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H20.12.16 

観光関係人材育成のための産学官連携検討会議 

第４回インターンシップ活用ワーキンググループ 議事録【概要】 

 

開催概要 

日時・場所：平成 20 年 12 月 16 日（火）16:00～17:30 

観光庁国際会議室（中央合同庁舎２号館 16 階） 

 

出席者：（順不同・敬称略） 

＜委員＞ 

【大学関係】 

・ 長崎国際大学 人間社会学部 国際観光学科長 青山 有三 

・ 琉球大学 観光産業科学部 観光科学科 教授 上地 恵龍 

・ 和歌山大学 副学長（学生支援担当）／観光学部 教授 小畑 力人 

・ 明海大学 ホスピタリティ・ツーリズム学部長 草野 健 

・ 山口大学 経済学部 教授 篠原 淳 

・ 立命館アジア太平洋大学 アジア太平洋学部 准教授 

ツーリズム＆ホスピタリティインスティテュート 教務主任 轟 博志 

・ 桜美林大学 ビジネスマネジメント学群 准教授 山口 有次 

 

＜オブザーバー＞ 

【観光業界団体】 

・ 社団法人日本観光協会 審議役 阿部 修二 

・ 社団法人日本観光旅館連盟 専務理事 中村 義宗 

・ 社団法人日本ツーリズム産業団体連合会 事務局長・常任理事 柵木 鬼美夫 

・ 社団法人日本ホテル協会 事務局長 満野 順一郎 

・ 社団法人日本旅行業協会 理事・事務局長 奥山 隆哉 

 

【省庁】 

・ 文部科学省 高等教育局 専門教育課 課長補佐 下大田 真一 

・ 厚生労働省 職業安定局 若年者雇用対策室 室長補佐 下角 圭司 

・ 観光庁 次長 神谷 俊広 

・ 観光庁 観光地域振興部 部長 大黒 伊勢夫 

・ 観光庁 観光地域振興部 観光資源課 課長 水嶋 智 
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議事次第： 

○開 会 

○挨 拶 

○議 事 

１ インターンシップ活用ワーキンググループ議論経過について 

２ インターンシップモデル事業実施報告 

３ インターンシップモデル事業アンケート結果報告 

４ インターンシップ活用ワーキンググループの今後の予定 

５ その他 

○閉 会 

 

主な議事 

○挨拶【16:00～16:05】 

神谷俊広（観光庁次長） 

・ 我が国は、「観光立国」を国家戦略として内外に宣言し、平成 18 年 12 月、観

光立国推進基本法を制定した。「立国」という言葉が名称に用いられた最初の

法律である。昨年６月には観光立国推進基本計画を閣議決定し、具体的な目標

を定め、そして 10 月に観光庁発足に至った。 

・ 観光立国の実現のためには、人材の育成・確保が重要な要素である。特に大学

等の高等教育機関において、観光の振興に寄与する人材をどう育成するか検討

するため、平成 19 年 11 月より過去３回に渡って「観光関係人材育成のための

産学官連携検討会議」を開催してきたところである。 

・ これからご議論いただくインターンシップに関しては、学生が業界あるいは企

業についての理解を深め、さらに学習分野と実社会とのつながりを理解するこ

とで学習意欲の喚起につながり、また観光産業が期待する即戦力となる人材を

育成する意味で、重要な取り組みである。 

・ インターンシップの拡充について議論を行う場として、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、これまで３回開催してきた中で、

インターンシップの意義、推進にあたっての課題整理、そして課題に対する解

決の方向性について熱心な議論をいただき、今春に中間とりまとめができた。

その後、この中間とりまとめを踏まえ、本日ご出席の（社）日本旅行業協会、

（社）日本ホテル協会の参画をいただき、インターンシップのモデル事業を実

施したところである。 

・ インターンシップ推進における課題を解決するために、今回のモデル事業では

教育成果の向上、手続きの簡素化、標準化を図ったところである。モデル事業

に参画された大学からは、「従来の枠組みでは実現できなかった企業における
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インターンシップが実現できた」という声を聞くことができた。 

