量的拡大と質的充実が求められる、

年が経ちました。現在では多

大学におけるインターンシップが始

多様な形のインターンシップ。
音

まって、約

議論の取りまと

「ワ ン デ ー イ ン タ ー ン シ ッ プ の 弊 害 是 正 に

られました。他方、日本私立大学連盟では

め」が出され、量的拡大と質的充実が求め

プの更なる充実に向けて

６月には文部科学省から「インターンシッ

これに関連する動きとして、２０１７年

れていないという指摘もあります。

て学ぶという本来の目的がなかなか達成さ

に短期のものも多く、企業や働き方につい

シップがある一方、１～２日といった非常

カリキュラムの一環としてのインターン

様な形でインターンシップが進んでおり、

20
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さ とう ふみひろ

中央大学経済学部教授

みつはし ひでひこ

三 橋 秀彦

亜細亜大学国際関係学
部教授

私立大学における
インターンシップ推進を振り返る

佐藤 文博
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座談会

木本 浩 一

き もと こういち

京都産業大学キャリア
教育センター副センター
長、法学部准教授
司会

音 好宏

おと よしひろ

久 保 秀雄

向 け て（提 言）」 を 公 表 し ま し た。 長 期 イ

ンターンシップを効果的な教育プログラム

と位置付け、企業にも協力を呼びかけてい

本日は、インターンシップに積極的に取

ます。

り組んでいらっしゃる大学の方々にお集ま

りいただきました。各大学の事例をご紹介

いただくとともに、課題や今後の展望につ

いて意見交換をしていきたいと思います。

学生の質保証がプログラムの命、

亜細亜大学では三つの海外インター

厳格な派遣条件を設定。
三橋

Asia Univer-

ンシッププログラムがありますが、本日特

に 紹 介 し た い の は Ａ Ｕ Ｃ Ｐ（

」

）の中の海外インター
sity China Program
ンシップです。本学には「アジア夢カレッ

―

キャリア開発中国プログラム

という４学部共通のプログラムがあり、そ

―
ジ

の中で学生たちは、２年次前期に半年間の

中国留学（ＡＵＣＰ）に参加し、留学の最

後の８週間を使ってインターンシップをし
ます。

この制度は２００５年度に始まり、本年
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日本私立大学連盟会議室にて
2019年6月2日

