未 知との
出 会 い が 溢 れる
インターンシップ

マイチャレンジインターンシップは
高校生であればだれでも参加できるインターンシップ。
ひと皮
むける
夏
月
6
下旬

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
報告会）
で実施します。
夏休みの１〜３日間＋３日間（事前/事後研修、

申し込みは
アスバシへ

７月上旬ごろ
受入生徒決定通知

6月30日
（木）締切

必要書類の作成・提出

インターンシップ
実施

事前学習への参加

（誓約書・保険加入依頼書等）

事後学習への参加

天候などによりインターンシップを中

7月24日
（日）

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。

8月2１日
（日）
8月27日
（土）

マイチャレンジ
インターンシップ
報告会

9月18日
（日）

2
2
20

未 来を
見 つ ける
夏休み

CHALLENGE

CHALLENGE

CHALLENGE

事前学習

事後学習

報告会

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
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を行います。

7/24（日）10:00〜 or 13:30〜
【会場】労働会館本館会議室

体験を振り返る !

インターンシップを通して生まれた

これからの学校生活
パワーアップミーティング

高校生の気づき・驚き・
感動の物語

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 !!

8/21（日）13:30〜
8/27（土）10:00〜

【会場】労働会館本館会議室

出来た
！を 増 や す 一 歩

◆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、
（一社）
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。

自分を
見 つ ける
ヒント

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。
□有限会社加藤精密工業

□株式会社 SMIRING

□株式会社トリオセラミックス

□富士特殊紙業株式会社

□株式会社 SS

□株式会社クレーンタル野田

□セントラルビューティストカレッジ

□ナゴヤホカン ファシリティーズ 株式会社

□一般社団法人まなびの応援団

□株式会社 SYS ホールディングス

□親和建設株式会社

□有限会社宝製作所

□名古屋ボデー株式会社

□株式会社弥誠

□株式会社ジオコス

□株式会社 TATSUMI

□一般社団法人日本福祉協議機構

□矢作建設工業株式会社

□株式会社エントリー

□株式会社杉山設計事務所

□株式会社坪井利三郎商店

□株式会社野田クレーン

□由良機船株式会社

□株式会社オフィスバスターズ

□スズヒロフォークリフト株式会社

□東海カッター興業株式会社

□株式会社 5Doors'

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。

力と
自分の を拓く
未来

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。

高校生参加者大募集
「 わ たし が や り た い こ とっ て 、な ん だ ろ う 」。

□株式会社石田技術コンサルタンツ

052-308-3284

動

MY CHALLENGE INTERNSHIP

◆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。

FAX 送信先

感

【会場】愛知学院大学

◆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。

6月30日
（木）

き

9/18（日）

◆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。

申込締切

驚

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。

◆高等学校へ通う生徒が対象です。

株式会社エスワイシステム

気づき

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 。

カ イ タ ク

介拓奨学生プログラム
高校生募集開始

出会いと
挑戦

※のついている福祉分野のインターンは、介拓プログラムの一環で実施されています。

介護福祉をキッカケに、進学の資金や進路の問題を自らの力で
乗り越えていくのを応援する新しい仕組み。
高校生対象の無償の初任者研修などで資格を取得し、
介護や福祉施設で奨学生として働きながら、
進学費用などを貯め、無理なく進学ができるようにしています。

詳細・ご登録は
QRコードから

▶▶▶▶▶▶

マイチャレ
名古屋市熱田区沢下町 8-5 愛知私学会館東館
T E L ：052-881-4401
WEB：https://asubashi.org/ 担当／肥田・斉藤
【主催】一般社団法人アスバシ 【協力】愛知学院大学

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

名古屋

8/2 8/4（３日間）

保育所

所在地：名古屋市天白区
最寄駅：地下鉄鶴舞線「植田」駅徒歩８分

かがやきの森保育園うえだ

名古屋

8/8 8/9（2日間）

矢作建設工業株式会社

まるで大きなお家のような保育園

最先端の建築技術を観に行こう！
！

2020年11月に開園した当園は、鶴舞線植田駅近
くにある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だと考えているからです。
保育は最高に楽しい！ぜひ肌で感じてみてください。