・ 本日はインターンシップの実施計画をふまえて、今後拡充していくための方策

について、委員の皆様の忌憚のないご意見をいただきたい。 

・ 年度末に開催される予定の「第４回観光関係人材育成のための産学官連携検討

会議」の場で、カリキュラムワーキンググループと合わせて、会議参加者に対

し報告を行うこととしている。 

 

○議事 

（１）第４回ワーキンググループ議事確認【16:05～16:10】 

 

（２）配付資料に関する説明 

①インターンシップ活用ワーキンググループ議論経過について 

（竹谷課長補佐より資料１について説明）【16:10～16:15】 

 

②インターンシップモデル事業実施報告 

（竹谷課長補佐より資料２について説明）【16:15～16:20】 

 

（業界団体からの報告：（社）日本旅行業協会、（社）日本ホテル協会） 

【16:20～16:35】 

満野順一郎氏（社団法人日本ホテル協会 事務局長） 

・ 当初の申し込み企業は４社、募集学生数は 16 名であった。最終的にインター

ンシップの実施に至った数は、ホテル２社、学生５名であった。 

・ モデル事業としては初年度の取組みであったため、大学・企業共に制度につい

て理解が得られなかった部分があった。また、大学・学生が考えるタイムスケ

ジュールと、受け入れ企業側が考えるタイムスケジュールとの間でミスマッチ

があった。特に春休みから新学期が始まる頃と、夏休みが始まる頃という非常

に調整が難しい時期にモデル事業の手続きが必要だったことが影響している

と思われる。 

・ ホテル側の担当者からは、モデル事業を通じて派遣されてきた学生は熱心でよ

かったという声があった一方、社会人としての心構えやマナーが不足していた

という意見があった。ホテルという業種は、お客様との関係、社員との関係と

いうように、常に人と人との間がビジネスになる業態である。学生のレベルと

しては身だしなみ、マナーに注意しているにしても、ホテルの現場に携わる以

上、より向上させるべく、かなり指導を行ったようだ。 

・ インターンシップ実施期間について、２週間では学生・企業共に満足な学習・

指導ができなかった。実施期間の長期化は、今後検討を要する重要な課題であ
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る。長期化を行う上で、インターンシップを履修単位として認定する、OJT と

Off JT のバランスをとって、現場での実習以外の学習等も充実させるといった

取り組みも必要と思われる。 

・ 来年度以降もモデル事業が引き続き実施されるのであれば、我々業界としても

なるべくインターンシップの受け入れ条件を改善していきたい。また、このよ

うに業界側が大学側に対して希望を提示できる場を用意していただきたい。 

 

