


本事業で構築するキャリア形成⽀支援プログラムは、
各⼤大学がその⽅方針にあわせて“活⽤用できる”ことを前提とした「コアプログラム」と考える。した
がって、各⼤大学が特⾊色として取り組むキャリア形成⽀支援プログラム・就業⽀支援プログラムや初年年
時教育・専⾨門教育は含まないものとする。

プログラム設計における基本⽅方針は、以下のように考える。

 　◆各⼤大学がその⽅方針にあわせて活⽤用しやすい形態となっていること。
 　 　 　 　 　→活⽤用しやすいコマ数
 　 　 　 　 　→レベルを想定した「ねらい」が明確であること
 　 　 　 　 　→活⽤用に際した指針（ガイドライン）があること
ただし、出⼝口”（就職）を視野に⼊入れ、⼀一般的な就業⽀支援プログラム（就職活動⽀支援）との接続
との関係性は明確に整理理することとする。

コア	  
プログラム	

E大学	  
キャリア支援	  
プログラム	  
専門教育など	

D大学	  
キャリア支援	  
プログラム	  
専門教育など	

A大学	
キャリア支援	  
プログラム	  
専門教育など	

B大学	  
キャリア支援	  
プログラム	  

専門教育など	

C大学	  
キャリア支援	  
プログラム	  

専門教育など	

 　うりずんプロジェクト⼤大学キャリア教育
 　プログラム開発の前提となる事項

うりずん
プロジェクト

体系的なプログラムへ

各⼤大学に汎⽤用できるコアプログラムとして

「うりずんプロジェクト⼤大学キャリア教育プログラム」は、事業の特性や沖縄県内の減現状・課題等を
踏まえ、以下のような項⽬目を前提として開発するものとする。

沖縄県の現状や課題を踏まえた教育⽬目標の設定

本事業に関わる各⼤大学において、⼊入学時から卒業時までの体系的なキャリア教育の推進を図るた
め、キャリア系講座(初級・中級・上級)およびインターンシッププログラム(初級・中級・上級)
の計６つのプログラムを開発するものとする。
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●開発するプログラムの体系イメージ

 　プログラム開発のベースとなる教育⽬目標については、平成24〜～25年年度度に沖縄県商⼯工労働部実
施事業において設置された『沖縄県キャリア形成⽀支援プログラム協議会』にてまとまられた
『教育⽬目標』を基に、⼤大学における教育⽬目標(評価指標)・キャリア教育プログラムを開発するも
のとした。同協議会では、沖縄社会の将来展望や県内の若若年年者を取り巻く現状や課題などを検
討協議し、教育⽬目標と３つの重点項⽬目を策定した。
(教育⽬目標・重点項⽬目の詳細については、次ページ掲載)

沖縄２１世紀ビジョン
（沖縄県企画部）

今後の学校におけるキャ
リア教育・就業教育の在

り⽅方について
（中央教育審議会）

沖縄県キャリア教育・職
業教育等推進のための研

究協議会報告
（沖縄県商⼯工労働部）

沖縄県キャリア形成⽀支援プログラム協議会
（H24〜～25年年度度沖縄県商⼯工動労部）

『⾼高校⽣生と⼤大学⽣生のための沖縄型キャリア形成⽀支援プログラム』
  教育⽬目標・重点項⽬目の策定と整理理

●プログラムのベースとなる教育⽬目標の策定過程

沖縄地域インターンシップ推進協議会  プログラム検討協議部会
（H26年年度度⽂文部科学省省事業/沖縄地域インターンシップ協議会）

『うりずんプロジェクト⼤大学キャリア教育プログラム』
体系的な⼤大学キャリア教育プログラムの開発

『うりずんプロジェクト』とは

 　平成26年年8⽉月1⽇日に「沖縄地域インターンシップ推進協議会」が発⾜足しました。  これは、⽂文
部科学省省の⼤大学改⾰革推進等補助⾦金金事業の「産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備
事業【テーマB】インターンシップ等の取組拡⼤大」の募集に対して、琉琉球⼤大学が幹事校となり、
名桜⼤大学・沖縄⼤大学・沖縄キリスト教学院⼤大学・沖縄国際⼤大学の4⼤大学が連携校となって応募
した「うりずんプロジェクト~∼「沖縄型」インターシップの展開~∼」が採択されたことにより、
設置された協議会です。
 　平成26年年〜～27年年度度の2年年間で、インターンシップを積極的に活⽤用するキャリア教育を⾏行行う体
制の整備や、インターンシップ実施の仕組みづくりをします。  各⼤大学・県内の経済団体・⾏行行
政・インターンシップ⽀支援団体等のメンバーの皆さんにご協⼒力力いただき、沖縄の産業と経済を
⽀支える企業でのインターンシップや、沖縄に居ながらにして英語で異異⽂文化体験ができるイン
ターンシップなど、「沖縄型」インターンシップを進めて⾏行行きます。

 　 　 　 　(当協議会HP  http://urizun.lab.u-‐‑‒ryukyu.ac.jp/ 　[うりずんプロジェクト]で検索索)

プログラムの考え⽅方
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⼤大学の課題
学⽣生の課題 到達⽬目標の設定

育成⼿手法の選定

育成⼿手法の選定にあたり、
本事業の基本プログラムを材料料としながら
各⼤大学に必要な⼿手法を判断していく。
評価指標がその判断の基準となる。

 　プログラムに盛り込まれる考え⽅方や⽅方針

うりずん
プロジェクト
プログラムの考え⽅方

①“外へ出る”  ―社会（⼤大学の外）と関わる場の提供

②“⾏行行動する”―実践する場・⾏行行動を起こす場の提供

③“挑戦する”―安全な環境で失敗できる場の提供

安⼼心してトライ＆エラーを繰り返す経験を重ねることで、失敗を恐れず挑戦し続ける姿勢と、
挑戦することそのものへの⾃自信をもつ。

机上の空論論ではなく、失敗してもいいので、⾃自ら「⾏行行動を起こす」経験を重ねることで、⾏行行動
を起こすことへのハードルを下げる。

多様な価値観に触れる機会となり、学⽣生から社会⼈人へのステップを踏んだブリッジになる。

指標を活⽤用した⽬目標設定とふりかえりを繰り返すことで、以下のような状態が期待でき
る。
◆働くこと、社会⼈人のイメージができる（＝社会理理解）
◆等⾝身⼤大の⾃自分を 　ありのままに受け⽌止める
◆経験を積み上げることによる⾃自⼰己有⽤用感を得る（＝⾃自⼰己理理解）

④“未来を描く”―学ぶ意味を考える場の設定〜～

⾃自分の未来・将来の想定し、⽬目標仮説を持つことを習慣化することで、学ぶ意味とふりか
えりの意味を実感する。

プログラムの要件

⼤大学⽣生段階では、⼀一般的に以下のような発達課題があると考えられることから、本プログラム
はこれらの課題に対応できるものとする。

⾃自⼰己アイデンティティの獲得に関する課題

具体的な⾏行行動・状態への現れとして、以下のようなものが指摘されている。
 　 　◆⾃自分に⾃自信が持てない（⾃自⼰己肯定感の獲得に個⼈人差がある段階と⾔言える）
 　 　◆他者（特に同年年代）からの評価を必要以上に気にする。
 　 　◆失敗を恐れるあまり⾏行行動を起こさない（その背景にある間違った⾃自⼰己肯定感）

社会的・職業的⾃自⽴立立への移⾏行行に関する課題

具体的な⾏行行動・状態への現れとして、以下のようなものが指摘されている。
 　 　◆働くことに意義を感じない、働くことは何かを実感として理理解していない。
 　 　◆職業理理解の視野の狭さ

⼤大学⽣生段階の発達課題（仮設）

教育⽬目標と重点項⽬目

プログラムには、以下のような考え⽅方・要件を盛り込み開発する。

⼀一⼈人ひとりが
次の時代を切切り拓拓く

主⼈人公であることを⾃自覚し、
⾃自分と地域社会の

「将来のありたい姿」を
描き、⾏行行動し続ける⼈人材

課題に対応する⼒力力

社会参画・社会貢献する⼒力力

⾃自⽴立立・創造する⼒力力 

変化が激しく将来の予測が困難
な時代にあって、いかに社会が
変化しようと⾃自ら課題を⾒見見つけ、
主体⼿手に判断・⾏行行動し、よりよ
く問題を解決できる⼒力力

⾃自分のやりたい事や⾃自分の望む⼈人
⽣生をイメージでき、⾃自分の意志で
選択、判断、決断し、⾃自⼰己責任の
意識識を持った上で⾏行行動し、⼈人⽣生を
⾃自らの⼒力力で切切り拓拓き続け創造する
⼒力力 

地域社会の価値や課題に向き合
う姿勢を持ち、積極的な社会参
画を通して⾃自⼰己効⼒力力感を⾼高め、
⾃自らの⼒力力で社会の未来を切切り拓拓
き社会貢献し続ける⼒力力 

沖縄県の将来ビジョンや若若年年者の現状と課題などを踏まえた上で、以下の教育⽬目標と３つの重
点項⽬目が策定された(※)。本プログラムは、これらを踏まえ開発するものとする。

●各⼤大学等におけるプログラム開発の在り⽅方

教育⽬目標・重点項⽬目・⼤大学⽣生段階の発達課題を踏まえ、本プログラムは以下の要件を盛り込み
開発するものとする。

(※)
教育⽬目標と重点項⽬目は、沖縄県
『⾼高校⽣生等のためのキャリア形成
⽀支援プログラム事業』において策
定された。(前ページ参照)
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中分類 ５点 ４点 ３点 ２点 １点