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。
受入人数

美容

所在地：名古屋市中区
（事務局）
最寄駅：参加者近隣の美容室

美容学校セントラルビューティストカレッジ

8/17 8/19（３日間）

由良機船株式会社

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
！

私たちは、美容学校として美容師国家試験の
合格だけではなく、卒業時には即戦力となれる
力を育てます。本校提携の美容院を通じてお客
様の外面も内面も美しくできる美容師をいう素
晴らしい仕事の現場を体験してみませんか？
受入人数
①〜③で

受入人数

2

5名

8/16 8/18（３日間）

ナゴヤホカン ファシリティーズ 株式会社

建設

所在地：名古屋市北区
「尼ケ坂」駅徒歩5分
最寄駅：
地下鉄「志賀本通」駅徒歩8分

快適なビルの裏側には
目に見えない力が関係している？
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

愛知学院大学

受入人数

2名

8/1 8/3（３日間）

大学

所在地：愛知県名古屋市
最寄駅：地下鉄名城線「名城公園」駅より徒歩3分

進学するかも知れない 大学 ですが、体験して
頂く皆さんには学生としてではなく、大学で働く
体験をして頂きます。仕事の内容は、大学の社
会貢献に関わる仕事です。大学が社会貢献の
ために何をしているのかあまりイメージが湧きま
せんよね。大学生も知らない、大学の仕事を知
ることができます！

受入人数

5名

8/23 8/25（3日間）

NAGONO WORK BAR & SAUNA

サービス

所在地：名古屋市西区
最寄駅：JR・名鉄・地下鉄「名古屋」駅徒歩10分

（株式会社LEO）

社会に新たな価値を生み出すLEO。今回名古屋
駅近くの円頓寺本町商店街に、一人ひとりが幸
せを感じられる日常の 場（コワーキングスペース）
をオープンします！みなさんは、
この新しく出来た場
を利用して、商店街と一緒に新しいまちづくりに挑
戦します。働くことを愛し、仕事や生き方が最高！と
思える日常とは何か？考え創造してみましょう
！

多

受入人数

福祉※

所在地：知多市
最寄駅：名鉄常滑線「朝倉」駅徒歩７分

「福祉のまちづくり」の
現場体験を楽しみながら、
未来の暮らし方を考えるきかっけにしよう！
「福祉」
とは、私たち人間が自分らしく生きるた
め、
そして誰もが幸せになるために必要なもので
す。この夏、
いつもとは違う
「福祉のまちづくり」
現場を体験することで、私らしく生きるには何が
必要か、誰かの役に立つには何をすればいいの
かを、楽しく考える機会になるでしょう。

重

7/26 7/28（３日間）

マツオカ建機株式会社

製造

所在地：名古屋市緑区
最寄駅：JR「南大高」駅徒歩10分

名古屋ボデー株式会社

オンリーワンのトラックボデーの
世界を体験

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

7/27 7/29（３日間）

受入人数

2名

IT

株式会社エスワイシステム

尾 張

受入人数

1名

8/23 8/25（３日間）

富士特殊紙業株式会社

製造

所在地：瀬戸市暁町
最寄駅：名鉄瀬戸線「新瀬戸」駅より社員バス乗車可能

2

名

建設

所在地：三重郡川越町
最寄駅：近鉄名古屋線「伊勢朝日」駅徒歩13分

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！
？

受入人数

当社は建設機械、軽機械、
ユニットハウス、仮設
材の総合レンタルから仮設工事まで、建設関連
の総合リースレンタルサービス業として、地域の
社会インフラ整備に貢献しています！インフラ事
業の魅力をぜひ体験しにきてください！
受入人数

4名

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）

知

多 ① 7/26

7/28 ② 8/23 8/25（３日間 ）

社会福祉法人むそう
喫茶なちゅ板山

福祉※

所在地：半田市
最寄駅：名鉄河和線「青山」駅より徒歩36分

今回皆さんが体験させていただくのは、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しているお仕事です！

名古屋

8/24 8/25（２日間）

有限会社加藤精密工業

尾

張 ① 7/27

7/29 ② 8/2 8/4（３日間）

株式会社トリオセラミックス

重

受入人数

地域密着型のシャッターメーカーとして50年以
上活動している弊社の日常を通じて、仕事で地
域に貢献する体験をしてみませんか？働くことの
意味や価値を少しでも感じて貰い、社会で働く
喜びの源を感じる体験をご用意してお待ちして
います。