奥山隆哉氏（社団法人日本旅行業協会 理事・事務局長） 

・ 旅行会社からは学生 15 名の枠の申し込みがあった。結果的には 8 名のマッチ

ングに留まり、若干残念であった。 

・ 地域上の理由でマッチングしなかった例が多かった。関西方面では学生からの

応募が多数あったが、受け入れ可能と申し出た旅行会社が少なかった。一方、

首都圏では、旅行会社の本社の多くが首都圏にあることから、旅行会社が用意

した受け入れ枠が７～８名分あったが、これに応ずる学生の数が揃わなかった。

地域上のミスマッチが無ければ、受け入れ学生の数は 20～30 名近くに増加し

たのではないかと想像できる。 

・ モデル事業に応募してきた企業の中には、B to B 業務を担う部門を受け入れ枠

として提示したものもあった。基本的に法人を相手にする業務となるため、イ

ンターンシップの学生に対応させず、トラブルを忌避するものだと思っていた

が、企業側のチャレンジングな提案であった。他にもリスクは高いが、積極的

に専門知識を必要とする部門を受け入れ枠とする応募が見られ、高く評価でき

る。 

・ インターンシップを通して優秀な人物を見極め、従業員として採用することま

で考えて積極的に応募してきた旅行会社もあったが、首都圏では受け入れ枠に

対して学生数が少なかったことからインターンシップの実施に至らず、残念な

がら涙を飲んでいただいたという例もある。 

・ 旅行会社側も大学側においても、双方における周知度が低かったという気がし

ている。JATA では、毎年９月にお台場で「旅行博」というイベントをしてお

り、旅行会社のブースが多数出展されている。学生を連れて会場内を案内する

ガイドツアー等行っている。このような場でモデル事業の周知や、企業と学生

のお見合いをする場をセッティングする等、活用していただければいいのでは

ないか。 

 

［質疑応答］ 

小畑力氏（和歌山大学 副学長（学生支援担当）／観光学部 教授） 

・ 和歌山大学にはまだ２年生しかいないので、今年度はモデル事業に参加できな
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かったが、来年度のモデル事業にはぜひ参加したい。 

・ 関西の大学は、関西圏でのプログラムを充実していただかなければ、インター

ンシップ参加に当たって、交通費がネックになる。 

・ JATA の旅行博には和歌山大学の学生も参加した。来年の旅行博にも学生を参加

させる予定で、ガイドツアー等学生への情報提供を充実していただくと、非常

にありがたい。 

 

奥山隆哉氏（社団法人日本旅行業協会 理事・事務局長） 

・ 旅行博に関連して、関西では来年３月、関西空港株式会社との共催で、関西空

港駅コンコースで「関空旅博」を開催する予定である。可能な限り、意見を反

映させたい 

 

山口有次氏（桜美林大学 ビジネスマネジメント学群 准教授） 

・ 桜美林大学では、夏の１ヶ月間、毎年 20～30 名を泊まりこみでホテルのイン

ターンシップに送り込んでいる。旅行会社のインターンシップも去年は 10 名

以上、今年も 10 名近い規模で実施している。その他、テーマパーク（毎年 10

名近く）やスポーツクラブでも実施している。 

・ 学生にとっては、単位がもらえるか否かが重要な要素となる。桜美林大学では

旅行会社・テーマパーク等２単位、ホテルでは１ヶ月の泊まりこみで実施する

ので４単位認定している。 

・ 春までにインターンシップの受け入れ枠を決めて準備しておけば、参加を希望

する学生は多くなると思われる。それに合わせて企業側にも協力していただき、

多くの窓口ができればモデル事業もより活発になるのではないか。加えて業種

を広げていただければありがたい。 

 

③インターンシップモデル事業アンケート結果報告 

（ＪＴＢＦ堀木氏より資料３について説明）【16:35～17:05】 

 

④インターンシップ活用ワーキンググループ今後の予定について説明 

（竹谷課長補佐より資料４について説明）【17:05～17:10】 

 

（３）意見交換【17:10～17:40】 

轟博志氏（立命館アジア太平洋大学 アジア太平洋学部 准教授） 

・ 当大学では、応募学生はいたが、ほとんどの学生が福岡希望であり、九州地域

でのマッチングがなく、今回は参加を見送らざるを得なかった。 

・ 当大学では、学部に関わらず、全ての学生が４年間で１回以上はインターンシ
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ップに参加するカリキュラム構成になっており、実施時期は夏休みに集中する。

５月にはインターンシップ先が決まっていくので、モデル事業での受け入れ枠

の提示が遅れると当大学の学生の応募は極端に減少する。本来のモデル事業の

スケジュール通り実施できれば十分整合はとれると思うので、来年度は積極的

に参加したい。 

・ インターンシップには事前学習、事後のフィードバックが重要である。事前学

習については、大学ごとにインターンシップの位置づけが異なるため、事前学

習の内容にも違いが出てくる。モデル事業を継続する上で、学生がインターン

シップに臨む上で事前にどのような学習を受けるべきか、企業・大学間でカリ

キュラムの標準化が必要ではないか。また標準化されたカリキュラムに沿った、

汎用性のある共通教材を作るプロジェクトもあっていいのではないか。 

・ 事後の検証方法についても、ある程度の標準化が必要である。 

 