①
⾃自
⽴立立
・
創
造

⾃自主・
⾃自律律

□⾔言われていないことでも、
⾃自ら考え⾏行行動し、最後まで
やりきることができる。

□⾔言われていないことも、
⾃自ら考えて⾏行行動しているが、
最後まで⼀一⼈人でやりきるこ
とができない。

□⾔言われたことは完遂でき
るが、⾃自ら考えて⾏行行動でき
てはいない、

□⾔言われたことをやろうと
するが、完遂できない。

□⾔言われたことをやろうと
しない。

□積極的に⾃自ら考え、⾏行行動
することができている。

□⾃自ら考え、⾏行行動すること
ができているが、積極性に
⽋欠ける

□⾃自ら考え、⾏行行動しようと
意識識しているが、周囲の意
⾒見見に流流されやすく、実践で
きていない。

□基本的に他⼈人任せで、⾃自
ら考え⾏行行動しようとはしな
いが、不不平不不満は⾔言わない。

□基本的に他⼈人任せで、⾃自
ら考え⾏行行動しようとせず、
不不平不不満が多い

⾃自⼰己管理理

□⾃自⼰己管理理が⾏行行き届いてお
り、精神的⾁肉体的健康を良良
好に保つことが出来ている。
前向きで元気よく毎⽇日を過
ごすことが出来ている。

□⾃自⼰己管理理ができており、
精神的、⾁肉体的健康を害す
ることがほとんどない。

□ある程度度⾃自⼰己管理理するこ
とができているが、時々体
調を崩したり、感情を乱す
ことがある。

□⾃自⼰己管理理を意識識している
が、なかなかうまくできず、
精神的、⾁肉体的健康を害す
ることがある。

□⾃自⼰己管理理意識識が低く、精
神的、⾁肉体的健康を害する
ことが多い。

学習・
探究・
創造

□積極的に調べ、整理理し、
分析するだけでなく、新し
い価値を創造することがで
きる。

□積極的に調べ、整理理し、
分析することが出来るが、
新しい価値を創造すること
ができない。

□物事に対する関⼼心はあり、
積極的に調べたり、考えた
りすることはあるが、それ
らを整理理し、分析すること
ができない。

□物事に対する関⼼心はある
が、積極的に調べたり、考
えたりすることは少ない。

□物事に対する関⼼心が薄い

□学ぶ意欲が旺盛で、積極
的に学びに⾏行行く。⾃自らの経
験からも学び、教訓を得て、
⾏行行動を変え続けることがで
きる。

□学ぶ意欲が旺盛で、積極
的に他から学ぶ姿勢はある
が、⾃自らの経験から学ぶ⼒力力
に⽋欠ける。

□学ぶ意欲はあるが、積極
的に他から学ぶ姿勢に⽋欠け
る。

□学ぶ意欲は低いが、⼈人に
⾔言われたことは学ぼうとす
る。

□学ぶ意欲が低く、⼈人から
⾔言われても学ぼうとするこ
とがない。

②
社
会
参
画
・
貢
献

チーム
ワーク

□他者の考えと⾃自分の考え
を掛け合わせ、新しい価値
を⽣生み出すことが出来る。

□他者を尊重しながら、⾃自
分の意⾒見見を⾔言うことができ
るが、新しい価値を⽣生み出
すにはいたらない。

□他者を尊重しようとする
が、相⼿手に合わせることに
終始してしまい、⾃自分の意
⾒見見が⾔言えない。

□他⼈人を困らせることは少
ないが、尊重し協⼒力力しよう
という姿勢に⽋欠ける。

□ひとりよがりな⾏行行動で、
他⼈人を困らせる。

□⾃自らの役割を果たすこと
はもちろん、他者に協⼒力力し、
全体としての成果を⾼高める
ことが出来ている。

□チーム内での⾃自分の役割
を理理解しており、その責任
を果たすことができている
が、他者に協⼒力力できていな
い。

□チーム内の⾃自分の役割は
わかっているが、その責任
を果たすことができていな
い

□チームに参画するが、⾃自
分の役割を理理解していない

□チームへの参加意識識がな
く、ほとんど参画しない。

ｺﾐｭﾆ
ｹｰｼｮﾝ

□⾃自ら明るい挨拶を積極的
におこない、周囲の雰囲気
を良良くすることが出来る。

□⾃自ら明るい挨拶をしてい
るが、周囲の雰囲気を良良く
するには⾄至らない。

□⾃自ら挨拶をしているが、 　
明るさに⽋欠ける

□⾃自ら挨拶をすることは少
ないが、相⼿手から挨拶され
れば、返事はする。

□⾃自ら挨拶をすることはな
く、相⼿手から挨拶されても
きちんと返事をしない。

□相⼿手の話を上⼿手に引き出
し、信頼関係をつくること
ができる。

□相⼿手が話しやすいように
傾聴し、質問などもできる
が、信頼関係をつくるには
⾄至らない。

□相⼿手の話を傾聴する。 　 　
但し質問はしない。

□相⼿手の⾔言葉葉に⽿耳をかたむ
けるが、積極的ではない。

□相⼿手の話に⽿耳をかたむけ
ない。

□⾃自らの発⾔言を、信頼性や
説得⼒力力を持たせて、わかり
やすく伝えることができる。

□⾃自らの発⾔言を相⼿手にわか
りやすく伝えることができ
るが、信頼性や説得⼒力力に⽋欠
ける。

□⾃自ら発⾔言するが、⾃自分が
いいたいことが上⼿手く相⼿手
に伝わらない

□問われれば⾃自ら発⾔言する
□⾃自ら発⾔言することもなく、
問われてもきちんとした回
答をしない。

モラル
マナー

□嘘や隠し事をしないだけ
でなく、相⼿手のために最善
の⾏行行動をとっている。

□嘘も隠し事もしないが、
相⼿手のために最善の⾏行行動を
とっているとは⾔言えない

□他⼈人に迷惑をかけること
はあまりなく、嘘もつかな
いが、隠すことはある。

□利利⼰己⼼心で嘘をつくことが
あり、時々衝動的になり他
⼈人に迷惑をかけることがあ
る。

□利利⼰己的で嘘をつくことに
抵抗がなく、衝動的になっ
て他⼈人に迷惑をかけること
が多い。

□状況（ＴＰＯ）に応じて
ベストな対応をすることが
できている

□基本的なマナーは守るこ
とができているが、状況
（ＴＰＯ）に応じた最適な
対応はできていない。

□マナーが時々実践できて
いない

□基本的なマナーを理理解し
ているが、実践できていな
い

□基本的なマナーを理理解し
ていない。

ローカル

□沖縄や地元の歴史⽂文化時
事に精通しており、地元に
対して愛着をもち、貢献す
ることができている

□沖縄や地元の歴史⽂文化時
事に関して積極的にしてい
るが、地域に貢献すること
はできていない

□沖縄や地元の歴史⽂文化時
事に対して関⼼心をもち、
様々なことを知っているが、
積極的に情報収集はしてい
ない

□沖縄や地元の歴史⽂文化時
事に対して関⼼心を持ってい
るが、あまり知らない

□沖縄や地元の歴史⽂文化時
事に対して関⼼心や愛着を
持っていない。

グロー
バル

□世界的視野で、新しい価
値創造に挑んでいる

□世界のことについて積極
的に情報収集し、世界的視
野で物事を考えることがで
きているが価値創造には挑
んでいない。

□世界のことに関⼼心を持ち、
様々な知識識や情報を知って
いるが、積極的に情報収集
はしていない。

□世界のことに関⼼心を持っ
ているが、あまり知らない。□世界のことに関⼼心がない。

□⾼高い語学運⽤用⼒力力で専⾨門的
なコミュニケーションをと
ることができる

□外国語で⽇日常会話はでき
るが、専⾨門的なコミュニ
ケーションはとれない。

□外国語で簡単な会話がで
きる。

□外国語の運⽤用能⼒力力は多少
あるが、会話はできない。

□外国語の運⽤用能⼒力力が全く
ない。

□⽂文化の多様性を尊重し、
それぞれを活かしながら、
新しい価値創造に挑んでい
る。

□⽂文化の多様性を受け⼊入れ、
尊重することができている
が、多様性を活かして価値
を創造できない。

□⽂文化の多様性を受け⼊入れ
ることができるが、尊重す
ることができていない。

□⽂文化の多様性を受け⼊入れ
ようとしているが、できて
いない。

□⽂文化の多様性を受け⼊入れ
ようとしない。

③
課
題
対
応 　

課題発⾒見見
□問題の本質に⾃自ら気づき、
適切切な課題設定をすること
ができる。

□問題に⾃自ら気づき、課題
に落落とし込むことが出来る
が、本質からずれることが
多い。

□問題に⾃自らきづくことが
できるが、課題に落落とし込
むことが出来ない

□問題に⾃自分からきづくこ
とはできないが、⼈人に指摘
されれば理理解することが出
来る

□問題にきづかず、⼈人に指
摘されてもわからない。

課題解決

□どんな困難があっても、
あきらめず、最終的に解決
することができる。

□問題の解決に向けて、多
少の困難があってもあきら
めず、粘り強くとりくむ。
しかし解決できないことも
多い。

□問題の解決に向けて取り
組むが、困難にぶつかると
あきらめてしまう

□解決しようと思うが、ど
うしていいかわからずあき
らめてしまう。

□解決しようと思わない。
他者の問題であって⾃自分に
は関係のないことであると
考える。

□予想外のこともが起こら
ないほど綿密な計画で、ス
ピーディかつ正確に解決す
ることができる。

□緻密な計画を⽴立立てて解決
に臨臨み、予想外の出来事に
も対応できる。

□緻密な計画をたてて解決
に臨臨むが、予想外の出来事
に対応することが出来ない。

□ある程度度の計画性をもっ
て解決に臨臨むが、ヌケモレ
が多い。

□解決策に計画性が全くな
く、⾏行行き当たりばったりに
なってしまう。

□他者を巻き込んで解決す
ることが出来る。

□他⼈人を巻き込んで解決に
臨臨むことができるが、解決
には⾄至らない。

□解決に向けた協⼒力力を仰ぐ
ことが出来るが、上⼿手に巻
き込むことができない。

□他⼈人に相談するが、解決
にむけた協⼒力力を仰ぐことが
できない。

□解決に当たって、⼀一⼈人で
抱え込んでしまい、他⼈人に
相談することがない。

うりずん
プロジェクト
プログラムの考え⽅方

●本事業で開発した⼤大学キャリア教育の評価指標(ルーブリック)

産業界の声から開発された評価指標(ルーブリック)

 　本事業では、プログラム開発と同時に「産業界における⼈人材に対するニーズ」を集約し整理理
するためのワークショップを⾏行行い、評価の指標となるルーブリックを開発した。(左表)
 　県内企業の経営者や⼈人事担当者により、「中分類」に⽰示される「⼈人材に求める⼒力力」が挙げら
れ、1点〜～5点にあたる「状態」を段階的に⽰示してもらった。
 　本プログラムにおいては、その段階を踏まえ、初級・中級・上級と体系的なプログラムを開
発することで、⼤大学4年年間の⻑⾧長期的な視点で「産業界のニーズ」に耐えうる⼈人材の育成を⾏行行っ
ていく。
 　
中分類 初級 中級 上級

①
⾃自
⽴立立
・
創
造

⾃自主・
⾃自律律

決められたことを
実⾏行行できる

課題答え、部分的に⾃自ら考え⾏行行動することがで
きる

課題を⾃自ら考え、⾏行行動する
ことができる

⾃自⼰己管
理理

⾃自⼰己管理理とは
何かを理理解する

⾃自⼰己管理理について
中レベルの実践を求める

⾃自⼰己管理理について
⾼高レベルの実践を求める

学習・
探究
創造

物事に対する
興味関⼼心を持つ

興味を探究に
結びつける

探究を創造に
結びつける

②
社
会
参
画
・
貢
献

チーム
ワーク

短期的な、浅い関係性の中でチームに関わり、
協⼒力力することができる協調性の基本を理理解す
る

中期的な、中程度度の関係性の中でチームでの役
割を果たし、貢献できるチームワークの基本を
理理解する

⻑⾧長期にわたる、深い関係性の中でチームと
して成果を出すことが出来る

コミュ
ニケー
ション

コミュニケーションに関する理理解を深める
部分的に実践する

中程度度の実践が
出来る

⾼高いレベルでの
実践ができる

モラ
ル・マ
ナー

モラル・マナーについて理理解する モラル・マナーを
実践する モラル・マナーを⾼高いレベルで実践する

ローカ
ル 地域や世界に対する

理理解を深め、関⼼心を⾼高める
地域や世界について

⾃自ら調べ、その視点で物事を考える
地域や世界に向けて

新しい価値創造ができるグロー
バル

③
課
題
対
応 　

課題発
⾒見見

課題発⾒見見の⼿手法を理理解する 与えられた問題について
調査分析を通じて課題設定ができる

問題を⾃自ら発⾒見見、適切切な課題を設定し
提⾔言することができる

課題解
決

課題解決の⼿手法を理理解する 課題解決策を⽴立立案し
部分的に実⾏行行できる

課題解決策を⽴立立案、実⾏行行し
成果を得ることが出来る

 　評価指標の考え⽅方

就職⽀支援(就業⽀支援)との関連

 　⼤大学におけるキャリア教育の推進は「就職⽀支援」に
重きが置かれることも少なくないが、本プログラムで
は⻑⾧長期的な視点をもって産業界のニーズに対応する⼈人
材を育成することで、⼤大学4年年間の過程で⾝身につけた
考え⽅方や⼒力力が、就職活動や就職後の社会⼈人⽣生活に結果
として⽣生かされることを⽬目指す。

★就職活動とは・・・
キャリア形成における節⽬目のひとつとして、社会・企業活動にアクセスする活動と定義。＝⾝身につけた⼒力力の⼀一部を発揮する場と考える
★就業⽀支援とは・・・
就業もしくは就職活動に必要なスキル（企業にアクセスする・書類を作る・⾯面接など）をブラッシュアップする⽀支援。

