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専門人材として知っておかなければならない内容を
下記の4項目にてまとめます。

１．インターンシップとは
２．専門人材の要件と役割
３．受け入れ企業用手引き
４．ワークシートの活用方法（初級・中級・上級）

新しく専門人材の職を担う方への説明資料となることが
本テキスト作成の目的です。
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1．インターンシップとは

第1章の内容
（１）インターンシップの種類
（２）日本におけるインターンシップの類型
（３）大学等におけるインターンシップ実施状況の推移

（平成8年度～平成23年度）
（４）インターンシップの流れ
（５）インターンシップの流れ
（沖縄地域インターンシップ推進協議会事務局）

インターンシップについての基礎的な知識をまとめる。



（１）インターンシップの種類

分類
採用直結型 業務補助型 事業参画型

（課題解決型）

期間 1～2週間 1ヶ月前後 １ヶ月～12ヶ月

内容
業務見学・座学

シャドウイング
業務体験

課題発見・解決、業務遂行

プロジェクトマネジメント

社内の位置付け 就活生 研修生（見習い） プロジェクトスタッフ

学生への期待 職場への理解 学生ならではの意見
プロジェクトの成功

特定の役割の遂行

受入側の目的 採用活動 社会貢献、採用活動 戦略課題の解決と人材戦略

主な受入先

大手企業、専門事務所

行政が中心

（人事部が窓口）

大手企業

行政が中心

（人事部が窓口）

ベンチャー企業、NPO

大手企業新規事業部

（経営者や事業責任者が直接
窓口になる傾向）

人材育成目標

職業意識醸成

仕事への理解刺激
（問題意識）

職業意識醸成

仕事への理解刺激
（問題意識）

問題発見・解決能力

仮説検証型行動特性獲得

プロジェクト遂行能力の獲得
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（２）日本におけるインターンシップの類型

4

教育効果 企業・社会メリット

• 中小・ベンチャーの経営変
革推進型インターン（G-
net、高知大学等）

• 高等専門教育の一環とし
てのインターンシップ（日本
では主に大学院で実施）

具体例

• ワークプレイスメント

• ベンチャー企業の自主
募集インターンシップ

• 学内インターンシップ
（金沢工業大学等）

• 大企業のインターンシップ

• 大学が開拓・紹介する休
暇中のインターンシップ

• 推進協議会等による地域
中小企業のインターンシップ

• 地域の企業やNPOの現場
で特定の課題の調査・企
画提案に取り組む
（福岡女子大学等）

a. 仕事理解型

d. 課題協働型

c. 業務補助型

e. 事業参画型

特徴

• 1～2週間程度の職場・業務体
験が中心。最後にレポートやプレ
ゼンによる報告を実施することが
多い。業界や企業について総合
的に理解する。

• 大学の産学協働教育として、近
年広く実施。NPO等とも連携。

• 職場と教室を反復してのグループ
ワーク形式が多く、社会人基礎力
等の汎用的能力の養成に主眼

• 企業の人材ニーズに基づき募集・
実施され、通常業務に取り組む。
期間は1か月以上の長期が多い。

• 経験・学びの質は内容やマッチン
グ次第で差が大きい

• 企業の変革・R&Dプロジェクトや
新規事業の一員として取り組む。
通常1か月以上の長期が多い。

• 社会人基礎力等に加え、リー
ダーシップの涵養や高度専門教
育の実質化を目指す。

b. 採用直結型

• 外資系企業や新興大企
業の採用直結インターン
シップ（ワークスアプリケー
ションズ等）

• お互い良い面も悪い面も理解し
た上での採用ミスマッチ解消が目
的（リアリスティックジョブプレビュー
としての効果）

• 内容はaに近いものが多い。

企業・業界広報
（採用広報）

キャリアガイダンス
自己の適性・志向の理解
／働くことや業界の理解

キャリアガイダンス＋

本来のキャリア教育
社会人基礎力等の
汎用的能力の育成

専門教育
理論と実践の反復

教養教育
社会の関係性
の理解

採用マッチング
（採用活動の一環として、

ミスマッチを解消）

若者を活用した
業務の推進

若者の発想の活用・
社内活性化など

若者を活用した
新規事業や変革
プロジェクトの推進

区別が必要

キャリア
ガイダンス
型

<体験中心>

キャリア
教育型

<体験から
実践へ>

文科省も 2％→50%の学生のインターンシップ実施を推進。
「体験型」「実践型」に分類。80%が2週間以内。70％が1か月以上。



0

100

200

300

400

500

600

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H23

参加学生数 実施校数

実施校数
104
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注１：参加学生数は学部学生数と大学院学生数の合計
注２：実施校数の欄の上段は校数、下段は調査対象校数に対する割合
注３：参加学生数の欄の上段は人数、下段は当該年度の学校基本調査における学生数に対する割合
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（３）大学等におけるインターンシップ実施状況の推移（平成8年度～平成23年度）