青山有三氏（長崎国際大学 人間社会学部 国際観光学科長） 

・ 資料４のスライド 10 にある、観光関連産業実習については、当大学で検討を

始めたいと考えているところである。 

・ 当大学ではインターンシップ実施に当たって多くの問題意識を持っている。ま

ず、インターンシップ参加に対し単位認定を行っているが、それ故、学生が必

ず履修しなければならない性格のものとなってしまっている。 

・ インターンシップの教育カリキュラムを、担当教員と企業側担当者の間で、責

任を持って構築できるのか、大きな問題となっている。 

・ 学生の適性をどう判断するかも重要である。現在当大学では、企業に派遣する

前に、全員に対して面接を実施している。特に当大学では留学生を多く受け入

れているため、文化の異なる外国人が、日本の職業風土の中で務まるかどうか、

圧迫面接を行うなど、慎重に審査している。 

・ 当初の計画から変更があった場合の調整等、インターンシップ実施中のチェッ

ク・調整の体制についても課題があると認識している。単位認定を行うので、

教員が実施期間中毎日チェックに当たらなければならないとなると、大きな負

担となる。 

・ 他にも事前学習、事後学習についての課題等、この５～６年間インターンシッ

プを実施してきた中で、失敗と課題設定を繰り返している。 

・ そのような状況の中で検討している解決策として、観光に関する実務実習を通

常のインターンシップと別枠で捉えることを検討している。観光学科の学生が

全て観光産業に就職するわけではないにも関わらず、一般のインターンシップ

と観光関係の専門的なインターンシップが区別なく行われ、意識やモチベーシ

ョンが異なる学生が集まっている。従来型の一般企業におけるインターンシッ
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プと、観光関連の人材を育成するための専門的なインターンシップという形に

分けることで、学生の到達目標を明確にし、教員が責任を持って指導に当たる

ことが必要である考え、検討を続けている。 

・ 議論がまだ不十分だが、従来型のインターンシップと新しい形のインターンシ

ップにどのような問題があるか検討し、成果を皆さんにお知らせしていきたい。 

 

上地恵龍氏（琉球大学 観光産業科学部 観光科学科教授） 

・ 資料４スライド 18 にある大学の回答に、モデル事業の標準書式について「二

度手間である」とか「標準書式導入に効果が感じられない」などのコメントが

ある。本来、標準書式の導入は事務上の負担の軽減をもたらす意味で作成され

たと思うが、この回答の真意は、書式そのものが不完全、あるいは改良すべき

点があるということか？ 

 

JTBF 堀木 

・ アンケートを拝見した感触として、標準書式に関する問題は２点ある。 

・ １つは、標準書式の中身を検討して解決する問題。 

・ もう１つ、スライド 18 に記載された大学の回答に関するものだが、モデル事

業で導入する標準書式とは別に、大学の内部での手続きを進めるために大学独

自の書式を使用しなければならない場合、標準書式の存在がむしろ事務処理量

の増加につながるという指摘がいくつかの大学からあがってきた。 

 

小畑力人氏（和歌山大学 副学長（学生支援担当）／観光学部 教授） 

・ 経済産業省からの研究費で、国内と海外のインターンシップマニュアルを作成

した際に海外の事例調査をしたが、海外ではかなり厳格に評価が行われている

ようだった。いずれこれも課題にしなければならないと思われる。 

・ 資料４スライド５で、「大学での単位認定を行うには、無理のあるスケジュー

ルだ」とあるが、これはどういう意味か？ 

 

JTBF 堀木 

・ 単位認定については、インターンシップの受け入れ枠等の取り決めが、４月あ

るいは前年度の３月のタイミングである程度決まっていないと、大学内での履

修関係手続きに間に合わないという主旨だと思われる。 

 