発揮する

★本プログラムにおいて・・・
⾃自分を知り、社会や企業を知り、
⾃自ら⾏行行動する⼒力力を⾝身につける

※⼀一般的に就職活動時に必要とされる活動も、体系的に網羅羅
している

５	
６	



①
⾃自
⽴立立
・
創
造

⾃自主・⾃自
律律

□⾃自⾝身のこれまでの⾏行行動をふりかえり、
社会との関わりを考える

□インターンシップ先を⾃自⾝身で決めるこ
とを求める
□決められた範囲で業務を実⾏行行すること
を求める

□⾏行行動予定を⾃自ら決めることを求める □ある程度度決められた業務の中で、どの
ように⾏行行動するか考えることを求める

□何にコミットするかを⾃自⾝身で判断することを求める
□⾏行行動予定を⾃自ら決めることを求める

⾃自⼰己管理理 　ー
□必要性を伝える
□休まず参加することを求める（⾃自⼰己管
理理の実践）

□他者との関わりの中で休まず参画するこ
とを求める（⾃自⼰己管理理の実践）

□興味・関⼼心のない世界でも休まず参加
することを求める（⾃自⼰己管理理の実践）

□チームというストレスがかかる状況
下でも⾃自⼰己管理理を実践することを求め
る

□組織の中というストレスがかかる状況下
で⾃自⼰己管理理を実践することを求める

学習・探
究・創造□⼿手法を学ぶ

□⾃自らの問題意識識を明確にすることを求
める □課題とゴールを与える

□課題とゴールを与える
□興味・関⼼心のない知らない世界に触れ
ることを求める

□取り組みテーマに従い、課題の発
⾒見見・解決の⽅方法を⾃自ら判断することを
求める（必要なことは⾃自ら学ぶ）

□課題の発⾒見見・解決の⽅方法をみずから 　判
断することを求める（必要なことは⾃自ら学
ぶ）

②
社
会
参
画
・
貢
献

協調性
チーム
ワーク

□グループワークに参加する □他者のための活動に参加する □チームでひとつのテーマに取り組む場を作る □チームの中で役割を担い、チームで
の成果を求める

□組織の中で役割を担い成果を出すことを
求める

コミュニ
ケーショ
ン

□知らない⼈人と話す、他者の話を聴く □異異世代と関わる
□学んだこと発表する

□調査対象を探してアポイントを取る
□わかりやすく論論理理的に伝えることを求め
る

□アポイントを⾃自らとる
□インタビューを⾏行行う
□ターゲットを設定して相⼿手の⽴立立場で表
現することを求める

□他者との議論論を経て結論論を出す場を
作る
□相⼿手が納得できるように説明するこ
とを求める

□多様な他者の中で相⼿手に必要なコミュニ
ケーションをとり、信頼関係を築く

モラル・
マナー  　― □報・連・相とは何かを理理解する

□型通りにやってみる・練習する
□マナーの実践
□報・連・相を実践する

□チームというストレスがかかる状況
下でもモラル・マナーを求める

□組織の中というストレスがかかる状況下
でモラル・マナーを求める

ローカル
□様々な価値観に触れる □地域・社会の活動に触れる □地域orグローバルな活動がある産業界の

市場の現状に触れるテーマを提⽰示する
□地域orグローバルな活動がある産業界
の活動に触れる場を作る

□地域orグローバルな活動がある産業
界の課題をテーマに提⽰示する

□地域orグローバルな活動がある産業界の
活動にコミットする場を作るグローバ

ル

③
課
題
対
応 　

課題発⾒見見□課題発⾒見見の⼿手法を体験的に学ぶ  　― □調査・分析の活動を通して課題発⾒見見を実
践する

□課題について体験の中で発⾒見見・探究す
ることを求める

□取り組みテーマに対しての課題を⾃自
ら発⾒見見することを求める

□⾃自ら取り組むべき課題を⾒見見つけることを
求める

課題解決□課題解決の⼿手法を体験的に学ぶ  　― □調査・分析の活動から⾒見見えた可能性の提
案実践

□与えられた課題に対して⾃自分なりの答
えを出すことを求める

□取り組みテーマに対して課題解決の
提案を⾏行行うことを求める □課題解決に向けて実⾏行行することを求める

「働くこと」と「⾃自分」の接点
を⾒見見つける

⾃自⼰己と社会の探究
プログラム

◆ねらい◆
地域社会の中で⾃自らがどのよう
な役割を果たすのかを考え始め
る。

◆概要◆
 　働く⼈人に出会い、彼らがどの
ように社会に貢献 　しているか
を知り、多様な価値観に触れる。

⾃自分が地域・産業界でできる
ことを⾒見見つける

社会参画ボランティア
型インターンシップ
◆ねらい◆
地域社会の中で活動してみるこ
とで、「できること」があるこ
とを知り、可能性を広げる。

◆概要◆
３⽇日間程度度の活動。地域や
企業のイベントやボラン
ティア活動に参加し貢献す
る体験を得る。

中分類
初級

想定学年年１年年⽣生
中級

想定学年年２年年⽣生
上級

想定学年年３年年⽣生
キャリア系講座 IS キャリア系講座 IS キャリア系講座 IS

地域・産業界の「課題」と「⾃自
分」をつなげる

市場調査プログラム

◆ねらい◆
産業界が地域社会の中でどのよう
な役割を果たし、貢献しているか
を知る。

◆概要◆
企業・地域のニーズに応じた市場
調査を⾏行行い、地域の課題に対して
の解決・貢献⽅方法を活⽤用してみる。

◆ねらい◆
⾃自⼰己理理解（興味関⼼心・価値観）と
社会への興味 　喚起。⼤大学での学
びとの関係性への意識識づけ。

◆概要◆
１〜～２週間程度度のインターンシッ
プを経て、企業の魅⼒力力を紹介する
メディアを制作する。

企業・地域の魅⼒力力を発⾒見見し発信す
る
  メディア制作型
インターンシップ

企業・地域の課題解決を体験を
する
企業ミッションプログ
ラム

◆ねらい◆
 　地域・産業界の抱える課題に
対して、⾃自分ごととして考え、
解決に道筋を⾒見見つける。

◆概要◆
 　企業や地域から課される課題
（ミッション）に対し、解決提
案をチームで⾏行行う。

企業・地域の課題解決に⾃自ら⾏行行
動する
⻑⾧長期実践型インターン
シップ

◆ねらい◆
 　創造⼒力力、⾏行行動⼒力力、課題対応⼒力力
なの“定着”

◆概要◆
 　３ヶ⽉月〜～１年年間の期間で、企業
の中で責任を持って役割を果たす。
（ミッションは企業によって変
動）

学校外の社会へ出る活動

教室の中で学ぶ活動キ

リ
ア
系
講
座

イ
ン
ター

ン
シ

プ

各プログラムの概要とプログラムに盛り込まれるメソッド

キャリア系講座・インターンシップにおいてそれぞれ初級・中級・上級のプログラム(計6プロ
グラム)を開発。教育⽬目標を達成するためのメソッド(⼿手法)が体系的に盛り込まれている。

うりずん
プロジェクト
プログラムの考え⽅方  　プログラムの全体構成
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「働くこと」と「⾃自分」の接点を⾒見見つける
『⾃自⼰己と社会の探究プログラム』

■想定学年年
１年年⽣生

⼤大学に⼊入学したばかり。「働くとは何か」については意識識したことがない状態である。
以下のようなことを⾝身につけることから、⼤大学４年年間でなぜ学ぶのかを意識識するきっか
けとする。
 　◆⾃自らの価値観、「知っていること」「知らないこと」に気づく
 　◆様々な⼤大⼈人が様々なやり⽅方で社会に貢献していることを知る。
 　◆課題の解決⼿手法を知る。

このプログラムでは、評価指標に基づき、下記の要件を盛り込むものとする。
①
⾃自
⽴立立
・
創

造

⾃自主・⾃自律律 □⾃自⾝身のこれまでの⾏行行動をふりかえり、社会との関わりを考える

⾃自⼰己管理理 ー

学習・探究・創造 □⼿手法を学ぶ

②
社
会
参
画
・
貢
献

協調性チームワーク □グループワークに参加する

コミュニケーション □知らない⼈人と話す、他者の話を聴く

モラル・マナー ー

ローカル
□様々な価値観に触れる

グローバル

③
課
題

対
応 　

課題発⾒見見 □課題発⾒見見の⼿手法を体験的に学ぶ

課題解決 □課題解決の⼿手法を体験的に学ぶ

■到達⽬目標

■評価指標との関係

キャリア系講座

初級 ■全体構成

様々なワークを通して、「地域・社会」「⾃自分」「課題解決」の⼿手法に触れる。
 　※４ステップあるが、順番は順不不同でも成⽴立立する。または必要な部分のみの実施で 　
 　 　も可。

★地域に様々な「課題」があることに気づく
 　 　①オリエンテーション
 　 　②③地域課題の理理解（NIEの⼿手法を⽤用いて）
 　 　④沖縄県「２１世紀ビジョン」
 　 　 　 　〜～地域社会の課題と関わる⼈人々の役割〜～

★様々な価値観の存在に気づく
 　 　①②③社会⼈人の「地域課題への関わり⽅方」
 　 　 　多様な社会⼈人をゲスト講師として招き、地域社会の
 　 　 　課題に対し、⾃自⾝身がどのように貢献しているのか、
 　 　 　右の３項⽬目から整理理して語る。

★課題解決の⼿手法を理理解する・実践する
 　 　①課題解決⼿手法を学ぶ（１コマ）
 　 　 　 　（ブレーンストーミング／KJ法など）
 　 　②③④課題解決ワーク（３コマ）
 　 　 　 　※地域課題をテーマに上記課題解決⼿手法を
 　 　 　 　 　実際に活⽤用する。

★⾃自分の「これまで」と「これから」を考える
 　 　①⾃自⾝身のこれまでのふりかえりと⽬目標設定（１コマ）
 　 　②③④これから求められる能⼒力力（CIS能⼒力力）（３コマ）

ステップ①
地域の「課題」
について考える

ステップ③
課題解決の
⽅方法に触れる

ステップ④
⾃自分について
考える

ステップ②
様々な価値観
に触れる

MUST
（役
割）

WILL
（意
志）

CAN
（能
⼒力力）

■教材⼀一覧
プログラム内で使⽤用できる教材は以下のようなもの。

教材名 使⽤用シーン 詳細

記事分析シート①②
 　※授業案あり

ステップ１ 新聞記事の読み⽅方や記者の視点を知るためのワークに活
⽤用。

時事問題分析シート
発表メモ
 　※授業案あり

スッテプ１ 地域課題の発⾒見見を⽬目的に、新聞記事の分析を⾏行行う。グ
ループ内で発表しあうことで、様々な課題に気づく。

社会⼈人の仕事分析シート
 　※授業案あり

ステップ２ 社会⼈人から話を聞く際の観点整理理シート。

アイデア発想法シート
 　※授業案あり

ステップ３ アイデア発想法・課題解決⼿手法をまとめたシート。この
シートをもとに実践の練習を⾏行行う。

＜参考資料料＞
価値観発掘シート
じぶん発掘シート

ステップ４ ⾃自⾝身のこれまでや価値観に気づくワークシート。他者に
語ることで⾔言語化する。

各⼤大学ですでに実施されているキャリア系科⽬目と重複する部分がとくに多い部分。
教職員のみでも実施が可能と考えられるが、外部資源を活⽤用するとしたら、
以下のような部分が考えられる。

内容 考えられる外部資源

【ステップ①】
 　沖縄県２１世紀ビジョ
ン

⾏行行政関係者など、地域社会の抱える資源と課題について分析的な解
説ができる⽅方。

【ステップ②】
様々な価値観に触れる

地域で活躍する社会⼈人。
 　 　＜協⼒力力をお願いすること＞
 　 　・現在の職務について、以下の視点からお話いただく
 　 　 　 　①仕事の内容
 　 　 　 　②地域社会に対しての提供価値
 　 　 　 　 　 　 　（誰に・どんな価値を提供する役割なのか）
 　 　 　 　③この仕事に求められる能⼒力力
 　 　・⼤大学⼊入学から現在までのストーリーをお話しいただく
 　 　 　 　（どんな意志のもとに⼈人⽣生を歩んできたのか）
 　 　・⼤大学時代に注⼒力力すべきこととは何か

■実施準備(外部資源等の調整)

９	 10	



各ステップの進め⽅方  (講義展開例例)

6	

時間 内容 使⽤用教材

２０分 【導⼊入】
 　（１）ここから２コマの流流れ
 　（２）ねらい

２０分 【新聞の読み⽅方】
 　 　（１）記事の構成
 　 　 　 　−⾒見見出しの役割
 　 　 　 　−段落落

新聞記事

２５分 【ワーク①「⽐比較分析」】
 　４−５⼈人１組になり、以下のワークに取り組む。
 　「同じ内容を扱った２社の新聞記事について
 　 　ワークシートの観点から⽐比較を⾏行行い、
 　 　そこからわかったことについて共有する。」

記事分析シート①
新聞記事２社分（スポー
ツなどわかりやすいもの
で同じ内容を扱っている
もの）

２５分 【ワーク②「記者の⽬目線分析」】
 　４−５⼈人１組になり、以下のワークに取り組む。
「記者が取材を⾏行行った記事について
 　記者の視点から分析し、
そこからわかったことについて共有する。」
 　 　（メディアリテラシーの観点から、
 　 　記事には主観が⼊入っていることを理理解する）

記事分析シート②

新聞記事（記者が取材を
⾏行行って記事を作成してい
るもの）

■２コマめ「新聞記事を読む視点、記者の視点に気づく】

時間 内容 使⽤用教材

宿題 沖縄の下記のテーマについて扱った新聞記事のうち、
気になった記事をひとつ切切り取ってくる
 　 　＜テーマ＞
 　 　 　環境問題、福祉、経済・産業、国際関係、⼈人権

３０
分

【ワーク①時事問題についての分析】
 　切切り取ってきた新聞記事について、
 　「起きている問題」と「原因背景」についてまとめ
る。

時事問題についての報告
シート

５０
分

【ワーク②時事問題についての報告】
 　４−５⼈人１組になり、
 　それぞれの分析した時事問題について発表しあう。
 　グループの中でいちばん印象の残ったものについ
 　て全体でシェアを⾏行行う。

時事問題についての発表
メモ

■３コマめ「新聞記事から社会の課題に気づく」

キャリア系講座

初級

ステップ１―地域・社会の「課題」について考える ステップ２―様々な価値観の存在に気付く

時間 内容 使⽤用教材

１０分 【導⼊入】
 　（１）ねらい
 　（２）ゲスト講師についての紹介

１０分 【⾃自⼰己紹介】
 　 　・名前
 　 　・所属
 　 　・職業名
 　 　・どんな⼤大学⽣生だったか

社会⼈人の仕事を
分析するシート

２０分 【現在の職務について】
 　 　・仕事の内容
 　 　・地域社会に対しての提供価値
 　 　 　 　（誰に・どんな価値を提供する役割なのか）
 　 　・この仕事に求められる能⼒力力
 　 　・仕事をする上で⼤大切切にしていること

２０分 【⼤大学⼊入学から現在まで】
 　・ライフラインチャートなどを使⽤用し、
 　 　⼤大学⼊入学から現在までどのような道を
 　 　歩んできたのか。
 　・進路路を決定するにあたって
 　 　何に悩み、どのように決断してきたのか
 　・就職後、転職などの転機があった場合は、
 　 　その際のことについても語っていただく。

１０分 【メッセージ】
 　 　⼤大学時代に注⼒力力すべきこととは何か
 　 　（なぜそう思うのか）

２０分 【質疑応答とまとめ】
 　学⽣生からの質問
 　シートへの記⼊入など

■社会⼈人の⽅方をお招きして、仕事・⼈人⽣生について話をしてもらう。

(全３コマ)
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各ステップの進め⽅方  (講義展開例例)

7	

キャリア系講座

初級

ステップ３―課題解決の⼿手法を理理解する ステップ４―⾃自分の「これまで」と「これから」を考える

時間 内容 使⽤用教材

１０分 【導⼊入】
 　（１）ここから３コマの流流れ
 　（２）ねらい

３０分 【ブレーンストーミング】
 　（１）ルールの解説
 　（２）実践① 　〜～ 　３分間⼀一本勝負〜～
 　 　 　 　テーマ「⾏行行ってみたいイベント」をたくさん出す
 　（３）実践②
 　 　 　 　テーマ「学⾷食のあたらしいメニューを考える」

