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編集者と学生、

ホン音で語ろう！

和田 好史
和歌山県経営者協会

瀬戸山 貴志
大阪府商工労働部 村松 輝紀

和歌山大学
経済学部 ３年

山田　編集作業を通じて、教員、大学職員、
学生、企業、インターンシップ受け入れ団体、
インターンシップ支援団体それぞれからあがっ
てきた声に触れて、皆さんどう感じましたか？
和田　和歌山県経営者協会がインターン
シップ事業に携わって約17年になります。

当初は和歌山大学とマンツーマンの取り
組みでしたが、徐々に広がり定着してきました。
しかし経団連が就活時期を後ろ倒しする
指針を発表し、平成27年度のインターンシップ
もどう進めるべきかという大きな問題に直面
することになりました。変革の時期であり、
だからこそインターンシップに関わる人々が
目指す方向をしっかり見直さなくてはなら
ないと思っています。

矢嶋　兵庫県経営者協会も和歌山県とスター
ト時期はほぼ同じですが、兵庫県の場合は
大学の数が多く大阪へ通う学生も大勢いて、
広くインターンシップを受け入れてきました。
企業の立場からは、特に中小企業だと一から
教育するのは大変なので、インターンシップ
を通して基礎的な知識や振る舞いを身に
つけてきてほしいという側面があります。県
としては学生に中小企業へ目を向けてもらう
狙いもあり、県出身の学生に地元で働いて
もらいたい。二つの側面で県下の人材育成
という観点からインターンシップに取り組んで
います。
瀬戸山　企業や学生の声を聞く機会があり
ますが、インターンシップの定着を体感できる
までには至っていない気がします。大阪府
商工労働部では合同企業面接会などの催し
や、インターンシップ支援団体として、大学、
学生、受け入れ先の企業の思いをうまくマッチ
ングできるような取り組みを手がけています。
学生と企業の間を取り持つ委託先のコーディ
ネート機関からよく聞く悩みが、一つの大学が
いろんな団体とやり取りして混乱していること
です。それを整理して情報共有できる仕組みが
できたら、インターンシップの拡充にもより
効果的ではないでしょうか。行政機関として
はそういう場を増やし、インターンシップを
推進したいという思いでいます。
和田　発注元も最初は経団連だったのが、
次に厚労省、最終的に県が予算を出すように
なりましたね。元々インターンシップは地域に
根付いていました。しかし今ではいろんなプロ
グラムの中に入れられていて、仮にそれを他
の団体が受注すると和歌山県の中に同じ目的
の受け入れ団体が2つできます。あっちこっち
でいろんな動きをすると整理がつかなくなる。
希望としては継続的に予算をつけてもらい
長期的に取り組みたいですが、残念ながら
現状は単年度ごとの受注になっています。
矢嶋　私共では今後5年間インターンシップ

事業を手がけることが決まっています。コーディ
ネーターも継続して置けることになりました。
マッチングはもちろん、企業を訪問しての情報
収集、報告書の作成、新規企業の開拓など片
手間では無理な仕事ばかりです。学生が体験
したい企業を選べるよう、徐々に企業数も
拡大しているところです。
若山　今年度はじめてインターンシップに
関わりました。率直に感じたのはインターン
シップが本質的には正課と切り離されている
ことです。インターンシップはキャリア教育
の一部ですから、キャリアデザインの延長線
上の“実践編”としてインターンシップを捉え、
その後のフォローも含めて４年間の一貫した
キャリア教育を構築する必要性があると感じて
います。そのためには、大学全体の教育方針
から改善する必要があります。また、学生と
関わる中では受身の学生が多いことも痛感
します。例えばインターンシップの事前に
「アルバイトでは学べないことを学びたい」
と言う学生がいます。しかしアルバイトでも
学べることはありますし、働く以上は責任も
ついてきます。その姿勢が気づきの機会を
逃し、受身の姿勢を招いている原因ではない
かと思います。受身の学生は後で「何も仕事
がもらえなかった」と他人のせいにすること
もあります。自ら積極的に動く主体性を身に
つける指導を大学側もしていかなければ
いけません。
山田　大手前大学はキャリアデザイン専任
の先生がいますか？
若山　必修「キャリアデザイン」授業で担当
するのは全教員であり、コーディネートする
教員が毎年１学年につき交代制で４名程
選ばれています。専任ではなく、選出された
先生方がカリキュラムを組み直すので内容
も毎年変わることがあります。キャリアデザ
インは全学生が履修しないといけない科目
なので、少数のスタッフでは対応できません。
かといって大学の先生も全員がキャリア教育