関西学院大学ハンズオ
ン・ラーニングセンター
教授
ひで お

く ぼ

上智大学文学部教授、
総合政策センター広報・
情報部門会議（大学時
報）委員長

度は第 期生 名が大連で海外インターン
20

にあります。これは３００～４００名規模

の学生を送り出す、当時としては画期的留

月に中国語検定試験３級の取得

学制度でした。続けて中国プログラムを構

１年次の
を義務付けています。取得できなかった学
プログラム生の

生はプログラムから離脱し、厳しい年には
かったこともありました。われわれの経験

想しようとした矢先、ちょうど天安門事件

プもあり、２０１４年度は国際関係学部、

鯉渕信一学長と瀬島龍三理事長の主導下、

14

入学時の合格者の

～

ンターンシップの先駆けとなったプログラ

「アジア夢カレッジ」は本学全体の海外イ

のには、おそらくこの辺りに理由があるの

るので、今日まで支持してくださっている

ちらがどこまで真剣に取り組むかを見てい

産学連携といっても、企業の担当者はこ

きな壁がありました。そもそも当時、本学

ア教育を含む留学プログラムの実施には大

ラムとして構想されたのが「アジア夢カレッ

４年一貫」
「ダブ

には国内インターンシップ制度すらなかっ

「アジア夢カレッジ」の開始当時、キャリ

・

たのです。それを海外で始めようというの

ですから、全てゼロベースで始めなければ

プログラム独自の教育に加え、海外の企

う建学の理念によるものです。本学の設立

融合の新機軸を打ち出す人材の育成」とい

は、大学名からお分かりのように、
「アジア

三 橋 「ア ジ ア 夢 カ レ ッ ジ」 を 始 め た 理 由

いう有難い申し出があり、それを契機に、

「引き受け先がない場合、全員我が社で」と

見つかりませんでした。ある時、一社から

方、１年間、インターンシップ先が１社も

院（現大連外国語大学）にすぐ決まった一

なりませんでした。留学先は大連外国語学

業に長期間、学生を託すため、学生の質保

当時、アジアに分校を作りたいという思い

かつて伊藤忠商事の中国総代表として大連

もっとも苦労したのは企業開拓。

ジ」です。

ルメジャー」
「産学連携」という三つの特徴

ムであり、「学部横断型

ではないかと思います。

ラム選抜試験を受け、合格後は２年次前期
の中国留学に向け、キャリアや中国事情、

証が鍵となります。そのため、厳格な派遣

の日系工業団地の誘致に尽力された藤野文

さらに中国語についてかなり密度の濃い学

条件を設けています。一つは、所属学部と

があったそうですが、
「アジア夢カレッジ」

唔客員教授のルートも加わり、１社ずつ増

の起源は１９８９年にスタートしたＡＵＡ
）
Asia University America Program

もう一つは、学生一人でインターンシッ

Ｐ（

プログラムの必修科目を全て履修すること。
プが遂行可能な中国語力を保証するため、

習をします。

全てゼロベースから始め、

があります。受講希望者は入学時にプログ

きるようになっています。

80

25
70

が起きました。２００１年になって当時の

２０１７年度からは都市創造学部が開始し

値や学生の意識が向上した結果、現在では

都市でイン

ました。本年度は大学全体で約１８０名の
カ国

10

ターンシップを行う予定です。

学 生 が ３ ～ ８ 週 間、

建学の理念を実現するための本格的プログ

％、６名しか派遣できな

11

％くらいは派遣で

さらに、学部独自の海外インターンシッ

シップを経験することになっています。

15

16
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れは日中間の人材の共同育成事業をうたっ

たのが、この企業開拓です。また、われわ

やしていくことができました。最も苦労し

名を派遣しまし

２０１４年度に海外インターンシップを

ンターンシップ等にシフトしてきました。

れが２０１８年度実績では半減し、海外イ

目とは違うインターンシップという形で、

なります。講義形式のキャリアデザイン科

ザインに近いようなことを学ぶチャンスに

との交流も行い、ある意味ではキャリアデ

こだわりました。しかし、当時は日中の学

２社、それから英国の民間企業でしたが、

観光局、米国サンフランシスコの民間企業

た。当初の受け入れ先はマレーシア政府の

も必要です。学生の意欲なくしてはインター

制づくりは不可欠ですが、学生の予備知識

開始し、２０１８年度は

生が同じ部屋に住むことについて、警察の

その後、タイ、フィリピン、ベトナム、シ

ていたので、日中の学生のルームシェアに

許可がなかなか出ず、最後は市長に直訴し

ンシップは効果がありません。幸い、７～

始めました。具体的には１９９５年に多摩

学科が新設される時にインターンシップを

佐藤 中央大学では、経済学部の公共経済

開拓するのは大変であり、手続きなどを含

に頼っていましたが、新規の受け入れ先を

当初は企業との調整を教員のコネクション

が、多くの学生に対応するのは大変です。

ています。客員や非常勤の教員が中心です

し、海外インターンシップは６名が担当し

地方自治体のコースは４名の教員が担当

題意識や学生に対する愛情も欠かすことが

た外部の協力とともに、担当教員のもつ問

が、学内や受け入れ先の企業、産業界といっ

先ほど三橋先生もおっしゃっていました

ようです。

シップを終え、次の学習に取り組んでいる

８割の学生は達成感とともにインターン

インターンシップを成功させるための体

学びを深められていると思います。

てようやく実現したという経緯があります。

