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Ⅰ．カリキュラムワーキンググループ

活動報告

１．カリキュラムワーキンググループの設置の経緯

２．カリキュラムワーキンググループでの検討内容

３．今後の課題
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１．カリキュラムワーキンググループの設置の経緯



１ ー （１） 観光系大学の現状

近年、観光関係学部・学科を設置している大学が急増しているが、その教育内容に関しては、各大学
の志向や重点の置き方に相当程度の幅がある。また、卒業生の就職実績や採用担当者の意見等か
ら、各分野の教育内容と実社会のニーズとの乖離について検証が必要となっている。
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観光関係学部・学科等の設置状況の推移

観光施設
2.06%

地方自治体
0.33%

観光関連公益法人
0.28%

旅客鉄道
4.77%

航空業
0.95%

宿泊業
6.81%

旅行業
8.02%

その他
76.78%

【平成１９年３月 国土交通省調べ（観光関連大学３３大学へのアンケート
調査 観光関連大学卒業生４，２１６名対象（Ｈ１６～Ｈ１８年度計）】

観光関係学部卒業生の進路

観光関係分野への
就職は約２３％

３７大学４０学科
定員３，９００名
（平成20年4月）
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１ ー （２） 産学官連携検討会議の開催

観光分野への人材の輩出に当たり、産業界のニーズを踏まえ、教育の充実に向けて取り組んでいくことが必要で
ある。そのため、国土交通省では、産・学・官の連携強化が必要との認識に立ち、関係者が一同に会し意見交換
を行う場を設けるため、平成１９年１月に「観光関係人材育成のための産学官連携検討会議」を立ち上げた。

産学官連携検討会議について

第３回産学官連携検討会議では、産学官の連携強化を目的に、「参加者の範囲拡大」、「具体的
なテーマに基づく相互の意見交換」、「関係者相互のネットワーキング」を実施するとともに、「産業界
が望む観光関係大学のためのカリキュラムのあり方」分科会において、観光系大学の教育内容につ
いて検討を行うためのワーキンググループ設置について提起された。

第３回産学官連携検討会議の開催

●大学からは５２大学、７４名。業界からトップをはじめ６９名。２３の自治
体から ２８名。他省庁関係者を含め延べ約２００名が参加

●平成２０年３月１３日、１４日の２日間

＜開催概要＞

●個別テーマに基づき分科会を開催し、情報・意見交換を実施

地域における産学官連携のあり方
－統計を中心として－

観光を感覚的なものではなく、データに基づいて科学
的に捉えることの必要性、地域全体で観光統計の収
集を行う等について議論

産業界が望む観光関係大学のための
カリキュラムのあり方

日米の社会構造の相違を踏まえた日本の高等教育の
あるべき姿や、観光産業のそれぞれの分野ごとに分析
する必要性等について議論

観光地づくりを担う人材育成のあり方

インターンシップの拡充や初等中等教育の充実に
より担い手を育成する手法や、他分野での成功者
の活用等の手法について議論
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観光の分野においては、近年、旅の形態が大きく変化しつつあり、旅行業におけるITの普及によるビ

ジネスモデルの変化や、宿泊産業における経営と所有の分離が進むなど、観光産業においては、経
営環境の劇的な変化が生じている。このため、国際競争力を強化し激変する経営環境に対応可能な
経営マネジメント人材を育成するための教育内容の充実が急務となっている。

観光経営マネジメント教育の必要性

１ ー （３） カリキュラムワーキンググループの設置

・経営マネジメント教育の必要性の確認
・既存カリキュラムの分析、課題の抽出
・セントラルフロリダ大学ローゼンホスピタリティ経営学部学部
長アブラハム・ピザム教授による特別講演
・カリキュラムモデル案についての提案
・産業側の採用、人材の育成・活用についての課題の明確化
・２１年度に向けての具体的な提言 等

平成20年11月にカリキュラムワーキンググループを設置し、観光系大学における経営マネジメント

人材育成のための教育内容のあり方等について検討を実施。

≪ワーキンググループでの主な議論≫

カリキュラムワーキンググループの設置

・平成２０年１１月１１日
第１回ワーキンググループ

・平成２０年１２月１２日
第２回ワーキンググループ

・平成２１年２月１２日
第３回ワーキンググループ
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≪開催日≫

２．カリキュラムワーキンググループでの検討内容



２ ー （１） カリキュラムワーキンググループで検討する教育分野

観光系大学が志向する教育内容については、各分野の教育内容とも、観光立国推進に資する重要
なテーマであり、今後、それぞれの分野での研究・教育の一層の充実が期待されている。

