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教育的効果の高い中長期インターンシップの実践
－「企業課題探究型 長期・有償型インターンシップ」の取組－†
高澤 陽二郎
新潟大学教育・学生支援機構キャリアセンター

本報告では、大学が積極的に関与し、学生の能動的な学修を促す教育プログラムとしての「企
業課題探究型 長期・有償型インターンシップ」の事例を紹介し、その教育的意義や受入企業
のメリットについて検討した。当事例では、新潟市内の企業 3 社を受入先として、約 8 か月間
のプログラムに 8 名の学生が参加し、企業での実習に加え大学主導の学修支援プログラムを併
せて実施した。参加学生へのアンケート調査の結果から、長期インターンシップの教育的効果
として、これまで大学で得た自らの能力や行動特性を自己評価し直し、今後得たい学びと経験
を言語化することで、
「大学で学ぶ意義」を自分なりに意味づけることの重要性を指摘した。
キーワード：長期インターンシップ、教育的効果、企業のメリット

1. 取組の背景
1.1. インターンシップに関する政策の動向
文部省・通商産業省・労働省（当時）の三省によ
り平成 9 年に公表された「インターンシップの推進
に当たっての基本的考え方」
（以下、
「基本的考え方」
）
によれば、インターンシップとは「学生が在学中に
自らの専攻、将来のキャリアに関連した就業体験を
行うこと」と定義される。
「基本的考え方」は我が国でのインターンシップ
のあり方を示す基本指針であるが、近年の高等教育
における人材育成機能強化の流れを受け、平成 26
年に大幅な見直しが行われた。
これまで大学教育そのものとの関連が薄く、就職
活動の準備という観点からのみ捉えられがちであっ
たインターンシップだが、平成 26 年 4 月に公表さ
れた新たな「基本的考え方」では、インターンシッ
プを大学教育の一環として位置付け、積極的に大学
が関与することの必要性が謳われている。
インターンシップを、学生の「能動的な学修を促
す」
、
産学が協働して実現する教育プログラムとして
捉え、教室の中だけでは得られない教育効果を実現
するものとして大学が戦略的・継続的に実施してい
くことは、学生にとっても、またインターンシップ