アイデア発想法
シート

１０分 マンダラートの解説（解説のみ）

４０分 【KJ法】
 　（１）KJ法の⼿手順について確認
 　（２）実践
 　 　 　 　「学⾷食のあたらしいメニュー」を分類する

時間 内容 使⽤用教材

２コマめ
１０分

【導⼊入】
 　（１）テーマの確認
 　 　 　 　「路路上のゴミを減らすアイデアを提案せよ」
 　（２）２コマの時間の使い⽅方の確認
 　 　 　 　 　２コマめは「アイデア発散の時間」
 　 　 　 　 　３コマめは「アイデア収束の時間」とする。

８０分 【アイデア発散の時間】
 　ブレーンストーミングのルールを守り、
 　 　アイデアをたくさん出す。

３コマめ 【アイデア収束の時間】
 　 　Kl法の⼿手法を使い出てきたアイデアを整理理し、
 　 　どのような提案をするかをまとめる。

４コマめ 【発表】
グループごとに考えた課題解決について発表し
相互評価を⾏行行う。

■１コマめ：アイデア発想法・課題解決⼿手法の基本的なものを理理解する。

■２〜～４コマめ：１コマめの⼿手法を活⽤用して、課題解決に取り組む。 時間 内容 使⽤用教材

２コマめ
９０分

「社会⼈人基礎⼒力力とCIS能⼒力力の理理解」
 　（１）社会⼈人基礎⼒力力が求められる背景
 　（２）思考と⾏行行動の違いを理理解するミニ体験
 　（３）CIS応⼒力力の構造の理理解 　

３コマめ
９０分

「社会⼈人基礎⼒力力の伸ばし⽅方」
 　（１）これからやってみたいことを考える
 　 　 　 　（KJ法を⽤用いたワーク）
 　（２）⼤大学４年年間のステージとサイクルを理理解し
 　 　 　取り組むべきことを整理理する。

４コマめ
９０分

「社会⼈人基礎⼒力力の育成・成⻑⾧長の習慣化」
 　（１）企業が求める能⼒力力の理理解
 　 　（２）⾃自⼰己管理理、⾃自⼰己学習の習慣化

■２〜～４コマめ：社会⼈人基礎⼒力力とCIS能⼒力力

時間 内容 使⽤用教材

１０分 【導⼊入】
 　今⽇日のねらいと流流れ

４０分 【じぶんのこれまでをふりかえる】
 　 　（１）じぶんのこれまでをふりかえり
 　 　 　 　「楽しかったこと」「ツラかったこと」を
 　 　 　 　マッピングする 　（１５分）
 　 　（２）２⼈人１組でそれぞれのこれまでについて語る
 　 　 　 　（１０分×２）

ジブン発掘シート

４０分 【価値観に気づく】
 　 　（１）１６項⽬目の優先順位をつける（１０分）
 　 　（２）２−３⼈人１組で内容をシェアし、
 　 　 　 　様々な価値観があることに気づく（３０分）

価値観発掘シート

■１コマめ：⾃自⾝身のこれまでのふりかえりと⽬目標設定

(全４コマ) (全４コマ)
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記事分析シート①

ワークシート	

8	

新聞A: 新聞B:

⾒見見出し

第１段落落
要約

第２段落落
要約

第３段落落
要約

第４段落落
要約

第５段落落
要約

①２紙⽐比較シート

記事分析シート②

ワークシート	

②記者の主観を分析する

分析の観点 分析結果

この記者が⾒見見た（または
体験した）事実とは何か

この記者が取材対象から
聞いた事実とは何か

この記者は誰に取材をし
たのか

この記者は取材の他にど
のような情報収集をして
いると考えられるか

この記者がどのようなこ
とを感じたと思われるか

この記者が伝えたいこと
は何か

この記者が伝えたいこと
を伝えるために⼯工夫して
いることとは何か
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時事問題についての報告シート

ワークシート	

報告テーマ

参考記事

発⾏行行：

⽇日付：

⾒見見出し：

報告内容

現状で起きている問題（どこで・誰が・何が・どのようにを整理理する）

その原因と考えられること、または、背景にあるもの

質問されたこ
となど

※発表後にメモする

時事問題についての発表メモ

ワークシート	

報告者 報告内容

報告テーマ

メモ・印象に残ったこと

報告テーマ

メモ・印象に残ったこと

報告テーマ

メモ・印象に残ったこと

報告テーマ

メモ・印象に残ったこと

報告テーマ

メモ・印象に残ったこと
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社会⼈人の仕事を分析するシート

ワークシート	

企業名・働く⼈人のお名前

この⽅方の仕事・⼈人⽣生についての分析
 　 　（話を聞きながら以下の３つの観点でメモをしていくこと）

その他メモ・印象に残ったこと

職種名・職業名

MUST
（役
割）

Want
（意
志）

CAN
（能
⼒力力）

MUST 　〜～この⽅方の役割（誰に・どんな価値を提供しているの
か）

CAN 　〜～この仕事に必要な能⼒力力

WILL 　〜～この⽅方の働く想いや⼤大切切にしていること

アイディア発想法シート

ワークシート	

①ブレーンストーミング 　〜～４つのルール〜～

②マンダラート

③KJ法

批判厳禁！
合い⾔言葉葉は「それいい
ね！」出てきたものは

評価しない。

⾃自由奔放！
突拍⼦子もないアイデア
⼤大歓迎！制約ナシでと
にかく⾃自由に考えよ

う！

質より量量！
たくさん出せばその中
におもしろいアイデア
があるかも？！

便便乗歓迎！
出て来たアイデアを
くっつけたり相乗りし
たりしたら新しい何か

が？！

アイデアを出すとき
に、右のルールを守
りながら考えてみよ
う。

テー
マ

マス⽬目の紙を８枚⽤用意する。
出てきたひとつひとつのアイデアを
もとに、さらに広げて発想する。

３×３のマス⽬目を書いた紙の
中⼼心にテーマをおき、
連想するアイデアを書き出
す。

ステップ（１） 　ブレーンストーミングルールを守って
アイデアを出す

ステップ（２） 　アイデアをグルーピングする

ステップ（３） 　グルーピングしたものに「タイトル」
をつける

ステップ（４） 　グルーピング同⼠士の関係性を考える

出てきたアイデア
を整理理して、解決
すべき問題の全体
像に近づくための
⼿手法。
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価値観発掘シート

ワークシート	

⾃自分発掘シート

ワークシート	

２、振り返った中で1番うれしかった出来事とその時の気持ちを書きだそう。

 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
の時。 　 　出来事

気持ち（なんでそう思ったのか）

１、⽣生まれてから今⽇日までの「つらかった出来事」と「うれしかった出来事」を
 　 　 　ふせんに書いて年年表に貼ろう。

３、グループで発表し合おう。

★ 　話を聴く⼈人のルール

その１、相⼿手の「すごいところ」を発⾒見見し
 　 　 　 　 　 　て伝える

その２、否定しないで聴く

★⾃自分がグループの⼈人からもらったコメントを書いておこ
う。

②そう思った理理由や根拠となるできごとやエピソードを思い出してみてください。

１

９ 10 11

５ ６ ７ ８

４３２

１５１４１３

１２

他⼈人を⽀支援する リーダーになる

安定性・安⼼心感
を得る

⾃自分の時間を
⼤大事にする

みんなに
認められる ⾼高収⼊入を得る

体を動かす チームワークを
⼤大事にする

⾃自⽴立立している 社会に役に⽴立立つ ⾊色々な⼈人・ものに
触れる

個性を発揮する

美しいものを
創造する

規則正しい 冒険・チャレンジ
する

他⼈人を元気づける
お世話する・助ける

経済的に安定している
健康・⾝身体的に安全

家族と過ごす時間を持つ
趣味に時間をとる

⼈人の上に⽴立立つ
出世する

名声を得る・有名になる
有名⼈人と交流流を持つ

豊かな⽣生活を送る
流流⾏行行の⾐衣服を着る

⼿手を使って物を作る
動き回る

みんなが楽しくなるよう
にする

他⼈人の指⽰示に従うの
ではなく⾃自分で決める

社会のための活動
公共に役⽴立立つ

新しいものが好き
変化を楽しむ

興味のあることに取り組む
⾃自分の能⼒力力を発揮する

美しいものが好き
クリエイティブに⽣生きる

ものごとを整理理整頓する
効率率率よく活動する

世界中を⾶飛び回る
ユニークな経験をする

１６

その他

①下の表を⾒見見て、あなたが⼤大事だと思うものを選んでみよう。（番号を書いてください。）
 　 　 　※１〜～15の中にあてはまるものがない場合は、16「その他」に⾃自由に書いてください。時代	 つらかった出来事	 うれしかった出来事	 

就
学
前	

小
学
生
時
代	

中
学
生
時
代	

高
校
生
時
代	
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事前学習

事後学習

体験

★インターンシップに参加する⽬目的やあきらかにすべき
「課題」を明確にする
★実践練習を通して社会と関わるハードルを下げる。
【１コマめ】
 　■オリエンテーション
 　■課題設定「私にとって“働く”とは」
【２コマめ】
 　■ビジネスマナー（名刺刺交換や電話アポの実践練習）
【３コマめ】
 　■インターンシップ先への事前打ち合せアポイント
 　 　 　（電話する）
 　■インターンシップ先やとりまく環境についての情報収集
【４コマめ】（各⾃自で実践）
 　 　■体験先との事前打ち合せ

★参加した活動から何を感じたのかをふりかえり、⾔言
語化する。
 　【１コマめ〜～２コマめ】
 　 　■活動のふりかえり
 　 　■レポート作成
 　 　 　 　テーマ「私にとって“働く”とは」
 　【３コマめ】
 　 　■ポスターセッション

最⼤大３⽇日間程度度の活動に参加
 　 　＜内容＞
 　 　 　◆企業のイベント運営
 　 　 　◆地域活動への参加
 　 　 　◆NPO等の活動への参加

インターンシップは最⼤大３⽇日間程度度の短いものとする。職業体験に限らず、イベント運
営やボランティアも含め、活動に参加することのハードルを下げることで、「⾏行行動を起
こすこと」への⾃自信をつけられるようにする。

■想定学年年
１年年⽣生

⼤大学に⼊入学し、学⽣生⽣生活に慣れた頃。まだアルバイトなども始めていない（もしくは始め
たばかり）であり、「働くとは何か」については意識識したことがない状態。
 　◆未知の世界を知りに⾏行行く（⾶飛び込む）⾏行行動・姿勢を⾝身につける
 　◆⾃自信が地域・社会に貢献できることがたくさんあることに気づく。

このプログラムでは、評価指標に基づき、下記の要件を盛り込むものとする。

①
⾃自
⽴立立
・
創
造

⾃自主・⾃自律律
□インターンシップ先を⾃自⾝身で決めることを求める
□決められた範囲で業務を実⾏行行することを求める

⾃自⼰己管理理
□必要性を伝える
□休まず参加することを求める（⾃自⼰己管理理の実践）

学習・探究・創造 □⾃自らの問題意識識を明確にすることを求める

②
社
会
参
画
・
貢
献

協調性
チームワーク □他者のための活動に参加する

コミュニケーション
□異異世代と関わる
□学んだこと発表する

モラル・マナー
□報・連・相とは何かを理理解する
□型通りにやってみる・練習する

ローカル
□地域・社会の活動に触れる

グローバル

③
課
題
対

応 　
課題発⾒見見  　―

課題解決  　―

■到達⽬目標

■評価指標との関係

インターンシップ
プログラム

初級
  ⾃自分が地域・産業界でできることを⾒見見つける
『社会参画ボランティア型インターンシップ』

■実施準備(外部資源等の調整)
とくにインターンシップ（体験先）の依頼にあたっては、下記のような協⼒力力をお願いする。
 　①活動の場を設定していただくこと
 　 　⽇日時と活動場所、受⼊入可能⼈人数を決めていただくこと。
 　 　 　※活動内容はどのようなものでもかまわない。
 　 　 　（オリエンテーション時に、学⽣生に対して活動⽇日時・場所を⼀一覧表⽰示できるように    
                  する）
 　②事前の打ち合せの時間と場所を設定していただくこと
 　 　 　（オリエンテーション時に学⽣生に対して⼀一覧表⽰示できるようにする）
 　③事前打ち合せにあたって、学⽣生からアポイント（確認のみ）の電話を⼊入れる旨を
 　 　 　お伝えする。
 　④事前打ち合せの際、学⽣生に以下を説明していただくようにお願いする。
 　 　 　−企業・団体の活動内容
 　 　 　−企業・団体にとっての⽬目的や位置づけ
 　 　 　−その活動のターゲット（お客様）は誰か
 　 　 　−活動全体の中で学⽣生に任せる役割やポジション
 　⑤事前打ち合せから活動全般を通して、社会⼈人として扱っていただくようお願いする。
 　 　 　（お客様扱いをする必要はない）