ンガポール、豪州が加わっています。

キャンパスのある八王子市周辺の市役所や

できない要素です。やはり、
「学生と教員」

原点は「学生と教員」
、

都庁、ソフトウエア企業３社からスタート

めて教職員の負担が非常に大きいことが課

学生の意欲なくして効果はない。

し、５年後の２０００年からはさまざまな

論の一つであって、他にも一般的な海外留

ですか。

する教員を非常勤枠で採用したということ

たが、それはインターンシップ科目を担当

非常勤の教員がご担当というお話でし
学もあり、ゼミの目的を達成するためには

佐藤

音

が原点だと思います。

題だと思っています。

インターンシップの対象は、経済学部の

インターンシップに近い活動も実施します。

インターンシップは効果的な教育の方法

業種の民間企業、シンクタンクや新聞社、

３年生としました。１学年１０００名程で

例えば私のゼミでは、学生と一緒に海外に

テレビ局、通信社へと拡大していきました。

すが、派遣した学生数は２０１０年度時点

科の新設に際して専任教員を配置しました

当初、経済学部としては公共経済学

で自治体関係が１０６名、民間企業などは

出かけていき現地で活躍する本学の卒業生

大学時報 2019.7
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38

名、合計で２００名弱となりました。こ

座談会

89

三橋 秀彦氏

が、１９９８年からは派遣先が増えてきた

佐藤 文博氏

４月の設立から、３年目を迎えました。

ターンシップです。現在は岩手、石川、岡

山、兵庫、大阪の地域で実施しています。

このような状況の下、センターとして注力

インターンシッ

・

ラーニングセ

・

企 画 提 案 型 プ ロ ジ ェ ク ト」
「イ ン
・

プありきではありません。社会に学ぶといっ

や地域のことですが、まずインターンシッ

・

「インターンシップ実習」は事前、事後研

てもいろいろな形があり、企業や地域を決

・

修への参加、報告書の提出など所定の条件

めてしまうと、例えば学生によるアントレ

ターンシップ」
「フィールドワーク」を中心

を満たせば単位を認定します。本学キャリ

プレナーシップを考えたとき、ビジネスの

ンシップ実習」と「ハンズオン インター

ラーニン

アセンターが企業と協定を結び実施する「Ｋ

芽を見つけにくくなってしまうのではない

提供しようというものです。学外とは企業

グセンターは、スーパーグローバル大学創

Ｇ枠インターンシップ」や学生が自分で申

か。そこで、企業と地域という２本柱が重

とした実践型の体験学習プログラムを開発

成支援事業（ＳＧＵ）のコアプログラムと

し込んで参加する自由応募のインターン

なるようなイメージでインターンシップを

ンシップ実習」という科目名で単位設定を

して実施されているものです。大学設置基

シップが対象となります。

実施しています。

しています。

題解決

をキーコンセプトとし、学外と連携して「課

ンターは「キャンパスを出て、社会に学ぶ」

担っています。ハンズオン

ム全体のコーディネーターのような役割を

私は、ハンズオン ラーニングプログラ

プです。

しているのはハンズオン

・

本学ではインターンシップを「インター

・

ために客員や非常勤の先生に担当していた
だいております。
受け入れ先は、企業と地域という

準の大綱化以降、組織が縦割りになったの

「ハンズオン インターンシップ実習」は

２本柱が重なるようなイメージ。

に対して、横串を刺すようなプログラムを、

夏休みや春休みの４～６週間の期間で実施

木本 私が所属するハンズオン

ドの元につくってほしいという大学の要望

「ハンズオン ラーニング」というキーワー

する課題解決 企画提案型の実践的なイン

・

・

いわゆる通常の企業インターンシップを

を受けて設立されたものです。２０１７年

18
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・

真ん中に位置付けています。

るものの、二つの領域がクロスする部分の

ズオン

インターンシップも実施しています。ハン

う科目で地元の地域連携協議会と提携した

行っている一方で、社会探究実践演習とい

うことは上級生には言いませんが、事前学

ります。メンターとかチュータリングとい

ているような学生と一緒になる可能性もあ

加すると、３、４年次で就職を少し意識し

ハンズオン

インターンシップの実習に参

目的意識をもった学生が、入学してすぐに

中でやりたいと思っています。

をハンズオン

学生視点のプログラムであるべきで、それ

そのための大学であるとよくいわれますが、

いう思いがあります。学生が主体的に育つ、

車に乗って運ばれているだけではないかと

・

習などを一緒に行うよう促して、自然発生

かりですが、６週間で６単位なので、結果

具体的な中身についてはまだ始まったば

ラーニングという枠組みの

的にそうなるようにしたいと思っています。

・

・

インターンシップと名付けてはい

受け入れ先企業と大学の間で

育に近いのではないかと思いました。対象

インターンシップは初年次教

木本 これまでのお話をうかがっていて、

れはまるで教員が「うちの列車は素晴らし

する」といった言い方をしがちですが、そ

ンシップによって、学生はこのように成長

かと考えると、われわれはつい「インター

特に学生にとってインターンシップとは何

ＮＰＯ法人に間に入っていただいています。

動については、外部のコーディネーターや

目には専任教員を置き、実際の現地での活

