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【要旨】

就職活動前に職場で就業体験をするインターンシップが，学生の就職意識の向上やミスマッチ

就職の回避策として注目されている。特にこの５年間は認知が広がっただけでなく，導入企業や

学校の数も右肩上がりで伸びている。企業や大学の活用状況や学生の参加状況などインターン

シップの現状を紹介すると共に，数の拡大にとらわれ過ぎかちな大学の推進策に警鐘を鳴らし，

採用選考との関係を考察する。

【キーワード】

インターンシップ，対象と目的の明確化，採用選考との関係の検討

� 本論の目的

ここ数年来，新卒採用の需要は低迷してい

る。加えてせっかく就職したにもかかわら

ず，３年以内に初職を離退職してしまう新卒入

社者も高い割合で推移している。そこで，イン

ターンシップが注目されている。就職活動を前

にした学生に就業体験の機会を与えることで就

職に前向きな姿勢や意欲を持たせ，少しでも多

くの就職を実現していくことと，ミスマッチを

なくし，早期離退職者を抑制することがねらい

だ。

平成９年以降，徐々に浸透してきたインター

ンシップだが，果たして効果のあるプログラム

が運営されているのか。定着が望めるプログラ

ムに向けた留意点及び最近話題になっている採

用選考との関係を考察し，今後インターンシッ

プを推進していくための考え方を模索する。

� インターンシップ導入から普及へ

１ インターンシップへの期待と導入

労働省，文部省，通産省（各省とも当時）や

財界による導入推進が始まった平成９年以降，

インターンシップは，社会的に認知されると共

に導入そして普及へとの歩みをたどっている。

なぜ，インターンシップが必要視されるよう

になったのか。その背景には新卒採用におい

て，企業ニーズにマッチする人材の確保及び育
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成が，重要視され始めたことが挙げられる。ま

