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企業におけるキャリア教育推進への提言 

 

株式会社 堀場製作所  

代表取締役社長堀 場 厚 

 

1. はじめに 

次世代を担う人材の育成は、学校現場はもとより家庭･行政･地域社会が総力を結集

して取り組むべき重要課題である。 

とくにインターンシップ(学外実習)については高等教育を履修する者に自分の研究

やテーマが将来社会とどのように関わるかを意識させ、高等教育と企業をつなぐ絶

好の場である。学校と現場のギャップを肌で感じ、学ぶことの意義を再確認しても

らうために、企業はメセナと位置づけて各社対応可能な範囲で前向きに取り組む必

要があると考える。 

 

高等教育と企業の連携

All Rights Reserved, Copyright (C) HORIBA Ltd.
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2.  当社の受入実績と 印象 

(1) 当社では 1989 年に MIT からの要請でインターンシップ受入を開始し、以来 国
内外の大学･大学院、高専・高校、官公庁・教員委員会からのインターンシップ

を積極的に受け入れてきた。別表のとおりここ 10 年の受入人数はのべ 229 名に

のぼる。 

(2) 国内の高専・大学･大学院のインターンシップは、2週間（10 日）が中心である。
実習内容は学生の専攻により個別に決定しているが、初日の会社説明と安全教

育、マナー実習、折り返し点でのプレゼンテーションスキルアップ研修、最終

日の成果発表は共通して盛り込んでいる。とくに成果発表は、自らの体験を振

り返り他のインターンシップ生と共有することで、学習効果の定着を図ってい
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る。 

(3) インターンシップ生の代表的な意見は、職場体験を通じて研究やテーマと実社
会の関わり、挨拶や時間管理など社会人の常識に触れることができたというも

のである。飲食店やコンビニ、家庭教師のアルバイト体験しかない学生にとっ

て企業はブラックボックス化しており、就職の不安感も軽減するように感じる。 

(4) 受入部署からは、「外部の目で日常業務を見直す切っ掛けとなった」「元気な学
生で職場が明るくなった」「データ収集が捗った」という肯定的な意見とともに、

「学校に指示されたからと目的もなく参加しているようだ」「無断欠席があり交

通事故ではないかと心配した」という声も出ている。 

(5) 高校生の受入は 3 日で、就業体験というよりも職場滞在体験に終わることが多
い。 

(6) 一方、海外の大学･大学院のインターンシップは2ヵ月～６ヵ月と長期にわたり、
まとまった成果を期待できることが多い。学生自身の目的意識も明確で、仕事

内容について具体的な要望がでる。 

(7) 国内の学生･生徒には通勤手当と昼食代を支給している。また海外インターンシ
ップ生には、宿舎またはウィークリーマンションの賃貸費用相当額を支給して

いる。 
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•徒弟制

•ｼﾆｱｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
•裁量労働
•在宅勤務
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3.  課題と 推進のための提言 
(1) 成長段階や専攻に応じてスパイラルアップするキャリア教育が必要で、小･中学
生には家族の働く姿を見せる(会社見学会)ことからスターとすることも一つの

方策である。高校生には就労体験を通じて社会の仕組みを実感させる、高専･大

学･大学院生には自身の専門分野と社会のつながりを実感させるなど、それぞれ

の局面で学校現場と実社会をつなぐ(ギャップを解消する)方策としてインター

ンシップは有意である。 

(2) 学校現場におけるキャリア教育が就職指導面にウェイトがおかれていること、
学生の就職活動も適性分析からスタートして企業や職種を選ぶ現状のバーチャ

ル化に危惧をいだく。リアリティのある社会体験が早期に必要である。 

(3) 受入企業が限られている現状では、適切な職場の有無に関わらず 一部企業に
インターンシップが集中する。学校、行政・教育委員会、コンソーシアムなど

さまざまな窓口の要請に個別対応することは負担が大きく、可能な限り一本化

して理系・人文･社会系それぞれに相応しい職場と基本プログラムがアレンジさ

れることを期待する。 

 * 三省それぞれ個別の動きになられることのないようお願いする。 

(4) インターンシップ受入にともなう情報漏えいや法的責任の回避、安全配慮義務
など、企業のリスク補填をあわせて整備する必要がある。CO-OP 実習に協力した

事例をみると大学への助成金は得てしてばら撒きになることが多く賛同しがた

い。企業の手間隙を考え、可能であれば法人税控除等を配慮してもらえないか。

また海外インターンシップの受入には査証その他企業の負担も大きく、国際貢

献を期待するのであれば実費補填とあわせて 配慮いただきたい。 

(5) 最後に、学校と職場のギャップを解消するためには、教員･教授あるいは行政を
推進する方々が一度インターンシップを体験されることを提案する。 

 