（人） （校）

5出典：小林洋介「大学におけるインターンシップの推進について」（文部科学省、２０１３）Ｐ．５



学生集客 個別面談 選考面接
インターン生
フォロー

インターンシップ
終了

●学生との接点作り、
ターゲット選定、切り
口、見せ方、地域内の
大学・教授との連携

●動機付け、方向付
け、コミットメント、事前
に準備してもらうこと

●目標設定 ●スタートオリエンテー
ション、中間モニタリング、
三者面談、評価、同期
会、サポート講座

●終了フィードバック、
振り返り、評価

企業開拓 プロジェクト設計 選考面接
受入企業
フォロー

インターンシップ
終了時

の企業フォロー

●企業の探し方、アプ
ローチ方法、インターン
生受け入れ企業基準、
初回営業、営業トー
ク、提供価値・導入の
効果・メリット／デメリッ
ト

●提案書、プロジェクト
設計、導入目的のすり
合わせ、リスク、会費

●選考基準、面接時
にさらにやる気を持たせ
るには？

●マッチング以降、サ
ポート、危機管理、三
社面談、受入企業担
当者のサポート

●リピートに向けた振り
返り

学生

企業

キーワード

キーワード
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（４）インターンシップの流れ

開発期 運用期

4月 5月 6月 7月 8月～2月（半年の場合）

10月 11月 12月 1月 2月～8月（半年の場合）

インターンシップにおける教育的効果は現場での活動だけ
ではなく、事前の目標設定や仮説設定、事後の仮説検
証、振り返り、意味づけといったプログラムによって大きく
左右される

評価期



学生集客・
エントリー

マッチング面談
受入企業決定
・事前研修

実習開始
事後研修・
成果報告

●インターンシップフェア
案内、連携大学等への
周知、HP・フェイスブック
等

●希望企業の掘り下
げ、履歴書添削、事前
書類の準備（保険・誓
約書・守秘義務等）

●目標設定、マナー
研修、自己分析、企
業研究、チームビルディ
ング等

●実習期間中の見
学、参加学生の状況
把握

●実習の振り返り、
評価、受入企業へ
の成果報告

企業開拓・
情報交換会

インターンシップ
フェアブース出展

受入学生の確定
・受入準備

受入企業
フォロー

インターンシップ
終了時の
企業フォロー

●受入希望企業向け
説明会の実施、導入の
効果・メリット／デメリッ
ト、企業間の情報共
有、学生へのアプローチ
方法等

●学生と熱意ある企業
担当者との接点作り、
企業理念・実習プログ
ラム等の紹介

●覚書・受入条件確
認書の取り交わし、プロ
グラムの最終確認

●受入企業担当者と
の連絡調整、危機管
理、見学によるプログラ
ム内容の把握

●事後研修への参加
呼びかけ、学生アン
ケートの集計・共有、
次回受入への修正・
改善

学生

企業

事務局の
取り組み

事務局の
取り組み
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（５）インターンシップの流れ（沖縄地域インターンシップ推進協議会事務局）

開発期 運用期

4月 5月 6月 7月 8月～９月（夏期休業時）

10月 11月 12月 1月 2月～３月（春期休業時）

短期から長期まで、柔軟なインターンシッププログラムを受入企業と調
整・展開することができる。また、きめ細かいマッチング面談や事前研修
を行うことで、意識の高い学生を送り込むことができる。

評価期

履歴書の写真指導や志望動機など掘り下げの徹底。また、事前研修・事後
研修等の参加徹底を促し、意識の底上げを行っている。
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２．専門人材の要件と役割

第2章の内容
（１）大学におけるインターンシップ関連業務の整理
（２）専門人材とは誰のことを指すのか？求められる役割は？
（３）インターンシップの教育効果とは何か（専門人材の必要性）
（４）プログラム運営上必要な専門人材の実践的能力
（５）専門人材として高める能力と目指すべき状態
（６）インターンシップ募集ツールの作成手順
（７）広報ツール作成のポイント
（８）インターンシップを通して学生が得るもの
（９）インターンシップの魅力化のポイント
（10）実践型・体験型・見学型プログラムに共通した失敗する３つのケース
（11）ヒアリングのポイント
（12）プロジェクト期間を区切り、成果目標を明確にする
（13）ビジネスコンセプトシートフォーマット（4P/3C/経営者）
（14）実践型インターンシップにおけるプロジェクトとは？
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（１）大学におけるインターンシップ関連業務の整理