ずは，雇用需要の低下に伴い，新卒の就職環境

は年々悪化しているが，就職率の減少に何とか

歯止めをかける方法が必要だ。景気低迷の中

で，企業は新卒に対しても，数の確保から質重

視の少数精鋭の採用へと転換を始めた。その中

で即戦力に近い人材やキャリアビジョンがある

程度明確な人材が新卒でも求められてきてい

る。学生にとっては，入社のハードルが上昇し

ているというわけだ。これをクリアするために

は，早期から学生の就職意識を高め，企業ニー

ズにマッチする考え方やポテンシャルを育てる

ことが必要で，その機会としてインターンシッ

プに期待が集まっているのである。

企業ニーズにマッチする人材の育成は，単に

就職できる人材を育てることにとどまらない。

就職環境が厳しいにもかかわらず，高位で推移

する早期離退職者を抑制，減少させるというね

らいもある。現状では，新卒入社後３年以内に

職場を去る大学新卒入社者は，平成７年３月卒

入社者以来，３割を超え続けている。平成１３年

３月末日時点の調査では，平成１０年３月卒業で

就職した四大卒男子の２６．５％，同女子の４３．０％

がすでに離退職している（１）。入社前にいだいて

いた職場や仕事に対するイメージと実際のそれ

らとのギャップが，彼らを離退職へと導いてい

るという指摘もあり，インターンシップを実施

することで，状況を改善できないかという期待

もある。

企業ニーズに見合う人材を育てることで，就

職環境の改善と早期離退職の防止を図る。それ

をインターンシップで実現できないかというの

が，このプログラムが注目された背景にある。

社会に送り出す学生の人材としての質を高め

たいというニーズは，十数年来，就職対策に悩

む大学，短大などの間でも非常に高く，早い時

期からインターンシップに関心を持つ就職指導

担当者もいた。しかし，実際にインターンシッ

プの導入に踏み切る学校は，平成９年以前はほ

とんど見られなかった。ところが平成９年，政

府の推進事業がスタートすると共に，就職協定

が廃止されたことを契機に，導入を開始あるい

は本格的に検討する企業や大学が出現したので

ある。従来，インターンシップの導入の足かせ

になっていたのは，早期に企業と学生が接触す

ることは，青田買いにつながるのではないか，

あるいはそのように目されるのではないかと

いった懸念である。しかし，協定が廃止された

ことにより，早期接触に対してひとつの寛容さ

が生まれた。しかも，政府及び日経連を中心と

した財界が「インターンシップ推進の必要性」

を声高に論じ，対策に取り組むようになった。

こうした状況が導入に踏み切りやすくしたと考

えられる。

同年以降は，インターンシップは急速に普及

する。新卒の就職環境は，改善の兆しがないど

ころか，厳しくなる一方である。方や１８才人口

の減少で学生の確保が深刻な問題となりつつあ

る大学では，「大学の評価基準」として注目が

集まる「卒業後の就職率」を何とか上昇させ，

評価を上げることが重要な検討課題となってき

た。そこで，インターンシップの活用による企

業ニーズに応えられる人材の育成に積極的に取

り組む学校が，増え始めたのである。

同時に，行政の推進策が進み，「インターン

シップ」に対する企業認知も徐々に高まった。

目的や意義が理解されると共に，受け入れを開

始，検討する企業も増えてきたことが，普及を

後押しすることになったと推測される。

ここで平成９年以降，インターンシップがど

の程度増加してきたかについて，振り返ってお

きたい。図１は，国内のすべての国公私立の大

学を対象とした，単位認定を行う授業科目とし

てのインターンシップの実施状況の推移を表し

ている（２）。この結果によれば，実施校数は３年

間で約２．３倍，５年後にあたる平成１４年度（実

３８ 国立オリンピック記念青少年総合センター研究紀要，第３号，２００３年
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施予定）には，約３倍となりしかも過半数とな

る見込みだ。実施学部数も平成１１年度の２８８学

部から平成１３年度は４７８学部へと急速に増加し

ているのに比例し，参加学生数も１９，６５０人（平

成１１年度）から２５，９７２人（平成１３年度）とこち

らも大幅に増えている。導入当初は，工場見学

や企業見学といった企業実習の制度がある程度

定着していた理工系学部で，既存制度からイン

ターンシップへの移行という形で導入が進んで

いる面もあった。しかし，学部の拡大が急速に

進んでいる状況をみると，対象学部が理工系に

留まらず拡大していることが予想できる。

２ インターンシップの種類と現状

さて，大学のカリキュラムとしてのインター

ンシップの動向について述べたが，インターン

シップはいくつかに分類できる。実施内容や期

間などをもとに分類する方法などいくつかの分

類法があるが，本論では参加学生の応募をもと

に分類する方法を用いたい。

インターンシップに参加する学生を決定する

方法には次の３つがある。１）プログラムを計

画した企業が，募集告知，選考を行い，実施す

る方法（企業主導型），２）仲介機関が学生を

選び，企業に斡旋したり，学生にプログラムを

提供していく方法（仲介機関型），３）大学が

マッチングを行ったり，企業に働きかけて受け

入れを要請する方法（大学主導型）である。

各々がどんな状況で用いられているかを考察

すると，１）については，企業がインターン

シップ実施の価値を認識し，積極的に取り組ん

でいる場合に用いられ，３）は，大学が単位認

定のカリキュラムに組み入れていたり，学生の

就職意識の底上げをねらって受け入れ企業を開

拓していく場合によく用いられ，２）はいわば

その混在で，企業がプログラムを作成し，仲介

機関にふさわしい学生の斡旋を頼む場合もある

し，学校からの要請を受けるなどにより，仲介

機関がインターンシップの受け入れを企業に働

きかける場合もある。仲介機関には，大学コン

ソーシアムや厚生労働省の学生職業総合支援セ

ンター，あるいは地元の商工会議所，民間の紹

図１ インターンシップ実施校・実施率の推移
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介事業所などのほか，学生のインターカレッジ

