
参加方法  

金沢大学におけるインターンシップ 

 インターンシップに参加するには以下の方法があります。  

• 理工系学生課を通して参加する 

⇒理工学域・自然科学研究科で応募枠があるため参加しやすい。 

• 企業や就職情報のサイト等から自分で申し込んで参加する（公募） 

⇒企業の選択肢が多い。書類のやり取りは個人で行う。 

• 就職支援室を通して参加する 

⇒金沢大学で応募枠があるため参加しやすい。 

※参加方法の詳細や募集企業等の情報はインターンシップ担当教員または学内専用 Web ページで確認してください。

http://www.se.kanazawa-u.ac.jp/gakunai/internship/index.html 

参加の流れ 

おおまかな流れは以下のとおりです。 

 

 
 

※単位希望の場合は，インターンシップ担当教員へ連絡し認定要件等を確認する。 

※事前研修（就職支援室主催，各学類主催，ジョブカフェ主催など）を受講する。 

 
 
 
    【理工系学生課経由】                【理工系学生課経由でない場合】 

 

 
                        

※エントリーシートや履 歴書 等 の書 類提 出は， 

応募 先の指示 に従ってください。 

 
 
 
 
 
 
 
※履歴書等の企業への書類送付は学生課が代行します。 

 
 
 

参加申込みの内定通知が届く 

参加希望企業を決める 

 

 

 

理工系インターンシップ Web サイト，企業等 Web サイト，就職情報サイト等で 

インターンシップを探す 

履歴書等を提出 
※傷害保険・損害賠償保険に加入し， 

保険加入を証明する書類（写）を併せて提出 

理工系インターンシップ Web サイ

トで参加申込み 
各自で企業へ応募 

http://www.se.kanazawa-u.ac.jp/gakunai/internship/index.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※単位希望の場合は，企業が作成した実施状況報告書及び自身で作成した報告書をインターンシップ担当教員へ提出する。 

※理工系学生課経由でない実習で単位を希望する場合，実施状況報告書の作成は事前に各自で受入企業へ依頼してください。 

 
 
 
参加における注意点   （単位修得希望の有無にかかわらず遵守のこと！） 

• 金沢大学の学生として節度ある行動をとること。 

インターンシップ開始直前の辞退や期間途中でのリタイヤなど本学の学生として信用をなくすような行動は慎んでください。 

• コロナウイルス感染防止のため，検温及びうがい手洗い等を心掛けえること。 

• 実習中に知り得た情報は，実習後も「未来永劫秘密」にすること。 

また、知り得た情報を SNS や掲示板等に書き込むことも禁止です！ 

※秘密が漏れた場合，受入先企業やその企業の顧客に多大な迷惑がかかるだけでなく， 

 漏らしたあなた自身が多額の損害賠償責任を負うこともあります。  

学生教育研究災害傷害保険（学研災）及び学研災付帯賠償責任保険（A コース），  

もしくは大学生協で加入できる生命共済及び学生賠償責任保険，ないしはこれらと同等の補償を受けられる保険に  

必ず加入すること。（正課または実働日数５日以上のインターンシップについては、保険に加入していることを証明する書類

（払込票、原本写し等）を就職支援室に提出） 

インターンシップ先で物を壊してしまったり、人にけがをさせてしまったりなど万一の事態に備えて必ず加入してください。 

※「大学の正規の行事」でないと上記保険の対象となりません。そのため，インターンシップへ参加することが決定したら 

アカンサスポータル上で「インターンシップ誓約兼届出」の登録を必ず行ってください。  

アカンサスポータル＞教学＞LMS コース（WebClass）＞その他情報＞就職支援室＞インターンシップ誓約兼届出  

• 実習参加後にインターンシップ担当教員へ報告書を提出すること。 

※実習中に知り得た機密事項については、報告書に記載しないよう注意してください。 

• 授業への出席を最優先すること。 

単位希望者は Q3 履修登録期間に履修登録 

参加決定，受入企業との事前連絡 

傷害保険・損害賠償保険
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アカンサスポータル上で「インターンシップ誓約兼届出」の登録 
※正課または実働日数 5 日以上のインターンシップに参加する場合は， 

