～社会を変えるソーシャルビジネスの担い手になりませんか？～

「ソーシャルビジネス トライアル
募 集 要 項

九州リーグ」

平成 22 年７月１日
ソーシャルビジネスネットワーク大学九州キャンパス
事務局：特定非営利活動法人 宮崎文化本舗
■趣旨・目的
「ソーシャルビジネス トライアル 九州リーグ」は、全国９地域においてソーシャルビ
ジネス ネットワーク大学（最終ページ参照）が提供する、地域課題を解決し、地域や社会
の新しい未来を創造するソーシャルビジネス（以下、
「ＳＢ」
（★））の担い手育成事業です。
★ＳＢ（ソーシャルビジネス）とは？
「社会性」「事業性」「革新性」があり、環境、福祉、教育、貧困、食・農業など、地
域および地球規模の社会的課題に対してビジネスの手法でその解決に挑み、持続可能
な経済・社会の実現を目指し、一歩ずつ自らの手で社会変革を起こしていく仕事。
ソーシャルビジネス ネットワーク大学では「ソーシャルビジネス トライアル九州リ
ーグ」を通じて、地域および世界の経済・社会循環に新たな風を吹き込み、多様性が
尊重される、持続可能で生き生きとした社会を担う人材の育成を目指します。
インターンシッププログラムでは、①事前プログラムによるＳＢ基礎知識の習得と、②
インターンシップによる地域の課題を解決する仕事の実地研修、③事後プログラムによる
スキル・ノウハウの補強と地域のＳＢ関係者とのネットワーキング、キャリアカウンセリ
ングを受けることができます。
プログラム期間中のサポートにとどまらず、プログラム終了後の就業支援、起業支援や
ネットワークづくり支援等も行い、ソーシャルビジネスの担い手の１人として活躍してい
ただくことを目指しています。

本プログラムは、内閣府地域社会雇用創造事業による交付金を受け、社会的企業家の育成支援を
専門とするソーシャルビジネス ネットワーク大学推進コンソーシアム主催のもと、九州キャン
パスの運営により実施されるインターンシッププログラムです。
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０．はじめに
■対象者および参加条件等
•
ＳＢに関心があり、社会的課題の解決に何らかの形で関わりたい方。
•
１８歳以上（高校生を除く）の日本国籍の男女。
•
ＰＣスキル（Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、メール等を扱うことができる）のある方。
•
全てのプログラムについて、８割以上程度出席可能な方（選択科目を除く）
。ただ
し、特別な考慮が必要な場合については事務局までご相談ください。
•
職業は問いません。ただし、より熱意のある方、就業が困難な状況にある方を優
先します。
•
居住地は問いません。ただし遠方からの参加の場合、基本的に宿泊等の手配はご
自身で行ってください。
•
インターンプログラムの最終日に、活動支援金を支給します。
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Ⅰ．プログラムについて
■目的
ＳＢに関心を持つ方が、ＳＢに対する理解を深め、プログラム参加後に次のようになる
ことを目的とします。
①（特に社会的企業への）就業に必要な知識とスキル・ノウハウを実践的に学ぶことを
通じて、次のキャリアを形成する（就業 or 転職、起業に向けた準備を進める、等）。
②地域（または地域外）の社会的企業と何らかの関わりを持つ。
③実践的学びを通じて、自ら考え、主体的に行動することができるようになる（社会的
企業家マインドを持つ）。
■プログラム内容
【１．全体の流れ】

受講修了証

評価

活動報告�交流会

事後�����
③

��������
②

事前�����
①

選考

応募

【２．各プログラム詳細】
プログラムは、「①事前プログラム」、「②インターンシップ」、
「③事後プログラム」の３段
階に構成されています。
インターンシップ

事前プログラム

ソーシャルビジネスとは＋専門講座
イントロダクション、ケーススタディ等
地域の宝探し
ワークショップ等

インターン実施
（前半：学び）
中間サポート
・キャンパス事務局
との面談
・受入先との面談

インタ�ン日誌

キャリアプランニング
ワークショップ形式で自分のこれまでを振
り返り適性を客観的に知る。
（起業家、就業
者、プロデューサー、支援者（専門家）等）

インターン実施
（後半：実践）

インターン先について知る
自主課題

（インターン終了：報告書提出）

事後プログラム
スキルアップ講座
（3 種類程度、希望者のみ）
・企画、プレゼン
・ファンドレイジング
・マーケティング
・広報・ＰＲ
・事業計画書の作成 等

活動報告・交流会

面接（キャリアカウンセリング）
（評価）
受講修了証

必要なスキルを学ぶ
ビジネスマナー基礎講座、
スキルアップ講座 等

調整

受入先と
の面談

受講生と
の面談

インタ�ン
申込書提出

イ
先ン
決タ
定ー
ン
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①事前プログラム
事前プログラムでは、社会的企業でインターンシップを行うにあたり必要な知識と基
礎スキルを身につけるための講座を実施します。また、受講生各自がインターンシッ
プにあたっての目標を明確にします。
プログラム内容