2名

製造

受入人数

2名

各

河

三州フルーツ工房

8/3 8/5（３日間）

農業

所在地：額田郡幸田町
最寄駅：東海道本線「相見」駅徒歩5分

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？

1

建設

所在地：四日市市楠町
最寄駅：近鉄名古屋線「北楠」駅徒歩15分

3

名

三

重

8/25 8/27（３日間）

株式会社たまや

アパレル

所在地：四日市市日永
最寄駅：JR関西本線「南四日市」駅徒歩10分
あすなろう鉄道内部線「泊」駅徒歩5分

地方から全国に発信する
最先端のファッションを体感！

受入人数

3名

おしゃれなセレクトショップは都会にしかないと思
っていませんか？地方でも都会に負けない流行
を発信することはできます！全国各地からインタ
ーネットの注文が入る三重県四日市市のセレク
トショップでアパレル業界の仕事とはどういった
ものかを体感してもらいます。

ほわわ名古屋星が丘

福祉※

所在地：名古屋市名東区
最寄駅：地下鉄東山線「星が丘」駅より徒歩24分

張

受入人数

3名

8/24 8/25（2日間）

株式会社石田技術コンサルタンツ

建設

所在地：小牧市
最寄駅：名鉄小牧線「小牧」駅
「小牧口」駅 徒歩5分

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？

三

河

P-BASE 寿店

8/22 8/24（３日間）

阜

7/25 7/26（２日間）

株式会社TATSUMI

受入人数

3名

福祉※

3名

所在地：名古屋市守山区
最寄駅：名鉄瀬戸線「小幡」駅徒歩７分

新しい街に住み替えて、生活を丸ごと支援して、
自立支援をしています。元気な時から亡くなった
後まで、家族の代わりにワンストップで生活の全
てを支援します。名古屋市要介護度等改善事
例公表事業2021に選ばれました。事例BOOK
をご覧ください！
！

尾

張

8/17 8/19（３日間）

受入人数

2名

建設

所在地：海部郡大治町
最寄駅：地下鉄東山線「中村公園」駅より送迎あり
自動車で約10分

親和建設株式会社

河

7/28 7/29（2日間）

受入人数

2名

建設

所在地：豊田市白山町
「豊田市駅」
「新豊田駅」
「三好ケ丘駅」
最寄駅：
等より送迎あり

株式会社SS

受入人数

2名

名古屋

8/20 8/22（3日間）

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

行政

所在地：名古屋市中区
最寄駅：地下鉄名城線「市役所」駅
３番出口すぐ

「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、
スタートアップや経営者、
起業について学ぶ学生たち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

受入人数

2名

行政

8/22 8/24（３日間）

海上保安庁 第四管区海上保安本部

所在地：名古屋市港区
最寄駅：地下鉄名城線「名古屋港」駅
3番出口徒歩1分

海で救助を求める人々を救出するために、潜水
業務等を行う、
いわゆる
「海猿」
と呼ばれる潜水
士は皆さんも良く知っていますよね。実は航空
機で海上における治安の維持をしたり、海洋環
境保全のための調査や、航海の安全を守る海
図作成などもしています。海に囲まれた日本で
暮らす私たちが、安心・安全に暮らせるための海
上保安官の仕事を体感できるチャンスです！

尾

張

株式会社弥誠

受入人数

2名

8/23 8/25（３日間）

製造

所在地：丹羽郡
最寄駅：名鉄犬山線「木津用水」駅徒歩20分

2

タンカーやコンテナ船など大型船のエンジン部
品や、水力発電所の軸受メタルの加工を手掛
ける企業。部品の多くが特殊で海外輸出が多
いため、豊かな発想と技術革新が必要です。私
たちの生活に必要な食糧・ガスなどを運ぶ船の
安全を守る技術を体験してみませんか。