の団体などがある。これらは，仲介のみにとど

まらず，実施内容の計画策定や運営についての

コンサルティングやアドバイスを実施すること

もある。

では，現状ではどの方法でインターンシップ

が実施されているのか。これを企業を対象とし

た調査結果からみていきたい。

�雇用情報センターでは，これまでの新規学

卒中心，定期採用中心の雇用慣行が通年採用へ

と変化していく中で，新卒採用をとりまく採用

がどのように変化しているのかといった実態を

把握するために「通年採用に関する調査」を平

成１３年１１月末に実施している。本調査では企業

のインターンシップ実施状況について調べてい

るが，これによればインターンシップを実施し

ている企業は３６．５％となる。実施企業を応募・

実施のプロセス別にみると，「企業が独自に募

集・実施」しているのは１０．４％で，１２．６％が「公

的機関など仲介機関を通じた受け入れ」

を，７４．８％が「大学のカリキュラムの受け入れ

先として対応」している（３）。すなわち，現状で

は３）の大学主導型のインターンシップが圧倒

的に多く，逆に企業が主体的に募集から実施ま

で手がけるケースは非常に少ない状況となって

いる。

� インターンシップの現状における問

題点

１ 受け入れに逡巡する企業サイド

上述したように，インターンシップを実施し

ている大学や学部は増えているが，企業側が主

体的に取り組み，応募・実施を担っているケー

スは少ないし，こういった方法は比較的余裕の

ある大手企業に集中している。その理由を探る

と，企業が実際にインターンシップを導入する

となると，負担が大きいわりには，期待できる

効果が見えにくいことが，実施の妨げとなって

いることがわかる。インターンシップの普及拡

大を前に，�雇用情報センターが労働省の委託

を受け実施した，平成９年の「インターンシッ

プ導入に関する調査」では，インターンシップ

の導入に関心がない企業の４３．８％が「特にメ

リットを感じない」ことを，１８．８％が「具体的

なイメージがわかない」ことを，１７．５％が「導

入する必要がないから」を，無関心の理由とし

ている（図２ インターンシップの導入に関心

がない理由（４））。特に，人員削減が進む最近の

各職場では，学生の指導に時間を割ける社員が

少ないことが問題になっている。人材教育専門

誌「企業と人材」がインターンシップの現状を

把握するために購読会員企業を対象に実施した

調査では，インターンシップ実施企業の６７．６％

が「学生の指導に時間を割くことのできる社員

が少ない」ことを問題点に挙げており（５），今後

各職場で人員削減がさらに進めば，インターン

シップの指導にあたる社員を確保することが，

ますます難しくなることが予測できる。

インターンシップを経験した学生が，就職を

前に気づきや発見，知識や経験の吸収を経て，

企業ニーズに合った人材に育つとしても，その

学生が実習した企業に入社する保証はない。ま

図２ インターンシップの導入に関心がない

理由 Ｎ＝８０社（関心がない企業）

４０ 国立オリンピック記念青少年総合センター研究紀要，第３号，２００３年



た，多くの学生を受け入れることで，新卒全体

の底上げを図るといっても，どの程度良質の学

生が育つのかは見えない。さらに，職場内に学

生を受け入れることで，新たな視点の獲得や職

場の活性化につながるともいわれているが，企

業にとってどれだけのメリットになるのか，さ

まざまな負担に見合うのかもわからない。こう

した状況の中では，主体的に導入に取り組む企

業の大幅な増加は望めないと，考えられる。

２ 大学と参加する学生の意識

一方で，先に述べたように，大学のインター

ンシップに対する期待は高い。仕事柄，各大学

の就職指導担当部署を訪問する機会が多いが，

この６，７年，インターンシップが必ずといっ

ていいほど，話題になる。

そして前述したように，多くのインターン

シッププログラムは学校主導で運営されてい

る。しかし，大勢の学生の就職意識を喚起する

きっかけになり得ていないのが現状だ。それは

なぜなのか。実は，インターンシップに主体的

になれないのは，企業だけではない。もう一方

の当事者である学生自体の参加意欲や関心に，

大きなばらつきがある。

学生の意識の問題は，インターンシップに

限ったことではない。就職に対する意識や関心

の二極化が，最近では企業及び学内から大きな

