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ようやく日本にも浸透しつつあるインターンシップ。
しかし現場からはさまざまな問題が噴出しています。
「産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整
備事業」は、大学や地域を越えてインターンシップの
拡大や質の向上を目指して連携することに大きな意
義があります。本冊子は、日本の将来を担う社会人
として学生を育てていくという共通の目的で、当事
者である学生、企業、受入団体、支援団体、大学等
がそれぞれの立場から「ホン音」、「ホン気」で語ろう
と作成しました。共通の視点で、ここでもう一度
みんなで「インターンシップ」を考えてみませんか？
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本当はどうなの？
インターンシップ。
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行岡 正恭
パナソニック株式会社
採用センター所長

坂井 東洋男
追手門学院大学 学長 山本 健慈

和歌山大学 学長

地域の共同体の崩壊、均一的な
教育で実体験が得られず育つ
現代の若者たち

special talk

キトップの
ホン気を語ろう！

special
talk!

坂井　根っこのところで、現代の教育問題
が関連していると思います。昔は何年かか
ろうと大学を卒業すれば世の中に出て働く
のが当たり前でした。ところが最近は卒業
後、働くどころか何もしない若者がけっこう

います。「働いて親を少しでも助けよう」という
ような気持ちや、「社会の役に立とう」という
情熱が希薄で、自分のことだけ考えて育って
きたと見受けられます。
山本　政府、大学、そして親も無自覚で当事
者性に欠け、責任あるメッセージを子ども
へ発していません。それなのに、学生に期待
に応えろと迫るのは無理があります。人格と
いうものは、大学に入るまでの18年間の教育

の中で培われたものです。大学も人格形成
に踏み込んでいますが、「人間を育てること」
は普遍的で、長い時間が必要なテーマです。
教育の概念は100年くらいのスパンで変わっ
てきていますが、時代や企業の状況変化は
もっと短い10年ほどで起こっています。その
タイムラグが顕在化していることが問題の
根本だと思います。
坂井　現代の若者は小学生のときから他者
と同じであるべきと教えられて育っています。
大学には個性の芽を摘みきった状態で入学
してくるし、他者と同じであることが根深く
意識づけられていると感じられます。小・中
学校などでも違った目線での教育をして
もらいたいですね。
谷井　小・中学校、高校、大学、家庭、企業と
それぞれの役割がいろいろあると思います
が、私も大学は高等教育機関であるべき
で、18年間の人格形成は親の責任が一番
大きいと思います。しかし、実際入社してくる
学生たちは、ビジネススキルだけでなく人間
性を磨くことから始めないといけないケース
が多い。インターンシップではないですが、
起業した仲間と母校で起業家精神を育てる
ためのゼミを手がけていまして、100名から
10～15名に選抜するときに最終面接で「この
1年、バイトや場合によっては彼女などすべて
を犠牲にして参加できるか？」と学生に聞き
ます。皆もちろん「できる！」と答えるのです
が、2～3回目には欠席者が出ます。学生の
幼児化が進んでいると感じますね。

山本　現代の若者がたくましいわけがない
んですよ。不便さやトラブルもない生活の
中で、大人が子どもに付きっきり世話や管理
をしています。共同体の中で道徳を学ぶ機会
がなく、恥も外聞も気にしないからマナー
や約束を守らない。身近な他者としか接して
いないので、ルール違反が許容されると思っ
ているのです。私たちとは育ってきたプロセス
が違うことを認識しておかないと、現代社会
に適した方法は見つけられないでしょう。
一世代違うと、道徳感覚や常識が全く違い
ます。そういった変化は世界中であるけれ
ども、日本では急激に起こりました。
谷井　戦前の日本の社会には地域の共同
体があり、その中で生きることが優先されて
いました。戦後アメリカを手本に個人主義
が進んだことが、今の日本に適応していない
のでは？
山本　昔ながらの共同体を解体したことで
企業は成長し、日本経済は発展しました。一方
で企業は、地域とは違う形の共同体でもある。
人間が生きていくうえで共同体は不可欠
なので、新しい共同体づくりが必要でしょう。
谷井　戦前のコミュニティは血縁や地縁を
主に形成されていましたがインターネット
が普及して、ウェブ上のコミュニティ――
好みの合う人間同士だけでコミュニケーション
を取るようになっていることも考慮すべき
です。そういった生活がベースの学生とどう
付き合うかがキーになると思いますね。