山田 博文
和歌山大学

木村 亮介
和歌山大学

木本 早紀
大手前大学

総合文化学部４年

矢嶋 秀明
兵庫県経営者協会

若山 佳史
大手前大学

ホ 音ホン で語ろう！音 うろう音で

交錯する様々な思惑
埋まらない学生と関係者の溝

special
discussion!

本冊子の編集に関わった大学教職員、インターンシップ受入団体、インターンシップ支援団体に
加え、インターンシップを体験した学生さんも参加しての編集後記会談です。「インターンシップ
が置かれている現状や課題」を「ホン音」で浮きぼりにしていくことにしました。どんな会談がくり
ひろげられたのでしょう・・・。
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も得るものがなく帰ってしまうという結果に
なるのでは。もっと積極的にプログラムの
目的を共有すれば、両者のギャップを解消
できるはず。最初に皆が本音でディスカッショ
ンできる場を設けるのが必要ですね。
村松　和歌山大学ではインターンシップに
行って単位がもらえる条件は限られています。
大半の学生は興味ありきでインターンシップ
に行っていると思います。単位が欲しいなら
もっと楽に取れる授業があるので。何より皆
単位よりも就活を意識して行っていますね。
木村　就活だからなんとなく、皆が行くから
自分も、という意識でインターンシップに参加
する学生も見受けられます。学生の意識が
明確でないという声も企業からの不満として
聞きます。単位付与の話は、大学のカリキュ
ラムの問題だと思います。単位目的で受ける
から何も気づきがない――本末転倒になる
のはどんな授業でも同じです。学んだことを
社会で活かせる人材を育て、インターンシップ
を実践の場としてカリキュラムに組み込む
ことは、大学にとって大きな課題の一つです。
解決のためには専任教員が責任を持って
取り組まなければなりません。

矢嶋　とある神戸の大学では、事前研修、
インターンシップ、事後研修のフローを経て
単位認定される仕組みをとっています。スケ
ジュールの関係で事前研修できない企業が
出てきた時、単位認定できないから学生に
広報できないと大学に言われました。せっかく
の機会を閉ざしているように思いました。
木村　単位認定とは別問題として、学生に
多様な機会が提供できるよう大学が柔軟に
対応できる制度を作る必要もあると思います。

山田　インターンシップを体験した学生の
声をいかに後輩や企業へ届けるかが、イン
ターンシップ拡大のきっかけとなるように
思いますが。
若山　木本さんのような意識の高い学生に
ガイダンスで体験談を語ってもらったり、
次年度に向けては２年生の参加者を増やす
ために、インターンシップに参加した先輩方
の声を集約したプリントを作成し、１年生の
必修授業で配布したりしています。