は岩手県から岡山県まで行っています。科

木本

佐藤

ええ、夏休みをほぼフルに使い、北

６週間というのは、夏休みですか。

クッションとなるところが必要。

は全学、全学部の全学年となっていますが、

いから乗ってみないか」と誘い、学生は列

音 好宏氏

的に負担がとても大きくなっています。

履修生の大半は１、２年生です。オープン

久保 秀雄氏

能動的学修や主体的学びという面から、

キャンパスやオリエンテーションを通して

ハンズオン

木本 浩一氏

・

座談会
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形にするかはこれからいろいろ工夫がある

そこを、客員か非常勤か、外部委託という
ほうがいいと現時点では判断しています。

考えると、コーディネーターをお願いした

ところだと思っています。

多いときには、インターンシップが年間

科目も開講されていたことがありまし

名くら

・

・

た。１科目あたりの受講生は平均

で

音

いですが、２００２年開設の「インターン

それをハンズオン ラーニングセンター

が統括なさるわけですか。

が寄せられているので、一緒に学ぶ形で進

援機関といった集団になりたいという希望

い。単なる仲介者ではなく、高等教育の支

が必要であり、そこにも育っていただきた

ので、間に入ってクッションになるところ

り、われわれも企業側も互いに要望がある

探していただくということです。

ラーニングのためのインターンシップ先を

に理解していただいた上で、ハンズオン

とは何か」ということをコーディネーター

いるので、まず「ハンズオン ラーニング

ニングとしてインターンシップを実施して

がおります。われわれはハンズオン

木本

ラー

そうですね、センターには専任教員

年約３０００名超の学生が在籍しているの

講生数は、およそ４００名前後です。１学

月に事後学習を行います。

に原則として２週間の就業体験を行い、９

準化されており、事前授業のあと、夏休み

ス程度に分けて実施しています。内容は標

シップ３」は２００名超の受講生を クラ
・
・

専門性と結び付けたインターンシップに

インターンシップ系全科目の年間合計受

で、その１割程度が受講していることにな
ります。

れ先と連携しながらインターンシップを進

なり、各地域のコーディネーターが受け入

お支払いしています。ＮＰＯ法人が中心と

木本 はい、事業契約としてＮＰＯ法人に

ました。本学のインターンシップ科目の大

しいインターンシップ系科目を開設してき

る形でした。それからほぼ３年ごとに、新

ソーシアム京都で企画されたものを分担す

始めたのは１９９９年で、当初は大学コン

久保

るとありましたが、本学も同様に先修条件

お話に予め中国語検定に合格する必要があ

その理由の一つとして、先ほど三橋先生の

ていますが、受講生はまだ多くありません。

部でも独自のインターンシップ科目を設け

シップ科目のノウハウも生かしつつ、各学

全学共通教育で開講しているインターン

めています。将来的には、非常勤や任期付

がついていたりして、そのハードルが高い

していくことが課題。

きの客員という考えもありますが、現状は

のではないかということが考えられます。

そのため、学生が説明会に参加しても登録

半は、全学共通科目として開講し、単位を
こそ課題もそこにあると考えています。

認定しているところに特徴があり、だから

われわれも企業側も担当者が替わること
があるので、継続性をどこで担保するかを

京都産業大学がインターンシップを

10

外部委託です。

でしょうか。

授業の一環として対価をお支払いになるの

という形で担当されているのですか。また、

めています。

15

音 コーディネーターの方は、非常勤教員

受け入れ先企業の担当者が毎年替わった

15

20
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個人的には、全学のインターンシップと

れだけリターンも大きくなると思います。

を履修して、いわば先行投資をすると、そ

ていると、学生が先修条件に該当する授業

です。ただ、インターンシップの成果を見

まったりして、実習にたどり着かないわけ

しなかったり、登録しても途中でやめてし

いくことができるだろうか。そういった問

という言葉がありますが、それに対応して

提言」にも専門性や長期インターンシップ

関する産学協議会

済団体連合会の「採用と大学教育の未来に

制で実施できるのだろうか。また、日本経

算配分もありました。ただ、今後も同じ体

張って、企業訪問もこなし、大学からの予

様子などを聴き取ってきたりしています。

し、受け入れていただいた学生の実習中の

員が担当を決めて、毎年各社におうかがい

１６６社からご協力をいただきました。職

２０１７年度は１４４社、２０１８年度は

久保

くらいでしょうか。

すが、インターンシップ先の企業数はどれ

佐藤

最も多い業種は卸売小売業です。全学共

２００名超の受講生がいる科目では、

全学共通で４００名程度とのことで

学部のそれとではレベルが異なると思って

題意識があります。

通の科目なので、どうしても民間企業が大

設して、長期や有給のインターンシップな

久保

音

思います。

係のインターンシップ先の開拓が課題だと

治体なども増やしたいのですが。公務員関

・

と物見遊山になるおそれがあります。もち

ど、新しい試みもたくさん行ってきました

半を占めます。法学部の教員としては、自

ろん、参加するだけでも得るものはありま