問題として指摘されている。すなわち，早い時

期から就職に対して興味や関心を持ち，自分な

りの計画や戦略を立てて行動できる学生と，就

職への興味や関心をうまく育めないまま，就職

活動時期やひいては卒業を迎えてしまう学生と

の二分化が進んでいるという指摘だ。

ここで，就職情報会社�ディジットブレーン

が，新卒採用企業及び，大学の就職担当部署を

対象に実施した新卒予定者の意識に関する調査

結果を引用したい。

それによれば，新卒採用企業を対象とした調

査では，３０．６％が応募してきた学生を期待はず

れと評価しており（参考 期待通りの採用がで

きている２５．４％，期待以上の採用ができている

３．２％，現状では評価できない３３．６％），その

うち５８．０％が「就職意欲の低いあるいは見えな

い学生が増えた」と指摘している（６）。

一方，図３に示したように，大学就職担当部

署を対象にした調査では，四年制大学３２０キャ

ンパスのうち，５７．９％が「学生の就職意識や基

礎学力などの二極化が進んでいる」，４２．７％が

「就職意識の低い学生が増えている」と感じて

いる（７）との指摘もある。

インターンシップの参加状況や意欲について

も，どうやらばらつきがあるようだ。�ディ

ジットブレーンは，毎年，就職活動のピークを

終えた頃に，同社が運営する就職情報サイト，

メガジョブの登録会員を対象に学生の就職意識

を調査しているが，２００１年には，インターン

シップに対する学生の意識について質問を設け

ているので，その結果を紹介したい。認識につ

いては，文系学生の７７．７％，理系の６７．４％が

「知っている」と回答している。そして「応募

や参加を考えたことがある」学生の割合は文系

で４９．０％，理系で４０．１％，実際に応募した学生

は文系で５．４％，理系で３．３％となっている（８）。

この数値をどう読みとるのか。インターネッ

トにアンケート用のサイトを開いて回答させる

調査では，一般の対象よりも意識の高い者から

の回答が集まりやすいといわれている。本調査

も，就職活動時期に情報サイトにアクセスし，

アンケートに回答した学生たちであることか

ら，就職には前向きで情報収集にも熱心な人た

ちが多いことが推測される。となると，学生全

体の認識や関心はもっと低く，実際には，６割

以上の学生はインターンシップに応募・参加に

興味を持たないと推測できると思われる。

加えて，「応募や参加を考え」ながらも実際

に「応募」した学生の数は十分の一程度である。
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日程や募集条件などで本人の希望と合致しない

ケースが含まれるとしても，インターンシップ

に参加することに主体的に取り組む学生が，意

外に少ないと考えられる。

すなわち，大学が積極的にインターンシップ

の拡大を図りたいと望んでも，果たしてそれを

歓迎する学生はどのくらいいるのかについては

不明確なのである。そこで拡大を図るために

は，機会を増やすことが先なのか，それともほ

かにすべきことがあるのかについてここで考え

たい。大学が低迷する就職率のテコ入れ策とし

て，インターンシップを計画・実施しても，興

味をひかれる学生とひかれない学生はすでに二

極化しているのであれば，まずはその溝を埋め

る何らかの手段を講じることが重要だ。それが

学生全体の就職意識を高めることになると同時

に，キャンパス全体のインターンシップへの興

味を育む鍵となるだろう。

� 効果的なインターンシッププログラ

ムを模索するために

大学や行政は推進に積極的であるが，企業や

学生の意識には，その動きと齟齬がないのか。

インターンシップを効果あるものとし，本当に

根付かせるためには，何が必要なのかについて

本章で取り上げたい。

１ 大学はまず経験を生かせる学生の育成を

大学はインターンシップにどのように取り組

んでいるのか。就職・採用アナリストとして，

私自身，多くの大学，短大等の就職支援や調査

に携わる上で，「インターンシップの参加学生

数をとにかく増やしたい」という就職指導担当

者の声をよく聞く。就業体験をきっかけに仕事

図３ 大学の就職指導担当者がみた２００１年の就職活動の傾向 （複数回答）
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や職場に対する興味や関心を開き，ぜひ就職を