■全体構成

■教材⼀一覧

プログラム内で使⽤用できる教材は以下のようなもの。

教材名 使⽤用シーン 詳細

課題設定シート 事前学習
事後学習

最終的には事後学習で⾏行行う発表に向けて、インターンシップで何を
あきからにするのか、課題設定・⽬目標設定を⾏行行う。

電話アポイント練
習シート※授業案
あり

事前学習 事前打ち合せのアポイント電話をかける前の練習のためのスクリプ
ト。ロールプレイ形式で練習を⾏行行う。

情報収集シート 事前学習 インターンシップ先についての情報収集を⾏行行う。

事前打ち合せシー
ト

事前学習
（事前打
合）

事前打ち合せに関する情報をまとめて記⼊入しておくシート。

業務⽇日誌 インターン
シップ中

インターンシップ中、活動のふりかえりおよび翌⽇日の⽬目標設定を⾏行行
う。

インタビューシー
ト
 　※授業案あり

事後学習 インターンシップのふりかえりを⾏行行う際、⾃自分と異異なるインターン
シップ先に⾏行行った学⽣生同⼠士がインタビューしあうことで、体験を相
⼿手に伝え、⾔言語化する。

ふりかえりシート
 　※授業案あり

事後学習 上記のインタビューをふまえ、⾃自⾝身がインターンシップの中で感じ
たことを⾔言語化して整理理し、発表の材料料とする。23	 24	



時間 内容 使⽤用教材

２０分 【オリエンテーション】
 　（１）活動全体の流流れについての確認
 　（２）ねらいと評価について
 　（３）インターンシップ先について
 　（４）その他、事務的な⼿手続き等について

インターンシッ
プ先⼀一覧

４０分 【グループディスカッション】
 　（１）４−５⼈人１組を作る（⽅方法はなんでよし）
 　（２）グループ内で⾃自⼰己紹介
 　 　 　 　 　※「共通点を探す」など、
 　 　 　 　 　 　 　初対⾯面でも話ができるようテーマを設定。
 　（３）テーマ①
 　 　 　「⼈人はなぜ働くのだろうか？」 　（１０分）
 　（４）テーマ②
 　 　 　「働かなくても暮らしていけるだけの
 　 　 　 　お⾦金金があったら働くだろうか？」 　（１０分） 　

課題設定シート

１０分 【ひとりで課題設定ワーク】
 　課題設定シートに基づき、以下の２点を整理理。
 　 　①インターンシップであきらかにしたいこと
 　 　②インターンシップの⽬目標

課題設定シート

２０分 【シェアワーク】
 　（１）グループ内でシェア
 　（２）グループの中でいちばん印象に残ったものを
 　 　 　全体でシェア

課題設定シート

各ステップの進め⽅方  (講義展開例例)

事前学習①―オリエンテーション

事前学習②―ビジネスマナー

(１コマ)

時間 内容 使⽤用教材

１０分 【導⼊入】
 　 　この時間の⽬目的
 　 　（次の時間で事前打ち合せのアポイントを取る）

２０分 【マナーとは？】

 　 　（既存の教材でOK。
 　 　 　マナーが誰のためにあるものなのかを
 　 　 　おさえられる内容であればよし。）

（教材）

２０分 【名刺刺交換】
（１）名刺刺の扱い⽅方の基本
（２）実践練習
 　 　２⼈人１組になり、練習
 　 　 　①名刺刺の持ち⽅方、扱い⽅方
 　 　 　②名刺刺の渡し⽅方
 　 　 　③名刺刺の受け取り⽅方
 　 　 　④同時に名刺刺交換
 　 　 　⑤名刺刺交換の後に、席につく

名刺刺カード

１０分 【敬語の確認】

 　 　（既存の教材でOK。
 　 　 　敬語の種類と電話を想定した
 　 　 　基本的な⾔言葉葉の使い⽅方を確認。）

（教材）

３０分 【電話でのコミュニケーション】
（１）電話でのアポイントの流流れの確認
（２）練習
 　 　 　２⼈人１組となり、「学⽣生役」「企業役」になり
 　 　 　電話応対の練習をする。
（３）練習のふりかえり
 　 　 　−よかった点はどんなところ？
 　 　 　−もっとこうしたらよかったと思う点は？

電話アポイント練
習シート

インターンシップ
プログラム

初級

時間 内容 使⽤用教材

３０分 【導⼊入】
 　（１）進め⽅方の確認
 　（２）インターンシップ先についての確認
 　（３）インターンシップ先の決定
 　 　 　 　※決め⽅方は学⽣生に任せる。
 　 　 　 　（時間内に決定すればよい）

インターンシップ
先⼀一覧

３０分 【情報収集】
 　情報収集シートに従い、情報収集を⾏行行う。

 　※同じ受け⼊入れ先に複数⼈人が⾏行行く場合は、
 　 　 　役割分担して⾏行行う。

情報収集シート

スマホ等の使⽤用も
OK。

２０分 【電話アポイントタイム】
 　事前打ち合せの確認電話をかける。
 　（担当者が不不在の場合を除き、この場で⼀一⻫斉に
 　 　電話かけを⾏行行う。）

 　※同じ受け⼊入れ先に複数⼈人が⾏行行く場合は、
 　 　 　役割分担して⾏行行う。

電話アポイント練
習シート
メモ

１０分 【進捗状況の確認】
 　 　受⼊入先ごとの状況を全体でシェアする。

事前学習➂―情報収集
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課題設定シート

ワークシート	

テーマ 私にとって“働く”とは？

現状分析

私は働きたいと思っているだろうか？
働かなくても暮らしていけるだけのお⾦金金があったら働くだろうか？

インターン
シップを通し
て
あきらかに
したいこと

インターン
シップの⽬目標

電話アポイント練習シート

ワークシート	

【事前準備】
 　電話番号、担当部署、担当者名を確認する。
 　メモをとれる⽤用意をする。

【電話をかける】
「〇〇⼤大学〇〇学部の〇〇と申します。
 　インターンシップの件でお電話いたいました。
 　〇〇部署の〇〇さんをお願いできますでしょうか？」

【不不在の場合】

「お忙しいところ申し訳ありません。
 　それでは後ほどあらためて
 　お電話差し上げます。」

 　 　※できる限り、在席時間を確認しておく。
 　 　例例） 　「何時頃お戻りでしょうか？」
 　 　 　 　 　または
 　 　「何時頃でしたらお⼿手すきでしょうか？」

【電話を切切る】

「お忙しいところありがとうございました。
 　失礼いたします。」

【在席の場合】

「〇〇⼤大学〇〇学部の〇〇と申します。
 　このたびはインターンシップでお世話になりま
す。」

「事前のお打ち合せのお願いをしたく、
 　確認のお電話を差し上げました。」

 　＜確認する内容＞
 　 　⽇日時と場所について確認する。
 　例例）「⽇日時は、〇⽉月〇⽇日○時から、
 　 　 　 　場所は〇〇○○で
 　 　 　 　変更更ありませんでしょうか？」

 　＜お伝えする内容＞
 　 　参加者が複数いる場合は⼈人数を。
 　例例） 　「当⽇日おうかがいするメンバーは、
 　 　 　 　 　私の他に○名となります。
 　 　 　 　 　なお連絡窓⼝口は、〇〇となります。」

【電話を切切る】

「お忙しいところありがとうございます。
 　失礼いたします。」

【⽇日時を再確認】

「それでは、○⽇日○時におうかがいいたしますので、
 　よろしくお願いいたします。」
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事前打ち合わせシート

ワークシート	

情報収集シート

ワークシート	

団体名

創⽴立立年年

代表者名

団体の
活動内容

参加する
活動に
ついて

団体名

担当窓⼝口

部署名：

ご担当者名：

連絡先：

活動期間

活動場所

集合時間

当⽇日
緊急連絡先

持ち物・
服装

その他注意
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業務⽇日誌

ワークシート	

記入日	 氏名	

◆明⽇日の⽬目標

◆１⽇日のふりかえり

時間 内容 使⽤用教材

５分 【導⼊入】
 　この時間の流流れ

７０分 【インタビューワーク】
 　（１）インターンシップ先が異異なる⼈人と２⼈人１組になり、
 　 　 　「インタビュアー」と「インタビュイー」を決める。
 　（２）インターンシップについてのインタビュー
 　 　 　 　（１５分）
 　（３）役割を替えてインタビュー（１５分）
 　（４）組み合わせをシャッフル
 　 　 　インターンシップ先が異異なる⼈人と２⼈人１組になり、
 　 　 　「インタビュアー」と「インタビュイー」を決める。
 　（５）インターンシップについてのインタビュー
 　 　 　 　（１５分）
 　（６）役割を替えてインタビュー（１５分）

インタビュー
シート２枚

１０分 【ひとりでワーク】
 　インタビューで話をしたこともふまえながら、
 　インターンシップを通していちばん印象に残った
 　こととその背景（理理由）をふりかえる。

ふりかえりシー
ト

時間 内容 使⽤用教材

５分 【導⼊入】
 　この時間の流流れ

８５分 【ひとりでワーク】
 　事前学習で設定した「課題設定シート」を仮説に、
 　インターンシップに⾏行行ってみて何があきらかに
 　なったのか、ポスターセッションを想定して
 　レポートを作成する。フレームは以下。

 　 　（１）課題設定
 　 　（２）調査仮説
 　 　（３）体験内容
 　 　（４）結論論
 　 　（５）その背景

課題設定シート

パソコンなど

◆今⽇日の⽬目標

事後学習①―振り返り

事後学習②―レポート作成
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振り返りシート

ワークシート	

インターンシップについてのインタビュー

ワークシート	

インタビュー相⼿手

インターンシップ先

Q：どんな活動に参加しましたか？

Q：どんな体験をしましたか？

Q：いちばんがんばったことはどんなことですか？

Q：楽しかったこと・つらかったことはどんなことですか？

Q：発⾒見見したこと、印象に残っていることはどんなことですか？

インターンシップの中でいちばん印象に残っていること・ココロが動いたこと

そう思った背景

私にとって“働く”とは？
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■想定学年年
２年年⽣生

 　◆企業が様々なやり⽅方で地域社会に貢献していることを知る。
 　 　 　（企業と様々な機関の役割を理理解する）
 　◆他者との協働する⼒力力を⾝身につける。
 　◆業界・地域の課題を体系的な視点から抽出する。
 　◆論論理理的に情報を分析する⼒力力を⾝身につける。

このプログラムでは、評価指標に基づき、下記の要件を盛り込むものとする。

①
⾃自
⽴立立
・
創
造

⾃自主・⾃自律律 □⾏行行動予定を⾃自ら決めることを求める

⾃自⼰己管理理 □他者との関わりの中で休まず参画することを求める（⾃自⼰己管理理の実践）

学習・探究・創造 □課題とゴールを与える

②
社
会
参
画
・
貢
献

協調性
チームワーク □チームでひとつのテーマに取り組む場を作る

コミュニケーション
□調査対象を探してアポイントを取る
□わかりやすく論論理理的に伝えることを求める

モラル・マナー
□マナーの実践
□報・連・相を実践する

ローカル □地域orグローバルな活動がある産業界の市場の現状に触れるテーマを提
⽰示するグローバル

③
課
題
対
応 　

課題発⾒見見 □調査・分析の活動を通して課題発⾒見見を実践する

課題解決 □調査・分析の活動から⾒見見えた可能性の提案実践

■到達⽬目標

■評価指標との関係

■全体構成
全３ステップとし、調査仮説の形成から調査実施・分析まで⼀一連の流流れを
チームで実践する。

★チーム意識識を⾼高める
★調査⼿手法について理理解する。
 　 　①オリエンテーション
 　 　 　 　（チームビルディング・業界からのオファーの確認）
 　 　②基礎知識識としての地域社会の産業構造
 　 　③調査⽅方法について学ぶ
 　 　④⑤調査設計実践（チーム活動）
 　 　 　仮説構築、対象・項⽬目の設定、アンケートや
 　 　 　インタビューシートの作成する。

★チームで役割分担して取り組む
★調査依頼から調査の実施まで⾏行行うことで地域社会と触
れる。
 　 　①アポ取り実践 　 　
 　 　②③④調査実践
地域で活動する企業・⾏行行政などのインタビュー先に
取材申込を⾏行行い、地域社会の課題に対し、
企業がどのように貢献しているのかをインタビューする。

★チームで協⼒力力して成果を出す
★調査の結果を分析し、地域社会を⾒見見る視点を養う。
 　 　①分析⼿手法について学ぶ
 　 　②③分析・結果の考察（仮説に対しての検証結果）
 　 　④プレゼンテーション準備
 　 　⑤調査結果の発表（チームからのプレゼンテーション）
 　 　⑥⾃自⾝身がどのような業界で貢献したいかを考える。

ステップ①
調査仮説
調査設計

ステップ③
考察

ステップ②
調査実践

地域社会・産業界の「課題」と「⾃自分」をつなげる
市場調査プログラム

キャリア系講座
プログラム

中級

調査実践が中⼼心となるプログラムなので、授業の時間外の活動が増え、また、
学⽣生⾃自⾝身が直接、社会と触れる機会が増える。

内容 考えられる外部資源

【ステップ①】
 　地域社会の産業構造

⾏行行政関係者や業界関係者など

【ステップ①〜～③
 　調査⽅方法
 　分析⽅方法

マーケティングや調査会社など、調査・分析を専⾨門に⾏行行う⽅方。
または、教員。調査設計のプロセスにおいて、継続的に関わ
り、学⽣生にアドバイスをもらえるようにできるとベスト。