が、予算事情も含めて様々な理由から現在

ングをしつつ、全学共通科目のほうを展開

課題は質の向上。

新しい試みもたくさん展開したが、

中間とりまとめと共同

います。全学共通のインターンシップ科目
は先修条件などなく、それだけで完結し、
専門性がなくてもインターンシップに参加

すが、もの足りない感じもしています。先

は科目数が半減しています。４年前の最盛

できるので受講しやすいぶん、下手をする

ほど佐藤先生から、意欲と予備知識が必要

期にはキャリア教育を担う部署には、専任

インターンシップ科目をいくつも開

だというお話がありましたが、学部で専門

嘱託合わせて事務職員が

としているところです。私もインターンシッ

果は一層上がるように、質の向上を図ろう

体をなるべく紹介するようにしており、少

育センターからノウハウや相手先企業

すし、より拡充していくためにキャリア教

はい。ただ、学部のほうは小規模で

プ科目を実際に担当しながら、悪戦苦闘し

久保

全に学部でなさっているという状況ですか。

する一方で、学部のインターンシップは完

久保先生の部署で大学全体のハンドリ

科目を履修した上でインターンシップに行

名超、現在でも

けばさらに大きな成長が見込めるでしょう。

名おり、科目数と職員数は絞りつつも成

また、担い手の問題もあると思います。

もっと専門性と結び付いたインターンシッ

インターンシップが始まった頃は、教員は

ている最中です。

プを増やすことが課題となっています。

30

大変だろうということで職員が非常に頑

しずつ実を結んでいます。そうしないと学

団

・
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12

部に普及していかないし、これまで通りキャ
リア教育センターに任せておけばよいとい
うことにもなりかねませんので。
全学共通科目のインターンシップと

目指しています。

これまで拡大路線を選択できたのは、当

時、文部科学省の「新たな社会的ニーズに

対応した学生支援プログラム（学生支援Ｇ

Ｐ）」に選定されたので予算がさらに確保で

いて、全学共通科目の一つとしてのインター

音 キャリア教育センターのサポートにつ

成果を上げることができるよう、改革を進

うがよいという考えもあり、より効率的に

られた予算はもっと別の部署に投入したほ

ころが大きかったからでしょう。ただ、限

き、大学教育改革の手段として期待すると

ンシップと、学生が３、４年次になり、就

キャリアセンターのインターンシップ。

職を意識してキャリア教育センターに相談

めてきたのがここ数年の動きになります。

かつて、本学は就職に強いというイメー

した場合のインターンシップは、少し意味
合いが違うように思われます。その辺りは、

ジがありましたが、 世紀に入った頃から、

なさっていらっしゃいますか。

少々厳しい状況に陥ったようです。そこで、

他大学と同様に就職氷河期の影響もあって、

キャリア教育センターではどのように対応
久保 本学では、就職支援の担当部署は進

21

・

リア教育センターと、完全に分かれていま

されているキャリア教育の担当部署はキャ

路

予算的な対応はいかがでしょうか。

音

インターンシップに関わるスタッフの

に参加する学生を増やしていくつもりです。

そうすることによって、インターンシップ

はなく全学共通教育科目で展開したため、

だったと思います。ただし、それを学部で

きちんと進めようとしたところは良心的

目先の就職支援ではなく、キャリア教育を

就職支援センター、授業として科目化

す。単位認定はされない公募型インターン
・

学生に情報を発信しています。ただ、学生

署に届くので、内容に応じて適切な部署が

シップでは、企業

現在は、それらを整理統合して体系化し、

育の科目がたくさん開設されてきました。

リアデザインの授業をはじめ、キャリア教

久保

効果的に推進していくことを

実際に受講した学生の評判は悪くない科目

ように統一された検定試験もありません。

変わるといったことがありました。語学の

ず、担当する教員が替わると内容も大きく

学部の専門科目のように体系化されておら

本学では、インターンシップやキャ

にとってもっと分かり易くなるよう、情報

より効率的

団体からの案内が両部

提供の仕組みは一元化していく予定です。

22
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・

音 ありがとうございます。各先生から多

力を入れているところです。

明示できるようレベルアップを図ろうと、

えてきました。そこで、学習成果をもっと

いのかが判然としない、といった問題を抱

だろうか、それをどのように測定すればい

が多かったものの、学習成果は一体何なの

理解いただいているメディアの現場に、わ

ることにつながるであろうということをご

ルとしてジャーナリズムの世界を活性化す

ら、インターンを受け入れることがトータ

イバル社に入る可能性もあります。ですか

高いので、インターンをしていた学生がラ

こに入社するとは限りません。倍率も相当

ある放送局でインターンをした学生が、そ

り越えた理由だと考えています。

面々が始めたことが、立ち上げの困難を乗

たので、負担はあってもそれを苦にしない

おり、また理事長の特命プロジェクトだっ

ります。担当スタッフに本学出身の職員が

えば予算度外視でスタートしたところがあ

間がかかります。本学の場合は、極端にい

る際には、本当にいろいろな壁があり、手

三橋

本学は、大規模校ではないこともあって、

