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１．モデル事業とアンケートの概要

◆昨年度からの変更点
●実施スケジュールの見直し●実施スケジュ ルの見直し

－スケジュールを前倒し、参加申請～マッチング～インターン実施の各手続き間に

時間的余裕を持たせた。
●マッチング機能の充実●マッチング機能の充実

－業界団体による２段階マッチングを導入し、不公平感の解消に努めた。
●手続きの簡略化

－実施フローを見直し、実施手順を簡略化した。
●参加業種・企業の拡大

－平成20年度13名（6大学）×5社 －→ 平成21年度42名（13大学）×15社

◆今年度の実施概況
●実施時期：平成21年7月～9月
●実施人数：42名（13大学）
●受入企業数：15社（ホテル６、旅行６、航空２、テーマパーク１）
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１．モデル事業とアンケートの概要

◆アンケート対象

インターンシップモデル事業に参加した大学・学生・企業・業界団体に、本モデル
事業への要望等の意見を聴取した。

＜大学・学生＞
・モデル事業に参加した大学
（１５校中１３校回答）

モデル事業に参加した学生

＜企業・業界団体側＞
・モデル事業に参加した企業

（ 社中 社 答）・モデル事業に参加した学生
（４２名中４１名回答）

◆アンケート手法

（１５社中１５社回答）

・業界団体
（３団体中３団体回答）

◆アンケ ト手法
メールによる調査票の送付・回収

◆アンケート実施時期◆アンケ ト実施時期
平成21年9月下旬～10月中旬
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１．モデル事業とアンケートの概要

◆アンケート項目
今年度実施したモデル事業内容を評価し、次年度のモデル事業のあり
方を検討するため、方を検討するため、

１．モデル事業の実施内容 ２．教育効果の高いインターンシップ
の２点についてアンケートを行った。

１ モデル事業の実施内容について
（１）モデル事業の実施スケジュールについて
（２）モデル事業の実施時期について
（３）業界団体による学生と企業のマッチングについて
（４）モデル事業に参加している企業の業種・数について
（５）インターンシップの事前指導について
（６）インターンシップのフォローアップについて
（７）来年度モデル事業への参加意向について

２ 教育効果の高いインターンシップについて
（1）長期型インターンシップについて（1）長期型インターンシップについて
（2）課題解決型インターンシップについて
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２ モデル事業の実施内容について２．モデル事業の実施内容について
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２．モデル事業の実施スケジュールについて

＜昨年度からの変更点＞
・募集・マッチング時期を前倒しし、大学・企業間で

実施内容について個別調整を行う期間を用意した。
・参加申請～マッチング～実施内容の摺り合わせ～

インターン実施という手続き間にも余裕を持たせた。

事前調整 マッチング
個別調整
事前指導

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ
実施

事後フォロー

平
成
２
１
年

２～３月
手続き簡略化・
前倒しで企業の
参加拡大に期待

４・５月
２段階化・受付
期間の明確化
により不公平感

６・７月
ﾏｯﾁﾝｸﾞ後実施内
容を個別調整、
ミスマッチを解消

７月以降

秋以降
事後フォローにも
注力、より効果

的なものとなるよ
う期待

インタ ン実施という手続き間にも余裕を持たせた。

＜今年度に関するアンケート結果＞
・大学、学生、企業ともに、モデル事業の実施スケジュ

ールについては「適切」とする評価が目立つ。

年
度

平
成
２

参加拡大に期待 により不公平感
を解消

ミスマッチを解消
う期待

３・４月 ５・６月
企業が選考 選

７月
７ ９月 ９月以降

前倒し 前倒し ﾀｲﾐﾝｸﾞ変更

＜今後の検討事項＞
・大学側の履修登録等にあわせたモデル事業スケジュ

ールについて検討
・募集段階での企業側の情報充実や、募集期間の延長

は 事業全体 実施 ケジ を勘案 検討

２
０
年
度

学生側で先行
実施内容詰め

企業が選考、選
に漏れた希望者
のﾏｯﾁﾝｸﾞﾌｫﾛｰ

（実施内容は募
集段階で調整）

７～９月 ９月以降

については、事業全体の実施スケジュールを勘案して検討

実施したモデル事業全体のスケジュールにつ
いて（企業人事）

1
8%

実施したモデル事業全体のスケジュールにつ
いて（大学）

3

実施したモデル事業全体のスケジュールについて

（企業実施部署）

23%
0
0%

A　適切

B　改善の余地

●２次募集は４月下旬まで１週間ほど遅らせることができたら、
学生の履修登録時期との連動がスムースである。

●募集期間をも と長く設定していただきたい 全対象学生 の

11

10
77%

16
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●募集期間をもっと長く設定していただきたい。全対象学生への
周知が間に合わず、情報が一部の学生にしか伝わらない。
また、学生に企業研究の時間、考える時間をもっと与えたい。



