長期インターンシップ調査事業の概要
就職後のミスマッチ解消のための長期インターンシップ（※）について調査し、参加学生・大学・受入企業においてどのよ
うな効果や課題が認められているのかを分析するとともに、ベストプラクティスを収集する。※期間が1ヶ月以上のもの

① ヒヤリング

参加学生

大学
●熊本学園大学
●東洋大学
●明海大学

各大学5～10名程度×3大学

受入企業
●宿泊施設
●旅行代理店 等

調査対象とした大学・学生・受入企業において40回以上のヒヤリングを実施。プログラム内容・実施目的・効果・課題
について聴取した。

② インターネットアンケート
観光系学部・学科の卒業生を対象に、観光産業にお
ける人材育成上の課題について聴取した。
※設問 （抜粋）
大学入学時点で興味のあった業界・職種
インターンシップ参加の有無、新卒での就職先
新卒入社企業の決め手・入社理由
転職の意向有無 等

③ 意見交換会
メンバー：
大学、受入企業、観光庁 各担当者

第1回: 各大学の取組紹介
第2回: 調査結果を踏まえ今後の方向性に関する議論
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長期インターンシップの実施により期待される効果
1日～1週間程度のインターンシップと比べて、長期インターンシップは観光産業における実務人材の育成上の
課題解決に貢献できる可能性がある
長期インターンシップが持つ可能性と、留意点・必要と考えられるアクション
在学中
入学前

学生
人材育成
上の課題

長期インターン
シップが
持つ可能性

参加前

• ポテンシャルのある学
• インターンシップ不参
生の観光専攻不志望
加

対学生 ：当初は観光
業に興味のない学生が
観光業に興味を持つ
きっかけを与える

対大学 ：将来のキャリ

ア選択への効果を示す
ことで、学部・学科の魅
力を高め、優秀な学生
を確保し得る

インターン期間
初期

中期

後期

• 観光産業への理解進まず、あるいはネガ
ティブな印象増幅
対企業 ：業務を任せられる期間が長いた
め、企業が真剣に教育・育成を行うインセ
ンティブが働く

対大学 ：成績をイン
ターン参加の要件とした
り、インターンを経験した
学生が講義に参加した
りすることで、講義の活
性化につながる

対学生 ：観光系学部の学生が就職先に
求める「社会的意義」や「自分の存在意
義」を実感させ、観光産業への就職を促
すことができる
対学生 ：一見不利に見える待遇や労働
環境の条件が、やりがいと比べて問題に
なるレベルかどうかを学生が確認できる
対学生 ：実践で体感することにより講義
内容を深く理解できることに加え、現場社
員との交流により、在学中に自分がなすべ
き事について気付きを得る

①研修内容の見える化、及び関係者間の共有

留意点・必要
と考えられる
アクション

参加後
• 観光産業就職を
敬遠
対企業 ：自企業の
理解促進とアピール
を時間をかけて出来
るため、企業にとって
効率の良い採用
ルートとなり得る
対企業 ：大学やイ
ンターン生との交流
から、企業が他社の
好事例などを学び、
自社の業務環境改
善の示唆を得られる

就職後
• 観光産業就職後の
離職

対企業 ：学生が業
務環境をよく理解して
就職判断するため、
早期離職が抑制でき
る

②大学と企業間
でのフィードバックや
好事例共有

③学生に伝えるべき“企業・産業の魅力”の再整理、明示
④学生と企業の丁寧なマッチングプロセス構築
⑤学生の準備期間の確保(マインドセット含む)

⑥研修期間中のリスク・トラブル
管理体制の確保
⑦学生生活の多様性の確保・維持

出所：大学の観光系学部学科、及び学生・卒業生・受入企業へのヒアリングとアンケート結果による（サンプリング調査）
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長期インターンシップの事例紹介：①熊本学園大学
実施している
インターンシップの
特徴

• 3ヶ月間のインターンシップを年2回（前期・後期）実施（選択制）
• 地元の宿泊施設、エアライン等の民間企業に加え、県庁や観光連盟等の官公庁にも派遣している

大学の工夫と効果

企業の工夫と効果

学生の感想

• 研修内容をイメージ出来るよう、インター
ンシップ経験者である先輩学生との情報
交換の場を設けている

• 教育プログラムであることを十分に認識し
た上で、業務の目的を伝えながら指導し
たり、学生の習熟度や意欲に応じて担当
領域の幅を広げることで、学生が意義を
感じられるよう配慮。インターンシップ経験
者からの内定者も出ている

• もともと観光産業にあまり興味は無かった
が、インターンシップが2ヶ月ほど経過した
頃に、将来の就職先として考え始めるよ
うになった

• インターンシップ期間中、週に1度登校し、
ゼミ教員に対して、日次で記録している研
修記録の提出と、インターンシップ先で
の状況報告を実施している
• 企業側に対し、事前に研修計画の提出
を依頼（来年度以降）

• 社員からの指導が非常にポジティブであり、
次々に任される業務も増え、非常にやり
がいを感じる濃密な時間を過ごすことが
できた

• 大学と企業の懇談会や、学生のレポート
集を企業に送付することにより、他社事例
を参考にできるようしている

インターンシップ経験者である先輩学生との情報交換
出所：本事業インタビュー調査（大学・企業・学生/卒業生）

研修風景（宿泊施設）

インターンシップ研修記録
（学生・企業担当者が記入）
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長期インターンシップの事例紹介：②東洋大学
実施している
インターンシップの
特徴

• 2017年度新設の「国際観光学部観光プロフェショナルコース」において、3年間（週3-4回、半日）のイン
ターンシップを実施している（事実上の必修）
• 宿泊施設や旅行会社、業界関連団体等、約10の事業所に各1～2名の学生を派遣している