の専門ではない。キャリア教育の根底から
改革しなければならないと思っています。
山田　木本さんは大手前大学でキャリア教育
を受けて、何かインターンシップに生かせ
ましたか？
木本　授業での目標管理や将来について発表
する機会などを通して、１年生から就職に
向けて意識を積み重ねていきました。それが
気づかないうちにインターンシップへ参加
するきっかけになったように思います。イン
ターンシップには、2年生と3年生の2回、
それぞれ一週間参加しました。2年生の時は
就職に対して漠然と不安があったので、早く
に経験しておきたいと思って行きました。
3年生では、就活に対してまだ自分なりに
落とし込めてない部分があったので、違う会社
に行ってみたいと思ったのです。というのも、
2年生では銀行の業務内容を知ることができた
ので、3年生では別の会社で社内の人間関係
や仕事の進め方などを学びたいと思ったから
です。ただ、3年生でお世話になった会社では
お茶出しが主な役割で、期待していた以上
のものを得ることはできませんでした。
木村　3回生では求めていることが大きかった
んですね。中学・高校で就業体験はしましたか？
木本　中学2年生と3年生で2回職場体験
しました。大学では事前事後プログラムが充実
していましたが、就業体験の部分で言うと、
中学と大学3年生の時とで大きな差は感じ
られませんでした。
木村　これが日本の現状ですよね。
木本　自分が足りない部分もあると思います
が、何かを得ようと思ったら一週間では短い
と感じます。
山田　村松さんは和歌山大学でどんなキャ
リア教育を経験しましたか？
村松　まず1年生の前期に木村先生が手
がけるキャリアデザイン入門の授業で、和歌山
のみかん農家さんに協力してもらって商品
提案を体験しました。それがきっかけで商品

開発にも携わり、自然にインターンシップへ
行きたいという気持ちになりました。また、
木村先生に度 「々何がしたいのか」と掘り
下げてもらったことで主体性が引き出された
と思います。
和田　このような目的意識を持っている学生
が体験をエントリーシートに書いてくれた
ら、我々見る方も熱が入ると思います。学生
の生の声が聞ければ、企業もそれをもとに
プログラムを考慮するでしょう。
木村　企業と大学・学生が事前に調整し、
プログラムをカスタマイズできたら、学生に
合わせたインターンシップを作り上げること
も可能ではあります。しかし実際はそこまで
時間を割くことも難しいので、あまり行われて
いません。
矢嶋　私たちもインターンシップを受け入れ
ていますが、最初のオリエンテーリングで
学生に「何を学びたいか」をきちんと話すよう
言います。弁護士を目指すなら弁護士事務
所に、経営者と話したいという希望があれば
企業に訪問したりすることもあります。最初
に要望を言ってくれたら対応できますし、
大学側から求めていることや目指している
ことを伝えてもらえるとありがたいですね。
和田　学生のお二人はインターンシップに
参加するまでのストーリーがしっかりあって、
動機付けができています。このように参加時
に学生から要望があがるような指導をして
もらえるのは理想ですね。1年生の時から「学び
への意欲」を盛り上げて、インターンシップに
臨む流れができるといいですね。
瀬戸山　学生、企業、大学、支援団体も、イン
ターンシップの必要性をきちんと認識して取
り組むのが望ましいですね。木本さんの話に
も出てきたお茶出しですが、それはどの会社
に入っても必要なことだったりもします。学生
の要望と同様に、なぜそのプログラムにして
いるのかという必要性について企業からの
説明も不足していたりして、残念ながら学生