を受入れる企業にとっても、大きなインパクトを生
み出しうる。インターンシップを含むそうした職業
統合学習（WIL：Work Integrated Learning）が伝
統的に展開されている諸外国でのカリキュラムの特
徴については、すでに様々な視点から調査・報告が
なされている（吉本・稲永編 2013）
。
インターンシップの教育的効果に着目するにあた
って、避けて通れないのはインターンシップの「期
間」の問題である。平成 17 年の厚生労働省の調査
によれば、インターンシップで学生が高い教育効果
を得るために「1 ヶ月以上」の期間が必要と回答し
た割合が、企業でも大学でも 6 割以上にのぼる。一
方、独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）の「平
成 24 年度、25 年度大学等におけるインターンシッ
プの実施状況に関する調査」
（平成 26 年実施）によ
れば、平成 25 年度に単位認定を行う授業科目とし
て実施されたインターンシップに参加した学生のう
ち、教育実習等の特定の資格取得に関係するものを
除いた参加者の中で、1 ヶ月以上の期間参加した学
生は全体の 1 割に満たず、参加期間が 2 週間未満の
学生が 7 割であった。このような実態から、到達目
標に基づいた高い教育効果を得るためのプログラム
として、より中長期にわたるインターンシップを柔
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軟に取り入れていくことの重要性が
「基本的考え方」
には明記されている。
現実には、期間が数か月に及ぶような中長期のイ
ンターンシップを、大学が主導で、かつそれ程専門
性を持たない学部生（特に文系）に対して実施して
いる事例は、国内では数少ない。そうしたインター
ンシップの教育的効果が大学教育のカリキュラムの
中で体系立てて語られることがそもそも少なく、物
理的に従来の学事暦の中にどう組み込むのかといっ
た点が大きな課題である。そして受入れる側の企業
にとってのメリットや負担をどう考え、望む教育的
効果をともに実現するためのパートナーとしての関
係性をどのように築いていくのかといった対外的な
課題が存在している。
1.2.新潟大学でのこれまでの取組
前述の独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）
の調査では、平成25年度に、単位認定を行う授業科
目として実施されたインターンシップへの参加学生
数（延べ人数）は、全国の大学で475,539名であり、
これは全学生数の18.5％にあたる。そのうち、教育
実習等の特定の資格取得に関係するものを除いた参
加者数は62,636名で、全学生数の2.4％となっている。
一方、新潟大学では各学部・主専攻において多様
なインターンシップ科目が存在し、同調査でのイン
ターンシップ参加者数は、
全体で3,628名
（35.0％）
、
うち特定の資格取得に関係しないものへの参加が
374名（3.6％）となっており、参加率では全国平均
を上回っている。
また教育・学生支援機構キャリアセンターでは、
平成23年度から3年間、
「チームインターンシップ」
を実施してきた（平成23年度は正課外、平成24・25
年度は授業科目として実施）
。この取組は、経済産業
省が「社会人基礎力」として提唱している「チーム
で働く力」
「前に踏み出す力」
「考え抜く力」といっ
た汎用的能力の育成を目標とし、学生が3～5名程度
のチームで数か月間をかけて受入企業の課題に取組
んでいくものである。インターンシップを教育プロ
グラムとして捉え、学生各自が伸ばしたい力の目標
設定を行い、学びの振り返りを丁寧に記述させるな
ど、同取組は大学が主導する新たなインターンシッ
プの先駆けとなった。
さらに平成24年度からは、京都産業大学・成城大
学・福岡工業大学との連携事業「産学協働教育によ
る主体的学修の確立と中核的・中堅職業人の育成」

が文部科学省の大学間連携共同教育推進事業に採択
され、教育プログラムとしてのインターンシップを
体系的・戦略的に実施している他大学との情報交
換・プログラム検討を積極的に行ってきた。
このような状況をふまえ、第2期中期計画に基づ
く新潟大学の平成26年度計画「全学的な授業科目開
設に関する具体的方策」の項目では、
「中長期インタ
ーンシップなど多様な形態のインターンシップの導
入を検討する」ことを明記した。
本報告では、これまでのそうした知見の蓄積をふ
まえ、キャリアセンターが平成26年度に試行実施し
た
「企業課題探究型 長期・有償型インターンシップ」
の実践を紹介するとともに、その過程で明らかとな
った教育的意義や受入企業のメリットについて検討
することを目的とする。
2. 「企業課題探究型 長期・有償型インターンシッ
プ」の概要
2.1. 実施の枠組
「企業課題探究型 長期・有償型インターンシップ」
の全体スケジュール・活動内容を図１に示す。
本取組は平成26年6月～平成27年2月にかけて、
キャリアセンターが正課外のプログラムとして実施
したものである。その特徴は、①企業での実習だけ
でなく、大学主導の学修支援プログラムを併せて実
施する点（事前・事後だけでなく、企業実習期間を
含む全期間を通して）
、②約 8 か月にわたる長期の
プログラムであり、10-1 月の間は第 2 学期の授業の
履修と並行して企業での実習を行う点、③学生は企
業が実際に進める業務・プロジェクトに取組み、そ
の実習の一部は有償のインターンシップとして実施
する点が挙げられる。
またこのインターンシップの全体像については、
実施の前年度からより良い産学協働教育のあり方に
ついて新潟市内の企業 3 社および経済団体と議論を
重ねてきており、その企業 3 社をパートナーとして
学生の受入れを依頼した。
運営体制は、キャリアセンター専任教員の統括の
もと、特任教員である筆者が企業との折衝や学生対
応を含むコーディネート実務全般、研修の企画等を
行った。その他、特任専門職員（キャリアコンサル
タント）1 名が学生対応のサポートを行うとともに、
書類の取り交わし等の事務処理を職員 2 名が担当し
た。
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図 1 インターンシップの全体スケジュール

