
 

成  果  報  告  書 
【H26年度教育改革推進事業経費】 

 

所属部局 システム工学部 代表者氏名 鰺坂恒夫 

事項名 協働教育/キャリア教育の質の向上と効果検証 

当初計画に対する目標達成率       100  ％ 事業の終了時期 平成  27 年  3 月 

予算配分総額 855,000 円   経費使用総額 852,996 円   

【事業の成果】※具体的に記入してください。 

学生のキャリアデザインの促進、社会人基礎力の育成、学習意欲の向上を図るため、再編・新設した協働教育科目/キャリアデザイン科目である「

基礎協働演習」「ソフトスキル論」「地域協働演習」「キャリアデザインを考える」などの開発・実施を行った。特に前年度までの初年次教育の実践

・検証を踏まえて初年次前期向けに開発した「基礎協働演習」は全国的にもユニークな試みであり、テレビ和歌山等のメディアでも紹介された。また

、PBL型授業と連動した実践型インターンシップのモデルとなる事例も開発・実施することができた。 

さらにこれらのプログラムで用いる教材としてワークブックの改善・追加制作も進め、アクティブ・ラーニングを汎用化していくためのプログラム

の定型化を進めることができた。その蓄積を元に、「産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業」（産業界ニーズGP[テーマA]）の一環

として他大学(14大学)と合同で産学連携PBLのモデルプログラムを開発・実施した。そのノウハウをガイドブックにまとめ、学内の取組に還元できる

形となっている。 

協働教育/キャリア教育の効果検証としては、前年度から独自開発している効果測定アンケートをさらに改善し、「ベネッセ大学生基礎力調査」と

合わせて、「基礎協働演習」等各科目の受講者に対して実施した。今年度収集できたデータは前年度のデータと合わせて分析中であるが、前年度まで

のインターンシップ効果検証データを分析し、「日本インターンシップ学会」の大会において発表し、さらに学内のFDを兼ねて第10回教育研究集会(

ワダイ夢活フォーラム)においても検証結果を発表した。これらのプログラム開発、効果検証手法の参考にするため関連学会等のFDに参加した。 

【当初計画段階との対比】※上記目標達成率を判断した理由等 

 当初計画から基本的目標としていた、協働教育/キャリア教育のプログラム開発・改善、及び効果検証の改善・実施は、次年度以降に活かせる形にまで

行うことができたため100％とした。 

【今後の展望等】 

○本事業の発展性 

今年度収集できた効果検証データの分析結果は、学会発表・論文としてまとめることと学内FDの素材として還元し、教育内容の改善に活かしていく。

効果検証のデータ収集・分析は、次年度以降も改善・実施を継続していくことで、教育の評価・改善に活かすことができる。 

地域と連携した協働教育/キャリア教育を通して、社会人基礎力や学習意欲を高めていくことは、大学全体に期待されていることであり、これを全学的

に実施していくために、産学協働やアクティブ・ラーニングのノウハウ、教材などをFDとして共有していくことなどが考えられる。 

さらに今年度で終了した産業界ニーズGP[テーマA]の取組から発展した、広域の産学連携プラットフォーム「産学協働人材育成機構（AICE）」の取組と

してPBL・インターンシップの共同実施などを中心にしており、本事業の実績を活かし、鯵坂が実行委員長を務めることになっている。この連携取組から

新たな企業とのつながりなど、学内への還元も図る。 

 

○改善すべき事項 

 効果検証をより厳密を行うためのアンケート調査内容の改善、学業成績や就職率など長期的視点での分析が今後の課題である。一方で、調査対象者の

手間も含めて、効果検証のために割ける人員・時間が限られている中で、効率的な調査手法を開発することも、プログラムの拡大に必要な課題である。

この効果検証は、エンロールマネージメントやIR（Institutional Research）の観点からも重要であり、全学的に取り組む体制整備も課題である。 

また、残念ながら参加者が少ないプログラムもあったため、効果検証の標本数を確保するためにも、プログラム参加者を増やすことが課題である。こ

れには授業時限の変更や、広報の強化などによって改善を図っている。 

 

○大型の競争的資金等（COE、GP等）への申請実績及び今後の予定 

 本事業の取組実績を活かし、昨年度から続いている産業界ニーズGP[テーマB]（インターンシップの体制整備）において、本学が幹事校を務めている。

さらに「地(知)の拠点大学による地方創生推進事業(COC+)」獲得のためには、地域の企業と連携したPBL・インターンシップの推進が不可欠であり、本事

業の蓄積を活かしていく予定である。また、本事業のプログラムを経て、長期インターンシップ、事実上の「ギャップイヤー」に取り組む事例も既に生

まれており、海外インターンシップ等も見据え本事業の蓄積が「大学教育再生加速プログラム」の獲得にも活かせるものと考える。 

〇その他特筆すべき事項 

 特になし。 
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新設科目：「基礎協働演習」の様子
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日本インターンシップ学会 第 15回大会要旨集 

中期実践型インターンシップの効果検証と課題・展望 

○木村亮介 ○山﨑泉 

（和歌山大学） 

 