三

河

受入人数

2名

7/25 7/27（３日間）

NPO法人 外国人就労支援センター

福祉※

所在地：豊橋市
最寄駅：豊橋駅（西口より送迎あり）

多世代・多国籍の福祉事業を
経験したい方どうぞ
「共に生きる」のスローガンをもとに、高齢者、赤
ちゃん、障がい者、外国人など枠を超えてコミュニ
ティ型福祉を展開しています！若い力欲しいです！

受入人数

2

名

建設

受入人数

高い切削加工技術で
大型船の安全を守る！

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！

三

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。

海、空、陸のスペシャリストに密着！

Be a Hero, Like Spider-Man！
！

受入人数

4名

名

岐

阜

8/23 8/24（2日間）

株式会社野田クレーン

建設

所在地：岐阜県大垣市
最寄駅：JR東海美濃赤坂線「美濃赤坂」駅徒歩15分

架けた橋が地図に残る
オンリーワンの仕事を実体験！

街を“その手”で造るプロ集団で
昨日とは違う自分を造る

受入人数

福祉※

「足場」
「とび職」
と聞くと、危険、
キツイ、厳しい
等のマイナスのイメージを抱かれがちですが、
イ
ギリスでは
「スパイダーマン」
と言われるほど、格
好よく愛され責任ある仕事です！我が社の魅力、
足場職人の魅力を足場の組立て体験等を通し
て肌で感じてみませんか？

所在地：岐阜県岐阜市
「福富団地南口」バス停より徒歩１分
最寄駅：みわっこバス（コミュニティバス）
JR「岐阜」駅・「名鉄岐阜」駅より送迎あり

岐阜や愛知を中心に県庁や警察署などの公共
施設、岐阜城の改修にも携わった実績を持つ
TATSUMI。同じ現場は一つもない中で、
まずは
「道具」
を覚え、建物の形や周辺環境、天候など
に対応しながら足場を組んだり、建物の解体や
塗装なども手がけます。働きながらレベルアップ
していけるプロ集団で、街をつくる仕事を体感し
てみませんか？

株式会社夢幻

8/11 8/12（２日間）

でっかい土木工事をリードする
仕事を体感！

所在地：豊田市寿町
最寄駅：名鉄三河線「土橋」駅徒歩10分

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
事業展開されています。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？

岐

5名

『この街の１００年後を創る』
生活を丸ごと支える
介護福祉の未来を体験しよう！
！

障害のある方の「その人らしくあるための仕事」
を支
援するため、全国50拠点以上事業展開する
『久遠
チョコレート』のブランチとしてチョコレートの製造販
売を行っています。
同じ建物内に医療的ケアの必要な子どもたちが通
うデイサービスがあり、お子さんを預けたママたちが
働くママcafeという取り組みもおこなっています。新
しい福祉のカタチを体験、体感しに来てください。

尾

議会議員

受入人数

名古屋

東海カッター興業株式会社

建設

所在地：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
最寄駅：

スタートアップの世界へようこそ！

2名

8/3 8/5（3日間）

8/23 8/24（２日間）

2

所在地：名古屋市千種区
最寄駅：地下鉄東山線「星ヶ丘」駅徒歩4分

愛知県議会議員 黒田太郎事務所

名古屋

名

受入人数

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？

受入人数

受入人数

7/25 7/27（３日間）

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？

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！

各 名

7/26 7/28（3日間）

長谷川シャッター工業株式会社

受入人数

名古屋

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
！

社会福祉法人むそう

1名

あらゆる切断が可能！
コンクリート切断のプロに密着

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でも
指折りの名人級の職人や、誰もが知る有名テーマパ
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
に残る仕事だからこそのやりがいもあります。明治35
年の創業以来120年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せんか。

