原理を体
験したり、空調システムを実際に目で見て、快適性を維持するため
の技術を体験したりしてもらいます。インターン期間中は、AIやIoT
をつかった最新のメンテナンスシステムづくりも体験できます。

名古屋 保守管理
名古屋市北区
名鉄「尼ケ坂」駅徒歩5分・地下鉄「志賀本通」駅徒歩8分

所在地：
最寄駅：

8/17  8/19（3日間）

8/17  8/19（3日間）

将来の自分の「働く姿」、
想像してみよう！ 

愛知県庁労働局

受入人数

1名

企業を経営する人や、働いている人/働きたい人た
ちをいろいろな面から応援するのが労働局の仕事。
「働くことってどんなことだろう？」「働く人/働きたい人
を応援するって、具体的にどんなことをするの？」と、考
えてみる絶好の機会です。

名古屋 行 政
名古屋市中区
地下鉄名城線「市役所」駅徒歩1分

所在地：
最寄駅：

フェアトレードコインで広がる
新しいお金のカタチの世界を体感しよう！

フェアトレードマルシェ株式会社

受入人数

2名

フェアトレード商品や応援する人との出会いから世界
との新たなストーリーを生み出す。これらを目的にした電
子通貨「フェアトレードコイン」 を通じ、皆さんには、新し
いお金のカタチや価値を知ってもらうことで、地域や世
界へのフェアトレードの輪を学び、体感してもらいます！

名古屋 サービス
名古屋市中村区
各線「名古屋」駅より南へ徒歩13分

所在地：
最寄駅：

8/4  8/5（2日間）

フェアトレードやエシカルを、
お店や生産者・起業家から学ぼう！

サスティナブル・ストーリー株式会社

受入人数

2名

持続可能な社会を目指す「ＳＤＧｓ」の一環として、フ
ェアトレードやエシカルへの取り組みを私たちは行って
います。皆さんには、こうした商品の開発や取り組み
への支援を行っている起業家・生産者の方々の声を
聞き、お店の販売を通じて学びましょう。

名古屋 サービス
名古屋市中村区
各線「名古屋」駅より南へ徒歩13分

所在地：
最寄駅：

8/20（1日間のみ）

紙面づくりとは何かを知ろう！

中日新聞社

受入人数

2名

誰もが知っている中日新聞社。紙面づくりを支えるプ
ロにインタビューしたり、紙面づくりの現場を見学する
ことで重要な情報を伝えることの大切さやメディアの
役割を学ぼう！

名古屋 報 道
名古屋市中区
地下鉄鶴舞線・桜通線「丸の内」駅1番出口徒歩7分

所在地：
最寄駅：

自ら創る社会に向けて

愛知県議会議員 黒田太郎事務所

受入人数

3名

共助を軸とする助け合い社会を目指し、3つの政策課
題を掲げている黒田氏。本来の政治の役割とは何
か、政治家として使命を果たすために何に取り組むか
など、県政についてみなさんと考えながら、県民が抱え
る課題の解決に向けて一緒に考えてみませんか？

名古屋 議会議員
名古屋市千種区
地下鉄東山線「星ヶ丘」駅徒歩4分

所在地：
最寄駅：

スタートアップの世界へようこそ！ 

名古屋市経済局イノベーション推進部
スタートアップ支援室

受入人数

3名

「スタートアップ」という言葉を知っていますか？新しい技術やビジ
ネスモデルを開発し、大きく成長する企業のことです。名古屋市
では、スタートアップを応援するさまざまな事業を行っています。市
役所業務の一端に携わっていただきながら、スタートアップやその
経営者との交流により起業家の情熱やマインドに触れ、皆さんに
ぜひスタートアップの世界を知っていただきたいと思っています！