本ワーキンググループでは、この中でも、特に観光産業からの期待が高い経営を中心とした教育内
容に焦点を当て、観光経営マネジメントの育成について集中的に議論を行った。

人文・社会科学系 地域づくり系 ホスピタリティ系 経営系

観光関係高等教育機関の類型の例

観光関係高等教育への期待

カリキュラムワーキンググループで検討する教育内容

人文・社会科学という既存
の学問領域を土台にし、
観光という現象を学ぶ。

地域政策や地域づくりを
学び、地域に根付いた研
究成果を社会還元するこ
とで、地域社会にも貢献。

接遇レベルの教育を重
視。資格取得など、卒
業後すぐに役立つ実務
を学ぶ。

観光を実学と捉え、
経営について学ぶ。
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２ ー （２） 観光系大学への期待・経営マネジメント教育の必要性

ワーキンググループでの委員及び関係者からの主な意見

・大学である以上、高等教育機関として、より高度で専門的な人材の育成を行うべきであって、その意
味で、専門学校とは異なるマネジメント人材育成に絞り込んだ議論の提案には大いに賛成。（旅行業）
・企業の求める人材と大学の教育に乖離が生じているという問題意識には共感。（ホテル業）

・観光産業は、ＩＴインフラの進化（ユビキタスやインターネット）や経済のグローバル化といった、産業
革命に近い社会構造の変化が生じており、企業や地域が自ら革新しなければ生き残れない状況の
ため、革新を担える人材の育成が必要。（旅行業）
・旅館業においては、バック部門の効率化が遅れており、専門的な教育に基づいた業務効率化が必
要。（旅館業）
・ピザム先生の話にあった「最初と最後の仕事ができる人間を育てて社会に出すのが大学の使命」
という主張に共感・最初の仕事となる「接客」のみならず、最後の仕事となる「マネジメント（概念化と
実行力）」の双方の能力の育成を大学に期待。（ホテル業）

観光系大学への期待

経営マネジメント教育の必要性の確認
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２ ー （３） 既存のカリキュラムの分析・課題の抽出

観光産業へ多くの人材を輩出している欧米の観光系大学と、日本の既存の観光系大学のカリキュラムの比較を
行ったところ、日本の観光系大学においては、経営マネジメントに関する授業として、米国のカリキュラムに比して、
経営戦略、財務、人的資源管理等の科目が不足。

日欧米の観光系大学の比較

コーネル大学ホテルスクール
ビジネススクールのＭＢＡ

■Facilities 
Management

■Food & Beverage

■Strategy

日本の観光系大学

■Operations
Management

■Marketing

■Law
■Accounting

■Leadership

■Communication

■Finance
■Human Resource

コーネルおよびＢＳと重ならない分野、並
びに両校に比べ現状では日本で科目の

設定が少ない分野（赤字）の
充実が必要

■IT
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２ ー （４） 観光経営マネジメント人材育成のためのカリキュラム検討のポイント

観光産業における経営マネジメントを担う人材を育成するためのカリキュラムの検討にあたっては、カリキュラム
の全体構成（バランス）と、各授業の内容（コンテンツ）の両面からの検討が必要。

一般的な企業の各階層に必要とされる標準的なマネジメン
トスキル（経営戦略、IT、会計、財務、マーケティング、人事・

組織など）に加え、経済学、統計・分析手法や観光関連法規
に関する知識の習得など、観光産業で勤務する上で求めら
れるビジネススキル等の検討が必要。

各授業の内容（コンテンツ）については、観光産
業のニーズに応えるためにも、一般的な経営学
の概念に観光産業の特殊性を加味した内容と
することが重要。

授業の内容（コンテンツ）カリキュラムの全体構成（バランス）

・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ
・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
・自己啓発
・安全管理

・ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ
・組織ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
・人的資源管理
・人事評価

・人事戦略
・評価制度

・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ
戦略

・組織制度設計

人事・組織

・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ概
論
・ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ
・環境分析
・ＡＩＤＭＡﾓﾃﾞﾙ

・市場分析
・新製品開発
・ﾀｰｹﾞﾃｨﾝｸﾞと
ﾎﾟｼﾞｼｮﾆﾝｸﾞ

・新製品開発

・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ施
策の評価
・価格と事業経
済性
・戦略的価格設
定

・ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ戦略

マーケティング

・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
・ＣＲＭ

・ＢＰＲ
・情報技術概論
・e-Business

・ＥＲＰ
・ﾅﾚｯｼﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝ
ﾄ

・ＩＴ戦略

ＩＴ

・ｺｽﾄ意識
・簿記

・会計概論
・賃借対照表
・損益計算書
・ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ計
算書

・財務諸表分析
・財務指標分析
・ｱｶｳﾝﾃｨﾝｸﾞ戦
略

・国際会計基準
・ＩＲ

会計

・ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ
・原価計算

・財務理論
・財務分析

・企業財務・投
資戦略
・資金調達
・企業価値

・Ｍ＆Ａ
・企業価値分析
・資本政策

財務

・ＰＤＣＡｻｲｸﾙ
・経営戦略論

・機能戦略
・戦略策定手順

・事業戦略
・事業ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘ
ｵ

・経営理念
・全社戦略
・多角化とﾁｪｰﾝ
展開

経営戦略

接遇層

管理職
層

部門長

経 営 者

必要とされるスキル

産学官連携の強化により教育の充実を図る部分

注：下位層に必要とされる資質については、上位層では既に習得しているものとする。 出典：グロービスＭＢＡマネジメントブック（ダイヤモンド社）を参考に観光庁作成

観光産業の特殊性
を加味することが

重要

ビジネススキル
等、他の分野の
検討が必要

一般的な企業の各階層に必要とされる、標準的なマネジメントスキル

11



２ ー （５） 観光経営マネジメント人材育成のためのカリキュラムモデル案（概要）

経営戦略 ＩＴ 会計 財務 マーケティング 人事・組織 ビジネススキル 産業論 専門教養

経営学概論 ＩＴ概論 会計概論 財務概論
マーケティング
概論

組織行動論 観光関連法規 経済学 観光地論

経営戦略概論
コミュニケー
ション基礎

ホスピタリティ
産業(入門）

日本文化論・
歴史論

統計・
定量分析手法

英語（語学）

サービスマネ
ジメント

ホスピタリティ
産業のＩＴ

管理会計
ホスピタリティ
産業の財務管
理

サービスマー
ケティング

ホスピタリティ
産業の人材管
理

法律概論
宿泊施設
マネジメント論

経営戦略論 収益管理
コーポレート
ファイナンス

マーケティング
調査

リーダーシップ
論

ロジカル・
シンキング

旅行業産業論

企業税務 ブランド論
リスクマネジメ
ント・企業コミュ
ニケーション論

イベント管理

１年次・２年次
各分野の基礎を学ぶ

３年次・４年次
専門的、業界別の

知識・スキルを習得する

凡例）赤字：必修科目 青字：選択科目 緑字：一般教養とのバランスを考慮すべき科目

観光分野における経営マネジメント人材を育成するための教育内容を明らかにし、観光産業からのニーズの高い
「観光経営マネジメント人材」の育成を志向する観光系大学のカリキュラム構築に資するため、本ワーキンググ
ループでは、「観光経営マネジメント人材育成のためのカリキュラムモデル案」を作成。

カリキュラムモデル案（概要）について
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３．今後の課題



３ ー （１） ワーキンググループでの委員及び関係者からの主な意見

・入社後に最も必要なのは考え抜く力＝構想力、交渉力、コミュニケーション力、具体的に実
行する力である。知識を知恵に変えることを体得するところが必要。ケーススタディやフィー
ルドワークなど実践の舞台をできるだけ取り入れてはどうか。（旅行業）

・ホテル業に勤めることは、理論と実践の有機的な結合（ホテル業）

観光系大学における教育のあり方

カリキュラムの充実を前提とした産業界の取組

・学生に「観光関連学部で専門的な教育を受けたい」と思わせるためには、就職後のキャ
リアパスが重要。（大学）

・これだけのものを勉強した学生が就職した際、既に会社にいる中間管理職と言葉が通じ
るのかが心配。（旅行業）
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３ ー （２） カリキュラムワーキンググループ中間とりまとめ（案）

●２１年度にむけての具体的な提言
①本ワーキンググループで提案された「観光経営マネジメント人材育成のためのカリキュラムモ
デル案」を活用したモデル事業を観光系大学等で実施し、その有効性を検証。

②「社会人教育のあり方」等の今後の課題について継続的に議論するため、関係者により順次
具体的な検討を行っていく。

●今後の検討課題
①カリキュラムのさらなる充実
・理論だけでなく、具体的な実行力を伴った人材を育成するためのカリキュラム
・大学間の連携などにより、経営マネジメント教育に必要な科目を履修できる体制づくり