実現させて欲しいというわけだ。しかし，機会

を増やしたからといって多くの学生の意識を喚

起できているとは言い難い現状がある。前述の

二極化の問題だ。現場からは「いくらインター

ンシッププログラムを推進しようと努力して

も，意識の高い学生ばかりが集まり，肝心の底

辺の学生は振り向かない。単位化ひいては必須

化するなど，全員に体験させる方法を検討して

いる」という悩みも聞かれている。こうした問

題が生じるのは，大学・短大がインターンシッ

プをうまく位置づけられていないからではない

かと考える。まず，就職支援の主目的は何か。

学生全体の底上げなのか，それとも就職につい

て意識し，関心もある学生のニーズに応えるこ

となのか。そして，インターンシップは誰を対

象に，何を目的に実施するのか。その点がかな

り曖昧になっている。

先に挙げたデータからもわかるように，関心

を持たない学生も多く，大学側が機会を用意

し，提供するだけであれば，意識の低い学生を

インターンシップに呼び込むことは難しい。ま

た，ターゲットが決まらなければ目的が定まら

ないために，プログラム内容自体についても，

不明確なものになってしまう。

先に述べたように，インターンシップが上位

層の学生にさらに磨きをかける効果しかないこ

とが不満であれば，意識の低い学生を無理矢理

インターンシップに引きずり込むという考えに

行き着きがちだ。いわゆるプログラムの必須科

目カリキュラム化である。しかし，インターン

シップに参加したからといって，誰もが意識を

啓発でき，その後の就職に役立てられるわけで

はない。企業などの受け入れ機関に，意欲や関

心の低い学生を育成することを一方的に期待

し，送り込むだけなのであれば，受け入れ側，

学生側双方共にストレスがかかり，かえってイ

ンターンシップの受け入れに消極的な企業を増

やす結果になりかねない。

もし，インターンシップの主目的が，就職へ

の関心の低い学生の意識を啓発し，学生全体の

レベルアップを図ることにあるのなら，実習先

に送り込む前に送り出し側として，大学が取り

組むべきことはほかにある。いいかえれば，就

職への関心の低い学生の意識を起こし，就職に

対して主体的な気持ちが生まれたところで，イ

ンターンシップに向き合わせなければ，「経験

を生かす力」は生まれない。極端な場合，興味

や関心のないインターンシップに押し込まれた

ために，ますます就職への興味をなくすという

ケースも出てくる可能性がある。

インターンシップの参加学生を増やすことに

ばかり血道を上げるのではなく，まず，学生全

体の意識別の構成や状況を把握することが大切

だと考える。その上で，「インターンシップを

生かせる学生」の要件を分析し，必要な学生に

は機会を提供し，そうではない学生は，生かせ

るレベルまで育て上げることが，重要だ。一部

では，インターンシップ参加率の高さで「就職

支援の手厚さ」を測るといった誤解も生まれて

いると聞く。右肩上がりの実施率が続く中でこ

そ，目的と対象，そして参加学生の満足度に目

を向けたプログラム作りを強く意識し，量より

質のインターンシップを考えていくべきではな

いだろうか。

このように就職支援に明確な目的と戦略を持

つことで，インターンシップをどう活用するか

の輪郭がはっきりみえてくる。そうなれば，今

までの多くの大学で起きている「プログラムや

実施要領は企業任せ」というスタイルから，「学

生のニーズに合ったプログラム内容の提言」と

いうスタイルへの移行も起きてくるだろう。た

とえば，現状では，インターンシップは「人材

としての自己評価」を得る良い機会であるにも

かかわらず，参加学生に対してフィードバック

を行っている企業は，先に挙げた「企業と人材」

斎藤：効果的なインターンシッププログラムの構築に向けて ４３



採用とは関係はなく�
採用実績もない�

31.1％�

採用とは関連づけて�
いないが，結果的に�
採用につながること�
もある　58.5％�

採用と関連づけて�
おり，実績もある�

3.0％�

その他�
2.2％�

無回答�
5.2％�

の調査によればインターンシップ実施企業の

５３．７％と約半数しかない（９）。

私自身，インターンシップ受け入れにあたっ

て，企業の現場から相談を受けることがよくあ

るが，その中には，参加学生と企業が共通して