名古屋 行 政
名古屋市中区
地下鉄名城線「市役所」駅３番出口すぐ

所在地：
最寄駅：

8/3  8/5（3日間）

時代の最先端！
セラミックス素材のモノづくり！

株式会社トリオセラミックス

受入人数

3名

時代の最先端、通信技術５Gや半導体製造に欠かせ
ない、ファインセラミックスのモノづくり体験をしてみま
せんか？自分自身で素材選び～加工・検査～出荷ま
で全工程に絡んだ製品が世に出て社会を支えてる。
この貴重な機会にそんなやりがいを感じてみましょう。

尾　張 製 造
瀬戸市
名鉄瀬戸線「三郷」駅徒歩20分

所在地：
最寄駅：

オンリーワンのトラックボデーの
世界を体験 

名古屋ボデー株式会社

受入人数

2名

当社は、鉄道車両を運搬する巨大なボデーや、繊細な精密機械や食品、時には牛な
どの生き物用のボデーなど、お客様の要望を叶える、オーダーメイドのトラックをゼロか
ら創り上げる会社です。10mもある大きなボデーは1人では作れません。仲間で知恵
を出し合い、「チームワーク」で「オンリーワン」の荷台は生まれます。今回のインターン
では、作業にチャレンジすることで、実際のダイナミックな現場を体験していただきます！

名古屋 製 造
名古屋市緑区
JR「南大高」駅徒歩10分

所在地：
最寄駅：

8/23  8/24（2日間）

技術と精神の融合！
海の仕事の魅力を知る

由良機船株式会社

受入人数

3名

日本全国に血液の様に木材製品を運び届ける由良
機船。船の航海の安全を守る「航海士」とは？ エンジ
ンなどのメカニックを担当する「機関士」とは？ 体験を
通じて海の仕事の醍醐味を感じ、考えよう！

名古屋 海 運
名古屋市港区
地下鉄名港線「築地口」駅徒歩7分

所在地：
最寄駅：

8/17  8/19（3日間）

最先端の建築技術を観に行こう！！

矢作建設工業株式会社

受入人数

4名

当社は、中部圏では最も多くのマンションを建設して
おり、イケアをはじめとした大型商業施設や高速道
路、鉄道などの土木構造物も多数手がけている総合
建設会社です。現場での体験や若手技術者とのコミ
ュニケーションを通して、将来の進路を考えてみませ
んか。

名古屋 建 設
名古屋市南区
名鉄「大江」駅徒歩1分

所在地：
最寄駅：

8/19  8/20（2日間）

でっかい土木工事をリードする
仕事を体感！

親和建設株式会社

受入人数

3名

高速道路、橋やダムなど地図に残る大型コンクリート土木工事の計画、設計、仮
設・重機工事から鉄筋、型枠、コンクリート、仕上げまで、工事の全てを行っていま
す。スケールはとにかくでっかい！ 大型土木工事の全体像を学んだり、現場を取り
仕切る「職長」や、社員の動きを現場で観察しましょう。形式にこだわらない社風で、
和気あいあいと意見が出せるから、みなさんの前向きさや積極性が問われますよ！

尾　張 建 設
海部郡大治町
地下鉄東山線「中村公園駅」より送迎あり・自動車で約10分

所在地：
最寄駅：

8/23  8/25（3日間）

あらゆる切断が可能！
コンクリート切断のプロに密着

東海カッター興業株式会社

受入人数

6名

道路やコンクリートの切断を手掛ける特殊工事のプ
ロです。老朽化しつつあるものをより強いコンクリート
へと生まれ変わらせるために多種多様な工法を用い、
使用するカッターは、数cmから大きなもので80cm！ こ
のダイナミックな世界をぜひ体験してみませんか。

名古屋 建 設
名古屋市北区
（栄・黒川駅より）名古屋市営バス「新川中橋」徒歩3分

所在地：
最寄駅：

8/17  8/18（2日間）

美しい日本の景観を築く
仕事のプロから学ぼう！

株式会社坪井利三郎商店

受入人数

3名

一般住宅から神社やお寺、お城まで、美しい屋根を創る仕事です。独自の職
人育成プログラムで、業界屈指の名人級の職人や有名テーマパークを手が
けた職人を育成しながら、20代の若手社員も多く在籍しています。自分の仕事
が記憶や形、歴史に残るからこそのやりがいもあります。100年以上続く老舗
企業のノウハウや有名テーマパーク建設工事の裏側を体験してみましょう。