大学の工夫と効果

企業の工夫と効果

学生の感想

• 受入企業の選定にあたっては、教員の人
脈を活用し、信頼のおける企業を選定し
ている

• 3年間かけてローテーションを行い、それぞ
れの部署で経験する業務の意義を明確
に設定し、指導日誌を学生に配布するこ
とで、学生に学びがあるよう工夫している

• 観光産業に元々興味はなかったが、3年
間のインターンシップという珍しさに惹かれ
て入学した。実際にインターンシップを経
験するうち、興味が湧いてきた

• インターンシップと通常講義を両立できるよ
うにカリキュラムを構成している

• 企業側にとっても、学生を受け入れること
によって、日々の業務の効率化や社員の
人材育成力向上といったメリットがみられ
る

• 大学の講義内容をインターンシップ先で
より実践的に理解することが出来ている

※ 観光プロフェッショナルコースでのインターン
シップは2017年度から開始した取組であ
るため、効果に関しては今後の議論となる

• 長期インターンシップを経験した学生を、
新卒の学生とは異なるプロセスで採用しよ
うと考える企業もある

• 週に1度、学生同士がインターンシップ先
での状況を共有できる場を設定している

高校生向けのイベントで紹介
出所：本事業インタビュー調査（大学・企業・学生/卒業生）

学会でインターンシップの進捗を報告

• 当初は学生生活との両立が大変であった
が、同じ境遇の仲間と励まし合い、乗り
越えることができた

ホテルでの面接試験
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長期インターンシップの事例紹介：③明海大学
実施している
インターンシップの
特徴

• 40日程度のインターンシップと5ヶ月程度のインターンシップの2種類を実施している（選択制）
• 国内の宿泊施設・交通施設等のほか、海外の宿泊施設や旅行会社等の支店に派遣している

大学の工夫と効果

企業の工夫と効果

学生の感想

• 事前研修を行い、学生に対してインターン
シップのマインドセットや生活上の注意、
企業研究等を行っている

• 5ヶ月間のインターンシップ期間中、料飲・
宿泊の2部門で研修を行っており、学生
がホテル全体の業務を俯瞰的に経験する
ことが出来ている

• 宿泊業にも様々なタイプがあることが理解
出来、自分の適性を見極めることができ
た

• 40日程度と5ヶ月程度の2種類のイン
ターンシップを用意し、学生が選択出来る
ようにしている
• 遠隔地での研修も実施しているため、学
生に対して定期的な連絡を義務付けたり、
インターンシップ担当教員と常に連絡が取
り合える体制を構築したりしている

研修風景（沖縄県・宿泊施設）
出所：本事業インタビュー調査（大学・企業・学生/卒業生）

• 遠隔地であってもトラブルなく円滑なイン
ターンシップを可能にするため、学生に対し
て勤務面だけでなく、生活面でもサポー
トにしている

研修風景（東京都・宿泊施設）

• 現場の社員と話す中で、大学で勉強す
べきことがより明確になった
• 5ヶ月間のインターンシップは、自分には
ハードルが高かったため、40日間のイン
ターンシップが選択できたことは良かった

研修風景（海外・旅行会社）
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長期インターンシップの留意点・有効と考えられるアクション
長期インターンシップには特有のリスクも想定されるため、実施にあたっては以下の点に留意して進めていく必要がある。

リスク

留意点・有効と考えられるアクション 【実施主体： ◎：主、○：副】
①研修内容の見える化、及び関係者間の共有 【大学◎、企業◎】

長期インターン生が
単純労働のみに従事する
「人手」とされてしまう
可能性

企業・産業の「負の側面」
を経験しマイナスイメージ
を持ってしまう可能性

• 研修内容を “研修計画”として明文化し、大学と企業間で予め共有するサイクルを構築するほか、企業内でも人
事関係者と現場担当者で共有し、企業内での不整合などを回避する

②大学と企業間でのフィードバックや好事例共有 【大学◎、企業〇】
• 実施されたインターンシップについて、大学・学生と企業からそれぞれお互いにフィードバックし合う仕組みを構築する
ほか、受入企業間でも取組み事例を共有できる交流会等の開催により、企業側に建設的な気付きを与え、産業
全体としての水準向上を図る

③学生に伝えるべき企業・産業の魅力の再整理、明示 【企業◎】
• 下記メッセージを企業側・産業側の関係者間で共有し、学生に繰り返し伝えていく
 “企業・産業の魅力”（社会的意義、働いて感じられる存在意義）は何か
 企業・産業が抱える課題を、どのように認識し改善しようとしているのか

④学生と企業の丁寧なマッチングプロセス構築 【大学◎、企業〇】
• 期間が長い分、ミスマッチのダメージも大きくなるため、大学の教員などが一定の時間を使い丁寧にマッチングするプロ
セスを設定する。

様々なトラブルの
発生率・深刻度が上がる
可能性

⑤学生のマインドセット含めた準備期間の確保 【大学◎、企業〇】
• インターンシップ開始前に、ある程度の社会人研修や、生活環境を含めた留意点の理解、当該企業に関する理解
深化を目的とした事前研修を実施する

⑥研修期間中のリスク・トラブル管理体制の確保 【大学◎、企業◎】
• 長期インターンシップ生の日常的なフォローとトラブル時の対応について、大学側と企業側で明示的な役割分担を
行う

学生生活における様々な
活動とのトレードオフの
可能性

⑦学生生活の多様性の確保・維持 【大学◎、企業〇】
• 長期インターンシップの対象学年や期間等に柔軟性を持たせることなどにより、講義聴講、部活動、アルバイト、就
職活動、留学、大学や地域のイベント参加などへの制約の最小化に努める

6