拡大のキーは体験した学生の
生の声を活かすこと！

編集者座談会！
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が、やはり企業の負担が大きいのは否めま
せん。和歌山では進学者の9割が他府県の
大学へ行きます。出先で就活する場合が多い
のでUターン率はおそらく低いでしょう。県と
しては地元の企業に就職して欲しいので予算
をつけていますが、和歌山のモノづくり企業
は主に原材料や中間材を作っていて、最終
製品を作っているところ少なく知名度があり
ません。素晴らしい技術を持っているのに世
に知られず、学生も振り向いてくれません。
若い世代に企業の魅力を知ってもらうため
にもインターンシップを活用したい。若者が
地元に戻ってくる成功体験やキャリア教育の
メリットを企業に伝えていければ、受け入れ
側の意識も高まると思います。
山田　成果が見えれば企業の意識も変わっ
ていくでしょう。
和田　インターンシップに参加した学生が
活躍している事例を追っていければ、成果を
実証できると思います。できれば大学に測定
していただきたいですね。
山田　事業予算が単年である関係で、学生
の3～4年後を追うのは難しいです。本来は
報告書にも載せたいのですが。
瀬戸山　大学卒業後に就職しても3年以内
に約3割の学生が離職していると言われてい
る中で、インターンシップのメリットを伝える調
査は、やはり必要だと思います。成果検証と
なると誰が測定するかは個人情報等の課題
もあり大きな壁なのですが。
木村　立命館大学が中心となって、コンソー
シアム京都でインターンシップや立命館大学
のキャリア教育を受けた学生の卒業後の調査
をした事例があります。本来は大学がきちん
とやるべきことなのですが、やはり予算が
かかるし準備も必要なので、多くの大学では
実現できていません。
瀬戸山　卒業生をどのように輩出している
かは大学のブランドにも関わるので、やはり
コーディネートするキャリア教育の専門人材

が必要になってくるかと思います。
和田　大学案内に就職先一覧は載っていて
も、3年後の定着率などは見たことないです
よね。
木村　その会社で定着するのがいいと一概
には言えませんが、数年後に地元企業で力
を試したいと戻ってくるケースもあるし、好
事例を集めていくことが重要かもしれません。

山田　大学や支援団体での人材養成のため
にも、単年ではなく事業の継続を訴えていく
べきだと感じます。
瀬戸山　委託事業の多くが単年の取り組み
になってしまうのは、行政の仕組によります。
また、文部科学省や経産省などが同じような
目的で事業を打ち出し混在している面もあり
ますが、インターンシップは学生が主役なの
で、学生の意識や課題を反映すれば、発注元
がどこでも取り組み自体の大きな柱は変わ
らないと思います。
山田　これまで学生を中心に考えていなかっ
たかもしれませんね。インターンシップを
社会貢献と捉え、人材育成へつながるという
共通認識が必要でしょう。
瀬戸山　やはり企業はメリットを求めるので
難しい部分もありますが、皆が少しずつ歩み寄
れたら、この対談も意味のあるものになると
思います。
和田　平成27年度から就活スケジュールが大
きく変わるので、インターンシップの在り方も
変わると予想されます。インターンシップを運営
する側は多大な労力を割きますが、この劇的な
変化を機に進むべき道を見つけたいですね。
木村　本音でいうとインターンシップの質量
の低下の一因は、コーディネート団体が様々
存在し、方法も書類の様式もバラバラで効率
が悪く、混乱していることにあると思います。

木本　私はインターンシップへ行く環境を
整えてくれた周りに感謝することが大事だと
思います。後輩にはインターンシップへの参加
を決めたのは自分なので、より良い経験が
できるよう取り組んでほしいと言っています。
村松　一緒にインターンシップに参加した
同級生で、先月からさらに半年のインターン
シップに行った学生がいます。その人を見て
いて、1年生の段階から自分のやりたいこと
を掘り下げて、どんどん体験をしたほうがいい
なと思いました。目標を明確にしてから大学
に行けば授業を受ける意識も変わるし、知識
を身につけてまたインターンシップに行って
もいいでしょう。まずアクションしないと視野
は広がりません。僕もインターンシップに
行ってから勉強意欲が出て、本を読む量も
増えました。
木村　村松くん自身、インターンシップに行
って大きな変化を感じたんですよね？
村松　元々起業したいと思っていて、イン
ターンシップでは新規事業を立ち上げる
プログラムに6ヶ月参加しました。楽しくて１年
半続けていたのですが、この春から休学して
本格的に取り組むことにしました。インターン