②社会人教育の充実
・カリキュラムモデル（案）に基づいた大学教育を、大学生に限定せず、既に観光産業に従事している
社会人へ展開

③教員の確保・養成
・理論と実務経験を兼ね備えた教員を養成するための仕組みづくり

④産業側の対応
・魅力的なキャリアパスの提示等、学生を惹きつけるための環境づくり
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カリキュラムワーキンググループ中間とりまとめ（案）

カリキュラムワーキンググループでの議論を踏まえ、今後の検討課題や２１年度に向けての具体
的な提言を整理した「カリキュラムワーキンググループ中間とりまとめ（案）」を作成した。明日の分
科会等を通じて、さらに関係者の意見を反映し、この「中間とりまとめ（案）」をバーションアップし、
年度末までに改めて公表していく。



Ⅱ． インターンシップ活用

ワーキンググループ

活動報告

１．インターンシップ活用ワーキンググループ概要

２．平成２０年度インターンシップモデル事業

３．平成２１年度インターンシップモデル事業
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１．インターンシップ活用ワーキンググループ概要



１ ー （１） インターンシップの意義

― 大学教育において、インターンシップは次のように
位置付けられる。

・実社会を体験することにより、仕事を通じた達成感を
実感し（職業意識の醸成）、自信をもって社会に出る
ための体験。

・早期離職が問題となっており、職業選択に当たって
の自己決定の重要性が増大している中、職業の理
解と自己の適正や興味を判断する機会。

・職場体験を通じ、社会人としての心構えやものの考
え方、課題発見能力等を養成するとともに、学習意
欲を創出し、就職に向けた動機付けを図ることによ
り、より良い人材を容易に輩出するための実践的な
プログラム。

― 学生にとっては、上述の内容に加え、希望する業種

や実施企業との接点を持つことができる。

― 企業の社会に対する貢献

― 大学や学生における認知度向上

― 地元の大学等との交流の深化

― 大学や学生による業務への深い理解の
獲得

― 就職先として観光産業を選択する学生の

拡大

― 将来の観光産業の発展を担い得る学生
の発 掘や卒業後に採用したい人材の見

極め

― 将来のユーザーとなってもらうことを期待

大学・学生側にとってのｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟの意義・位置付け 業界側にとってのインターンシップの意義
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インターンシップとは

学生が在学中に自らの専攻、将来のキャリアに関連した就業体験を行うこと。大学教育
の一環として行われる場合や、大学が介在しない形で行う場合がある。

（「平成20年度インターンシップ活用ワーキンググループ中間とりまとめ」より）

１ ー （２） インターンシップ活用ワーキンググループの設置

インターンシップは・・・

学生や大学にとっては業界や企業についての
理解を深め、学習分野と実社会との関連を理解
することにより学習意欲を喚起する。

企業側にとっては観光産業が必要とする「即戦
力となる人材」の育成に資する。

インターンシップの観光業界への受入促進の必要性

インターンシップ活用ワーキンググループの設置

・インターンシップの意義の整理
・インターンシップの推進にあたっての課題の整理
・課題の解決の方向性に関する検討
・課題解決に向けたインターンシップモデル事業の実施

しかし

平成19年7月にインターンシップ活用ワーキンググループを設置し、インターンシップの観

光業界への受入促進による、「実践的で観光産業の中核を担いうる優秀な人材の育成」
のための方策について検討

≪ワーキンググループでの主な論点≫

・大学・企業間で実習目的・内容やについて十
分な共通認識がなされていない

・実施に至るまでに、大学・企業双方で多大な
労力をかけている

・・・等、観光業界への受入促進に課題
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１ ー （３） インターンシップ活用ワーキンググループ開催概要

開 催 概 要

ワーキンググループメンバー

第４回

インターンシップ活用

ワーキンググループ

・平成19年 7月23日 第１回ワーキンググループ
・平成19年12月11日 第２回ワーキンググループ
・平成20年 2月22日 第３回ワーキンググループ

⇒インターンシップ活用ワーキンググループ中間とりまとめ
・平成20年 3月13･14日 第３回観光関係人材育成のための

産学官連携検討会議
・平成20年 4月～ インターンシップモデル事業実施
・平成20年12月16日 第４回ワーキンググループ
・平成21年 2月12日 第５回ワーキンググループ

