
 

 

 

2018年度インターンシップ生受け入れ票 Ａ票  

この用紙にご記入いただきましたご担当者様のお名前及びご連絡先等は、貴社インターンシップ

に応募する学生のみ公開いたします。 

（この用紙は、右記よりダウンロードできます。→ https://www.t-kougei.ac.jp/companies/internship/） 

 

■貴社お問い合わせ先・書類送付先 

貴 社 名  

ご担当者 

フリガナ  

ご所属  お役職 
 

ご芳名  

ご連絡先 
TEL －    － FAX －    － 

Mail @ 

応募学生の

エントリー

シート･誓約

書及び覚書

等のご送付

先 

住所 

☆ご指定がある場合はご記入ください。ない場合は受け入れ票Ｂ票の“(3)所在地”にご送付申し上げます。 

□ Ｂ票の“(3)所在地”で受け取る 

□ Ｂ票の“(4)受け入れ先住所”で受け取る 

□ 右記住所で受け取る →〒    －                        

                                          

ご芳名  ご所属  お役職  

 

■誓約書について ～学生の誓約書の宛名にご指定がある場合はこちらにご記入ください～ 
フリガナ  

ご所属  お役職  
ご芳名  

 

■お受け入れ人数 

本学学生    名  

 

■大学への連絡事項 ～学生への連絡事項は、Ｂ票の“(17)補足事項や学生への連絡事項等”欄にご記入ください～ 

 

 

 

  ～ Ｂ票の“(13)対象学部学科”をご指定の際にご参照ください～ 

工学部 

メディア画像学科 

芸術学部 

写真学科 

生命環境化学科 映像学科 

建築学科 デザイン学科 

コンピュータ応用学科 インタラクティブメディア学科 

電子機械学科 アニメーション学科 

 マンガ学科 

ゲーム学科 

 

  東京工芸大学 就職支援課   

【返信先】東京工芸大学 就職支援課宛 FAX：046-242-9934《送付状不要》 

5 月 2日(水)までに、2枚（Ａ票とＢ票）ともお送りください。 

ご参考：学科名一覧 

Ａ票 



 2018年度インターンシップ生受け入れ票 Ｂ票  【学生公開用】    

この用紙はこのまま学生に公開いたします。記入欄が足りない場合は別紙を添付してください。 
 

■インターンシップ生受け入れ内容（□には✔をお願いいたします。）          ※は大学記入欄（↓） 

(1)貴社名  
企業 No. ※ 

 (2)ＵＲＬ http:// 

(3)所在地 〒   － 

(4)受入れ先住所 〒   － 

(5)最寄り駅 
貴社所在地：                 線       駅 

インターンシップ受入先：           線       駅     分 

(6)事業内容  

(7)受入れ期間 

☆原則として、本学学生の夏季休暇期間中の 8月 10日(金)～9月 12日（水）内にてご検討をお願いします 

□「受け入れ期間」が確定している ☆日程をご記入ください↓ 

2018年   月   日（  ）～   月   日（  ）で受け入れる 

□「受け入れ期間」が未確定である（受入学生決定後に、8月 10日(金)～9月 12日(水)内でご調整ください） 

(8)受入れ日数 上記期間のうち    日間 ☆単位認定は 5日間以上、実働 40時間以上を条件としております 

(9)受入れ時間    時   分～   時   分（休憩：   時   分～   時   分）【実働   時間】 

(10)受入除外期間    月   日（  ）～   月   日（  ）☆夏季一斉休暇等があればご記入ください 

(11)インターン 

シップの内容 

※「何日間で」「何をす

るか」を具体的にご記

入ください。 

 

 

 

 

 

 

(12)必要なスキル 
☆PCのアプリケーション操作に関しましては、具体的な操作レベルをご記入ください 

 

(13)対象学部学科 

□全学部全学科  □工学部   □芸術学部 

☆特に指定がない場合は、原則として「全学部全学科」をご選択ください。 

☆別途学科指定がある場合は、下記にご記入ください。（学科名は、Ａ票の下部をご参照ください） 

学科：（                ）学科  □左記学科に限る  □左記学科が望ましい 

(14)対象学年 □2・3年生  □3 年生のみ（☆芸術学部指定の場合は 3年生のみ対象となります） 

(15)留学生 □応募可   □応募不可   □貴社での面接結果による（選考形態は「企業選考型」になります） 

(16)選考形態 

□大学選考型（学内で選考を行い、派遣する学生を決定します） 

□企業選考型（貴社にてご選考のうえ、応募学生の受け入れ可否を決定していただきます） 

  「企業選考型」を選ばれた場合には、【選考方法】をお選びください。（複数選択可） 

□エントリーシート(大学指定書式) □面接 

□その他(                                   ) 