【ステップ③】
 　調査実践

学⽣生⾃自⾝身が選定し、インタビュー等の場合は学⽣生⾃自⾝身にアポ
イントをとらせる。（⼤大学側からの根回しは⾏行行わない。）

業界に関係する複数のセクターにインタビュー実践を⾏行行い、業界の課題があぶりだされるも
のにする。
 　 　①特定の「業界」をフォーカスする。
 　 　②あらたな市場拡⼤大の可能性を提案することをゴールとする。

■実施準備〜～外部資源との養成〜～

■教材⼀一覧

教材名 使⽤用シーン 詳細

（参考資料料）
チームビルディングワーク

オリエンテー
ション

チームでの活動が基本となるため、チーム
づくりのきっかけとするワーク。
※必ずしもこのワークでなくともよい。

環境分析シート
 　※授業案あり

地域社会の産
業構造

産業構造を理理解するため、業界を取り巻く
環境分析を⾏行行う。

調査設計シート
調査項⽬目シート
調査対象シート

調査設計
〜～調査実践

調査設計〜～実践時に使⽤用。調査設計の⼿手法
の解説をもとに実践を⾏行行う。

取材依頼練習シート 調査実践
（アポとり

企業・団体等に取材を⾏行行う際の電話スクリ
プト。

調査分析シート 分析 インタビュー調査の結果の分析の観点。こ
れらをもとにプレゼンテーションを⾏行行う。
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時間 内容 使⽤用教材

１０分 【導⼊入】
 　（１）この時間のねらい
 　（２）ゲスト講師の紹介

８０分 【業界を取り巻く環境】
（１）業界の歴史
 　 　 　−誰の、どんなニーズを受けて
 　 　 　 　発⽣生したサービスだったのか
（２）沖縄県内での現状
 　 　 　−どのような企業が活躍しているか
（３）市場の変化
 　 　＜ワーク＞
 　 　 　 　業界を取り巻く環境分析
 　 　 　 　 　↓ 　 　↓
 　 　 　 　学⽣生からの発表を受け、講師からコメント

（４）業界にとっての課題

環境分析シー
ト

⾏行行政関係者、業界関係者

■講師の⼈人材要件

各ステップの進め⽅方  (講義展開例例)

ステップ①―地域の産業構造

キャリア系講座
プログラム

中級

ステップ②―調査⽅方法・調査設計

時間 内容 使⽤用教材

１０分 【導⼊入】
 　（１）この時間のねらい

８０分 【調査⼿手法】
具体的な商品・サービス等を事例例にしながら、
調査⼿手法について解説する。
理理解を促進するため、できる限り演習も含める。

 　 　（１）調査設計の⼿手順
 　 　（２）調査仮説
 　 　（３）調査対象のセグメントについて
 　 　（４）調査⽅方法の種類
 　 　（５）調査項⽬目の設定の仕⽅方
 　 　（６）調査ツールの作り⽅方
 　 　（７）分析イメージを描く

調査設計シート
調査項⽬目シート
調査対象シート

→この講義を受け、４コマめ・５コマめはチーム活動として、仮説構築、調査対象・項⽬目
 　の設定、アンケート・インタビューシートの作成をする。講師は適宜、アドバイスを⾏行行う。

⼤大学教員
またはマーケティング（調査設計）業務に従事する⽅方

■講師の⼈人材要件

時間 内容 使⽤用教材

１０分 【導⼊入】
 　（１）この時間のねらい

８０分 【調査結果の分析】
【調査⼿手法】
具体的な商品・サービス等を事例例にしながら、
結果分析のプロセスについて解説する。
理理解を促進するため、限り演習も含める。

 　（１）調査⽬目的はなんだったか？
 　（２）分析の観点
 　（３）結果のまとめ⽅方

調査分析シート

２０分 【プレゼンテーションの組み⽴立立て】
基本的な調査報告のフレームの確認
 　（効果的な提案につなげるために） 調査分析シート

⼤大学教員
またはマーケティング（調査設計）業務に従事する⽅方

■講師の⼈人材要件

→この講義を受け、次の時間（３コマ）はチームでの結果考察・まとめ、
 　 　プレゼンテーションの準備に取り組み。講師は必要に応じてアドバイス⾏行行う。

ステップ➂―考察
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チームビルディング

ワークシート	

環境分析シート

ワークシート	

【ブレストルール】
 　①たくさん出そう
 　②おもしろく突⾶飛な意⾒見見⼤大
歓迎
 　③批判や否定はしない
 　④⼈人の意⾒見見を借りて変形OK  

★ブレスト練習
「あったらいいな！おもしろいイベントを考える！」
 　 　３分間でアイデアをとにかくたくさん考える。
 　 　いちばん多く考えることができたチームが勝ち！
・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

★共通点探しゲーム
 　メンバー全員に共通することを探す。より多くの共通点が⾒見見つかったチームが勝ち！

Poli0cs（政治的な視点から）	 Economics（経済的な視点から）	

Society（社会の視点から）	 Technology（技術の視点から）	

テーマは・・・
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調査設計シート

ワークシート	

調査⽬目的

何のために調べるのか

調査仮説

どのような結論論が考えられるか

調査事項

どのようなことを調べるのか

調査対象

誰を相⼿手に調べるのか
 　※異異なるセクター・業種３つ以上を想定する。また顧客も含むものとする。

調査⽅方法

どうやって調べるのか
 　※ここではインタビュー調査をメインとする。

調査項⽬目シート

ワークシート	

①	

質問項⽬目

目的（何をあきらかにするためにその質問をするのか）	

②	

質問項目	

目的（何をあきらかにするためにその質問をするのか）	

③	

質問項目	

目的（何をあきらかにするためにその質問をするのか）	

④	

質問項目	

目的（何をあきらかにするためにその質問をするのか）	

⑤	

質問項目	

目的（何をあきらかにするためにその質問をするのか）	
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調査対象シート

ワークシート	

対象①

企業・団体名：

連絡先（電話）：

所在地：

対象②

企業・団体名：

連絡先（電話）：

所在地：

対象③

企業・団体名：

連絡先（電話）：

所在地：

対象④

企業・団体名：

連絡先（電話）：

所在地：

対象⑤

企業・団体名：

連絡先（電話）：

所在地：

取材依頼練習シート

ワークシート	

【事前準備】
 　調査対象となる企業・団体の連絡先を検索索する。
 　電話番号、部署名等わかる範囲でメモをしておく。

【電話をかける・⽬目的を伝える】

「〇〇⼤大学〇〇学部の〇〇と申します。
 　
 　〇〇○○（⽬目的を簡単に）を⽬目的とした調査を⾏行行っておりまして、
 　〇〇○○に関するインタビューをお願いできないかと考え、
 　お電話を差し上げました。
 　〇〇○○に関するご担当の⽅方はいらっしゃいますでしょうか？」

【OKかつ・担当者不不在の場合】

「お忙しいところ申し訳ありません。
 　それでは後ほどあらためて
 　お電話差し上げたいのですが、
 　よろしいでしょうか？」

 　 　※できる限り、在席時間を確認して
おく。
 　 　例例） 　「何時頃お戻りでしょう
か？」
 　 　 　 　 　または
 　 　 　 　 　「何時頃でしたらお⼿手すきで
しょう 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
 　 　 　 　 　 　か？」

【電話を切切る】

「お忙しいところありがとうございました。
 　失礼いたします。」

【在席の場合】

「〇〇⼤大学〇〇学部の〇〇と申します。
 　
 　〇〇○○（⽬目的を簡単に）を⽬目的とした
 　調査を⾏行行っております。
 　〇〇○○に関するインタビューをお願い
 　できないかと考え、お電話を差し上げました。
 　⼀一度度おうかがいしてお話をお聞きしたいので
すが、
 　ご協⼒力力いただけませんでしょうか？」

 　 　 　→OKの場合、⽇日時と場所を確認する。
【電話を切切る】

「お忙しいところありがとうございます。
 　失礼いたします。」

【⽇日時を再確認】

「それでは、○⽇日○時におうかがいいたします
ので、
 　よろしくお願いいたします。」

【NGの場合】
「お忙しいところ申し訳ありませ
んでした。
 　失礼いたします。」（電話を切切
る）
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調査対象シート

ワークシート	

調査⽬目的

何のために調べることを⽬目的としていたか

調査仮説

どのような結論論を想定していたか

調査概要

いつ・どのような対象者に・どのような⼿手法で調査を⾏行行ったか

調査結果

調査⽬目的・調査仮説（想定していた結論論）に対しての結果

根拠

※プレゼンテーションにあたっては必要なデータなどを提⽰示すること
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■想定学年年
２年年⽣生

⼤大学⽣生活にも慣れてきたころ。翌年年末から始まる就職活動も視野に⼊入り始める。しかし、業
界・企業・職業についての知識識は少なく、視野がせまい状態であることから、以下のような状
態をめざす。
 　◆企業や職業をどのように把握すべきか、その「観点」をつかむ。

このプログラムでは、評価指標に基づき、下記の要件を盛り込むものとする。

①
⾃自
⽴立立
・
創
造

⾃自主・⾃自律律
□ある程度度決められた業務の中で、どのように⾏行行動するか考えること
を求める

⾃自⼰己管理理
□興味・関⼼心のない世界でも休まず参加することを求める（⾃自⼰己管理理
の実践）

学習・探究・創造
□課題とゴールを与える
□興味・関⼼心のない知らない世界に触れることを求める

②
社
会
参
画
・
貢
献

協調性
チームワーク □チームでひとつのテーマに取り組む場を作る

コミュニケーション
□アポイントを⾃自らとる
□インタビューを⾏行行う
□ターゲットを設定して相⼿手の⽴立立場で表現することを求める

モラル・マナー
□マナーの実践
□報・連・相を実践する

ローカル □地域orグローバルな活動がある産業界の活動に触れる場を作る
グローバル

③
課
題
対

応 　
課題発⾒見見 □課題について体験の中で発⾒見見・探究することを求める

課題解決 □与えられた課題に対して⾃自分なりの答えを出すことを求める

■到達⽬目標

■評価指標との関係

企業・地域社会の魅⼒力力を発⾒見見し発信する
メディア制作型インターンシップ

インターンシップ
プログラム

中級

■実施準備〜～外部資源との調整〜～

特にインターンシップ（体験先）の依頼にあたっては、下記のような協⼒力力をお願いする。
 　①下記のいずれかの体験をさせていただくこと
 　 　◇仕事の体験
 　 　◇ジョブシャドウ（特定の社員の⽅方の業務の様⼦子を側で観察させていただくこと）
 　 　 　 　◇社⻑⾧長の鞄持ち
 　 　 　 　 　 　（経営者の⽅方の仕事の現場に鞄持ちとして付き添わせていただくこと） 　 　 　 　 　
 　 　 　※学⽣生に対して活動期間・内容・場所を⼀一覧表⽰示できるようにする）
 　②初⽇日の集合時間・場所の確認については、
 　 　 　学⽣生から直接電話を⼊入れる旨をお伝えし、対応への協⼒力力をお願いしたいこと。
 　④期間中（最終⽇日等に）、従業員の⽅方へのインタビューの時間をとっていただくこと
 　 　 　 　（１時間程度度を想定）
 　⑤活動全般を通して、社会⼈人として扱っていただくようお願いする。
 　 　 　（お客様扱いをする必要はない）

事前学習

事後学習

体験

★インターンシップで企業を⾒見見る「視点」を意識識する。
 　【１コマめ】
 　 　■オリエンテーション
 　 　■企業を取り巻く環境について理理解する
 　【２コマめ】
 　 　■企業研究
 　 　 　 　（インタビュー項⽬目の洗い出しなどの事前準備）
 　【３コマめ】
 　 　■インタビューの仕⽅方・インタビュー実践

★企業・業界の魅⼒力力を整理理し、他者にわかりやすく
伝える。
 　【１コマめ】■活動のふりかえり
 　【２コマめ】■メディアの作り⽅方
 　【３コマめ〜～４コマめ】■メディア制作
 　【５コマめ】■プレゼンテーション

３⽇日間〜～１週間程度度の活動に参加
 　＜内容＞ 　※企業の状況によって協⼒力力内容を調整する。
 　◆業務の体験、もしくはジョブシャドウ・社⻑⾧長のカバン持ち
 　◆上記に加え、働く⼈人へのインタビュー（１時間程度度）

インターンシップを通して、業界・企業・職業の魅⼒力力を発⾒見見し、ポスターなどのメ
ディアの制作をゴールに活動する。活動を通して、企業を⾒見見る「視点」を養う。

■教材⼀一覧
プログラム内で使⽤用できる教材は以下のようなもの。

教材名 使⽤用シーン 詳細

誌⾯面分析シート
 　※授業案あり

事前学習 企業研究の視点をつかむワークで使⽤用す
る。

企業の基本情報シート
事業内容シート
 　※授業案あり

事前学習 取材の「下調べ」にあたる、企業につい
ての情報収集をする。

質問準備シート
 　※授業案あり

事前学習 インターンシップ先での取材項⽬目を洗い
出す。

インタビューメモシート インターンシップ
中

インターンシップ先で取材をする際のメ
モシート

初⽇日確認シート
 　※授業案あり

事前学習 インターンシップ初⽇日について電話確認
する際の確認項⽬目。

業務⽇日誌 インターンシップ
中

インターンシップ中、活動のふりかえり
および翌⽇日の⽬目標設定を⾏行行う。

インタビューシート
ふりかえりシート
 　※授業案あり

事後学習 インターンシップのふりかえりを⾏行行う際、
⾃自分と異異なるインターンシップ先に⾏行行っ
た学⽣生同⼠士がインタビューしあうことで、
体験を相⼿手に伝え、⾔言語化する。