 

以  上
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別表  インターンシップの受入状況 (1996-2006) 

 1996  1997 1998  1999  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  累計 ①受入期間 ②インターンシップ生の所属 

社会人   1 1 1 1 2 6

① 40 日-2 ヵ月 

② 通産省特許庁・、小・中・高の教員  

*期間外 京都府・福知山市役所の職員) 

大学 

うち(院) 
 

11 12 

 

16 

(1) 

10 17

(5)

12

(6)

16

(2)

14

(2)

12

(3)

12 

(2) 

132

(21)

① 2 週間-6 ヵ月 

② 同志社大学・立命館・大学・関西大学・龍谷大学・大阪大学・京都

産業大学・京都大学・京都工芸繊維大学・大阪工業大学・大阪樟蔭

女子大学・甲南大学・神戸大学・神戸女学院大学・京都橘女子大

学・慶應義塾大学・日本大学・東洋大学・豊橋技術科学大学・徳島

大学・九州工業大学・九州大学   等 

高専  1 1 3 2 3 2 1 2 3 4 22
① 1-2 週間 

② 舞鶴・奈良・弓削・福井･岐阜等、京都コンピュータ学院 

高校    1 1  2
① 2 日-2 週間 

② 伏見工業高校・洛陽工業高校 

国内計  12 13 20 12 21 14 19 17 16 18 162  

海外 

学生 
7 5 7 8 8 4 6 8 8 2 4 67

①0.5 ヵ月-1 年 

②France(20)  Nante, Lille, ESSEC etc. 

USA(12)   MIT, Stanford , Purdue, Drexel  etc. 
Canada(9)  Victoria, Waterloo. University of British Columbia etc. 

Germany(4)  Essen, Darmstadt, etc. 

UK(4)      Oxford, Bristol,Queen's University Belfast etc. 
Austria(3)   Technikum-Wien,Johannes Kepller etc. 

Turkey(2)     Istanbul Technical  etc. 

Poland(2)     DePaul University etc. 

その他 Slovak、Switzerland、Italy、China、Brazil、Indonesia 等 

累計 7 17 20 28 20 25 20 27 25 18 22 229 * 他に EU 職員の受入実績あり 
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経済産業省 東北経済産業局 HP より抜粋 

 

１．インターンシップとは  

学生が在学中に自分の専攻・将来のキャリアに関連した就業体験を行う産学共同の教育プログラム 
 
 

１）インターンシップの誕生とその社会的背景 

「どの職業にも、講義ではなく、実際の仕事場でしか学べないものがある。実務を経験するこ

とによって培われた判断が理論を補う。」 

約 100 年前の 1906 年、米国のシンシナティ大学において、同大学学長のハーマン・シュナイ

ダーによる上記の理念基づいて、在学中に専門分野の学習とそれに関連した実務経験とを、交

互に受けさせ学習効果を高めるという教育法の一つとして、インターンシップはスタートした。 

 

［特権階級のための高等教育機関から一般民衆の教育へ］［産業化の波］ 

 

２）インターンシップの普及の背景 

1906 年にシンシナティ大学で始められたインターンシップは、1909 年にはノースイースタン

大学の前身であるボストンＹＭＣＡ夜間工芸学校に取り入れられ、その後ノースイースタン大

学においてその理念と方法論が発展していったが、この教育法が市民権を得て、本格的に社会

に普及していくのは、1960 年代の後半からである。その頃米国の高等教育は歴史的な大きな変

革を体験していた。 

    

［大学教育と実社会とのギャップ］ ［求められる即戦力］ ［教育費の増大］ 

 