シップを体験する中で、僕は経営者ではなく
コンサルタントの方が向いていると気づき
ました。また、可能性を感じる中小企業で
働きたいと思っています。
瀬戸山　中小企業に興味を持ってもらうのは
うれしいですね。大阪でもモノづくり企業は
中小企業が中心です。実体験に基づいた声
を企業に届ける機会が増えたらありがたい
です。
矢嶋　インターンシップ先で仕事に向いて
いると気づき、3年生で早期卒業してその
企業に就職した学生もいました。その学生が
通っていたのが1年繰り上げて卒業できる大学
だったのです。1年生の時に私共のところに
インターンシップに来て、在学中に友人と塾
を起業した学生もいます。インターンシップ
を繰り返すことで、次の勉強に生かすという
方法もいいですね。
山田　トップ会談でも話題に出ましたが、
京都産業大学が1年生から学習と就業体験
を交互に繰り返す「オン／オフ・キャンパス・
フュージョン」を導入しています。
和田　和歌山大学でも3年生よりもっと若い
段階での受け入れを希望する話があります

主役は学生！
本来のインターンシップを広めたい

編集者座談会！
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一方で思うのは、普段から先生方が学生に
動機付けできないのか、という点です。学生
も普段から「社会とつながること」を意識する
ことで、日々の学び方が大きく変わってき
ます。毎日の積み重ねがあってこそ、教育
ボランティアによる“社会人からのアドバイス”
がより効果的となるはずです。
和田　企業から見ると、大学の個性がなく
なってきている気がします。企業のニーズに
対応したキャリア教育が行き過ぎると没個性
の人間ばかりが生まれるような不安を感じ
ますね。村松くんが言ったように、視野を
広げることはとても大切だと思います。広い
視野を持って大学の4年間を過ごしてほしい
ですね。
村松　学生は4年間追われて続けている気
がします。そもそもなぜ4年なのでしょうか。
4年は目安かもしれませんが、枠にとらわれ
ない方が学生も自由に挑戦できると思います。
インターンシップは目的ではなく、学生が主体
的に学んだり行動したりすることが大切です。
将来の目標のため、視野を広げる手段として
インターンシップがある。なるべく低いリスク
で思い切りチャレンジできるよう、企業や大学
がサポートしてもらえるとうれしいです。
木村　まさに海外で推奨されている「ギャッ
プ・イヤー」ですね。イギリス等では視野を
広げるため入学前に働いたり旅行したりして
半年～1年を過ごす制度があります。日本の
大学でもこの考えを取り入れようという動き
が出てきていますね。
山田　最後に、この冊子をどう活用していき
たいと思われますか？
瀬戸山　企業にメリットを感じてもらうきっ
かけにと思っていましたが、主役である学生
にもいろんな選択肢があることを知って
もらうものになればいいですね。ぜひこの内容
を大学で学生に伝えてほしいです。
和田　企業にただ送るだけでは本当に趣旨
が伝わるか疑問ですが、私の立場では最終

的に企業のメリットに結びつけていかなけ
ればなりません。参加企業の開拓や高レベル
なインターンシップを考える企業にも何らか
の形で活用したいですね。
木村　実践型のインターンシップを紹介して
いくツールにできるといいですね。村松さん
が参加した新規事業を立ち上げるインターン
シップは、社長や社員だけでは手が回らな
かったところにインターンシップ生が入ること
で事業がうまく進んだそうです。採用に直結
しなくても、人材育成を担当する社員の学び
にもなり、育成ノウハウを高めていくことに
もつながります。企業にとってもメリットがある
やり方を紹介していますし、プログラム次第
でいろんな可能性があることを伝えていき
たいですね。
山田　FDの教材としても使ってもらえると
いい。いろんな立場から議論する題材となれば
と思います。