メディア企画シート 事後学習 インターンシップ後、メディア制作をす
る際の企画の枠組み。

■全体構成
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各ステップの進め⽅方  (講義展開例例)―事前研修

ステップ①―オリエンテーション

ステップ②―企業研究

ステップ➂―考察

インターンシップ
プログラム

中級

時間 内容 使⽤用教材

３０分 【オリエンテーション】
 　（１）活動全体の流流れについての確認
 　（２）ねらいと評価について
 　（３）インターンシップ先についての確認
 　（４）インターンシップ先の決定
 　 　 　 　※決め⽅方は学⽣生に任せる。
 　（５）その他、事務的な⼿手続き等について

インターンシップ
先⼀一覧

６０分 【企業と取り巻く環境】
以下のような視点から、企業を取り巻く産業構造の変化
やその課題について学ぶ。
（１）⽇日本の産業構造の課題
 　 　 　 　−主要産業の変化
（２）沖縄県の産業構造と課題
 　 　 　 　−主要産業
 　 　 　 　−産業別の課題
 　 　 　＜ワーク＞
 　 　 　 　沖縄県の産業に関するSWOT分析
（３）今後の解決課題と
 　 　 　これから求められる⼈人材像とは？

⾏行行政関係者、経営コンサルタントなど■講師の⼈人材要件

時間 内容 使⽤用教材

１０分 【導⼊入】
 　この時間の流流れについて
 　 　※ゲスト講師がいる場合は、⾃自⼰己紹介

４０分 【企業研究ワーク】
 　（１）４−５⼈人１組程度度のグループにわかれる
 　（２）既存の雑誌等から以下の３種類の記事を抜粋。
 　 　 　それぞれの記事について、
 　 　 　「この記事を作るために情報収集すべきこと」を
 　 　 　グループ内で話し合う
 　 　 　 　①企業について紹介している記事
 　 　 　 　②仕事（職業）について紹介している記事
 　 　 　 　③働く個⼈人について紹介している記事
 　（３）グループ間シェア
 　 　 　さらにその「魅⼒力力」を伝えるために
 　 　 　なげかけるべき質問とは何かをディスカッション
 　 　 　 　※ゲスト講師がいる場合は、
 　 　 　 　 　 　ふだんの仕事の中でどのような取材や
 　 　 　 　 　 　情報収集をしているかを伝える。 　

誌⾯面分析シート
雑誌等の記事ペー
ジ抜粋

※「就職ジャーナ
ル」など。または、
TV番組などの映
像があればそれで
もよい。

４０分 【企業研究実践】
 　（１）取材にあたって下調べの重要性を伝える。
 　（２）シートに従って、
 　 　 　企業についての情報収集を⾏行行う。
 　 　 　 　（調べればわかることは質問しないように）
 　※同じ企業に複数⼈人⾏行行く場合は、
 　 　 　メンバーで⼿手分けして⾏行行うなど協⼒力力すること。

企業の基本情報
シート
事業内容シート
スマホなど使⽤用
OK

インタビューや情報収集を⾏行行って記事を執筆するライターや新聞記者■講師の⼈人材要件

時間 内容 使⽤用教材

１０分 【導⼊入】
 　この時間の流流れについて
 　 　※ゲスト講師がいる場合は、⾃自⼰己紹介

３０分 【インタビューの仕⽅方についてのレクチャー】
 　（１）取材の仕事⼿手順に従って、ポイントを伝える。
 　 　 　①下調べの際にすべきこと
 　 　 　 　 　−情報収集
 　 　 　 　 　−質問項⽬目の準備
 　 　 　②インタビュー対象者との信頼関係
 　 　 　 　 　−姿勢について
 　 　 　 　 　−「傾聴」とは
 　 　 　③質問技術
 　 　 　 　 　−オープンクエスチョンとは？
 　（２）インタビュー実践（ペアワーク）
 　 　 　 　 　 　−傾聴
 　 　 　 　 　 　−質問実践

インタビュー
のポイント

２０分 【質問項⽬目を洗い出す】 　
シートに従い、質問事項を考え、優先順位をつける。
 　※同じ受け⼊入れ先に複数⼈人が⾏行行く場合は、
 　 　 　役割分担して⾏行行う。

質問項⽬目の準
備シート

２０分 【電話アポイントタイム】
 　初⽇日に関しての確認電話をかける。
 　（担当者が不不在の場合を除き、この場で⼀一⻫斉に
 　 　電話かけを⾏行行う。）

 　※同じ受け⼊入れ先に複数⼈人が⾏行行く場合は、
 　 　 　役割分担して⾏行行う。

インターン
シップ先⼀一覧

１０分 【進捗状況の確認】
 　 　受⼊入先ごとの状況を全体でシェアする。

インタビューや情報収集を⾏行行って記事を執筆するライターや新聞記者などの職業の⽅方。
 　 　（２コマめと同じ⽅方が望ましい）

■講師の⼈人材要件
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企業についての基礎情報

ワークシート	

紙⾯面分析シート

ワークシート	

伝えたいこと 集めるべき情報や取材内容

会社を
紹介する

職業を
紹介する

働く⼈人を
紹介する

企業名

創⽴立立年年

代表者名

従業員数

売上⾼高

企業理理念念

事業内容
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業務内容について

ワークシート	

顧客層と提供価値 左記に対しての競合企業

インタビューのポイント

ワークシート	

◆「はい」「いいえ」だけで答えられる質問だけではなく、
 　オープンクエスチョン（話がふくらむような質問）を⼼心がけてみましょう。 　
 　その際、⾃自分の頭でイメージができない⾔言葉葉に注意してみると、質問が⽣生まれてきま
 　す。
 　例例えば以下のようなものです。
 　 　 　①抽象的な⾔言葉葉が出てきたとき
 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　「例例えばどんなものがありますか？」  
 　 　 　②⼤大きさや量量・⻑⾧長さの話のとき
 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　「具体的にはどれくらいですか？」
 　 　 　③話をさらにうながしたいとき
 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　→相⼿手の⾔言ったことを繰り返す  

最後に。
仕事の中でインタビューの時間をとってくれた⽅方に感謝の気持ちを忘れずに！

Q:インタビューで⼤大切切なことって何ですか？

Q:話を聴く・ひきだすために必要なことって？

Q:「いい質問」って、どうすればいいですか？

◆最初の印象が何より⼤大事
 　 　知らない相⼿手、信頼できない相⼿手に⾃自分のことを話をするのは、抵抗があります。
 　 　相⼿手にも安⼼心してもらうこと、話しやすい雰囲気を作る⼯工夫も必要です。
◆聞く態度度で聞く、相⼿手に興味を持つこと
 　 　アイコンタクト、あいずち、うなづき・・・こうした態度度がまずは⼤大事です。
 　 　そして何よりも、⾃自分が相⼿手に興味を持っている姿勢を⽰示すこと。
◆いい質問を投げかけること。

◆綿密な準備は絶対に必要です。事前の「下調べ」ですね。
◆強い問題意識識（聞きたい！という気持ち）
 　 　事前に下調べをしていると、「これはどうなっているんだろう」「本当はどうなんだろ
 　 　う？」という知りたい気持ちがわいてきます。「知りたい！」という強い気持ちでインタ
 　 　ビュー相⼿手と向き合えば、その気持ちは必ず相⼿手にも伝わります。
◆明確な⽬目的意識識
 　 　どんなことをあきらかにするためにインタビューを⾏行行うのか、やみくもに質問をする
 　 　のではなく、⽬目的意識識していることが⼤大事です。
◆鋭い観察眼
 　 　上記の「強い問題意識識」と「明確な⽬目的意識識」があれば、⾃自然と観察眼は鋭くなるは
 　 　ずです。

ライター・編集者といった「インタビューをして書くこと」を仕事にしている⽅方に
インタビューのポイントをお聞きしてみました。
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質問項⽬目の準備シート

ワークシート

①質問してみたいことを洗い出す（ここはなるべくたくさん！）

②優先順位をつける
 　 　絶対に聞きたいこと 　→ 　◎ 　 　 　時間があったら聞きたいこと 　→ 　△

①質問してみたいこと ②優先順位

インタビューメモ

ワークシート	

質問項⽬目：

質問項⽬目：

質問項⽬目：

質問項⽬目：
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初⽇日確認シート

ワークシート	

企業名

担当窓⼝口

部署名：

ご担当者名：

連絡先：

期間

場所

集合時間

当⽇日
緊急連絡先

持ち物・
服装

その他注意

業務⽇日誌

ワークシート	

記入日	 氏名	

◆明⽇日の⽬目標

◆１⽇日のふりかえり

◆明⽇日の⽬目標
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各ステップの進め⽅方  (講義展開例例)―事後研修

事後学習①―振り返り 事後学習②―メディアの作り⽅方

インターンシップ
プログラム

中級

時間 内容 使⽤用教材

５分 【導⼊入】
 　この時間の流流れ

７０分 【インタビューワーク】
 　（１）インターンシップ先が異異なる⼈人と２⼈人１組になり、
 　 　 　「インタビュアー」と「インタビュイー」を決める。
 　（２）インターンシップについてのインタビュー
 　 　 　 　（１５分）
 　（３）役割を替えてインタビュー（１５分）
 　（４）組み合わせをシャッフル
 　 　 　インターンシップ先が異異なる⼈人と２⼈人１組になり、
 　 　 　「インタビュアー」と「インタビュイー」を決める。
 　（５）インターンシップについてのインタビュー
 　 　 　 　（１５分）
 　（６）役割を替えてインタビュー（１５分）

インタビュー
シート２枚

１０分 【ひとりでワーク】
 　インタビューで話をしたこともふまえながら、
 　インターンシップを通していちばん印象に残った
 　こととその背景（理理由）をふりかえる。

ふりかえり
シート

時間 内容 使⽤用教材

５分 【導⼊入】
 　この時間の流流れ

５０分 【メディアの作り⽅方】
 　（１）メディア制作の仕事⼿手順に従って、
 　 　 　ポイントを伝える。
 　 　 　①ターゲット設定
 　 　 　 　 　−情報収集のために何をするのか？
 　 　 　 　 　−ペルソナを描く
 　 　 　②キャッチコピーについて
 　 　 　 　 　 　（⾔言葉葉の⼒力力）
 　 　 　③ビジュアルについて
 　 　 　 　 　 　（写真・絵の⼒力力）

 　 　※②③それぞれについては、具体的な実例例が
 　 　 　 　あればできる限り⾒見見せていただく。

３０分 【メディア制作ミニワーク】
 　 　ターゲットの⼼心に刺刺さる
 　 　「コピー」と「ビジュアル」を理理解するため、
 　 　様々なターゲットに合わせたポスターを考える。
 　 　
・テーマ「板チョコを売る」
・以下のターゲット別にグループをわける
 　 　 　−⼩小学⽣生
 　 　 　−中⾼高⽣生（１０代⼥女女性）
 　 　 　−OL（２０代⼥女女性）
 　 　 　−サラリーマン（２０代男性）
・それぞれメインとなるキャッチコピーと
 　 　ビジュアルイメージを考え提案する。

広告代理理店などポスター制作のノウハウを持っている⼈人

■講師の⼈人材要件
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ふりかえりシート

ワークシート	

インターンシップについてインタビュー

ワークシート	

インタビュー相⼿手

インターンシップ先

Q：どんな活動に参加しましたか？

Q：どんな体験をしましたか？

Q：いちばんがんばったことはどんなことですか？

Q：楽しかったこと・つらかったことはどんなことですか？

Q：発⾒見見したこと、印象に残っていることはどんなことですか？

インターンシップの中でいちばん印象に残っていること（伝えたいと感じたこと）

そう思った背景
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メディア企画シート

ワークシート	

要素①キャッチコピー（⾔言葉葉）

◆コンセプト＝相⼿手に伝えたいこと（どんな⾏行行動や変化を望むのか？）

要素②メインビジュアルのイメージ

要素③書かれていないと困る基本情報（会社名などの情報）

◆そのための要素

チェック！
その⾔言葉葉・ビジュアルは
ターゲットの⼼心に響くもの

か？

レイアウトデザインシート

ワークシート	

◆レイアウト案（それぞれの要素をどう配置するかを考える）
キャッチコピーをどこに置くか？
メインビジュアルはどこに置くか？（だいたいの絵がわかればOK）
基本情報はどこに置くか？
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■想定学年年
３年年⽣生

就職活動が始まる前に、企業・産業界の活動に向き合うことを通して、以下のような⼒力力を
⾝身につける。
 　◆地域・産業界の課題をじぶんごととしてとらえる
 　◆課題解決スキルを⾝身につける

