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19：00
地域の会議
があれば（ ）

12：00
昼食

17：30
退社

12：45
来所相談（ふれあい
サロン活動について）

14：00
CSW会議

（CSWとの連携）

19：00
担当校区の
会議に参加

9：00
朝礼、
メール確認

16：00
事務作業

17：30
退社

8：45
出勤、
メール確認

12：00
休憩

13：00
利用者宅訪問、
面談

15：00
関係機関とのケース
カンファレンス

わたしの
仕事内容

仕事のやりがい

主な担当として、日常生活自立支援事業専門員、介護者家族の会事務局担当、ボラン
ティアの仕事に携わっています。個別支援から地域支援まで幅広く関わらせていた
だいています。

個別支援では施設や関係機関と連携がとれ、
利用者に寄り添った支援につながった時にや
りがいを感じます。また、地域住民や様々な施
設・機関とのつながりが多いのも社協の魅力
だと思います。笑顔と「ありがとう」の声をい
ただけた時に、さらにモチベーションがあが
ります。

プライベートの過ごし方
バイクで温泉めぐりやデイキャンプに出掛け
てリフレッシュしています。家ではハンモック
に揺られながら、のんびり読書するのも大好き
です。

私の心がけポイント
挨拶をすること、どんなに些細なことでも「あり
がとう」や「ごめんなさい」を素直に伝えるよう
に心がけています。日頃の何気ない会話や声掛
けなど、コミュニケーションを通じて、笑顔と人
とのつながりを大切にしています。

これからの目標
地域の方が気軽に相談しやすく、頼りになる社
協の職員を目指したいです。その為にも、初心
を忘れず、知識・経験を磨きスキルアップして
いきたいと考えています。社協のチームワーク
を活かし、ひとつでも多くの地域住民の声を、
活性化できるよう努めていきたいです。

人と接する事が好きな人は、ぜひイン

ターンで社協での仕事のやりがいや、充

実感、楽しさを体験してみてください。ど

んな仕事をしようかと迷っている人も、

様々な人と出会える社協ならやりたいこ

とが見つかるきっかけになるかもしれま

せん。不安もあると思いますが、気になっ

たら勇気をだして一歩踏み出してみませ

んか。みなさんとお会いできることを楽

しみにしています。

大学生のみなさんへ

摂津市社会福祉協議会

本庄 あゆみ
地域福祉課

大阪体育大学卒
平成29年10月1日入職

ほん じょう

ある日の
仕事内容

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

9：00
事務作業、
職員間での打合せ

12：00
休憩

17：30
退社

17：30
退社

14：00
まちかど福祉相談所で
個別の相談対応

わたしの
仕事内容

仕事のやりがい

校区担当（コミュニティワーカー）として地域の人と地域の福祉課題について話し
合うことや、コミュニティソーシャルワーカー（CSW）として地域で困りごとを抱
えながら生活している方の相談を聞くことなどを担当しています。

私がやりがいを感じる時は、民生委員や福祉委
員とボランティア活動や地域の近況について
話をしている時、地域の活動がより良くなる方
法を考えている時です。また、相談の対応をし
ている中で「ありがとう」と声をかけていただ
いた時もとてもやりがいを感じます。

プライベートの過ごし方
基本、休日はまったりのんびりしています。映
画鑑賞に行ったり、他市の社協で働いている学
生時代からの友人と遊んだ
り、ラーメンが好きなのでチャ
ンスがあれば、美味しいラー
メン店を探索しています。

私の心がけポイント
－事業や地域の活動の背景を学ぶ－　社協が
行う各種事業や、地域で行われている活動には
歴史があります。今だけを見るのではなく始

これからの目標
人との繋がりを大切にして、新たな人たちとも
繋がっていく。そのために仕事でも、プライ
ベートでも様々な場面に出向く、経験していく
ことを目標にしています。また、人との対話を
大切にして、職場内でも、地域からも気軽に話
しかけてもらえる社協ワーカーになりたいと
思いながら仕事をしています。