と同様、学生は無償での参加となる。そして学生が
第 2 学期の授業期間に入る 10 月～1 月の期間は、
企
業と学生が雇用契約を結び、授業の履修状況を勘案

参加学生の募集にあたっては、メール配信・各部
局へのポスター掲示等を通じて希望者を募った。学
部を問わず 1～3 年生までを対象としたが、エント
リーシートの提出・教職員との面談を経て、最終的
には 3 年生 8 名が参加した（表１）
。

表 2 受入企業での実習内容

表 1 インターンシップ参加学生の学部別内訳

法学部
1名

経済学部
4名

工学部
1名

理学部
2名

業種

学生が取組んだ内容

人材
サービス
業

・かばんもち営業
（営業に同行し得意先訪問）
・新商品検討のための市場調査・
同業他社調査、レポート作成
・新商品案として企画したイベント
の実施
・資料整理、データ入力・分析など

A社
学生
3名
受入

2.2.受入企業での実習内容
受入企業 3 社で学生が取組んだ実習の内容を表 2
に示す。
各企業は、インターンシップの学生用の「課題」
ではなく、実際の社内の事業・プロジェクトに即し
て必要なタスクの中から、学生が担える（役割を明
確に決めて任せることで成果が期待できる）業務を
設定した。この業務の設定にあたっては、こうした
実践的なインターンシップのコーディネート経験が
豊富な外部有識者の助言も受けながら、企業担当者
と教員が相談して調整を行った。
図 1 に示したように、企業はまず 8 月中旬～9 月
下旬（学生の夏期休業期間）に 3 週間の受入れを行
った。この期間は従来の短期間のインターンシップ

B社
学生
3名
受入

食品
製造業

★人事課にて受入れ
・動画コンテンツの企画～制作
・イベント企画～運営プラン作成
・人事全般における日常業務

印刷業

・新規プロジェクト展開のための
現状調査（WEB、ヒアリング）
体験イベントの実施、アンケート
集計
・印刷物制作の補助、入力作業など

C社
学生
2名
受入
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しながら週 1.5～2 日程度就業する有償インターン
シップの形態をとった。また実習期間中のリアルタ
イムな情報共有や相談事に関してはSNS を活用し、
参加学生・企業担当者・大学教員間でのコミュニケ
ーションを図った。
2.3.学修支援プログラム
本取組の特徴として挙げた、企業実習と併せて実
施する大学主導の学修支援プログラムは、最も試行
錯誤した部分である。主に「集合研修」
、活動日報・
週報など学生 1 人 1 人が活動を振り返る「実習記録
へのフィードバック」
、
同一企業で取組むメンバーご
と、または個人ごとの定期的な「面談」の 3 点の方
法で実施した。
「集合研修」は特に実習の開始前に集中的に実施
した（計 15 時間＋個人での学修）
。インターンシッ
プを通じた能動的な学修の促進を念頭に置き、学生
にはこれまでの自身の学ぶ姿勢を振り返って、この
インターンシップで達成したい各自の成長目標を明
らかにさせた。また研修の一部は、経営学を専門と
する学内教員に講師を依頼し、特にビジネスの観点
から課題解決に取り組む際のプロセス等についてレ
から課題解決に取組む際のプロセス等についてレク
クチャーを行った。
チャーを行った。
実習を開始して以後は、主に「実習記録へのフィ
ードバック」
「面談」の形で学修支援を行った。実習
記録は、前半の 8-9 月の 3 週間は毎日記入させ、10
月以降の期間には週に一度の週報とした。学生が記