保険加入を証明する書類（写）を就職支援室へ提出 

実習参加 

報告書提出 



 

 

単位認定を希望する場合  

• 単位は原則として 5 日間以上の実習に限り認定されます。多くの場合（参加後の後期に）履修登録し、インターンシップ担当

教員の指示する報告書の提出や報告会での発表により単位修得が可能です。 各学類・専攻によって認定要件が異なりま

すので，事前に担当教員へ研修内容やスケジュールを提示し、単位認定が可能かどうか確認してください。 

• 実習参加後にインターンシップ担当教員へ報告書を必ず提出してください。                                

※就職支援室や公募で参加する場合は，学生自身で作成する報告書の他に，企業担当者が作成する実施状況報告書も      

提出が必要ですので，事前に各自で作成依頼してください。 

 

理工系学生課窓口のインターンシップ受入先企業等の情報は、準備ができ次第、担当教員や Web ページを通

じて公開されます。 応募締切日に注意して申請フォームから申し込んでください。 

インターンシップ関連 HP 

理工系学生課インターンシップ＆申請 Web ページ【学内専用】 

http://www.se.kanazawa-u.ac.jp/gakunai/internship/index.html 

※スマートフォンからは KAINS-WiFi への接続が必要です。 

就職支援室 Web ページ 

http://www.kanazawa-u.ac.jp/education/employment/students/internship 

金沢大学ホーム > 教育 > 進学／就職 > 在学生の方へ > インターンシップ 

インターンシップ科目  

※学類・専攻によって科目名が異なります。GPA や履修登録許可単位数（CAP）の対象外です。【 】内は単位数。 

学類  科目名  学類  科目名  

数物科学類  インターンシップ実習    【１】 電子情報学類  学外技術体験実習 A  【１】 

物質化学類  学外技術体験実習 A  【１】 学外技術体験実習 B  【２】 

学外技術体験実習 B  【２】 環境デザイン学類  学外技術体験実習 A  【１】 

機械工学類  学外技術体験実習 A  【１】 学外技術体験実習 B  【２】 

フロンティア工学類  学外技術体験実習 A  【１】 自然システム学類  インターンシップ実習    【１】 

学外技術体験実習 B  【２】  

電子情報通信学類  学外技術体験実習 A  【１】 

学外技術体験実習 B  【２】 

地球社会基盤学類  学外技術体験実習 A  【１】 

学外技術体験実習 B  【２】 

生命理工学類  認定科目なし 

 

  



専攻  科目名  

数物科学専攻  認定科目なし 

物質化学専攻  インターンシップⅠ    【１】  

インターンシップⅡ    【２】  

機械科学専攻  機械科学特別講義Ⅱ  【１】 

機械科学特別講義Ⅲ  【２】 

電子情報科学専攻  企業体験実習       【２】 

環境デザイン学専攻  認定科目なし 

自然システム学専攻  自然システムキャリア実習【１】 

研究科共通  国際研究インターンシップ【２】 

※海外でのｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟの場合  

（大学院の創成研究や GS リーディングプログラム関連科目のインターンシップについては、それぞれ当該科目の 

指示によること） 

 

インターンシップ担当教員  

学類・専攻 担当教員名 

数物科学 【数学】髙信 敏 

【物理学】新井 豊子 

【計算科学】岩﨑 宏 

物質化学 【化学】酒田 陽子 

【応用化学】淺川 雅 

機械工学 【機能機械】得竹 浩 

【環境・人間機械・機械】春木 将司 

フロンティア 【電子機械】得竹 浩 

【機械】渡邊 哲陽 

【化学工学】比江嶋 祐介 

【電子情報】飯山 宏一  

電子情報 三好 正人 

地球社会基盤 【地球惑星科学】隅田 育郎  

【土木防災・環境都市】中山 晶一朗  

生命理工 【生命ｼｽﾃﾑ・海洋生物資源】田岡 東 

【ﾊﾞｲｵ工学】黒田 浩介 

環境デザイン 中山 晶一朗 

自然システム 【生物】田岡 東 

【物質循環】比江嶋 祐介 

【ﾊﾞｲｵ工学】黒田 浩介 

【地球】隅田 育郎 

 

（参加決定後は上記担当教員へ連絡すること） 
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