２．インターンシップの実施時期について

＜昨年度からの変更点＞
・インターンシップの実施時期そのものについては特段の変更はない。
・おおむね７月末から９月末にかけて実施された。

＜今年度に関する ケ ト結果＞＜今年度に関するアンケート結果＞
・大学、学生、企業ともに、インターンシップの実施時期については「適切」とする評価が目立つ。
・企業側から、職員の夏季休暇や繁忙期と重なり、適切でなかったとする意見が見られた。

＜今後の検討事項＞
・実施時期については、学生側が参加しやすい時期と企業側が対応しやすい時期の個別調整が必要。

●夏休みなどの繁忙期は外してほしい。
●夏季休暇等でスタッフの少ない時期であった。
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２．業界団体による学生と企業のマッチングについて

＜昨年度からの変更点＞
・マッチングを第１次、第２次の２段階に分けて、それぞれ１週間程度の期間を設けて参加の機会を増やし、

情報取得や申し込みのタイミングにより機会を逸するという不満の解消に努めた。

度 結＜今年度に関するアンケート結果＞
・大学では、適切とする意見が多いものの、抽選方式であることに対する不満の声もみられた。
・企業側では、適切とする意見がほとんどであるが、一部で学生の選考に関わりたいとする声がみられた。

＜今後の検討事項＞＜今後の検討事項＞

・昨年度の検討経緯をふまえ、選考に要する負荷軽減とスケジュール短縮の観点から、「業界団体による抽選方式」による
マッチングを継続する。

・これとあわせて、意欲的な受入企業側が学生を選考する仕組みの導入について検討する。

業界団体による学生と企業のマッチングについて

（大学）
業界団体による学生と企業のマッチングについて

（企業人事）

1

業界団体による学生と企業のマッチングについて

（企業実施部署）

8
67%

4
33%

2
15%

1
7%

A 適切

B 改善の余地

67% 11
85%

14
93%

●エントリーシート等による選考ができないか。
抽選形式だと、選に漏れた学生の納得が得られない。

●今回のように大学名と氏名などだけの記入で
抽選を行うのであれば 学生の熱意 志望度などが

●学生を選好する際に企業の希望を反映する、
あるいは企業が選考に参加する機会があるとよい。
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抽選を行うのであれば、学生の熱意・志望度などが
全く反映されない。



２．モデル事業に参加している企業の業種・数について

＜昨年度からの変更点＞
・事業実施のスケジュールを前倒しして周知することと、受入の概要の大枠が固まっていれば参加表明可能とすることによっ

て、参加企業の拡大を図った。
・日本旅行業協会、日本ホテル協会に加え、日本ツーリズム産業団体連合会の協力を得て、参加業種の拡大を図った。

＜今年度に関するアンケート結果＞
・大学では満足していないとする意見が半数以上に上った。
・学生側では満足とする意見が大半であるが、一部で

＜今後の検討事項＞
・業種、企業数の拡大については業界団体を通じて協力を求めていく。
・地方の企業についても企業数が拡大するよう協力を求めていく。

モデル事業に参加している

企業の業種・数について（大学）

6

モデル事業に参加している

企業の業種・数について（学生）

6
46%

7
54%

6
15%

A 満足

B 満足していない

35
85%

●参加企業数は増えたが、より多くの企業の参加に期待。
●受入先が関東圏に集中し 地方からの参加が経済的に

●業種は満足だが、企業数を増やしてほしい
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●受入先が関東圏に集中し、地方からの参加が経済的に
簡単ではない

●東京だけでなく地方の企業を増やしてほしい



２．インターンシップの事前指導について

＜昨年度からの変更点＞

・「大学・学生側が遵守すべき事項」の１つとして、大学側は「学生が企業の一従業員として相応しい対応をとることができる
よう、学生に対してインターンシップに参加するための目的意識や社会常識について事前指導を行う」こととした。

＜今年度に関するアンケ ト結果＞＜今年度に関するアンケート結果＞
・すべての大学において、事前指導が実施されている。
・学生については指導がなかったとする意見もあり、大学側の指導の趣旨が学生側に伝わっていない可能性もある。

