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分類
Type

項目
Content

悪い（いいえ）＜良い（はい）
disagree < agree

その評価をつけた理由
Reason for  your  evaluat ion

1

参加前に想定していたインターン
シップと同じ内容であった
The content  of the  in te rnsh ip
was as I expected.

１　・　２　・　３　・　４　・　５

2

自分が知らない仕事・取り組み・
働き方を知ることができた。
I was able  to exper ience ,
learn ,  and chal lenges th ings I
was not  able  to  do be fore .

１　・　２　・　３　・　４　・　５

3

自分なりに成長を実感することが
できた
I fe l t  I matured from the
exper ience .

１　・　２　・　３　・　４　・　５

4

受け入れ先のことをよく理解でき
た
I got  to  know much more
about my host  inst i tu t ion

１　・　２　・　３　・　４　・　５

5

自分の専門性を高めることができ
た。
I was able  to gain  spec ial ized
knowledge .

１　・　２　・　３　・　４　・　５

6

事前の連絡や事後のフィードバッ
クが丁寧にされていた
Train ing be fore  the  in te rnsh ip
and the  feedback afte rwards
was he lpfu l .

１　・　２　・　３　・　４　・　５

7

受け入れ先の受け入れ体制が良
かった
I was we l l  rece ived at  the
in te rnsh ip.

１　・　２　・　３　・　４　・　５

8

受け入れ先の人が話しやすかっ
た
The people at  the host
inst itu t ion  were easy to talk
to .

１　・　２　・　３　・　４　・　５

9
多様性を尊重していると感じた
The host  inst itu t ion  respects
diversity wel l .

１　・　２　・　３　・　４　・　５

10

APU生に合う勤務先だと思う
I th ink th is
company/organ izat ion  is wel l
su i ted for  APU students.

１　・　２　・　３　・　４　・　５

11
国際的であると思う
I th ink the  host  inst itu t ion  is
qu i te global ized.

１　・　２　・　３　・　４　・　５

総評
Other

12
他の人に勧めたい
I would recommend th is
in te rnsh ip to others.

１　・　２　・　３　・　４　・　５

環境
Workplace

environment
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