青山有三氏（長崎国際大学 人間社会学部 国際観光学科長） 

・ 当大学でもアンケートで同様の趣旨の回答をした。当大学では単位認定をして

おり、４月に学生が履修届を提出することになっている。２～３月は試験期間
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と春期休暇であるため、学生に対しては１～２月までには提示が必要というこ

とになる。提示に加えて学生に対し内容の説明を行わなければインターンシッ

プが有効なものとならないので、少なくとも前年１２月～１月ごろには学生に

提示し、大学・企業から学生に説明を行い、学生がきちんと理解した上で４月

に履修届を提出できるようスケジュールを組んでいただきたい。だがモデル事

業のスケジュールを見ると、４～５月頃の提示となってしまっている。 

 

小畑力人氏（和歌山大学 副学長（学生支援担当）／観光学部 教授） 

・ １月までにインターンシップのメニューを提示するのは現実的に無理ではな

いか。大学側でシステムを工夫すればいいと思われるが如何か。 

 

青山有三氏（長崎国際大学 人間社会学部 国際観光学科長） 

・ 確かに学生のためには、大学のシステムを変えることも検討の内に入るが、学

生にとっても履修届を４月に出すほうが、手続きが簡単に済むということもあ

り、どちらが良いと言えない部分もある。大学側も柔軟性を持って対応したい。 

 

篠原淳氏（山口大学 経済学部教授） 

・ 今年度はモデル事業に参加しなかったが、来年度の参加を検討している。 

・ 当大学では、観光政策学科２年生に対してインターンシップを実施しているが、

３年生に対して「インターンシップⅡ」を実施するよう、この度カリキュラム

の変更を行ったところである。単位認定を行うが、観光政策学科の学生であっ

ても必修とはしていないため、意欲のある学生のみの参加となり、また、２年

生時のインターンシップⅠを履修し、報告・審査を経た上でなければ「Ⅱ」を

履修できないこととするため、意識と能力のより高い学生を現場に送り込むこ

とが出来る。 

・ インターンシップを、観光学部・学科の学生全員を参加させる制度と位置づけ

るのか、学生の中でも大学教育で培った知識を活用し、管理部門等で活躍でき

るような高い意識と能力のある学生のみを対象とした制度と位置づけるのか、

スタンスを明確にしておく必要がある。 

 

草野健氏（明海大学 ホスピタリティ・ツーリズム学部長） 

・ インターンシップの目的の１つとして、学生の職業選択時と就職後とで、企業

に対する認識にズレが生じないよう、実際に派遣されて業務に携わるという目

的がある。その部分でマッチングが上手くいくよう、ホスピタリティ産業への

人材育成のあり方、その中でインターンシップをどのように役割に位置づける

か検討が必要である。 
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・ インターンシップ実施期間が２週間程度というのは、学生が必要な知識を習得

し、その業種が自分の進路として相応しいか適切に判断する期間として不十分

であると思われる。 

・ 「２週間」と決めたのは、企業側と大学側のどちらなのか？ 

 