トップ会談では、企業人と大学人のトップ４人が、インターンシップについての
理想と本気を語っていただきました。会談をすすめる中で、若者の目的
意識や志に注目すると、企業も大学も同じ問題に直面していることがわかって
きました。さあ、会談がスタートします。

Toyoh Sakai
坂井東洋男氏

Kenji Yamamoto
山本健慈氏
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こうした場を通じて感じるのは、考えが甘い
学生がいることです。周りの友人がインター
ンシップに行くから私も、と気楽に来る学生
が一番困りますね。谷井さんの鞄持ちに手
を挙げてくるような学生には、インターン
シップは必要ありませんよね。
山本　学生は社会との接点が少ないまま
大学に入学してきます。社会に対する「高い
志」があるわけではありません。好奇心を
引き出してくれる大人と接していないので、
坂井学長がおっしゃる通り情熱を持って
いない。そんな学生の心にどう火をつけるか
が課題です。日本という狭い空間で育って
いるため、広い世界を見るプロセスが必要
だと思います。大学は18年間の育成のリハ
ビリ期間で、「社会との接点」としてインターン
シップがあるのが理想ですね。
坂井　インターンシップは学生が「社会へ
出ていく準備期間」です。アメリカやカナダ
のインターンシップは４～６ヶ月もの間、
学生は給料をもらって働きます。こういった
実践的な長期のインターンシップを考える
必要があると思います。
山本　たとえばカナダのブリティッシュコロン
ビア大学では、半年～1年のインターンシップ
を行っています。カナダの学生には、企業の
規模や知名度は重要ではありません。会社
の所在地も関係ない。自分のやりたいこと
ができる企業を探すのです。
行岡　弊社ではグローバル採用もしている

のですが、シンガポール国籍の理系出身の
女性で理系の仕事はしたくないという社員
がいるんです。弊社ならいろんな活躍の場面
があり、やりたいことを探せると思うと言って
いました。
山本　フランスでも大学入学資格を取った
人は、半年から1年間働いたり旅行をしたり
自由に過ごします。そういった経験があるから
こそ、フランスの大学は刺激的な学生層に
なっていると考えられます。
坂井　日本にはそういったゆとりがありま
せんね。座学を離れて体験することは学生
にとって意義あることです。英語圏の大学
では「ギャップ・イヤー」が推奨されていて
「道草をくったほうが視野が広がる」と言わ
れています。今の学生はあまり旅行もしな
いし、ギャップを体験する機会がありません。
インターンシップは視点を変えて、自分を
省みる貴重なチャンスです。

――日本の現状のインターンシップでは期
間が短かすぎる？

谷井　少なくとも3社以上に行かないと、
社会を見たとは言えないと思います。当社
の採用の8割が中途採用、あと2割が新卒採用

山本　人格は必ずしも段階的に形成される
ものではありません。成人に達するまでの
プロセスに関わる大人が常に課題意識を
持ち、責任をもって子供と付き合うことを
考えるべきなのですが、その意識がないが
ゆえに「当事者性」も欠けているのです。今
の青年の生育過程では実体験が足りず、学ぶ
意欲も生きる力も伸びる要素が少ないから、
インターンシップという形で実社会と接する
場面をたくさんつくることが教育の目的・方法
になっています。特に日本の教育現場では
「自分が社会とどうコミットするか」という
ことには触れない傾向があります。しかし
企業にこの状況を理解いただくのは大変な
ことで、なぜ企業が教育のプロセスの一部
を担わないといけないかという疑問がある
のではと思うのですが？
行岡　弊社ではインターンシップを産学協同
の理念のもとに実施していますが、実際に
は就活プロセスの中に組み込まれています。
なぜなら大学側の目的――「学生にどんな
経験」をさせたいかが伝わってこないから、
企業が勝手にインターンシップの内容を設計
せざるをえないのです。大学、企業両者の
意見を合わせた目標があればと思います。
山本　そうですね。情報を共有し両者の意見
を融合するのは急務だと思います。現実は
大学もインターンシップへの注力度合いで
評価されます。強迫的に取り組んでいる側面