＜今後の検討事項＞
・教育効果をより高めるため、大学による事前指導を充実させる。
・その際の大学と企業の連携強化が重要。

《参考》企業による事前指導
・企業による事前指導は特に義務づけられていないが、半数以上の企業が何らかの事前指導を実施した。
・具体的には、ビジネスマナーの指導、実習にさいしてのオリエンテーション実施などである。

大学で実施された事前指導の内容について（学生） 大学で実施された事前指導の内容について

（大学）0

10%

（大学）0
0%

A　実施した

A　指導があった

B　指導はなかった　

12

B　実施しなかった
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90%
12

100%



２．インターンシップのフォローアップについて

＜昨年度からの変更点＞

・「その他留意事項」の１つとして、企業側は「学生の取り組み内容を評価して大学・学生に通知するほか、必要に応じて説
明・助言等を行い、インターンシップをより有意義なものとするよう努める」こととした。

＜今年度に関するアンケ ト結果＞＜今年度に関するアンケート結果＞
・ほとんどの大学において、何らかの形で学生への事後フォローを実施あるいは実施予定である。

＜今後の検討事項＞
・教育効果をより高めるため、企業それぞれによる事後フォローを充実させる。
・事後フォローに関しても、大学と企業の連携強化が重要。

《参考》大学によるフォローアップ
・大学による事後のフォローアップは特に義務づけられていないが、３／４の大学で何らかのフォローアップを実施した。
・具体的には、企業との合同開催による報告会、外部講師によるインターンシップ成果の活かし方を講義など。

インターンシップ終了後の学生に対する
フォローアップについて（企業全体）

21%

実施した（人事部署）

実施した（実施部署）

21%

33%

実施していない（人事部署）

実施していない（実施部署）

2009.10.29 観光関係人材育成のための産学官連携検討会議 第6回インターンシップ活用ワーキンググループ13

25%

実施 な （実施部署）



２．来年度のモデル事業への参加意向について

＜アンケート結果＞
・すべての大学が来年度もモデル事業への参加意向を表明。
・企業側も、多くの企業が参加の意向を表明している。

＜今後の検討事項＞
・現行の短期インターンシップについてはマッチングのあり方を初めとする課題について検討を行う。
・一方、長期型インターンシップや課題解決型インターンシップ等について、大学、企業双方のニーズも踏まえて検討する。

（→次ページ以降参照）

来年度 タ プ デ 事業
来年度のインターンシップモデル事業への

参加意向について（企業全体）

21%

来年度のインターンシップモデル事業への
参加意向について

（大学）

0
0%

参加してみたい

見送りたい

A  参加したい

B  参加を見送りたい

79%

13
100% ●学生の選考に参加できないため。

●人員が不足しているため
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●人員が不足しているため。
●長期型インターンシップを希望しているため。



３ モデル事業の改善に向けた検討について３．モデル事業の改善に向けた検討について
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３．モデル事業の改善に向けた検討

インターンシップ推進に
当たっての課題 検討すべき対応事項

（１）マッチング方式の多様化

－大学側からの抽選方式に対する不満
－企業の選考過程への参加希望

●抽選方式と企業によるマッチング
方式の位置づけ明確化

●企業によるマッチング方式の検討
企業の選考過程 の参加希望

（２）教育効果向上のための ●大学による事前指導内容の整理と（２）教育効果向上のための
事前・事後指導の充実

－大学による事前指導徹底の必要性
－企業による事後フォロー徹底の必要性

●大学による事前指導内容の整理と
実施徹底

●企業による事後フォローの
あり方検討

（３）参加大学・企業・業種の拡大（ ）参加大学 企業 業種の拡大

－業種拡大・企業数拡大への期待
－地方企業の参加拡大への期待

●参加者拡大に必要な要件の整理
（大学・企業双方の参加メリットの再整理）
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成 年度 組 ジ

３．モデル事業の改善に向けた検討

平成22年度 取り組みイメージ

インターンシップモデル事業の改善について検討

平成21年度モデル事業の
プデ ①

・従前の抽選方式について
事前指導・事後フォローの
徹底と参加企業 業種アップデート①＜抽選枠＞ 徹底と参加企業・業種の

拡大によって充実

平成21年度モデル事業の
アップデート②＜企業選考枠＞

・新たに企業側の選考による
マッチング方式を一部導入

教育効果の高いインターンシップの実施についても検討

●長期型インターンシップ
●課題解決型インターンシップ

・実施時期・期間
・実施体制
・課題設定 …など検討
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課題設定 など検討