果、自分には向いていないと分かったとし

心を抱いてインターンシップに参加した結

ことは非常に大事なので、学生が大きな関

が厳しい分、学内外から励ましの声が寄せ

認定されたことが追い風となり、日中関係

部科学省のグローバル人材育成推進事業に

時期が続きましたが、２０１２年からは文

それでも、予算的にはやはり厳しかった

特に海外のインターシップを実施す

様な取り組みをご紹介いただきましたので、

れわれは学生を送り出しています。

個々のインターンシップ科目のサイズがあ

ても、それは社会に出る際にとても重要な

一方、就職においてミスマッチを避ける

上智大学のインターンシップを取り込んだ

まり大きくないことが特徴でしょう。全学

科目の取り組みもご紹介したいと思います。

共通科目としてのインターンシップ科目の

年間

られました。企業からは、新規事業はなか

外部の協力をどのように得るか。

くらいは持ちこたえてほしいと激励されま

なか難しいものなので、少なくとも

ことだと学生に話しています。

・

インターンシップ」です。外資

負担が大きいインターンシップに

実習先には、学部に関係なく受け入れても
らっています。特に力を入れているのは「グ
ローバル

・

ンシップは非常に手間がかかりますが、そ

ようやく２００名近い規模になりました。

１４年からは学部でも取り組みが始まって、

熱意ある教職員のお陰で何とか続き、２０

学内にはいろいろな議論がありましたが、

した。

れを大学内でどのように考えていったらい

大学全体の８分の１くらいです。一番少な

皆様のご指摘にあったように、インター

私が所属する文学部新聞学科では、学科

いのか。また、外部の協力をどのようにお

音

科目として、インターンシップ科目を設定

願いしていくのかという辺りが、共通の課

プロ

し、毎年 名ほどの学生が国内外のメディ

グラムの充実に努めています。

系企業や海外でのインターンシップ

10

これはある部分では就職に連動しますが、

アの現場で、インターンを行っています。

題のような気がします。

いときは６名ですから、隔世の感がありま
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40

す。現在は、中国に続くＡＳＥＡＮ展開の
て一生懸命に取り組んでいるかどうかによ

にもポリテクニック的な教育機関があり、

な知識や技術、スキルに磨きをかけていく

それらはインターンシップによって実際的

三橋先生のお話では、大学のトップの方

ことが標準的になっています。日本では、

ります。
の下で、建学の理念を実行する方法論とし

その必要性は認めても、長期で実現するの

アできるからこそ、教員の方々も使命感に

海外協力隊（ＪＩＣＡ）からバンコクのスー

私のゼミ生が２年間ほど休学して、青年

は難しいかもしれません。

燃えていらっしゃるように思えます。負担

パーサイエンスハイスクールに教員として

ようなので、その目的を全員が明確にシェ

てインターンシップを捉えていらっしゃる

ほかに、学部を巻き込み規模が大きくなっ
た状態でどうやって質的保証を担保できる
かを考えているところです。
大学によって目的や経緯が異なるので、

佐藤 私の後任の平松裕子先生は非常に熱

は大きいと思いますが。

時間をかけて議論することが重要。

心な方で、同先生のネットワークによって

も企業側も、何か一つのことをやり遂げた

学生の事後報告を聞くと、学生自身も教員

は非常に大きいものがあります。しかし、

席するなど、教員の時間的

事後報告会で学生が発表する場合は必ず出

学生を連れて企業に面接にうかがったり、

に実施されています。

体力的な負担

入れ先の企業と信頼関係ができており円滑

います。

をかけて検討を継続することが大事だと思

て共通認識を持つことが重要であり、時間

て他大学の様子を知り、現状と課題につい

かかるものです。本日のような議論を通し

りひとことでは言い表せず、非常に時間が

プのあるべき姿を実現していくのは、やは

異なるので、そういう中でインターンシッ

シップの目的や経緯が違い、学生や教員も

いずれにしろ、大学によってインターン

数聞いています。

については、ほかにも同じような意見を複

ど意味がないと思ったそうです。ワンデー

プにも参加したことはあるけれど、ほとん

カ月ないと難しい。ワンデーインターンシッ

と、特に海外のインターンシップは最低３

系の企業で経験しました。その学生による

月間、あとの３カ月間はフィリピンの情報

後、インターンシップをマレーシアで３カ

派遣され、昨年６月に帰国しました。その

新たに開拓されたところもあります。受け

という充実感があります。

ません。海外インターンシップも同様です

教員が替わったら難しい面があるかもしれ

業の信頼関係がベースになっているので、

経済学部のインターンシップは教員と企

ことが多いのですが、バンコクやベトナム

門は情報系なので、シンガポールを訪れる

今はさらに評価が高まっています。私の専

以前からインターンシップで有名でしたが、

米国ボストンのノースイースタン大学は

ためには、文部科学省の政策や各大学の事

て進めればいいか。わが国全体で取り組む

望ましいと思うので、そのためにはどうやっ

んが、やはり３カ月のインターンシップが

分野によって違うので一概には言えませ

・

が、基本的には担当教員がやりがいを感じ

24
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情があるので、時間をかけて議論を重ねて
という視点から「よき」関係を構築するこ