もあり、悪循環に陥っている原因の一つ
です。だから企業へ大学の思いが伝わらない
のは当然と言えるでしょう。

――日本のインターンシップは、大企業は受
け入れ人数が多いためシステム化されてい
て、中小企業は自由で実体験型というイメー
ジがありますが、実際行っているインターン
シップの内容は？

行岡　技術研究職の学生が主で、設けた
テーマに対して研究・調査を進めてもらい
ます。ただ2週間なので、仕事の一部に少し
触れた程度に留まっています。その中で学
生の「気づき」があるかは疑問ですし、反省
点でもありますね。学生の心に印象が残る
ようなインパクトを与えられるプログラムを
実施できるといいのですが。
谷井　弊社はマーケティング支援の会社
なので、日々様々な依頼が舞い込んできます。
インターンシップに関しては3つのパターン
がありまして、一つ目には2日間の短期で
実案件のグループワークを行います。二つ
目はいわゆる「社長の鞄持ち」で、意欲のある
学生に私と共に行動してもらいます。三つ
目は海外の学生を半年間受け入れていて、
本人と面談のうえ希望する部署に配置して
戦力として働いてもらっています。
行岡　とても柔軟に取り組まれているの
ですね。当社も課題を与えて１日１日振り
返る5日間のワークショップタイプも実施して
います。最初に礼儀やマナーについて厳しく
接するし、ワークショップの中でプレッシャー
もかけるので楽ではありません。修了時
には感激して泣き出す学生もいます。ただ

Hitoshi Tanii
インターンシップは社会へ
出るためのファーストステップ

長期のインターンシップで
広い視野を持つ若者を育てよう

谷井等氏
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Masayasu Yukioka
行岡正恭氏

です。景気変動に左右される業態なので
柔軟に人材を採用する必要があるのですが、
理想は新卒の大量採用です。新卒は優秀な
人材に出会える確率が高い。たとえば卒業後
に猶予がありいくつかの会社を渡り歩いて、
入りたいときに入りたい会社に入社できた
ら、世の中は随分変わると思います。
行岡　学生にはアイドリングする時間がありま
せんよね。そのしわ寄せが大学へ行っている
し、学生も敷かれたレールに乗っているだけ
に見えます。内定したとたんに企業への興味
をなくす学生も少なくありません。
山本　入試や大学も同じです。やりたいこと
を考える間がないまま大学へ入り、就職した
ら一生その会社に勤めることになります。
果たしてそれで幸せになれるのか疑問ですね。
坂井　インターンシップに参加するのが卒業
前では、時すでに遅しだと思います。前任の
京都産業大学では10年以上前に、1年生
から学習と就業体験をサンドイッチ方式で
交互に繰り返す「オン／オフ・キャンパス・
フュージョン」を導入しました。学生には企業
を見学するだけでなく、自分ならこの仕事
をどうするかという視点で関わりなさいと
言い続けてきました。そして「気づき」が
あれば、次に生かす方法を考えないといけ
ません。長期のインターンシップは負担が
大きいですが、企業にはご理解をいただけ
たらと思います。
山本　インターンシップを一括りにするのは
無理で、いろんなシーンを設定して体験を
重ねさせる必要があります。これまでのマス
に対するプログラムは限界にきているの
で、学生の意欲の段階を想定した重層的な
プログラムを作る必要があるでしょう。
谷井　早期に社会との接点を持ち、キャリア
ビジョンを作り上げるという目標があれば、
産学が連携してインターンシップの方向性
を示せるでしょう。単位目的でインターン