名古屋 建 設
名古屋市中区
地下鉄名城線「矢場町駅」3番出口徒歩5分

所在地：
最寄駅：

8/24  8/25（2日間）

建設コンサルタントってどんな仕事？
公園を計画してみよう！

株式会社石田技術コンサルタンツ

受入人数

4名

測量・設計等の建設コンサルタント業界や業務についての講習を行
い、私たちの生活する街のなりたちを知っていただきます。実際に業
務で使用している測量機械やCADの体験後、メンバー全員でワーク
ショップ【公園計画の立案】を行い、「コンセプト」「意見交換」「施設
配置計画」「計画図面の作成」など、一緒に作りあげてみませんか？

尾　張 建 設
小牧市
名鉄小牧線「小牧駅」・「小牧口駅」徒歩5分

所在地：
最寄駅：

8/23  8/24（2日間）

架けた橋が地図に残る
オンリーワンの仕事を実体験！

株式会社野田クレーン

受入人数

3名

橋梁工事を中心に、大型クレーン、他社には無い工法、
特殊な機材の開発など、難易度の高い工事を手掛ける
企業。橋を架けるというみんなの生活に関わる大きな仕
事に携わる魅力とは？クレーン車の実車運転体験など、
インターンシップでしか体験できないこともできます！

岐　阜 建 設
岐阜県大垣市
JR東海美濃赤坂線「美濃赤坂」駅徒歩15分

所在地：
最寄駅：

8/23  8/25（3日間）

特殊クレーン日本一！
世界基準の技術者を目指せ！

株式会社クレーンタル野田

受入人数

5名

当社は、常時100を超える現場にクレーン・エレベーター類を提供しています。
現場で活躍するのは、クレーンのメンテナンスや現場への輸送、組立、操作や
点検、解体指揮を一手に担う「クレーンメカニック」です。扱うクレーンは日本で
は珍しい海外製。震災復興事業やダムなどの国家プロジェクトからマンション
まで、地図に残る現場に関わる、世界基準の技術をぜひ体験してください！

岐　阜 建 設
岐阜県大垣市
JR東海道本線「大垣」駅・「穂積」駅より送迎あり

所在地：
最寄駅：

8/23  8/25（3日間）

福祉の第一線で活躍する会社で
福祉の在り方について考えよう！

一般社団法人日本福祉協議機構
（アペロ・ヒューレ 名古屋相生店）

受入人数

3名

今回皆さんが体験するのは、障害や難病のある方のうち、年齢や体
力などの理由から、企業等で雇用契約を結んで働くことが困難な方
が、軽作業などの就労訓練を行う社会福祉サービス「就労継続支
援B型事業所 アペロ・ヒューレ」です。世界でも珍しい観葉植物やイ
ンテリア雑貨、ガーデニンググッズなどの販売するお仕事です！ 

名古屋 福 祉
名古屋市天白区
地下鉄桜通線「相生山」駅徒歩1分

所在地：
最寄駅：

8/18  8/20（3日間）

8/19  8/20（2日間）

シニアや障がいを持つ方を、
笑顔にする仕事を体験してみませんか？

P-BASE 寿店

受入人数

2名

豊田市で介護・福祉の事業所を展開するP-BASEは介護・福祉にとどまる
ことなく、幅広く事業を展開しています。寿店では障がいのある方のため
に、手すりや人体検知センサーを設置したり、在宅生活のシュミレーション
ができるよう、あえて段差のあるエントランスを設けるなど、優しさと工夫を込
めた空間設計を目指しました。「誰かを支える仕事」を体験してみませんか？

三　河 福 祉
豊田市寿町
名鉄三河線「土橋駅」徒歩10分

所在地：
最寄駅：

8/23  8/25（3日間）
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