私は学生時代に社協で実習を行い、その

時に就職したいと思いました。社協では

様々な仕事があり、授業で学ぶだけでは

わかりにくいと思います。インターンに

参加して活動の魅力や楽しさ、面白さを

知って欲しいです。ぜひ、インターンで社

協に来てください！

大学生のみなさんへ
寝屋川市社会福祉協議会

田中 陽大
地域福祉課　校区担当(Cow)、CSW

佛教大学
平成30年4月１日入職

た なか はる ひろ

ある日の
仕事内容

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

9：15
事務作業

16：00
行動記録の
入力・振り返り

8：45
朝礼、
メール確認

わたしの
仕事内容

仕事のやりがい

市内全域の小学校区ごとにある、地区福祉委員会（ボランティア）活動の後方支援を
しています。各地区の特徴や活動を活かしながら、日頃はもちろん災害時にも安心
して暮らせる地域づくりをボランティアの方々と進めています。

社協に相談をして、みんなで協力をすれば何で
もできるとボランティアの方から言われた時
にやりがいを感じます。最初は話し合いを持つ
ことに積極的ではなかった方々と顔を合わせ
て協議する中でお互いのことや役割が自然と
明確になっていきます。また、社協がその架け
橋となり、様々な人たちが関われることに面白
さがあります。

人との輪をより大きくしたりすることに結び付
くからです。

プライベートの過ごし方
旅行や温泉によく行きます。リフレッシュはも
ちろん、地域性や文化の共通点や相違点を知っ
たり、旅先や温泉での何気ないやり取りが仕事
での意外なヒントになったりすることも多い
です。　

私の心がけポイント
一人ひとりの得意なことや興味関心は何かとい
うことに常にアンテナを張るようにしていま
す。そのことが様々な場面で活かされたり、人と

これからの目標
日頃から地域の方々と信頼関係を築いていき、
何か困ったことや地域で気になることがあれ
ば、まずは社協に相談をしようと思ってもらい
たいです。また、こちらからお願いをした際に
も、それなら任せて欲しい、みんなで話し合っ
て社協に協力をしていきたいと前向きに思っ
てもらえる職員になりたいです。

身近な人への感謝を忘れず、どんなこと

にも失敗を恐れず、まずはチャレンジし

てみてください。勉強や遊びといった

様々なことに一歩を踏み出すことが、自

分自身の新たな世界を広げるだけでな

く、何かを感じたり、考えたりするきっか

けにつながると思います。

大学生のみなさんへ
柏原市社会福祉協議会

平松 愛
福祉推進課　小地域ネットワーク活動担当

佛教大学
平成28年4月1日入職

ひら まつ あい

ある日の
仕事内容

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

9：30
地区福祉委員会の
友愛訪問活動 支援

10：30
子育てサロン
訪問（活動支援）

12：00
休憩

12：45
会議または
広報紙作成など

8：45
出勤、
メール確認

わたしの
仕事内容

仕事のやりがい

日常生活自立支援事業・地域担当・熊取町介護者（家族）の会、熊取町地域福祉団体連絡会、熊
取町社会福祉施設等地域貢献委員会、おとなと子どもの地域あいさつ運動・GOING、障がい
のある児童のサマーレクリエーション、いつまでも元気でいきいき講座、社協くまとり作成

上司が私を信頼し、思い切って仕事を任せてくれ
るので、毎日やりがいを感じながら仕事をしてい
ます。地域の方も、時には社会人の先輩として厳
しく、また時には親のように愛情をもって接して
くれます。上司や地域の方たちの愛情と優しさが
私を育ててくれていると感謝しています。毎日が
一期一会です。出会いが私を強くしてくれます。

プライベートの過ごし方
サッカーやドライブなど、アクティブに行動していま
す。小学校5年生の時から続けているサッカーを通し
て、友だちの輪がどんどん広がり、たくさんの仲間がで
きました。サッカーは私の青春であり、人生の一部です。