シップをするのではなく動機付けがしっかり
されていれば、学生も得るものが大きいと
思います。

――1・2年生をインターンシップで受け入
れることは可能でしょうか？

谷井　弊社は実現可能で、そのほうがより
良いかと思います。1・2年生から行うのであ
れば、長期で実務を体験させますね。
行岡　当社のインターンシップでも学年の
指定はしていません。しかし学生が就職を
念頭にして応募してきています。

谷井　今のところインターンシップは学生
への認知度・好感度を上げることで中・長期
的に自社の利益になるという視点で取り組ん
でいるのは否めません。
行岡　企業としてインターンシップはブラン
ディングの一環で、欲しい人材を見つけられ
たらうれしいし、実際に採用したい学生も
出てきます。弊社では今、従来求めていた
人物像とは違い、他者にはない感性を持った
人材を受け入れる方向に動いています。
インターンシップでの劇的な体験を通して
人材を発掘できたら、弊社に学生を惹き
つける場になったらという副次的な期待は
あります。学生を一定期間の労働力として

活用するという発想に転換できれば、企業
としては今までと違うメリットがあり、長期
受け入れも前向きに考えられるかもしれ
ません。
坂井　長期で働いて給料をもらう就業体験
は、学生にとって大きな意味があります。
働いて稼ぐことほど大変なことはありません。
企業とお見合いするのではなく、報酬を
もらって経験を積む方法は、日本のインター
ンシップの新しい形になっていくと思います。

――最後にインターンシップへの本気度や
エールをお願いします。

谷井　当社のインターンシップは就職情報
サイトを仲介して個人的に応募してくるの
で、大学がインターンシップにこれほど積極
的に取り組んでいるとは知りませんでした。
多くのベンチャー企業がそうだと思うので、
もっと大学とのつながりを作っていくべき
だと思いました。当社でインターンシップを
した感度の高い学生は、その後も活躍して
いる実績があります。産学の意識の溝を埋め
ながら、日本の将来を見据えて優秀な人材
を育てたいですね。
行岡　私たちインターンシップを受け入れる
側も発想の転換をしないといけないと思い
ました。これまでインターンシップは就活
プロセスの一環でしたから。企業としては
パワフルな若者を採用して、人材力を上げて
いくことが命題です。それは大学側も感じて
おられるので、両者の希望をすりあわせて
意識を共有したいと思います。人材を育てる
意義と労働力の補完、期間の長期化など、
発想を切り替えればインターンシップの現状
を変えていけると思います。
山本　高校生のアルバイト経験をキャリア
教育（学習）として位置付けるべきです。

高校生のアルバイトを奨励し、教育プログ
ラムに反映できると大学の在り方も変わる
はずです。例えばコンビニバイトは定点
観測にはもってこいです。しかし今の学生
は常連と話すこともしません。アルバイト
経験を意味付けし、現代の生育プロセスに
沿ったインターンシップの手法を探るべき
です。実は入試の問題にも関係していて、
和歌山では南の地域ほど進学率が低く、
青年の意欲を引き出す施策が課題となって
います。企業と人材育成の理念を共有する
のがベストですが一筋縄ではいかないので、
大学は社会への責任として教育に本気で
取り組まなければならないのです。学生に
はグローバルに世の中を知ることが必要だと
言いましたが、それにはリスクもあります。
ギャップを受け止められる柔軟な人間ばかり
ではありませんから。しかし、社会に抵抗する
人間もいてこそ変革は成し遂げられるの
で、若者が抵抗する自由を許容する社会に
変わらないといけません。
坂井　インターンシップの長期化はもち
ろん、人材育成という視点からの受け入れ方
と枠組みを作っていく必要があるでしょう。
学生の気風を見ていると、仕組みを整える
だけでなく彼らにもゆさぶりをかけないと
いけません。インターンシップは社会への
窓口として貴重な機会なので、ぜひ企業に
は前向きに協力していただきたいですね。
山本　今のままでは日本に明日はないの
が見えています。インターンシップは教育
プロセスに不可欠であり、学生と真摯に向き
合うことの先にインターンシップがあると
考えます。高等教育機関のミッションとして、
理念を共有してもらえる企業に働きかけ、
伝え続ける覚悟が大学にも必要かと思い
ます。
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