(17)補足事項や学 

生への連絡事項等 
 

  東京工芸大学 就職支援課 

Ｂ票 

徒歩 
バス 



2018年度インターンシップ生受け入れ票 Ｂ票 【学生公開用】    

この用紙はこのまま学生に公開いたします。記入欄が足りない場合は別紙を t添付してください。 
 

■インターンシップ生受け入れ内容（□には✔をお願いいたします。）          ※は大学記入欄（↓） 

(1)貴社名 株式会社東京工芸大学 
企業 No. ※ 

 (2)ＵＲＬ https://www.t-kougei.ac.jp/ 

(3)所在地 〒243－0297 神奈川県厚木市飯山１５８３ 

(4)受入れ先住所 〒164－8678 東京都中野区本町２―９―５ (株)東京工芸大学 中野事業所 

(5)最寄り駅 

貴社所在地：             小田急 線   本厚木 駅 

インターンシップ受入先： 東京メトロ丸ノ内 線  中野坂上 駅    ７ 分 

(6)事業内容 ソフトウェア開発、Ｗｅｂ開発 

(7)受入れ期間 

☆原則として、本学学生の夏季休暇期間中の 8月 10日(金)～9月 12日（水）内にてご検討をお願いします 

☑「受け入れ期間」が確定している ☆日程をご記入ください↓ 

2018年  ８月 ２０日（ 月 ）～  ８月 ３１日（ 金 ）で受け入れる 

□「受け入れ期間」が未確定である（受入学生決定後に、8月 10日(金)～9月 12日(水)内でご調整ください） 

(8)受入れ日数 上記期間のうち １０ 日間 ☆単位認定は 5日間以上、実働 40時間以上を条件としております 

(9)受入れ時間   ９時 ００分～ １７ 時 ００分（休憩：１２時 ００分～ １３時 ００分）【実働 ７ 時間】 

(10)受入除外期間   ８月 １０日（ 金 ）～ ８月 １５日（ 水 ）☆夏季一斉休暇等があればご記入ください 

(11)インターン 

シップの内容 

※「何日間で」「何をす

るか」を具体的にご記

入ください。 

 

10日間で、スマートフォン向けの待ち受けアプリを企画・開発していただきます。 

【1日目】オリエンテーション（会社説明、業務説明） 

【2日目】アプリの企画立案 

【3～8日目】アイコン・背景画像等、素材データの作成、VUIの制作、実機での動作確認 

【9～10日目】プレゼンテーションデータの作成、プレゼンテーション 
 

(12)必要なスキル 
☆PCのアプリケーション操作に関しましては、具体的な操作レベルをご記入ください 

Photoshop：基礎程度、OS:Windows及び Mac使用経験必須 

(13)対象学部学科 

□全学部全学科  □工学部   ☑芸術学部 

☆特に指定がない場合は、原則として「全学部全学科」をご選択ください。 

☆別途学科指定がある場合は、下記にご記入ください。（学科名は、Ａ票の下部をご参照ください） 

学科：（ インタラクティブメディア ）学科  □左記学科に限る  ☑左記学科が望ましい 

(14)対象学年 □2・3年生  ☑3年生のみ（☆芸術学部指定の場合は 3年生のみ対象となります） 

(15)留学生 □応募可   □応募不可   ☑貴社での面接結果による（選考形態は「企業選考型」になります） 

(16)選考形態 

□大学選考型（学内で選考を行い、派遣する学生を決定します） 

☑企業選考型（貴社にてご選考のうえ、応募学生の受け入れ可否を決定していただきます） 

  「企業選考型」を選ばれた場合には、【選考方法】をお選びください。（複数選択可） 

☑エントリーシート(大学指定書式) □面接 

□その他(                                   ) 

(17)補足事項や学 

生への連絡事項等 
初日は８時３０分から開始します。休憩時間は状況により前後することはあります。 

  東京工芸大学 就職支援課 

記入例 

徒歩 
バス 