自ら創る社会に向けて

名古屋

建設

所在地：名古屋市中区
最寄駅：地下鉄名城線「矢場町」駅3番出口徒歩5分

紙面づくりとは何かを知ろう！

人の数だけ支援のカタチ
その人のための福祉の在り方を考えよう！

所在地：瀬戸市
最寄駅：名鉄瀬戸線「三郷」駅徒歩20分

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。

三

報道

所在地：名古屋市中区
最寄駅：地下鉄鶴舞線・桜通線「丸の内」駅1番出口徒歩7分

5名

製造

受入人数

受入人数

美しい日本の景観を築く
仕事のプロから学ぼう！

8/19（１日間のみ ）

行政

所在地：名古屋市中区
最寄駅：地下鉄名城線「市役所」駅徒歩1分

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。

8/24 8/26（３日間）

株式会社坪井利三郎商店

受入人数

所在地：名古屋市緑区
最寄駅：名鉄常滑線「名和」駅より徒歩７分

精密溶接の技術を活かして航空機・宇宙開発
関連機器分野などの製作も行っており、実際の
ロケットに使われる部品も手掛けています。皆さ
んには技術者たちとコミュニケーションを取り、
CADでの設計や溶接作業を行ってもらいます。
小回りの利く町工場だからこそ極められた高い
技術力を体験しよう
！

名古屋

中日新聞社

予約3年待ちのイチジク農家に学ぶ
農業のおもしろさ！

半田市板山地区にある喫茶なちゅ。障害のある
方がイキイキと働き、地域の子育てママたちが集
う、子どもたちは元気に走り回り、土に触れ竹に
触れ日常を楽しむ。障害のある方たちといっしょ
に今後の地域のあり方、暮らし方、生き方を考え
てみませんか？障害のある方とかかわることでたく
さんの可能性を感じてみよう
！

三

福祉※

所在地：名古屋市天白区
最寄駅：地下鉄桜通線
「相生山」駅徒歩1分

3名

地域を支える工場の安全を守る
シャッターを作り上げる
地域密着インターンシップ！

高所を飛び回る建設業界の花形
鳶(とび)職体験インターンシップ！

8/17 8/19（３日間）

時代の最先端！
セラミックス素材のモノづくり！

人の数だけ支援のカタチ
絵本×おもちゃ×出会い なちゅキッズ

受入人数

名古屋

高い技術力を持つ町工場の
仕事に触れてみませんか？

インターンシップでは、
プログラミングの技術をゲ
ーム作成を通じて体験することができます。初心
者の方でも作成できるよう教材も揃えてあります
ので安心してくださいね。国籍や年齢も多様な
会社です。
その中で、
どうコミュニケーションを取
りながら仕事をすすめているかも、
ぜひ体感して
ください！

名古屋

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!
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！

所在地：名古屋市中区
最寄駅：地下鉄東山線「新栄町」駅徒歩7分

3名

7/30 7/31（2日間）

特定非営利活動法人地域福祉サポートちた

三

8/22 8/23（２日間）

「おいしい」
を包む食品パッケージの
秘密を探れ！

つくることを通じ前進する
新しい自分・生き方を楽しむ！

知

名古屋

技術と努力で笑顔を作る
IT業界の楽しさと魅力を知ろう！

大学における社会連携の
仕事を体験！

名古屋

名

愛知県庁労働局

8/1 8/3（３日間）

3名

出来た
！を 増 や す 一 歩

所在地：名古屋市港区
最寄駅：地下鉄名港線「築地口」駅徒歩7分

名古屋

将来の自分の「働く姿」、
想像してみよう！

持続可能な社会を目指す「SDGs」の一環とし
て、
フェアトレードへの取り組みを行っています。
「フェアトレードをもっと知ってもらうためにはどうし
たらいいか？」
そんなテーマから、
キャッチコピーや
チラシづくりなどを通じ、宣伝や販売について学
びます。

MY CHALLENGE INTERNSHIP

海運

サービス

所在地：名古屋市中村区
最寄駅：各線「名古屋」駅より南へ徒歩13分

フェアトレードを通じて
SDGsを知ってもらおう！

STEP

3名

名古屋

8/3 8/4（2日間）

サスティナブル・ストーリー株式会社

技術と精神の融合！
海の仕事の魅力を知る

美容師という接客のプロの現場を
体験してみませんか？

名 古屋

名古屋

受入人数

3名

①7/27 ▶7/29 ②8/3 ▶8/5 ③8/24 ▶8/26
名古屋・その他 ※受け入れ先美容院の状況によっては変更の可能性あり

建設

所在地：名古屋市南区
最寄駅：名鉄「大江」駅徒歩1分

受入人数

2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！

受入人数

2名

2
2
0
2
※…介拓プログラム
（詳細裏面）