全体マネジメント業務（1）と、実施プロセスごとの業務（2～6）に分けることができる。

• 受入企業を開拓する。

• 教育効果と企業メリットを踏まえ、最適なプロジェクトを設計・提案する。

• キャリアセンター、産学連携部門、企業ネットワーク有する教員などが担

当。外部NPO等との連携も可能。

• インターンシップの意義について学生に伝え、参加を促す。単なるガイ

ダンスではなく、教育の一環として実施することが重要。

• 各自の適性や志向を把握し、企業とマッチングさせる。キャリアカウン

セラー的な能力が必要。

• 企業・業界理解や基本的スキルの獲得に加え、参加目的なども再確認。

• 学生・企業双方のマインドセット及び物理的な労働環境や契約面の準備。

• 切磋琢磨する同期コミュニティ作りも重要。

• 講師は内部・外部双方考えられる。

• 期間中の学生・企業・プロジェクトの状況を適宜把握する。

• 中間研修や個別のミーティングなどで、インターンシップをより良い

ものにするために必要な修正を行う。

• インターンシップの教育効果・成果について評価・振り返りを行う。

（自己評価、企業評価、学校からの評価）

• 受入企業およびプログラム全体の評価・振り返りも行う。

1. 全体
マネジメント

• 教育目的を踏まえたプログラム全体の企画・設計

• プロジェクトマネジメント・予算管理

• 運営体制の整備（必要な人員の配置、講師依

頼など）

• 学内調整（学部、キャリアセンター、産学連携

等）＋インターンシップの意義の学内浸透

• プログラム評価からの継続的改善

• 専門部署が主導で企画・運営するケースと、学部

等が主導で企画・運営し、専門部署がサポートす

るケースがある

2. 企業開拓・
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ設計

3. 学生募集・
マッチング

4. 事前学習・
環境整備

5. モニタリング
・フォロー

6.  評価・振り返り
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（２）専門人材とは誰のことを指すのか？求められる役割は？

1. 全体
マネジメント

2. 企業開拓・
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ設計

3. 学生募集・
マッチング

4. 事前学習・
環境整備

5. モニタリング
・フォロー

6.  評価・振り返り

「企業開拓は学内の

就職支援担当者と連携」

「企業とのネットワークを持つNPO・

企業・経済団体等と連携」

「事前学習は、プログラムの

目的に合わせて授業で単位

認定して実施しよう」

「人材開発の専門企業と

評価指標を共同開発」

「モニタリングやフォローは外

部と連携して一緒に…」
「人員・予算の確保に

ついて学内で交渉」

• 最も育成すべき専門人材は、全体マネジメント業務（1）を担う人材ではないか。

• 実施プロセスごとの業務（2～6）については、ひと通りの要点を把握しておけば、すべての
項目について「達人レベル」である必要はない（＝できる人の力を借りれば良い）。

専門人材による

企画・運営体制マネジメントの例
「学生募集でOB・

OGに話してもらおう」

大学としても内部で抱えて育成すべき人材と、適宜他から調達可能な人材を区別できる。

組織的に取り組むことで、専門人材への過度な業務の集中を防ぐことができる。

また、担当者が交代してもカリキュラムや仕組み、フォーマットなどは残る（⇔属人的運営）。

教職員等

事務職員・コーディネーター

コーディネーター

教職員・コーディネーター

教職員コーディネーター



専門人材の必要性
専門人材とは：学内での教職員、事務職員コーディネーターを想定

• 社会人基礎力などの汎用的能力や、キャ
リア自律、リーダーシップの育成。

• 自己の適性の理解（キャリアガイダンス）

 単なる就職活動支援ではない。

インターンシップを通して「学ぶこと」「働くこと」
「生きること」のつながりを理解

本来の
キャリア教育

キャリア
ガイダンス

就職活動
支援

• 社会人基礎力

• リーダーシップ

• キャリア自律 等

• 自己の適性や志向の理解
(Realistic Job Preview)