て教職員がどのような「現れ」をするのか

かということそのものよりも、学生に対し

に具体的に実践するという感じでしょうか。

ログラムの概要を知り、主担になったとき

ます。副担のときにセンター全体の教育プ

その前提として、現状と課題に関する情

いくしかないでしょう。
報交換を続けていくことがもっとも重要で
はないかと思います。

・

教員の場合、単に科目を担当するだけでは

ラーニングという新た

な地平を切り開くために協働するという視

なく、ハンズオン

です。職員間では業務をクロスさせ主担

また、職員間の日常的な協力関係も大切

とが大切だと考えています。

・

「新しい関係を築く」ときは

点も重要です。

ときには、必ず「重ね合わせる」というこ

このように、
「新しい関係を築く」という

副担のような形でスキルアップを図ってい

とを意識して行っています。それは学生に

必ず「重ね合わせる」
。
木本

本学では受け入れ先との間にコー

ディネーターに入っていただいていますが、

対しても同様です。

カ月という話も来ており、そういう方向

れています。いまは６カ月が基準であって、

ンターンシップの受け入れ先探しを依頼さ

私個人は、米国の大学から、６カ月のイ

信頼関係というものは一対一でないとなか
なか難しいし、誰かに紹介されて生じるも
そういう意味で、間に第三者というレイ

のでもないと思います。
ヤーがあっても一対一の関係が継続するよ
うな形にしないと、佐藤先生がおっしゃっ

にいきつつあるようです。

営に取り組んでいます。職域を明確にした

センターでは教職協働によるプログラム運

また、微妙な職域のお話が出ていますが、

お二人のお話をうかがっていて思いました。

という問題がどこでも出てくるだろうと、

らすると、そういう形のインターンシップ

生と一緒に活動しています。学生の立場か

ろに応募して、いろいろな大学から来た学

始めたり、地域おこし協力隊のようなとこ

に入り込んで地元の中小企業の方々と何か

事例では、学生は２年間休学し、その地域

私も関わったことのある島根県の地域の

上での協働ということになりますが、教員

もあるのではないかと思っています。

たように、担当者が替わったらどうなるか

と職員がどのような協力関係を構築するの
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10

インターンシップの成果を

て、４年間を通じて学びの土台となるよう

もボリュームがあるインターンシップ科目

種のハウツーです。そうすると、そもそも

また、どの教員が担当しても一定の質を

てきたからです。

なぜなら、実習先との調整はほぼ職員が担っ

では、教員が替わってもあまり困りません。

「問うに値する問いは何か」という、われわ

専門分野の理論や方法論というのは、一

なプログラムが必要だと思います。

木本 先ほどの久保先生のお話に納得した

学部の教育につなげたい。

のですが、全学共通のプログラムを始めよ

・

マニュ

スも開講するため、担当する教員には、全

確保できるように、ティーチング

学共通教育機構に所属していてキャリア教

れが論文の最初に書くことですね。学会で
解いていくような実験をしたり論文を書い

育を専ら担う教員だけでなく、私のような

うとすると、いかにファカルティと連携す

クラ

たりしがちですが、それよりもっと大きい

学部に所属していてそれぞれの学部で専門

アルも作成しました。というのも、

のは、ファカルティを担当者が面白いと感

ところにある問題に学生が触れるというこ

教育科目を担っている教員も含まれている

発表する際に、問題は既にあって、それを

じたり、トップの人間が腰を上げるような

ラーニングでは意識し

るかという話になります。いま考えている

形でプログラムを組まないといけないとい

て行っています。それを再度履修したゼミ

とを、ハンズオン

からうかがいました。

生は問題の立て方が違うと、学部の先生方

たインターンシップのノウハウを学部に持

からです。学部所属の教員には、そこで得

・

し、まず「大学生になること」を考えてほ

一緒にフィールドに出かけていき、互いに

グを媒介にして、法学部や商学部の学生と

しているのであれば、もっと突っ込んだ説

門領域である社会科学系の学生だけが受講

例えば、私が担当するクラスで、私の専

・

どんな卒論を書いているのかといった話を

明ができて深い気づきを促すことができる

ち帰って活用していただくのが理想になり

がブラックボックスではいけないのであっ

してきます。そのことは学部における教育

のに、理工系の学生なども同じクラスに多

ます。

て、まずきちんと大学生になってほしい。

やゼミの活性化にとっても非常に有効なこ

数含まれているので、前提となる知識がな

ラーニン

そのために、初年次はとても意味があると

とではないでしょうか。

いためあまり専門的な話ができず、もどか

そういった学生がハンズオン

思っています。

久保

ラーニングセンターで開講

している科目を、学部でゼミに入った後の

たら継続が難しいというお話がありました

しさを感じることがあります。だから、学

ハンズオン

学生が履修することもあります。改めて大

クラス程度開講している、最

・

先ほど佐藤先生から、教員が替わっ

学やゼミでの学びを深めたい学生が多く、

が、本学で

学に入ったとよく言いますが、その４年間

しい。学生自身は、社会人になるために大

学生は、入学した瞬間に大学制度を意識

うことです。

10

基礎と専門といった従来の枠組みと並行し

10

26

2019.7 大学時報

だと考えています。

部で開講するインターシップがもっと必要
でしょう。加えて、ワンデーインターンシッ

事態をポジティブに捉えないケースもある

ンシップで経験したことと違うと言い出す

た人材を確保すべく、インターンシップが

生も就職活動を意識しはじめ、企業も優れ

肢が生まれるためです。３年次になると学

ですが、こうした状況も景気が悪化したら

えています。現在の就職状況は売り手市場

ンシップ」という名称で呼ばれるものも増

プなど就職直結型のものも同じ「インター

を設定しました。

年次前期に本学的な教育インターンシップ

することが難しくなります。このため、２

教育として純粋なインターンシップを実施

選考の意味を色濃く持つようになり、大学

高等教育機関における

音 インターンシップの今後のあり方や展

一変する可能性が十分にあります。

動の活発な時期に、海外のインターンシッ

す。さらに就職のことを考えると、就職活

と４年間プラスアルファの時間がかかりま

のお話にもありましたが、休学するとなる

とすると時間が結構かかるので、木本先生

ル教育の一環として行います。これはある

結する３年次ではなく、初年次のグローバ

おり、量（人数）を追わず、就職活動に直

三橋

ご提案などをお聞かせください。

関におけるインターンシップの傾向や課題、

これらを考え合わせた上で、高等教育機

専門教育を受けることになります。

然ながら中国人学生と一緒に中国語による

の場合、留学先の多くは中国ですから、当

た大学に行くものですが、
「夢カレッジ」生

ています。これは１年間自らの目的に合っ

年次における交換派遣留学を個人的に勧め

例えば海外のインターンシップに行こう

インターンシップの傾向や課題。

望について、おうかがいします。

プに行っていると、後れを取るのではない

意味で正解だったと思っています。
就職活動準備との橋渡しの時期でもある２

というのは、従来は、グローバル教育と

かも知れません。

すし、将来のビジネスパートナーに出会う