こうした様々な社会の変化・ニーズの下に、1970 年代になるとインターンシップは飛躍的な拡

大を見せた。この拡大に至る直接的な要因として、抜きには語れないのが、政府の財政的支援

である。1968 年 10 月の高等教育法の修正以来、政府はインターンシップに対する多額の助成

金を大学に支給し始めた。国が援助をすることによって、教育機関、あるいは産業界にインタ

ーンシップへの関心を持たせるだけでなく、社会に受け入れられた制度として認識させること

になった。この結果、1970 年にはインターンシップを導入している大学は 200 校に過ぎなかっ

たのが、10 年後には、1,000 校を超え、その拡大は目を見張るものとなった。そしてまた、企

業独自が運営するインターンシップも着実に浸透していったのである。 

  

３）現状 

新卒採用市場が一般労働市場と同様に厳しい自由競争で、即戦力を求められる欧米では、イン

ターンシップ、ボランティア等、実社会での仕事・活動の経験が、卒業後の職探しのためにな

くてはならないステップとなっている。 

 

※米国企業で採用される大学新卒者に占めるインターンシップ経験者      ５８．６％ 

※米国企業の学生の書類選考要件ベスト３      専攻、インターンシップの経験、学位 

 

２．米国におけるインターンシップの定義 

インターンシップの歴史とは、実は『Co-op Program』の歴史であるといえる。そして、その普

及期において、企業がそのメリットに目覚め、従来よりあった「見習い制度」と融合した形で自

らが運営・管理する『Internship』が出現した。 

  

１）カリキュラムの一部として大学が運営する『Co-op Program』 

『Co-op Program』とは、専門分野の学習とそれに関連した実際の仕事の経験とを、在学中、

学期中に交互に受けさせる教育プログラムで、大学が企業との協力によって、主体的に運営・

管理するものである。 
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大学は学生に対し、『Co-op Program』先の選択から、実際に仕事に就いて最終的に仕事の経

験を学問にフィードバックするまでに関し、責任をもって指導を行うものである。  

 

２）企業が自ら運営する『Internship』 

『Internship』は『Co-op Program』とその理念は同じだが、企業が自ら運営管理するという

点で大きく異なり、大学と企業との連携がやや希薄である。 『Internship』において学生は、

プロの仕事を観察し、見習うことを目的とする場合が多く、『Co-op Program』が教育機関に

よる教育に主体が置かれているのと比べて、『Internship』は言葉のとおり、雇用主から見た

「見習い」の意味合いが強い。 

『Internship』は夏休みや春休みを利用するのが普通であるが、『Co-op Program』は修業期

間が学期中で、しかも複数の学期にわたる場合が多い。  

 

３）その他の経験教育 

［Service-Learning サービス・ラーニング］ 

多くはボランティアで地域に根差し、社会の益になる仕事を通じて学習する。例えば、スラム

の子供たちと一夏働く、など。 

 

［Work-Learning ワーク・ラーニング］ 

サービス・ラーニングに似ているが、給料が支払われる点と、しばしば肉体労働である点で異

なる。国立公園サービスで施設建設のために一夏働く、など。 

 

［Practicum プラクティカム］ 

専門分野での実習体験。教師になるための教育実習が典型的なもの。 

 

［Shadowing シャドウイング］ 

学生は社員に影（Shadow）のようにくっついて、その行動を見る。学生が専門の領域はどのよ

うなものかを理解できるようにと、法律分野で使われる場合が多い。 

 

［Apprenticeship アプレンティスシップ］ 

熟練を要する仕事での正式な訓練期間で、学生は仕事をしながら技術を身につける。例えば、

教授のリサーチを学生が指導を受けながら、仕事として手伝う場合などリサーチ・アプレンテ

ィスシップという。 

 

［Externship エクスターンシップ］ 

学外研修。短期間の経験。たいていは二、三日で、学生はその間誰かについてそのまねをする。

キャンパス外で行われる。 

 

［Field Work フィールド・ワーク］ 

専門分野の学習で、教室外で行われる作業学習。発掘を行う考古学の学生が良い例。 

 

［Field Study フィールド・スタディー］ 

教室外で、専門分野の研究・学習経験をすること。データ集め、観察など、真剣な研究である。 

 

［Cross-Cultural Learning 異文化体験］ 

 経験を通じて異文化に触れること。留学がこの中に入る。 

  