20

【大学関係者】 国立・私立大学の学部長・学科長等 １１名

【観光関係団体】 （社）日本ホテル協会

（社）日本旅行業協会

（社）日本ツーリズム産業団体連合会 等 ７団体

【省庁関係】 文部科学省、厚生労働省、観光庁（事務局）

２．平成２０年度インターンシップモデル事業



２ － （１） 基本的な考え方

「インターンシップ活用ワーキンググループ中間とりまとめ」において整理された、インターン
シップ推進にあたっての課題解決の方向性に沿って、インターンシップモデル事業を実施

（１）大学・学生側と業界側の認識にギャップ

（２）インターンシップの効果が十分でない

（３）インターンシップ実施のための
負担が大学側、業界側ともに重い

（４）取り扱いが標準化されていない

（５）インターンシップ実施に伴うリスク
の存在

・ 大学・企業双方の実施意義の明確化

・事前指導、事後フォローの徹底

・業界団体によるマッチング導入

・標準的な手続き・書式の導入

・覚書や誓約書取り交わし、損害保険
への加入を手続き中に明確化

参加主体

【大学】

観光関連学部・学科を有する大学、その
他観光産業へのインターンシップ参加を
希望する大学

【企業】

(社)日本ホテル協会 会員企業

(社)日本旅行業協会 会員企業

両団体が大学・企業間
の第三者的マッチング
機関として参画

課題解決の方向性 モデル事業での対応
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２ ー （２） 平成20年度インターンシップモデル事業の概要

３月～６月

７月～９月

１０月～

学生と企業のマッチング学生と企業のマッチング

・業界団体を経由した、効率的なマッチングの実施

・統一フォーマットを使用し、手続きを標準化することで、双方の
負担を軽減

インターンシップの実施インターンシップの実施

・学生と企業との間で覚書等を取り交わし、インターンシップの
詳細について確定

・傷害保険や損害保険等への加入

・インターンシップ実施後、企業から大学あて「評価表」の提出

実施内容の検証実施内容の検証

・アンケート調査の実施

・ワーキンググループにおける実施内容の検証
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４大学８名３大学５名

６４大学にモデル事業を案内
（内、ワーキンググループメンバー大学１１校）

６社（事業所を含む）１５名

１１大学（ワーキンググループメンバー６大学）

４社（事業所を含む）１６名

１１大学（ワーキンググループメンバー６大学）

日本ホテル協会 日本旅行業協会

インターンシップモデル事業に関心を示した大学（インターンシップ希望書提出大学）

インターンシップモデル事業の受入を希望した企業

インターンシップモデル事業を実施した大学

・小樽商科大学・明海大学・横浜商科大学・流通経済大学・淑徳大学・城西国際大学
・流通科学大学・阪南大学・立命館アジア太平洋大学・琉球大学・筑波学院大学

・小樽商科大学・明海大学・横浜商科大学・流通経済大学・淑徳大学・桜美林大学
・城西国際大学・流通科学大学・阪南大学・立命館アジア太平洋大学・琉球大学

・ホテルオークラ東京ベイ（１～２名） ・ロイヤルパークホテル（１０名）

・ホテルオークラ東京（１～２名） ・帝国ホテル大阪※（２名）

・ＪＴＢ（３名）・近畿日本ツーリスト（京阪神１名※・首都圏１名）・西武トラベル（１名）
・日本旅行（東京エージェント支店）（３名）（システムトラベルセンター）（２名）
・阪急交通社（２名）・内外航空（２名）

・城西国際大学（３名）（ホテルオークラ東京ベイ ２名、
ロイヤルパークホテル １名）

・筑波学院大学（１名）（ロイヤルパークホテル １名）
・琉球大学（１名）（ロイヤルパークホテル １名）

・淑徳大学（２名） （ＪＴＢ、日本旅行 東京エージェント支店）
・城西国際大学（１名）（ＪＴＢ）
・阪南大学（１名）（近畿日本ツーリスト※）
・桜美林大学（４名）（ＪＴＢ、日本旅行（東京エージェント支店、

システムトラベルセンター）、近畿日本ツーリスト）

６大学１３名の学生が参加 ５企業（ホテル２、旅行業３）が受け入れ

ホテル業界 旅行業界

ワーキンググループメンバー大学
高崎経済大学、明海大学、城西国際大学、横浜商科大学、
和歌山大学、山口大学、長崎国際大学、琉球大学、桜美林大学、
立命館アジア太平洋大学、淑徳大学