すれば、より中国人のキャリア観が学べま

留学期間中に長期のインターンシップを

グローバル人材を志向する学生には、３

か。また、最近は学生と保護者が非常に仲
学生にあまり長く大学にいてほしくない、

年次後期に、５週間の海外インターンシッ

本学の場合は他大学と結構異なって

がいいといわれますが、保護者からすると

一方、政府は留学を促進しており、サー

早く卒業してほしいという希望があります。
ラーニングを含めて、できるだけ現

育としての原点を大切に、２年次前期に前

プを行っていました。それを今は初年次教

を経験してのち２つのキャリア観に分かれ

ターンシップを選択します。学生は、留学

再び海外に行き、残り半数が国内でのイン

現状では「夢カレッジ」の学生の半数が

・

場に出るようといっています。他方、企業

ビス

倒しして、期間も８週間と長く設定してい

るようです。

ます。
４年次に学生に選択

側では、あまり色の付いた学生は欲しくな

最大の理由は、３

い、自分たちで育てるという日本の会社主
義的な面もあります。新入社員が、インター

座談会

大学時報 2019.7

27

・

大連での経験をステップに、より海外を
志向する学生にとって、半年は余りに短い
し、そう感じない学生には、学部の専門教

いので、その辺りを直近の課題として認識

ンターンシップでなくてもいいわけであっ

ろうということになる。これは必ずしもイ

われていると思います。本来の大学教育を

て、ゼミでも一般的にＰＢＬに近い形が行

しています。
解決能力を養成する

保証が難しく、企業に本格的プログラムの

ための方法論の一つがインターンシップで

発見

佐藤

解決能力の養成だと思います。その

いくと、国際的にも幅広く対応できる問題

ではコントロールできないので、お互いに

自身が考えなくてはいけません。

しょう。一番重要なことは何なのか、教員

なければならないというものでもないで

うので、みんながインターンシップを行わ

問い直していけば、大学によって事情は違

作り込みをお願いできない以上、教育効果

す。長期でないと本当の効果を得ることは

情報交換を継続していけるような関係をつ

方法の一つがインターンシップ。

問題発見

・

育の一環としての国内インターンシップに

もあまり期待できないでしょう。学部教育

難しいと思われますが、受け入れ先企業の

くっておいたほうがいいと思います。

参加して貰いたいと考えています。

の一環としてインターンシップは有効であ

状況や大学の職員の体制、教員の増員といっ

木本

大学教育の目的を突き詰めて考えて

り、賛同する学部と「アジア夢カレッジ」

たさまざまな事情が生じます。そういった
換が気軽にできるようになってほしい。例

どお話ししたように、基本的にはまず問題

決という言葉を使ってしまいますが、先ほ

関連して、われわれは問題発見とか課題解

・

あとは、関係者のもつエネルギーと後継

えば私大連のようなところに個別のワーキ

を設定できないといけないと思います。ど

育成を考えなくてはいけません。ただ働き

も今は部課長くらいになっており、後継者

うことになります。そこで学生の間に協調

て、事前事後の学習は基本的にＰＢＬとい

例えば経済学部のインターンシップにおい

先ほどの大学教育の目的という話では、

なってしまいます。

が自分で勝手に探しに行けばいいことに

に陥ってしまうと、大学でなくても、学生

れを探しに行くという実在論のような発想

いま佐藤先生がおっしゃったことに

者の問題です。
「教育は人なり」といいます

ンググループをつくるなど、できるところ

こかに問題や方法論が落ちているので、そ

短期のインターンシップでは学生の質的

とが一緒にプログラムを深化できればと考

情報やベストプラクティスに関する情報交

が、理念があればやりたい人は出てくるし、

から始めていくのが現実的ではないかと思

受け入れ先となる企業側の事情はこちら

えています

理念がないと熱心な人がいなくなってしま

います。

方改革もあり、今後は関係者の熱意のみに

学長の指示で取り組んだ当初のスタッフ

います。

頼らない制度化が必要です。特に受け入れ

性が生まれ、達成感を覚え、お互いに頑張

学生には、問題を設定する方法を自分で

先との関係づくりは職員のサポートが大き
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見つけ、体得させる。そこにはハウツーに

―

What 問
う」ということは一体どういうことなのか。

大学の理念に基づいて、授業の

意識を問いたいところではあります。今後、

インターンシップの拡充を図ろうとする際

プ科目を受講しません。企業で長期間のア

久保 かなり優秀な学生は、インターンシッ

海外でのインターンシップにも力を入れ

交換できるとよいのではないでしょうか。

には、こうした問題への対処について情報

先ほどお話が出ましたが、教育効果の評価

たいのですが、学生にとって最大のネック

一環としてインターンシップを実施。

や測定というと、つい満足度調査といった

ルバイトをして社員同様に活躍しており、

は費用なので、金銭的な支援を何とかした

還元できないものがあって、
「

形になってしまい、それはそれで無視でき

いと思います。国内で長期のインターンシッ

で他のアルバイトもできないとなれば、応

２週間や３カ月のインターンシップでは太

募できる学生は限られてくるでしょう。経

刀打ちできない程の仕事を任されている
とはいえ、インターンシップ科目は学生

済的に余裕のない学生のチャンスの芽を摘

ませんが、意味を問うことによって学生本

のボトムアップにはやはり意味があると思

んでしまわないよう、留意しなくてはいけ

人の尺度が変わってしまうような体験をさ

います。学生に聞くと、
かなりよいプログラ

ないと考えています。

プを行う場合もそうですが、その間は無給

考えることも可能かも知れませんが、こう

ムを用意している受け入れ先もあるようで

音

ケースもあります。

したプログラムでは特に、学生が学びの途

す。経済同友会版インターンシップの報告書

大学が行うインターンシップは、企業が募

せたい。ファカルティの場合、カリキュラ

中で自らルーブリックをつくるような形に

などを拝見しても、きちんと考えて実施し

け入れ先になるのではなく、プログラムを

企業も学びが必要だと思います。ただの受

験のある教員がよく話しています。私は、

企業との関係は非常に難しいと、企業経

ら荷物運びをする雑用だけだったとか、
現場

題のあるものが一部紛れこんでいて、
ひたす

ものですが、単位を認定する教育型にも問

ものです。通常は公募型に紛れこんでいる

のはブラック インターンシップと称される

と思います。

することが大事であるというお話だったか

と思うし、学内でもそこをしっかりと認識

てインターンシップを行うことにつながる

会的なポジショニングが、大学の授業とし

ことでした。各大学の理念や大学による社

集するインターンシップとは異なるという

ムに沿ったルーブリックが準備され得ると

していかないといけないのではないかと思

ていらっしゃると思います。気を付けたい

間にはさんでお互いに学ぼうということを

に行ってみたら話が違っていて雑用すらさ

それぞれのお話で共通しているのは、

います。そこを混同するといけません。

理解していただくことが出発点ではないか

せてくれなかったといったことが名前の通っ

・

た企業でも実際に発生しており、企業側の

本日は、ありがとうございました。

と考えています。
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