共通化できれば予算も効率よく使えるように
なるのではないでしょうか。
山田　就活スケジュールの後ろ倒しで、和歌山
県では忙しくてインターンシップに手を割け
ないという企業の声もありますが兵庫県では
どうですか？
矢嶋　会員企業に取ったアンケートによる
と、時期ずれでインターンシップを見直したい
企業は12％でした。夏休みのインターンシップ
が大半で、基本は変わっていませんが、後ろ
倒しを意識してインターンシップをやりたい
という声はあります。
木村　新卒採用を大量にしている大手企業
は夏の時期にインターンシップを開催しにくく
なりますが、中小企業にとってはチャンスだ
と思います。学生はなるべく夏休みにイン
ターンシップをしたいので、中小企業が夏休み
に開催していい体験をさせられれば企業の
魅力を伝えられるはずです。もちろん仲介
団体や大学としては夏休み以降の秋冬も対応
しないといけないし、学生が動きやすい時期
にインターンシップを受け入れてくれる企業
を増やす努力もしていくべきだと思います。
一つ物申したいのが「１dayインターンシッ
プ」についてです。採用活動が3月以降に
しかできないので、その前に開催するイベント
を１dayインターンシップとしているケース
があります。内容がグループワークだけだっ
たりして、就業体験できないのであればイン
ターンシップではないと思います。企業と
しては採用の母集団を増やすためにインター
ンシップの名称を使っているのでしょうが、
企業体験やセミナーなど別の名称に変えて
ほしいですね。トップ会談でも上がった話です
が、海外では長期間の就業体験がインターン
シップという認識です。
木本　就活前にナビサイトから応募して20
社ほどの１dayインターンシップに行きました。
今思うと、何がインターンシップだったんだ
ろうかと疑問に思います。そこで就活仲間が

できて情報交換できたりするというメリット
もありましたが、インターンシップが何かと
いうのは分かりづらくなっている気がしますね。
村松　インターンシップ＝就活という図式
が出来上がってしまっているのが要因かもし
れません。１dayインターンシップは企業や
大学がアピールしやすいので広まっている
ように思います。
矢嶋　少し前までは業界研究セミナーなど
と言ってましたよね。ここ3年くらいで１day
インターンシップと言われ、言葉だけが拡散して
しまった。学業がベースのインターンシッ
プから離れて定着するのは避けたいですね。

山田　大学は今後どんなことに取り組んで
いこうとお考えですか？
木村　インターンシップを含めたキャリア教
育を教育カリキュラムの一環として捉えて取
り組まなければなりません。キャリアセンター
だけしかキャリア教育に取り組んでいない状
況だと、大学教育自体も変わらないと思いま
す。キャリア教育の科目も、インターンシップ
も、他の授業の中でも「学びを社会に生かす
力」を育成していくことはできるはずです。イ
ンターンシップは学んだことを応用していく
ための実践的な場です。学びの集大成となる
インターンシップを用意していくことも大学の
仕事かと思います。また学生の質の変化や環
境の変化に対応するため、専門的なノウハウ
も取り入れて、目的意識を持たずに入学してく
る学生の意欲を高めていく必要もあります。
若山　大手前大学では教育ボランティアと
いう制度を取り入れています。「大学での専門
的な学びをどう生かすか」「社会とどうつな
がっていくか」というアドバイスを教育ボラン
ティアの方々にしてもらっています。しかし

インターンシップの意義を共有し
学生の学びを活かせる世の中
を作ろう

○大学（３名）
　和歌山大学　山田 博文氏（本事業事務担当責任者）
　和歌山大学　木村 亮介氏（運営部会主担当教員）
　大手前大学　若山 佳史氏（若手代表職員）

○インターンシップ受入団体（２名）
　兵庫県経営者協会　矢嶋 秀明氏
　和歌山県経営者協会　和田 好史氏

○インターンシップ支援団体（１名）
　大阪府商工労働部　瀬戸山 貴志氏

○学生（２名）
　和歌山大学 経済学部３年　村松 輝紀氏
　大手前大学 総合文化学部４年　木本 早紀氏

登　　壇　　者

編集者座談会！
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