※（企業名）：京阪神地区に所在する企業 （その他は全て首都圏）

２ － （３） 平成２０年度インターンシップモデル事業 実施結果
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２ ー （４） アンケート調査の結果

課 題

（１）モデル事業の実施スケジュールについて（１）モデル事業の実施スケジュールについて

（４）モデル事業の実施枠組み（参加者構成）について（４）モデル事業の実施枠組み（参加者構成）について

（３）モデル事業の実施手続き（マッチング実施）について（３）モデル事業の実施手続き（マッチング実施）について

（２）モデル事業の実施手続き（書類の標準化）について（２）モデル事業の実施手続き（書類の標準化）について

・ 手続きと手続きの間が短く、事務処理・判断が困難。（大学）

・ 大学・学生側と話し合いを十分に行える期間が必要。（企業）

・ 全体的にもっと簡素化すべき。（大学・業界団体）

・ マッチング機能を有効にするには時間的余裕が必要。（大学）

・ 大学・学生側と一定程度の調整期間が必要。（企業）

・ 学生の視野を広げる上でも、多様な業種からの企業の参加が有効。（大学）

全体評価

・ 自らの進路を考える上で大きなきっかけとなる。（学生）

・ 大学側もモデル事業の存在を多くの学生に伝えてほしい。（学生）
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３．平成２１年度インターンシップモデル事業

３ ー （１） 改善の方向性

１．実施スケジュールの見直し

４．参加業種・企業の拡大

２．マッチング機能の拡充

平成２０年度モデル事業の実施結果についてワーキンググループで検証し、インターンシップの
観光業界へのさらなる受入拡大を行うべくモデル事業の改善を図る

企業側へのモデル事業参加募集及びマッチングを行う時期を前倒し
（平成20年度：３～６月→平成21年度：２～５月）

申込マッチング手続きを２回行い、また各回ごとに申込期間を明確化することで大学・企業間の成約率の
向上と、参加主体間の不公平感を解消。（平成20年度：マッチング１回・先着順）

３．手続きの簡略化

標準書式を一部簡略化。特に、企業側が最初の受入申込み時に作成する「受入企業概要書」の諸項目の
うち、学生に参加を募る上で最低限必要な項目のみ記入必須とし、その他は未記入で可とすることで申込
み時の負担を軽減。

マッチング機関として(社)日本ツーリズム産業団体を加え、運輸業等新たな業種・企業の参加を促す。

①大学・学生へのインターンシップ受入メニューの提示を早期に行い、学生の参加拡大を図る。
②マッチング完了後からインターンシップ実施時期までの間に、大学・企業が実施条件や実習
内容を十分に協議できる時間を設ける。
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３ ー （２） 具体的なスケジュール

３月

～６月

７月

～９月

１０月～

学生と企業のマッチング学生と企業のマッチング

・業界団体を経由した、効率的な
マッチングの実施

・統一フォーマットを使用し、手続
きを標準化することで、双方の
負担を軽減

インターンシップの実施インターンシップの実施

・学生と企業との間で覚書等を取り
交わし、インターンシップの詳細
について確定

・傷害保険・損害保険等への加入

・インターンシップ実施後、企業か
ら大学あて「評価表」の提出

実施内容の検証実施内容の検証

・アンケート調査の実施

・ワーキンググループにおける実
施内容の検証

学生と企業のマッチング学生と企業のマッチング

・企業・学生に対する参加募集時期
を前倒しし、参加者を拡大

・マッチング手続きを２回行い、各回
の申込期間を明確化することで成
約率向上・不公平感解消

インターンシップの実施インターンシップの実施

・マッチング時期を前倒しし、イン
ターンシップ実施までに実施内容
等に関する十分な調整期間を確保

・企業から大学へ実施期間中にも
フィードバックを行うなど、大学と企
業の連携を強化するよう徹底

実施内容の検証実施内容の検証

・アンケート調査の実施

・ワーキンググループにおける
実施内容の検証

２月

～５月

６月

～９月

１０月～

平成２１年度モデル事業平成２０年度旧モデル事業

業
界
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口
に
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社社))

日
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ズ
ム
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業
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合
会
」

日
本
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リ
ズ
ム
産
業
団
体
連
合
会
」
を
追
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３ ー （３） 今後の課題
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１．平成２１年度インターンシップモデル事業の実施

・アンケート等を通じて引き続きモニタリングを実施

２．さらに教育効果の高いインターンシップのあり方の検討

・長期インターンシップ

・課題解決型インターンシップ

などの教育効果向上のための方策について検討