満野順一郎氏（社団法人日本ホテル協会 事務局長） 

・ 企業の方から「２週間」で実施したいという話があったのだが、一方であるホ

テルからは、２週間だと満遍なく研修ができないという声も実際出ている。学

生側にも、ある程度基礎的な研修をしてから、各部門をまわりたいという希望

があるようであるので、１ヶ月程度の実施期間は必要ではないか。 

・ 実施期間の長期化を考える上で、インターンシップの位置付けを、業界人を育

成するためのものとするのか、企業に対する理解を深めてもらうためのものと

するのかあらためて明確にしておく必要がある。 

・ インターンシップ後の評価について、企業では学生に伸びる余地があるかどう

か等、先を見据えた評価を行うことを大学・学生側に認識しておいていただき

たい。インターンシップにおいて重要なポイントとなる。 

・ ホテル業界としては、ホテル間で認識にバラツキはあると思うが、ある程度長

い１ヶ月という期間で実施可能であれば、現場も取り組みやすい。ただし長期

化を考える場合、学生の評価システムや、OJT と OffJT のバランス等カリキュ

ラムの問題について検討が必要である。 

・ 参加ホテルの数や地域が広がると、ホテルごとに研修の内容のレベルにギャッ

プが生じてくるので、それを最小限に抑えるにはどうするのかという方策も考

えておかなければ、学生を募集したときに偏りが出てくる可能性がある。我々

ホテル業界側で検討すべき課題だと考えている。 

 

山口有次氏（桜美林大学 ビジネスマネジメント学群 准教授） 

・ 学生の選別の話が出たが、企業に対して失礼にあたる学生も中にはいるので、

選別はぜひするべきと考える。 

・ 期間は、業種によっては２週間で充分というところもある。ホテル業ではおそ

らく不十分で、当大学でも４週間と決めている。ただし、旅行会社で一つの窓

口で、ある程度条件が整えば１週間でも成果はあがると思うので、一概に期間

だけで決められない。 

・ 今後の方針では長期化を提案されているようだが、短期間で多くの企業の業務

を体験したいという学生のニーズもあるため、長期化だけを目指すのではなく、

短期間のインターンシップも平行して拡充していかないといけない。 

・ 給与の半分程度は報酬を支払わなければ学生の参加は難しい。授業や部活動に
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通いながら生活費を自分で稼いでいる学生もおり、そのような学生にアルバイ

トせずに無給で参加させるのは、長期間のインターンシップでは事実上不可能

な場合もある。企業側で学生を活用していこうという意識があるのであれば、

給与の半分程度でも報酬を出して学生をサポートしながら、学ばせるべきであ

る。 

 

奥山隆哉氏（社団法人日本旅行業協会 理事・事務局長） 

・ インターンシップは、大学側からすれば教育機関として学生が適性にあった職

業を見つけたり、職業意識に目覚めるという教育効果を狙うという目的がある

かと思うが、企業側からすれば、学生に見込みがあるか、固有能力をどのよう

に発揮させていけるか、つまり人物を見極めたいという目的がある。 

・ 旅行業界は、企業ごとに文化が全く異なっている。教育機関の観点での議論と、

企業側の観点での議論との間で、モデル事業についての考え方にミスマッチが

まだ残っている。 

・ 標準化、提携化という話も出たが、最終的にはやはり企業・大学間の個別対応

しかないのではないか。モデル事業においても企業・大学間で個別対応がしや

すいような共通の緩やかなプラットフォームの検討が必要。企業は大学の下請

けではなく、自社の生き残りをかけて人材を選ぶ立場であるので、あまり厳格

なものだと企業側は受け入れなくなってしまう。 

・ 企業としては採用する人材について、観光学部・学科にこだわらず、様々な分

野から幅広く求めたいという意識がある。観光学部・学科から受け入れるイン

ターンシップに関して、厳格なカリキュラムとその運用が求められるのであれ

ば、他の学部から幅広く自由に受け入れた方が、企業側の負担も少ないという

議論が出てくる。そういった企業と大学間の環境や目線の違いを乗り越えない

といけない。 

 

柵木鬼美夫氏（社団法人日本ツーリズム産業団体連合会 事務局長・常任理事） 

・ モデル事業は今後も継続的に実施願いたい。大学側から要望の多かった参加企

業・業種の拡大についても業界団体として前向きに取り組んでいきたい。 

 

満野順一郎氏（社団法人日本ホテル協会 事務局長） 

・ 評価基準等の標準化については、観光系大学に限らず様々な大学からインター

ンシップを受け入れているため、観光系大学に関してのみ評価を厳格化するわ

けにはいかず、全体的に統一化を図っていく。 

・ ホテルのグレードの差や地域によってホテル間に格差が存在する状況で、各ホ

テルが公平にインターンシップを受け入れられるかどうか。ややもすると一部
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の大規模ホテルに受け入れが集中する虞もあり、将来的に業界に人手がなくな