このプログラムでは、評価指標に基づき、下記の要件を盛り込むものとする。

①
⾃自
⽴立立
・
創
造

⾃自主・⾃自律律
□何にコミットするかを⾃自⾝身で判断することを求める
□⾏行行動予定を⾃自ら決めることを求める

⾃自⼰己管理理
□チームというストレスがかかる状況下でも⾃自⼰己管理理を
 　実践することを求める

学習・探究・創造
□取り組みテーマに従い、課題の発⾒見見・解決の⽅方法を
 　⾃自ら判断することを求める（必要なことは⾃自ら学ぶ）

②
社
会
参
画
・
貢
献

協調性
チームワーク □チームの中で役割を担い、チームでの成果を求める

コミュニケーション
□他者との議論論を経て結論論を出す場を作る
□相⼿手が納得できるように説明することを求める

モラル・マナー □チームというストレスがかかる状況下でもモラル・マナーを求める

ローカル □地域orグローバルな活動がある産業界の課題を
 　テーマに提⽰示するグローバル

③
課
題
対
応 　

課題発⾒見見 □取り組みテーマに対しての課題を⾃自ら発⾒見見することを求める

課題解決 □取り組みテーマに対して課題解決の提案を⾏行行うことを求める

■到達⽬目標

■評価指標との関係

企業・地域社会の課題解決を体験する
企業ミッションプログラム

キャリア系講座
プログラム

上級

■外部資源に関する要件
このプログラムはすでにプログラムを持っている中間⽀支援組織等との連携が重要となる。

 　＜⼤大学に対して＞
 　 　□⼤大学でめざす⼈人材像にあわせたプログラム内容の改訂など、
 　 　 　 　柔軟な対応ができること
 　＜学⽣生に対して＞
 　 　□学⽣生の抱える課題、得意・不不得意にあわせたプログラムの調整ができること
 　 　□企業のメリットだけでなく、学⽣生に対しての学習効果を考慮した
 　 　 　 　“ミッション”の設定ができること
 　＜企業に対して＞
 　 　□企業の抱える課題を発⾒見見し、“ミッション”の設定ができること

■教材⼀一覧

教材名 使⽤用シーン 詳細

ニーズ調査シート 課題を⾒見見つける

企業情報を集めよう（１）（２）

企業の魅⼒力力と強みを発⾒見見しよう

発想を広げてみよう（１）（２） 企画会議

企画提案シート 企画会議

整理理してみよう 中間発表

筋書きを作ろう 中間発表

ふりかえり⽤用シーと ふりかえり

■全体構造

①オリエンテーション
②チームビルディング
③企業ミッションを理理解する

④企画⽴立立案を学ぶ
⑤⑥⑦企画会議

⑧中間発表（中間評価）
⑨⑪企画修正会議
⑫プレゼンテーションについて学ぶ

⑬プレゼンテーションリハーサル
⑭最終プレゼンテーション
⑮ふりかえり

課題を⾒見見つける
・課題発⾒見見
・課題設定

解決策を考え
提案

・企画提案
・実⾏行行

評価し修正を⾏行行う
・⾃自⼰己評価
・他者評価

原因理理解・
原因分析
・情報収集
・情報分析

このプログラムでは、“ミッション”の設定と、そこにあわせた⼤大⼈人（教員・企業⼈人）の
関わり⽅方のスタンスが最も重要である。
ミッションの設定においては、アイデアを発散させる範囲と、アイデアを収束させてい
く⽅方向性のコントロール＝考える範囲のコントロールが⼤大切切になる。ここでは、その範
囲を以下のように整理理する。
 　 　 　①企業の持つリソースのなんらか１つを要件として固定する。
 　 　 　②固定した要件を深くリサーチすることを通して企業理理解を促進する。
 　 　 　③アイデアを発散させる⽅方向性をひとつ固定する。
 　 　 　④いずれも「採算性」の厳密な試算までは求めないものとする。

固定させる要件（例例）※リサーチの対象 学⽣生へのミッション（例例）

企業の提供する商品・サービス 「あたらな販路路の拡⼤大のための提案」
＜学⽣生が深める⽅方向性＞
 　設定したターゲットの課題解決・ニーズ

商品サービスの販売促進のための媒体
（WEBサイトなど、⾃自社がもつリソース）

「販路路の拡⼤大のための媒体活⽤用提案」
＜学⽣生が深める⽅方向性＞
 　設定したターゲットの課題解決・ニーズ

現時点で商品化されていない素材や資源（特
定のものを提⽰示する）

「新商品・新規事業の開発提案」
＜学⽣生が深める⽅方向性＞
 　設定したターゲットの課題解決・ニーズ

■“ミッション”設定に関する要件
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各ステップの進め⽅方  (講義展開例例)

ステップ①―オリエンテーション

ステップ➂―企画会議(４コマ程度度)
キャリア系講座
プログラム

上級

時間 内容 使⽤用教材

【導⼊入】
１０分

 　講座のねらいと流流れ・内容を伝える

【展開】
６０分

（１）チームワークゲームの説明
 　 　 　 　例例）フラフープを全員の⼈人差し指の上に乗せ、
 　 　 　 　 　 　指が離離れないようにしながら床までおろし、
 　 　 　 　 　 　３回のタイムを競う（制限j間３分）
（２）チームワークゲームを⾏行行う
 　 　 　例例）作戦を⽴立立てる→ゲーム実施→再度度作戦・・・
（３）ふりかえり
 　 　 　・よいチームワークを作るために学んだことは
 　 　 　 　何かをふりかえる
 　 　 　・チームワークに⼤大切切なことは何か、
 　 　 　 　それらの⼒力力が社会にどのように必要になるか
 　 　 　 　全体で共有しながら解説

【まとめ】
２０分

（１）チームで⽬目標設定
 　 　 　 　⽬目標設定
 　 　 　 　全体でシェア
 　 　 　 　チームのリーダー・サブリーダーを決める
（２）個⼈人で⽬目標設定

【今後の
 　 　課題】

 　ミッション提⽰示企業を紹介。
 　次回の企業〜～のミッション提⽰示までに、事前に情報
 　収集しておくことを課題とする。

時間 内容 使⽤用教材

【事前課題】  　ミッション提⽰示企業に関する情報収集

【展開①】
３０分

企業からのミッション
 　 　（１）企業から会社概要の説明
 　 　 　 　（事業概要、経営者の想いなど）
 　 　（２）企業ミッションの説明
 　 　 　 　（企業が抱えている課題を担当者から提⽰示。
 　 　 　 　 　その背景も伝えてもらう）

【展開②】
２０分

ミッションを選択するための情報収集
課題をより具体的に認識識するために、ミッション提⽰示
企業に質問する。

【展開➂】
３０分

ディスカッションにてミッションの選択・決定
 　（１）ミッション似ついて深めた理理解を共有

 　（２）チームで取り組むミッションの選択・決定

【まとめ】
１０分

ふりかえり
 　気づき、学び、課題、次の時間への意気込みを
 　チームで話し合い、全体で共有。

ステップ②―企業からのミッションをうける

時間 内容 使⽤用教材

【導⼊入】企業ミッションを受け、得た情報や知識識を
 　チームメンバーで共有する

４コマ
程度度

①企画⽴立立案の⼿手法についての学習

②情報収集・リサーチ

③企業の担当者からの情収集
（企画会議に担当者に出席いただくなどし、
 　 　学⽣生と連絡をとり合う）

④プレゼンテーション資料料の作成
 　 　企画提案がわかりやすく伝わるよう、
 　 　⽬目標を確認し、情報を取捨選択し、資料料を作成する。

時間 内容 使⽤用教材

１０分 導⼊入 　今⽇日の⽬目的と流流れ

プレゼン
テーショ
ン
７０分

（１）チームの企画を発表する
（２）評価を受ける
 　 　チームの企画提案書に対して、各企業から
 　 　具体的な指摘を受け、修正箇所を発⾒見見する。
（３）他チームのプレゼンテーションと評価を
 　 　共有する

１０分 【企業からのメッセージ】今後期待していることなど

ステップ④―中間発表  (中間評価)

時間 内容 使⽤用教材

２コマ
程度度

中間プレゼンテーションのアドバイスを受けて
企画提案内容の修正を⾏行行い、
最終プレゼンテーションの準備を⾏行行う。
 　 　（１）チームでの半聖和０区
 　 　（２）チームの課題の整理理

１コマ
程度度

プレゼンテーション⼿手法について学ぶ
 　 　または
プレゼンテーションのリハーサル

時間 内容 使⽤用教材

１０分 【導⼊入】今⽇日のねらいと流流れ

振り返り
ワーク
５０分

（１）チームでのふりかえり各チームでよかったこと、
 　 　 　 　もっとがんばる必要があったことなど
 　 　 　 　活動の全体をふりかえる
 　（２）個⼈人でのふりかえり
 　 　 　ひとりひとり、何を学んだのかをふりかえる

３０分 【学びの共有】クラス全体での共有

ステップ⑤―中間発表  (中間評価)

ステップ⑥―ふりかえり
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企画修正会議（３コマ程度度）
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■想定学年年
３年年⽣生

就職活動が始まる前に、実際に「働く経験」を通して、働くこと・職業についての意識識
を⾼高める時期と考える。
プログラムを通して、以下のような⼒力力を⾝身につけることをめざす。
 　◆地域・企業に存在する課題を解決できる能⼒力力を⾝身につける。
 　◆地域・企業の課題の解決に向け、⾃自ら⾏行行動し続ける⾏行行動⼒力力を⾝身につける。

このプログラムでは、評価指標に基づき、下記の要件を盛り込むものとする。

①
⾃自
⽴立立
・
創
造

⾃自主・⾃自律律
□何にコミットするかを⾃自⾝身で判断することを求める
□⾏行行動予定を⾃自ら決めることを求める

⾃自⼰己管理理
□組織の中というストレスがかかる状況下で⾃自⼰己管理理を実践する
ことを求める

学習・探究・創造
□課題の発⾒見見・解決の⽅方法をみずから 　判断することを求める
（必要なことは⾃自ら学ぶ）

②
社
会
参
画
・
貢
献

協調性
チームワーク □組織の中で役割を担い成果を出すことを求める

コミュニケーション
□多様な他者の中で相⼿手に必要なコミュニケーションをとり、信
頼関係を築く

モラル・マナー
□組織の中というストレスがかかる状況下でモラル・マナーを求
める

ローカル □地域orグローバルな活動がある産業界の活動にコミットする場
を作るグローバル

③
課
題
対

応 　
課題発⾒見見 □⾃自ら取り組むべき課題を⾒見見つけることを求める

課題解決 □課題解決に向けて実⾏行行することを求める

■評価指標との関係

■到達⽬目標

■全体構成

「インターンシップ等の運営に関わる教員・コーディネーターのための⼤大学キャリア教育
専⾨門⼈人材養成研修」資料料より（NPO法⼈人ETIC）

すでにプログラムを持っている中間⽀支援組織等との連携が重要となる。

 　＜⼤大学に対して＞
 　 　□⼤大学でめざす⼈人材像にあわせたプログラム内容の改訂など、
 　 　 　柔軟な対応ができること

 　＜学⽣生に対して＞
 　 　□学⽣生ひとりひとりの適性とのマッチングや⼼心理理的なフォローアップなどの
 　 　 　体制が整っていること

 　＜企業に対して＞
 　 　□企業の抱える課題を発⾒見見し、インターンシップを導⼊入することで
 　 　 　 　企業にメリットが⽣生み出せるよう
 　 　 　 　コンサルティング機能を果たしていること
 　 　 　（学⽣生が業務として取り組む課題の抽出ができていること）

■外部資源に関する要件	 　企業・地域社会の課題解決に⾃自ら関わる
 　⻑⾧長期実践型インターンシップ

インターンシップ
プログラム

上級

■教材⼀一覧

プログラム内で使⽤用できる教材は以下のようなもの。
ただし、中間⽀支援組織等で専⽤用の教材を持っている場合は、プログラム内容にあわせて
適切切な教材を選定するものとする。

教材名 使⽤用シーン 詳細

企業についての基本情報 事前学習 企業分析・業界分析に使⽤用する。

事業内容について 事前学習 企業分析・業界分析に使⽤用する。

業務⽇日誌 インターンシップ中 インターンシップ中、⽇日々の活動のふ
りかえりおよび翌⽇日の⽬目標設定に使⽤用
する。学⽣生と⽀支援者のあいだのコミュ
ニケーションツールとしての活⽤用もで
きる。

モチベーションシート ふりかえり
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[事前]企業についての基本情報

ワークシート	

企業名

創⽴立立年年

代表者名

従業員数

売上⾼高

企業理理念念

事業内容

[事前]業務内容について

ワークシート	

顧客層と提供価値 左記に対しての競合企業
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業務⽇日誌

ワークシート	

記⼊入⽇日 ⽒氏名

◆明⽇日の⽬目標

◆１⽇日のふりかえり

◆明⽇日の⽬目標

ふりかえりシート

ワークシート	

●
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
に
参
加
し
よ
う
と
思
っ
た
き
っ
か
け

●
⾃自
分
の
役
割
・
仕
事
は
？

●
イ
ン
タ
ー
ン
先
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
事
業
内
容

●
達
成
し
た
こ
と
・
や
り
切切
っ
た
こ
と
・
成
果

モチベーション

【参考】	
「インターンシップ等の運営に関わる教員・コーディネーターのための大学キャリア教育	
専門人材養成研修」資料より（NPO法人ETIC）	
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