内容

①キャリアプランニング

自らの適性を客観的に把握し、これからのキャリアについて考
えるワークショップ。

②ソーシャルビジネスとは
＋専門講座

ソーシャルビジネスについての知識と理解を深める講座＆
ワークショップ。

③地域の宝さがし

地域の課題を発見し、それをどう解決しうるか考えるワーク
ショップ。

④インターン先について知る インターン先（候補）について、ワークシートに沿って徹底し
（自主課題）
て 事前リサーチを行い、インターン希望申請書をまとめる。
⑤必要なスキルを学ぶ

インターン前に補っておきたいスキルについて習得する。
（ビジネスマナーなど）

⑥面談

地域キャンパス事務局との面談および受け入れ企業との面談。
インターンシップ先を決定する。

⑦プレゼンテーション
（事前プログラム修了試験）

講座をふりかえり、インターン先で実現したいこと、身につけ
たいスキルについて目標を明らかにし仲間と共有する。

（注意）事前研修期間中、地域キャンパス事務局において、社会的企業への就職または起
業についての意識が低いと判断された受講生については、企業でのインターンシップに参
加できないことがあります。
②インターンシップ
ソーシャルビジネス（地域資源を活用し、地域の課題を解決するビジネス）を実践し
ている社会的企業でのインターンシップ（実地研修）を行います。インターンシップ
を通じて、自ら考え、（課題を見つけ、その解決のために）行動する“社会的企業家”
マインドを習得します。
•
インターンシップ期間：
インターンシップ期間はおおよそ延べ３週間程度とします。受講生とインターン
シップ先で協議の上、決定します。
（事前プログラム、事後プログラムを含めた研修期間は、概ね延べ６週間以上
６ヶ月以内です）
•
業種：
インターンシップ先となる社会的企業では、歴史、子育て支援、福祉、教育、地
域再生をテーマとした事業を実施しています。
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•

インターンシップ内容：
プログラム要素

内容

ミッション・理念に触れる

経営理念に触れる。

ステークホルダー
（利害関係者）に会う

受入先企業・ＮＰＯに関わる多様な利害関係者と出会う。

ジョブシャドウ

経営者などの“カバン持ち”を行い、働く人を見る、働く人と
語る。

プロジェクト

新規事業の開発か既存事業を担う。

プレゼンテーション

活動を通して、インターン先の組織や事業をより良くするために何
をしたらよいか、社会的課題の解決のために自身が何をすべきと
感じたか発表する。（上記プロジェクトで新規事業開発に携わ
る場合は事業内容を提案する）

インターン日誌

日々目標設定およびその達成度についてふりかえりを行う。

•

中間サポート：
インターンシップ期間の中間時点で面談を行い、受講生の目標達成のために必要
なサポートを行います。

③事後プログラム
就業または起業に向けたサポートプログラムを提供します。
プログラム要素

内容

スキルアップ講座

受講生の要望により、インターンによって補う必要性を感じた
スキルを育成するための講座を行う。

活動報告・交流会

受講生によるインターンシップの活動報告会。受入先企業・Ｎ
ＰＯをはじめとする地域の皆様に広くご参加いただき、地域に
おけるＳＢネットワークづくりにつなげる。

キャリアカウンセリング

受講生の進路、起業についてカウンセリング、アドバイスを行
う。

•

受講修了証
事前プログラム～インターンシップ～事後プログラムへの参加状況ならびに活動
報告書の評価に基づき、受講修了証を発行します。
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■実施期間および実施場所について
①事前プログラム
２２年９月１５日（水）～２２年１０月１５日（木）
プログラム
日時（予定）

会場（予定）

第１回

キャリアプランニング

２２年９月中旬

福岡（予定）

第２回

ソーシャルビジネスとは

２２年９月中旬

宮崎・福岡

第３回

地域の宝さがし

２２年９月下旬

宮崎・福岡

受入先について知る（自主課題）
第４回

インターン先で必要なス

２２年１０月上旬

宮崎・福岡

キルを学ぶ
（面談～受入先の決定）
第５回

プレゼンテーション

２２年１０月中旬

福岡（予定）

②インターンシップ
時期：２２年１０月～２３年１月の間
※インターンシップ期間はおおよそ延べ３週間程度とします。受講生と受入先で協議の上、
決定します。
（事前プログラム、事後プログラムを含めた研修期間は、概ね延べ６週間以上
６ヶ月以内です）