私の心がけポイント
相手との心の距離を縮めるため、お名前を添え
てあいさつをすること。話を聞く姿勢から信頼
関係を築くため、共感力を高めること。全ての物
事には意味があるため、毎日を注意深く見つめ、
当たり前に疑問に持つことを心がけています。

これからの目標
身近なところから目標を立てるようにしてい
ます。目標が高すぎるとその道のりでバーンア
ウトしてしまうので、一歩ずつ階段をのぼるイ
メージです。まずは、尊敬している上司に追い
つくこと。追いついて、いつかは追い越せる自
分を目指しています。「なりたい」ではなく、「な
らなければいけない」との使命感を自分に課し
ながら。早く一人前になって、「Ｍｒ.社協」「熊取
町社協の顔」と呼ばれるようにがんばります。
そして、NHKの『プロフェッショナル 仕事の流
儀』に出演したいです。

地域の皆さんと出会い、たくさんの喜び

や感動をいただける地域福祉活動を、ぜ

ひ体験してください。私たちも一緒に学

ぶ気持ちで、学生のみなさんに指導をし

ていきたいと思います。みなさんにお会

いできるのを、楽しみにしています。

大学生のみなさんへ熊取町社会福祉協議会

川岸 大介 
南海福祉専門学校
平成28年4月1日入職

かわ ぎし だい すけ

ある日の
仕事内容

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

9：00
会議資料作成または講座
などの集まり対応など（ ）

先輩職員紹介

まった時の背景や、当時の関係者の思いを知り
ながら関わっていくことを意識しています。

18：00
地域の会議
があれば（ ）
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           社会福祉協議会 御中 
 

短期インターンシップ 

FAX 申込書 

 

 

 

申込日：令和    年    月    日 

フリガナ   

男 ・ 女 

 

学年 回生 
氏名  

学校名  

学部 学部 学科 学科 

連絡先 

電話番号  

 

メールアドレス  

体験希望日 

第 1 希望 令和  年   月   日 ～ 令和  年   月   日 （    日間） 

第 2 希望 令和  年   月   日 ～ 令和  年   月   日 （    日間） 

第 3 希望 令和  年   月   日 ～ 令和  年   月   日 （    日間） 

備考 

 

 

 

※このページをコピーしてお使いください。必要事項を記載のうえ連絡先 FAX 番号に送信してください。

記載された個人情報は、本事業以外の目的に使用することはありません。 

短期インターンシップ アンケート 

 

大学名  

学部・学科・

学年 
（             学部                    学科）・（      ）回生 

受入社協名 

体験日程 

（                 ）社会福祉協議会 

    日間（令和  年   月   日～令和  年   月   日） 

感想 

①短期インターンシップはいかがでしたか？該当するものに☑してください。 

□大変参考になった           □参考になった 

□あまり参考にならなかった      □参考にならなかった 

（具体的に：                                             ） 

 

②短期インターンシップ前と比べ、社会福祉協議会に対する考え方に変化がありましたか？ 

該当するものに☑してください。 

□変化があった              □変化がなかった 

□その他 

（具体的に：                                             ） 

 

③今後の就職先についてどのようにお考えですか？該当するものに☑してください。 

□福祉関係の業界を考えている 

□福祉関係ではない業界を考えている 

□未定 

 

④③の設問で「福祉関係の業界を考えている」とお答えした方にお聞きします。 

該当するものに☑してください（複数回答可）。 

□社会福祉協議会            □福祉施設（ 高齢 ・ 障がい ・ 児童 ） 

□その他（                 ） 

※福祉施設の場合は、該当する種別に“○”をしてください。 

 

⑤今回の短期インターンシップにおいて、ご意見（気づき等）があればお聞かせください。

※このページをコピーしてお使いください。短期インターンシップ終了日に受入社協にご提出ください。 

アンケートの内容は、事務局で取りまとめのうえ、大阪府市町村社会福祉協議会連合会に 

おいて共有し、今後の事業企画等の参考にさせていただきます。 
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