認識できるインターンシップの目的や目標が曖

昧なために，評価のしようがなく，フィード

バックできないというケースもある。参加学生

と受け入れ側の双方が主体的に取り組むプログ

ラムを作りあげていくために，大学側が目的や

目標を提示し，必要な経験内容や動機づけにつ

いて意見を積極的に示していくことが必要だと

感じる。

しかし，現状をみている限り，就職支援はひ

とつの専門職としての要素を強く持ちながら，

学内のジョブローティーションで人材の流出入

が大きく，なかなか中長期的な戦略や目的を持

ちにくい状況もある。また，人員削減が進む大

学も増えており，なかなか改革など大きな作業

に着手しにくい。そこで，行政などがイニシア

チブをとって，現在の学生の意識や，就職に対

する関心や意識啓発を行う上でのモデルや情報

を積極的に提示していくことも必要なのではな

いだろうか。

２ インターンシップと採用の関係

企業は，インターンシップを実施することで

どんなメリットがあるのか。これがはっきりし

ないと，導入はなかなか広がらない。現状で

は，企業の業務内容や特定の職種の職務内容の

理解の推進と学生の就職意識の向上を効果とし

て挙げている企業が多いが，不況下で各社員の

仕事量が増えている職場を中心に，小さからぬ

負担を伴うインターンシップに直接的なメリッ

トを期待する企業も増えているようだ。すなわ

ち，「インターンシップを人材獲得に生かせな

いか」といった考えである。先に挙げた「通年

採用に関する調査」（�雇用情報センター）に

よれば，インターンシップが何らかの形で採用

に関連していると回答した企業は，６割に上っ

た（図４（１０））。

３年次の夏休みや春休みを中心に実施される

インターンシップが，採用選考を大前提として

いるなら，これは青田買いに結びつき，就職活

動機会の公平や活動の自由を損なうことも考え

られる。しかし，インターンシップの時期とは

別でかつ他の学生と同じ時期に採用選考が行わ

れ，その時に体験の成果が加味されることは，

学生，企業の双方にメリットがあり，このプロ

グラムを活性化する力になりはしないかと考え

る。特に，相談や取材の中で多くの学生と接し

て感じるのは，学生が「努力に対して明確なメ

リット」を求める傾向が強まっていることであ

る。「これをすると何のトクになるのか」とい

う図式が曖昧なものには，取り組まない学生が

増えている。現状でも，「インターンシップは

就職に役立つ」といわれながらも，どう役立つ

のかがはっきり見えないことが，彼らの参加意

欲を抑制していることも考えられる。その中

で，「経験が評価され，就職に結びつく可能性

もある」のであれば，それが彼らの意欲喚起に

つながるのではないか。

図４ 大学生を対象としたインターンシップを実

施している企業の採用との関係別割合

Ｎ＝１３５社
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また，インターンシップに参加し，自分にふ

さわしい仕事に出会えたからといって，現状の

ように就職環境が厳しい中では，その仕事に就

ける確率は低い。インターンシップとして受け

入れる職場や職種と実際の新卒採用ニーズに

ギャップが生じれば，新たな問題が生じる。

せっかく開いた興味や動機が実を結ばないので

あれば，彼らの就職活動はより厳しいものと

なってしまう。

こうした事態を避ける意味でも，ある程度就

職とつながりのあるインターンシップを認めて

いくことが，必要なのではないかと思う。

� ま と め

インターンシップを実施する大学は増えてお

り，参加学生数も増加している。しかし，数に

質が伴っているのかという検証がまだまだなさ

れていない。就職率が低下し，１８歳人口の減少

で大学の生き残りが熾烈化する中で，「どこま

で就職支援に手厚い大学か」が，学校選びの指

標になりつつある。インターンシップの内容や

質を十分に吟味せず，機会の多さが注目される

ことは，避けなければいけない。

そのためには，まず学生の就職に対する意識

がどうなっているのかを官学連携してしっかり

と把握し，一番必要な支援策を検討した上で，

インターンシップの目的と対象を明確にし，位

置づけることが大切だ。むしろ，インターン

シップの実施運営を進める前に，学生にとって

よりよい就職支援策とは何かを改めて考え直す