③事後プログラム
（スキルアップ講座※希望者のみ参加）
プログラム

日時（予定）

会場（予定）

第１回

企画・プレゼンテーション

２３年２月初旬

福岡（予定）

第２回

ファンドレイジング

２３年２月初旬

福岡（予定）

第３回

事業計画書の作成

２３年２月中旬

宮崎・福岡

（活動報告・交流会）
日時：２３年２月下旬
場所：福岡（予定）
■実施スケジュール
受講修了証

２月

評価

１０月

活動報告�交流会

９月

事後�����
③

９月

��������
②

選考

応募
７月

事前�����
①

2010年

２月末日
（予定）

～１月
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Ⅱ．応募について
■ 応募方法
１）申請書類：
応募に際しては以下の書類を事務局まで郵送または直接お持ちください。なお、提出
いただいた書類は返却いたしません。
•
様式１：作文「インターンシップへの抱負」（８００字以内）
下記を含む作文をお書き下さい。
○なぜ社会的企業でのインターンシップに参加したいのか。
○自身のこれまでのどのようなキャリアを生かし、どう関わることで、どのようなことを実
現したいと考えているのか。
○自己ＰＲや展望についてもご自由に織り交ぜてお書き下さい。
•
様式２： キャリアプランシート
•
様式３：履歴書（写真をつけてください）
２）応募受付期間：
２２年７月１日（木）～２２年８月３１日（火）１７：００（必着）
３）定員：２８名
４）選考：
提出書類に基づき、地域キャンパス事務局において選考を行います。参加条件を踏まえ、
本事業の目的と合致しないと判断させていただいた場合は、参加をご遠慮いただくこと
があります。
５)選考結果のご連絡：
選考結果については、９月１０日（金）までに、九州キャンパス事務局から書面また
はメールにて連絡致します。
■募集要項と応募用紙の入手方法
募集要項と応募用紙は、九州キャンパス事務局のウェブサイトからダウンロードしてご
利用ください。
九州キャンパス事務局：ＮＰＯ法人 宮崎文化本舗
ＵＲＬ：http://www.bunkahonpo.or.jp/
募集要項と応募用紙の郵送を希望される方は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
■応募用紙のご請求・送付先、お問い合わせ先
応募に関するご相談やお問合せは、下記事務局までお電話にてお願いいたします。
ソーシャルビジネス ネットワーク大学 九州キャンパス
事務局 特定非営利活動法人 宮崎文化本舗
担当：石田、横山、山内
〒880-0805 宮崎県宮崎市橘通東 3-1-11 ｱ ｹ ﾞ ｲ ﾝ ﾋ ﾞ ﾙ 2F
TEL: 0985-60-3911（年中無休、10：00～20：00）
FAX：0985-28-1257
E-mail：office@bunkahonpo.or.jp
URL: http://www.bunkahonpo.or.jp/
■個人情報の取り扱いについて
ご応募いただいた資料および個人情報は、本事業の選考、運営ならびに情報提供の目的
で事務局が利用し、適切に管理致します。
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■ソーシャルビジネス ネットワーク大学について
地域および地球規模の社会的課題に対して、ビジネスの手法でその解決を担う「社会的企業
家（ソーシャル・アントレプレナー）」の育成・支援とネットワーキングを目的として、全国９地域にお
いてソーシャルビジネス╱コミュニティビジネスの支援を行う下記１０団体で構成される「ソーシャル
ビジネス ネットワーク大学推進コンソーシアム」が運営する大学事業です（学校教育法上の「大
学」ではありません）。全国９地域にキャンパスを持ち、プログラムを実施します。
（※インターンシップは、中国、四国、九州キャンパスのみでの実施となります。
※別のプログラム、ビジネスプランコンペは全キャンパスでの実施となります。
詳細は各キャンパスにお問い合わせください。）
～ソーシャルビジネスネットワーク大学（推進コンソーシアム構成団体）～
（本部）東京都港区南青山1-20-15 ROCK1st 3F
株式会社ソシオ エンジン・アソシエイツ
（北海道キャンパス）北海道札幌市中央区北5条西6-2-2 札幌センタービル13F
財団法人北海道地域総合振興機構
（東北キャンパス）宮城県仙台市青葉区大町2-6-27 岡元ビル4F
特定非営利活動法人せんだい・みやぎＮＰＯセンター
（関東キャンパス）東京都千代田区神田錦町3-21 ちよだプラットフォームスクエアA-205
特定非営利活動法人コミュニティビジネスサポートセンター
（東海・北陸キャンパス）愛知県名古屋市中村区松原町1-24 COMBi本陣 S102
特定非営利活動法人起業支援ネット
（近畿キャンパス）大阪府大阪市福島区吉野4-29-20 大阪NPOプラザ201号
特定非営利活動法人大阪ＮＰＯセンター
（中国キャンパス）広島県広島市中区八丁堀3-1 幟会館2F
特定非営利活動法人ひろしまＮＰＯセンター
（四国キャンパス）徳島県徳島市吉野本町2-4-2
特定非営利活動法人市民未来共社
（九州キャンパス）宮崎県宮崎市橘通東3-1-11 アゲインビル2F
特定非営利活動法人宮崎文化本舗
（沖縄キャンパス）沖縄県北中城字島袋1487
特定非営利活動法人しまんちゅビジネス協議会
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