１．背景と目的 

日本政府が大学生のインターンシップの拡

大を目指してから 15年以上が経過したが（注

１）、欧米と日本のインターンシップには依

然大きな違いがある。米国や英国では 8～12

週間の実践的なインターンシップが主流であ

る（村田他 2011）一方、日本では 1ヶ月以

上のインターンシップを体験した学生は全体

の 11.5％に留まっている（特定の資格取得に

関係するものを除く）（文部科学省 2013）。 

また、厚生労働省（2005）によると、約 7

割の大学、約 6割の企業が「学生が高い実習

効果を得るために必要な期間」として「1ヶ

月以上」と回答している。それを踏まえ、経

済産業省（2013）は、「教育的効果が高い長

期インターンシップの普及推進に取り組むべ

き」と提言しており、6ヶ月程度の長期イン

ターンシップ等を紹介している。 

長期インターンシップが進展しない理由と

して田中（2006）は、カリキュラム改革が難

しい大学、多忙な学生、メリットを見出せな

い企業、行政支援依存の 4つを指摘している。 

本発表では、3～4週間程度で、業務上一定

の役割を担う「中期実践型インターンシップ」

を導入しているＡ大学の事例について、その

効果検証と、取組における課題や展望につい

ての分析を報告する。 

 

２．定義 

 ここでは、現在日本で主流である 1～2週

間程度のインターンシップを「短期」とし、

長期休暇期間のみに留まらない欧米型の 2～

6カ月程度のインターンシップを「長期」と

し、その中間にあたる 3～4週間程度のイン

ターンシップを「中期」とする。「実践型」

とは、単純作業の手伝いや仮想の課題に取り

組むだけの「体験型」とは異なり、事業・業

務において一定の責任ある役割を担う正社員

の基幹業務に取り組むものである。 

 

３．実施概要 

 A大学では、コーディネーターとなる大学

教員が、実習先担当者（主に経営者、幹部層）

と相談を行い、実習先の事業発展と学生の成

長につながりやすいインターンシッププログ

ラムを共同開発している。 

学内で募集要項を掲示し学生を募集し、エ

ントリーシートと企業面接により選考を行う。

参加決定学生と企業とコーディネーター教員

の３者で、具体的な日程や実習内容の調整を

行う。短期型に比べ多くの日数を確保するた

め、日程は概ね学生の都合に合わせている。

学生が主体的に取り組めるように実習内容は

希望に応じて組み立てられるようにしている。 

 実習先は、主に大学周辺地域の中小企業で

あり、積極的な新卒採用を行っていない企業

が多い。学生の参加動機は、就職目的ではな

く、実習内容への興味、汎用的能力の向上が

主である。A大学のインターンシップ参加学

生中、中期実践型インターンシップ参加者の

割合は約 6%である（14名／225名：2013年

度）。同プログラムの実習先は 7 社である。 

 

４．効果検証 

 中期実践型インターンシップでは、特に「社

会人基礎力」に代表される汎用的能力の向上

を狙いにしている。インターンシップの効果

測定の手段として、「社会人基礎力」の指標

も含む HQ Profile（Human Quotient 

Profile）（注１）を活用した。測定は 2013年
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度前期末と後期頭に 3年生を対象に実施、受

診者内訳はインターンシップ参加者 86名（う

ち全学大学提携インターンシップ参加者 11

名）、非参加者 105名であった。 

 分析の結果、中期実践型インターンシップ

が主流の全学大学提携インターンシップに参

加した学生はその他のインターンシップ参加

者と比べ、社会人基礎力の（１）前に踏み出

す力、（２）考え抜く力、（３）チームで働

く力の全てにおいて、成長の度合いが大きい

傾向があることがわかった。但し統計的には

有意な結果は得られず、これは全学大学提携

インターンシップに参加した学生で HQ 

Profileを受診した学生が 11人であったこと

が原因ではないかと推察される。 

 

５．課題と展望 

 ①効果検証の標本数確保と多面的な分析 

今回の効果検証では十分な標本数を確保で

きず中期実践型インターンシップがより効果

的であることを断定できなかった。調査対象

者の拡大や、複数年調査を継続することでよ

り厳密な調査が可能であると考えられる。 

今後は職業意識、学習意欲、専門能力、汎

用的能力の観点で検証可能な効果的・効率的

な方法の検討が必要である。学業成績や就職

先満足度等による検証も検討している。 

 ②中期実践型インターンシップの量的拡大 

 実習先に多様性をもたせることで、参加人

数の増加が期待されるが、現在は学内コーデ

ィネーターが限られているため、拡大には限

界がある。コーディネーターの確保には、専

門人材育成と予算上の課題がある。 

 現状では、応募学生よりも募集枠の方が多

く、学生への周知方法、ニーズに合わせた機

会の多様化、それまでのキャリア教育、各教

員の理解等も課題である。 

 継続的な受入による企業側の熟練や、経済

団体等を通じた企業への周知等、効率化の可

能性もある。 

 ③質的向上 

 長期型に比べ 3～4週間では、業務の全体

像を理解し一定の成果を出すには期間が短く、

学生の深い学びと企業側のメリットの両立が

難しい。事前事後学習の工夫も含めて効果を

高めることが課題である。 

 実践型インターンシップは、主体的なマネ

ジメント能力を磨く良い機会であるが、それ

までにそのような機会が全くなかった学生の

場合は、主体性が必要な状況に慣れるだけで

終わってしまうことが多い。より効果的に実

務能力を高めていくには、主体的な姿勢、基

本的なマネジメントスキルについて習得する

ためのキャリア教育（PBL等）を事前に経験

しておくことが有効であると考えられる。 

 

（注１）文部科学省・厚生労働省・経済産業省（1997）を

参照。 

（注２）HQ Profileは中部大学西田豊昭准教授が開発し、

株式会社エスユーエスが実施しているヒューマンスキルを

定量的に測定する診断テストである。HQ Profileは株式会

社エスユーエスのホームページでも簡単に紹介されている

http://www.sus-g.co.jp/ 
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