
5/23㊊ ▼6/3㊎5/23㊊ ▼6/3㊎募集期間

募集対象 福島県在住や本県出身または本県に関心がある高校生・短大生・大学生・大学院生・専門学校生

活動期間 令和4年7月11日（月）～9月30日（金）

主催 共催企画調整部文化スポーツ局文化振興課

昨年の
活動のようす
はこちら

チャレンジインターンシップ動画

https://f-intern.f-saposen.jp

チャレンジインターンシップ　福島 検 索詳しくは令和4年

参加者
大募集チャレンジ

インターンシップ

キビタン©福島県

令和4年度　NPO強化による地域活性化事業

「チャレンジインターンシップ事業」は、福島県在住や本県出身または本県に関心がある学生（高
校生、短大生、大学生、大学院生、専門学校生）が福島県内のNPO法人の活動に参加し、福島県の
復興や法人の活動、地域の課題解決などについて学び、体験する機会を提供することで、福島へ
の愛着心を育み、若者の県内への定着や地域活動への参画を促進することを目的としています。

柔軟なスケジュ
ーリング

実際の活動
＋

オンライン（
Zoom）

または

オンライン活
動のみも可能

いずれも3～
40時間の間

で日数と

時間を自由に
組むことがで

きます

Action to 2030 きみのチカラがふくしまを創る

※ご記入いただいた個人情報は厳重にお取り扱いし、応募に関する問い合わせ以外の目的で利用することはありません

024－523－2741　「チャレンジインターンシップ」

応　募　用　紙
FAX

f-intern@f-saposen.jpEメール

〒960－8043  福島市中町8－2　福島県自治会館7階　ふくしま地域活動団体サポートセンター郵  送

学 校 名

学 部・ 学 科
学年・クラス

氏 名
出 身 地

フリガナ

　　　　　　　　　　　

年齢・性別 　　　　　　　　　歳　　　　　　　　男　・　女

現 住 所
〒　　　　　－

帰省先住所
（県外学生のみ）

〒　　　　　－

電話番号／
緊急連絡先 電話番号：　　　　　　　　　　　　　　　　緊急連絡先：　　　　　　　　　　　　　　　　続柄（　　　）

E メ ー ル
（携帯電話も可） ※必ず f-intern@f-saposen.jp からのメールを受信できるようにしてください

Zoomミーティング 経験　なし・ あり  PC　／　スマホ（iphone・android）　／　タブレット

希望団体番号
第 1 希望 第 2 希望 第 3 希望

志 望 動 機
当てはまる番号に丸
をつけてください
※ 複 数 回 答 可

1. NPOについて知りたい
2. この団体の活動に興味がある
3. ボランティアがしたい
4. その他
　 （      　　 　　　　　  　 ）

1. NPOについて知りたい
2. この団体の活動に興味がある
3. ボランティアがしたい
4. その他
　 （      　　 　　　　　  　 ）

1. NPOについて知りたい
2. この団体の活動に興味がある
3. ボランティアがしたい
4. その他
　 （      　　 　　　　　  　 ）

希望する活動日程
平／休日、日数、
時間数・時間帯など

※希望する団体の受入れ可能期間をよくご確認ください

応募要件等
（満たしているものに□）

□ ① 通信環境が整っていること（Zoomを利用できる通信環境にある）
□ ② 提出物の期日を守ること
□ ③ 団体・事務局と連絡が取れること
□ ④ 開講式及び閉講式に参加できること
□ ⑤ 情報交換会やその他イベントに可能な限り参加すること
□ ⑥ 団体の指示に従って積極的に活動に参加すること
□ ⑦ 活動を最後までやり遂げる自信があること
□ ⑧ LINE を利用している（連絡手段として利用可） ※該当の場合のみ□してください
□ ⑨ Zoomミーティングの際には支援が必要である ※該当の場合のみ□してください

応募にあたりご要望がありましたらご記入ください

※県名・市町村名をご記入ください　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（出身地）

（　　  ）

（　　  ）



受入れNPO法人募集 学生募集 マッチング（事務局）

主なスケジュール

お問い合わせ・応募先
ふくしま地域活動団体サポートセンター
〒960－8043  福島市中町8－2 福島県自治会館7階
TEL 024－521－7333　FAX 024－523－2741　Eメール f-intern@f-saposen.jp

学生募集要項

●対 象 者／福島県在住や本県出身または本県に関心がある高校生・短大生・大学生・大学院生・専門学校生
●募集人数／先着30名
●活動期間／令和4年7月11日（月）～9月30日（金）
●活動内容／別紙の団体情報をご覧ください。
 活動中は日報の作成、活動終了後は規定の書式による報告書の提出が必要となります。
●活動時間／現地での活動を中心にオンライン（Zoom）の時間も活動時間に含まれ、3～40時間の間で日数

と時間を自由に組むことができます。また、オンライン活動のみも可能です。
●募集期間／令和4年5月23日（月）～6月3日（金）
●通信環境／Zoomを利用できる通信環境が整っていること。

支援等

下記のいずれかの方法でご応募ください。
1.付属している応募用紙に必要事項を記入の上、下記の応募先にFAX、Eメールまたは郵送にてお送りください。応募用紙
は、ホームページ（https://f-intern.f-saposen.jp）からもダウンロードできます。