録を記入後、受入企業の担当者に提出し、担当者は
フィードバックのコメントを記入したものを学生に
返却するとともに、それを大学の教職員にも共有し
た。
「面談」はそうした実習記録の内容を参考にしな
がら、実習期間中に教職員が定期的に実施した。図
2 に面談時に用いたヒアリングシートを示す。
実習期間終了後には、実習記録を基にした総括的
な振り返りを学生が個人で行い、それを対話形式で
他の学生と共有する「集合研修」を経て、受入企業
を交えた報告会を実施した（計 6 時間＋個人・チー
ム作業）
。
この実習後のプログラムで最も念頭に置い
たのはその後の大学での学修への接続であり、その
観点から学生に様々な問いかけを行った。
2.4.リスク・マネジメント
長期間におよぶインターンシップの実施にあたっ
て起こりうる様々なリスクを考慮し、受入企業との
間で覚書（企業‐大学間）
、誓約書・条件確認書（企
業‐学生間）を締結した。事故災害時の対応の他、
SNS での情報漏洩に留意すること等を定めている。
3.教育的効果
インターンシップへの参加申込時点から最後の成
果報告会に至るまで、学生には一貫して「大学で学
ぶ意義」を問いかけ続けた。長期間のインターンシ
ップで普段の大学生活とはまったく異なる環境に身
を置き、企業の評価基準の中での行動を継続的に求

図 2 学生の面談で用いたヒアリングシート
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められることは、大学で得た自らの能力や行動特性
を自己評価し直す機会となる。一方、これまでの学
修で自らが実践してきた課題へ取組む際の考え方や
姿勢が、
「企業で課題に向き合う」際にも共通して必
要とされることに気が付く場面も生じる。
以下、
『インターンシップを経験して、大学で「もっ
とこんなことを学びたい」
「こんな経験がしたい」と思
うこと』
『大学で学ぶことの意義』について、インター
ンシップ終了時に得た参加学生のコメントをいくつか
紹介する。

またこうした内面的な振り返りとともに、参加学生8
名にはインターンシップの事前事後でアンケート調査
を行った。実施時期はそれぞれ実習前後の集合研修時
にあたる平成26年6月(事前）
、平成27年1月(事後）であ
る。同調査は、第1章で述べた大学間連携共同教育推進
事業において参加4大学共通で取組んでいるものであ
事業において参加4大学共通で取り組んでいるもので
るが、調査時点から過去3ヵ月程度について、1週間あ
あるが、調査時点から過去3ヵ月程度について、1週間
たりの学修時間を尋ねた設問の回答結果は以下のよう
あたりの学修時間を尋ねた設問の回答結果は以下のよ
になっている。
うになっている。
大学の授業関連の
レポート・課題・予習・復習の時間

●（参加後）知識を身に付けることよりも、それに行
きつくプロセスが大切だと気づきました。具体的に
は、分からないことを理解しようとすることや、知
識を定着させるために、予習や復習をし、理解を深
めることなどです。大学で知識を得るために行うこ
とは、働くうえでも役に立つことなのではないでし
ょうか。学ぶ内容はどんなことであってもそれは変
わらないと思いました。
●例えば、セグメンテーションやポジショニングとい
ったマーケティングの考え方は、商品を売る時だけ
に役立つ知識ではなく、人事課のように顧客を直接
相手にしない部署でも使われている。対象を「商品
を購入してくれる人」ではなく、
「自分の行為を受け
取ってくれる人」に置き換えれば、どんな場面でも
役に立つ知識なのだと知った。
●（企業の業務で）パソコンを使って分析を行いその
結果について考察すること、一つのアイディアに対
して議論すること、自分達の考えを他の人にプレゼ
ンテーションすることなど、大学での学びに必要な
技術が役に立っていると感じることがあったので、
大学で学ぶことの意義は、専門的知識を身につける
ことだけではなく、社会で生き抜くための技術を習
得・洗練することにあると思った。