った時に、不公平感が大きくなると思われる。どのグレードのホテルにしろ、

学生がきちんと取り組んでもらえるようなインターンシップを希望する。現場

のスキルは１ヶ月もすれば覚えるので、業界が求めるのは経営感覚等バランス

のとれた学生である。 

 

神谷俊広（観光庁 次長） 

・ 受け入れ希望の企業は、東京と大阪に集中していたのか？福岡、名古屋、札幌

に募集はかけなかったのか？ 

 

満野順一郎氏（社団法人日本ホテル協会 事務局長） 

・ 今回は、要望のあった大学のエリアに絞って、受け入れ企業の募集をかけた。

募集先は、札幌が４ホテル、千葉が２ホテル、都内が 17 ホテル程度。その他

に横浜、京都、大阪、神戸、那覇等。 

 

○閉会【17:40～17:45】 

水嶋智（観光庁 観光地域振興部 観光資源課長） 

・ 今回のモデル事業の大きなポイントは、業界団体に企業と大学をつなぐ機能を

担っていただいたことである。大学が、教員の個人的な人脈を活用する等して

個別に受け入れ先を探すことは大変なことであるし、企業側も個別的にまとま

りのない申し込みが殺到されても対応に困ってしまう。また地理的な壁も越え

られない。そのような問題点を、いわば便利な「乗り合いバス方式」を考案し、

バスの道を太くしていこうとの発想から考えられたのが今回のモデル事業で

あった。全員が乗り合いバスに乗らなければならないということではないが、

お互いプラスになることがあれば、協力して乗り合いバスを出しましょうとい

うことで、業界団体においてはその趣旨にご賛同いただき、間を取り持ってい

ただいたことに感謝している。 

・ 乗り合いバスの道を太くするという意味では、業種の拡大を検討したいという

TIJ の柵木様からの話は、大学側からするとありがたいことではないか。 

・ 「最終的には個別対応しないと企業としては採用できない」とか「観光系大学

からの採用にこだわりたくない」という話もあったが、そのような議論を克服

するためのワーキンググループなので、引き続きこれまでの方針に沿ってご協

力いただきたい。 

・ ２月の第５回ワーキンググループや３月の全体会議の場で次期モデル事業の

検討を行うとお話したが、本日モデル事業の実施スケジュールについて皆様か

ら多くの問題点のご指摘をいただいたので、早めにスケジュールを設定したい。
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事務的に検討する。 

・ インターンシップ実施期間の長期化について。コーネル大学は 800 時間、セン

トラルフロリダ大学は 1000 時間のインターンシップを学生に課している。そ

ういった大学が意識している業界は、ホスピタリティ産業であるが、日本で言

うところの観光関連産業とは微妙に定義が異なっており、米国で言うところで

はホテル、レストラン、エンターテインメント産業がメインで、旅行エージェ

ントやオペレーターは必ずしもそのグループではメジャーな存在ではないか

もしれない。その意味で日本とアメリカを単純に比較することはできないが、

産学連携によって大学の専門教育を受けた人間が実業の世界に入っていく太

い道になっている。それがアメリカの産業の国際競争力の強さや付加価値を生

み出す力になっているというところに、我々の問題意識がある。 

・ よって、必ずしもアメリカ型を目指すことではなく、日本型で十分ではあると

は思うが、産学官連携の様々な取り組みによりインターンシップのチャンネル

を太くすることが、産業の付加価値をつける力、あるいは魅力あるリクルート

につながっていくのではないかと考えている。 

・ その大きな目的のために、産学官それぞれの立場から、一歩ずつ歩み寄って引

き続き本ワーキンググループでの議論やモデル事業にお付き合いいただきた

い。 

 