時期に来ていると感じる。就職に必要なものは

何か，人材として求められる資質やポテンシャ

ル，コンピテンスは何かといった，企業ニーズ

にいかに就職支援を合わせていくかといった視

点も無論，必要だ。しかし，それだけによら

ず，就職に対して関心や興味が持てない，主体

的に活動できない学生が，どのくらいいるの

か，なぜそうなのかについては，ほとんど把握

できていないといっても過言ではない。この分

析及び研究に，行政，大学などが，もっと力を

注ぐべきではないか。そこから，改めてイン

ターンシップの意義と位置づけを考えていくこ

とが，必要だと感じる。

雇用・就労環境が厳しくなってきた今，意欲

があり，主体的に自らを高めていける人材に脚

光があたり，誰もがそれをめざすべきだという

「必要論」が社会を席巻している。しかし，日

頃，学生の相談を受けたり，調査にあたる中

で，就労経験の全くない新卒者及びその予備軍

である学生の中には，こうした前向き至上主義

を敬遠あるいは忌避してしまう者が増えてきた

と感じている。「勝ち組になるためには，自分

から動け」と上から声をかけられても，彼らは

ますます引いたり，あるいは隠れてしまうだろ

う。

就職に興味が持てない学生を数多く生んでし

まっているのだとしたら，それは社会の責任で

もある。彼らにとって本当に何が必要なのかを

じっくり分析していくことが，インターンシッ

プに限らない，広範かつ良質な就職支援策の土

台となるのではないか。

本研究では，平成９年来，インターンシップ

が認知され，普及してきたという状況をとらえ

ながら，果たして就職支援策としてどこまで有

効かについて，問題提起を行ってきた。しか

し，現状では「数が増えている」という実態以

外に，参加しなかった学生の意識の分析や参加

した学生の満足度などについて，把握しえてい

ない。また，現在の状況では，インターンシッ

プの参加経験と就職の可否や就職に対する満足

度といった相関も調査していない。それを逆に

「量ではなく，質の吟味はできているのだろう

か」という提言に変えて，本研究の主旨とした

わけだが，上記の調査や研究については，今後

ぜひとも進めるべき課題であると考える。

本論執筆中に，日本にインターンシップを紹

斎藤：効果的なインターンシッププログラムの構築に向けて ４５



介した先駆けとして知られる斎藤敬子氏（世界

コーオプ教育協会理事，米国コーオプ教育協会

理事，全米大学就職協議会（NACE）日本およ

び東南アジア代表，インターンシップ支援セン

ター代表）に話を聞く機会があった。氏によれ

ば，

「米国においては，最近まではインターンシッ

プやコーオプを実施する大学に対して，政府か

ら補助金が支払われていた。補助金の目的は，

コーディネーターの人件費やインターンシップ

のマッチングなどに対する費用をカバーし，こ

うしたプログラムを推進していくことだ。とこ

ろが，先頃この補助金制度が打ちきられたとこ

ろ，全米でインターンシップやコーオプを導入

している大学が１，２００校から７００～８００校まで急

減した。

つまり良質のプログラムを提供できない大学

は，自腹を切ってまで維持していく意味がない

ととりやめてしまった。しかし，一方でイン

ターンシップやコープに参加する学生総数は増

えるという結果になった。つまり，良質のプロ

グラムやマッチングを提供してきた大学は，そ

の価値を評価し，予算をきちんと組んで，より

多くの学生に参加の機会を与えるようになっ

た」

といった状況が生じているという。我が国で

も受け入れ企業に対する助成金制度などがあ

る。こうした支援が質の有無を問わない数の拡

大に結びつけば，上記のような状況を生みかね

ない。年々，増え続けているといわれる，「見

えない学生たち・未就業卒業生」の現状把握と

分析から始め，効果あるインターンシップのあ

り方を見つめたい。
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１１月５日号」，産労総合研究所，２００２，p.１４


 通年採用に関する調査研究会委員（本稿執筆者を

含む），「資料１ 企業アンケート調査結果表」（平成

１３年１１月末時点），「通年採用に関する調査研究報告

書」，�雇用情報センター，２００２，p.１０２

４６ 国立オリンピック記念青少年総合センター研究紀要，第３号，２００３年