2.ホームページの応募フォーム（https://f-intern.f-saposen.jp/2022mailform/）へご入力いただきお申し込みください。

応募方法

選　定

●選定方法／先着

開講式・オリエンテーション
7月9日（土）会場＋Zoom（ハイブリッド方式）

郡山商工会議所（郡山市）

インターンシップ実施
7月11日（月）～9月30日（金）

報告会・閉講式
10月29日（土）会場

郡山商工会議所（郡山市）

情報交換会
第１回：8月17日（水）Zoom
第2回：9月10日（土）会場　
ミューカルがくと館（郡山市）

※新型コロナウイルス感染症の状況で
　変更になる場合があります。

●交通費／1日あたり往復上限1,500円
●保　険／傷害保険に加入
 （主催者が加入します）

応　募
フォーム

参加しやすい柔軟なスケジューリング！！参加しやすい柔軟なスケジューリング！！

前回参加
した

先輩の声
前回参加

した

先輩の声
7月○日 Zoom オリエン

テーション 1時間30分

7月×日  現地活動 5時間

8月×日  イベント参加 7時間

8月○日 Zoom ミーティン
グ参加 1時間30分

8月△日  イベント参加 6時間

8月×日  イベント参加 6時間

9月○日  現地活動 3時間

9月△日  現地活動 4時間

9月○日  活動総括・反省 2時間

   合計活動時間　36時間

活
動
ダ
イ
ア
リ
ー

Bさんの

7月△日 Zoom オリエンテーション 1時間
7月○日 Zoom ミーティング参加 2時間
8月×日  現地活動 4時間
8月○日  イベント参加 6時間
8月△日 Zoom ミーティング参加 1時間
9月○日 Zoom 勉強会 2時間
9月×日 Zoom 活動総括・反省 2時間
   合計活動時間　18時間

活
動
ダ
イ
ア
リ
ー

Aさんの

7月△日 9：00
 オリエンテーシ

ョン

 10：00 動画視
聴

 10：55 休憩

 11：00 Q＆A

 11：30 振り返
り

 12：00 終了

オンライン活動のみ
の一例

引地　莉央さん
保原高等学校1年／桑折町出身

髙橋　まりあさん
会津大学3年／郡山市出身

大廹　春輝さん
相馬高等学校2年／南相馬市出身

寺島　詩織さん
相馬高等学校2年／新地町出身

若林　彩さん
郡山女子大学附属高等学校2年／

郡山市出身

神谷　麻帆さん
磐城緑蔭高等学校1年／いわき市出身

坂野井　利緒さん
福知山公立大学3年／福島市出身

尾股　泰知さん
国際ビジネス公務員大学校1年／

西郷村出身

インターンシップを通して、子どもと
の接し方や、社会のために働く大切
さ、NPOがどのように
役に立っているかが分
かりました。

子ども達が自由に遊べる場
や自然の中での観光を体験
し、地域の資源をどう活かし
たらよいのかについて考える
きっかけとなりました。

自分のぺースで物事を捉え、自分
なりの最適解を出すことができるよ

うに繰り返し実践に
取り組むことが必要
であると感じました。

教科書や本に書いてあることを鵜呑み
にするのではなく自分で実践し経験し
て答えを出すことが大事
なんだと気が付きまし
た。自分の中で納得のい
く答えを出して新しいこと
にも果敢に挑戦していき
たいです。

相馬で日頃から過ごしている身近な場所
に歴史的なスポットがあることに驚きまし
た。これからはもっと
自分の住んでいる場
所の歴史を知ろうと
思います。

今回のインターン
シップを通して、どん
な仕事も、相手のこと
を思いながら仕事を
することで、より良い
仕事ができるという
ことを学びました。

活動をしていく中で何か問題が起
きた時に、友達や周りの
人の力を借りて一緒に
それを解決したことが
今回の活動で成長でき
た部分だと思います。

様々な実習を行い、放射線についての
知識を得ることができました。また、コ
ミュニケーションを通して社会基礎力

を学ぶことができ
ました。

特定非営利活動法人
福島就労支援センター

福島市
（県北）

認定特定非営利活動法人
キャリア・デザイナーズ

郡山市
（県中）

特定非営利活動法人
市民活動ネットワーク相馬

相馬市
（相双）

特定非営利活動法人
いいざかサポーターズクラブ

福島市
（県北）

特定非営利活動法人
ココネット・マム

郡山市
（県中）

特定非営利活動法人
いわき環境システム

いわき市
（いわき）

特定非営利活動法人
がんばろう福島、農業者等の会

二本松市
（県北）

特定非営利活動法人
南相馬サイエンスラボ

南相馬市
（相双）

受入れ団体には、新型コロナウイルス感
染拡大を防ぐため、三密の回避やこま
めな換気など、学生の皆さんが安心して
参加できる実施体制の整備に協力いた
だいております。参加する学生の皆様
も、手洗い・手指消毒や咳エチケットの
徹底、毎朝の体温測定、体調が良くない
場合無理せず療養するなど、新しい生活
様式の実践にご協力お願いします。

お願い

希望があれば3団
体まで参加可能で

す