図 3 授業関連の学修時間に関する比較
興味・関心のあることについて本やインターネットで
調べたり、教養のための読書をする時間

このように、インターンシップ終了時に、その後の
大学生活で更にどのような学び・経験を得たいか、社
会での実践に照らしてそれにどのような意義があるか
を具体的にイメージできていることは、教育効果とし
て重要である。こうした「大学で学ぶ意義」を自ら意
味づけるような機会を低学年次から繰り返し用意し、
学部や背景の異なる学生と対話させることが、学生
個々の能動的な学修へとつながる契機となることが期
待される。

図 4 授業以外の学修時間に関する比較
インターンシップ参加後では、特に自分の興味・関
心に基づいた学修に充てる時間が目立って増えている。
もちろん同調査の結果は長期インターンシップの経験
だけにその変化の理由が求められるものではないが、
学生へのヒアリングからも、ある程度そうした学びの
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意欲と行動への影響が見受けられる。

4.受入企業にとってのメリット・期待
こうした長期間の学生の受入れについて、かつそ
れが一部期間について「有償」であれば尚更、受入
企業にとっての“負担”が過度なものになるのでは
ないかとの懸念はある。
「企業にとっての受入メリッ
ト・価値・学生への期待」という点で、受入企業の
担当者からインターンシップ終了後に得られたコメ
ントを下記に示す。
●しっかり「戦力」として受入できる関係性が必要
だと思っています。
（中略）
自社の日常業務の中で、
学生が努力すれば到達可能な業務や、学生視点を
取り入れたい業務を切り出し、そこに向けて真剣
に取組んでもらう事で、
成長の機会と業務遂行等、
双方にとってメリットのある関係性が築けると思
います。
●先入観、固定観念を持つことなく純粋な視点での
調査が可能である。重要だが日頃あと回しになっ
てしまいがちな、手がつけられない業務があれば
担ってもらえるといい。
こうした企業にとっての“インターンシップ観”
は、今までの短期・体験型のインターンシップとは
明らかに異なるものである。コメント中にもあるよ
うに、
「
（学生の）成長の機会と（企業の）業務遂行
等、双方にとってメリットのある関係性」を目指す
ことは、教育プログラムとしての長期インターンシ
ップを継続的に実施していくうえでの基本的視点で
ある。長期インターンシップに関する経済産業省の
調査報告でも、こうした受入企業側の視点の欠如が
インターンシップ普及の負の循環（企業・学生・大
学それぞれにとってインターンシップの位置付けが
上がらない）を生んでいるとの指摘がある（経済産
業省 2013）
。
インターンシップに対する期待が、大学教育の観
点からも、また企業の人材採用の観点からも多様化
する現在、プログラムにともに関わる企業・大学の
関係者が実施の目的や成果イメージを曖昧にせずに
言語化し、共有していくことは欠かせない。それを
お題目として掲げるだけでなく、インターンシップ
中に頻繁に起こりうる両者の思惑の違いが表面化し
がちな場面でこそコミュニケーションを続けていく

ことが、目指す教育的効果を実現させるうえで重要
である。
5.課題と展望
本取組は平成 27 年度も、受入企業 4 社 12 名を定
員として引き続き実施していく。ここまで述べてき
たように、教育効果の明確化とその達成のための学
修支援プログラムの充実、また企業各社の期待を反
映させた実習内容の構築を目指し、関係者間での対
話を継続していく予定である。
一方で、現状のようにキャリアセンターが主導す
る形での長期インターンシップの今後の量的拡大は
今のところ検討していない。この試行的実践から、
教育的効果の高い（インターンシップを含む）産学
協働教育のポイントを抽出し、各学部での教育プロ
グラムの質的向上に資するような知見・ツール等を
蓄積することを一つの成果として目指していく。
また、企業・大学・学生の間に立ち、こうしたプ
ログラムの実施を担う専門的人材の業務の明確化、
かつそれを大学内の教職員でどう担うかといった運
営体制面の検討も今後の大きな課題である。
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