• 働くということや業界の理解

• 面接・ES対策等

日本のキャリア教育は「就職活動支援」の段階にと
どまっていることが多い。

キャリア教育の3段階

インターンシップを通して
３要素がつながる

*佐藤委員資料より
*高橋委員発表より

*松高委員資料より

①キャリア教育
（表面的な就職活動支援とは異なる）

②専門教育の実質化 ③教養教育
（社会における関係性の理解）

しかし、日本ではこうした教育的効果の高いインターンシップの
普及が量的にも質的にも極めて不十分ではないか。

（３）インターンシップの教育効果とは何か（専門人材の必要性）

• 専門分野と関連した業務の実践⇒
学習へのフィードバック、学習意欲の向上

＜米国ではコーオプ教育を次のように定義＞

• 教室での学習と、学生の学問上・職業上
の目標に関係する分野での有益な職業体
験とを統合する、組織化された教育戦略。

• これにより理論と実践を結びつける漸進的
な経験を提供する。

• コーオプ教育は学生、教育機関、雇用主
間の連携活動であり、当事者それぞれが
固有の責任を追う。

（National Commission for Co-operative 
Education 全米コーオプ教育委員会による）
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出典：「産学連携によるインターンシップのあり方に関する調査報告書」（平成２４年度・経済産業省）



（４）プログラム運営上必要な専門人材の実践的能力
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役割
対象

項目 知識
レベル１ レベル２ レベル３

企業 学生 大学 プログラムの理解 効果的なプログラムの実施 制度設計、立案、推進

開
発
期

 企業開拓
 プログラム設

計
 広報

○
①企業開拓 企業のニーズとインターン

シップの効果
インターンシップの目的や効果を企業に
説明することができる

実施目的に応じた企業を選定し、大
学とその企業のニーズをすりあわせて参
画を促すことができる

インターンシップを含む産学協働教育
基盤へ、適切な企業や関係機関の参
画を促すことができる

○
②ビジネスコン
サルティング

事業経営やビジネスのフ
レームワークに関する基礎
知識

ヒアリングシートを用いて企業の状況を
ヒアリングすることが出来る

受入企業の課題を理解し、企業と連
携して課題解決のための方法を考える
ことができる

受入企業の課題を発見し、解決策を
提案するために必要な人的ネットワー
クの構築ができる

○ ○

③学習システ
ム構築

現場での実体験を伴う学
習システムに関する基礎知
識

インターンシップにおける学習のメカニズ
ムを理解し、学生に説明することができ
る

インターンシップにおける学習のメカニズ
ムを実際の体験を踏まえて理解し、企
業、学生、大学のそれぞれに説明する
ことができる

学習システムを組み込んだインターン
シッププログラムを大学と連携して設
計・運用し、評価・改善することができ
る

○ ○ ○

③広報 学生に対する広報の手法
と、必要なツールの作成方
法

案件ごとに学生募集のための告知文を
作成することができる

インターンシッププログラムと個別の案件
について、目的や内容を正確に伝え、
学生の参画を促すことができる

企業や行政等、学外の関係者に対し
てインターンシップの意味や効果を適切
に伝え、産学協働教育への参画を促
すことができる

運
用
期

 プロジェクト
マネジメント

 研修運営
 学生カウンセリ

ング

○ ○

⑤プロジェクト
マネジメント

プロジェクトマネジメントに関
する基礎知識

インターンシップの進捗を、受入企業の
事業との関係の中で理解し、学生の
行動の把握と修正支援ができる

受入企業の事業目標達成のために、
事業の進捗確認と必要な支援ができ
る

インターンシップのマネジメントを通して、
受入企業のプロジェクトマネジメントを
改善することができる

○ ○ ○

⑥研修の設
計・運営

事前事後研修の仕組みと
手法に関する基礎知識
講義、ワークショップを運営
するスキル

定められた手順に沿って、事前・中間・
事後研修の運営の補助ができる

定められた手順に沿って、実施目的に
応じた事前・中間・事後研修の場を設
計・運営することができる

大学や企業と連携して、効果的な研
修を設計し、大学の教育課程全体を
踏まえて、必要な講義、ワークショップ
のファシリテーションをすることができる

○ ○
⑦学生カウン
セリング

学生のキャリア形成やそれ
に至る支援の手法に関す
る基礎知識

学生のキャリア形成や、それに対する支
援に関する知識を理解し、学生に対し
て説明できる

学生の状況をモニターし、必要に応じ
て実施目的に合った助言をすることが
できる

企業や大学と連携して、学生や若手
人材のモニタリング・カウンセリングの手
法を開発することができる

評
価
期

 評価基準の
策定と運用

○ ○ ○

⑧評価 教育的効果の評価手法、
企業の事業・組織・マネジ
メントに対する評価手法に
関する基礎知識

評価項目の意味と必要性を理解し、
学生や企業に対して説明できる

与えられた評価指標に基づき、学生の
体験や教育的効果、プログラムの内容
を評価できる

大学と連携して実施目的に応じた学
生評価の項目を作成し、実施すること
ができる
事業、組織の観点からの企業の評価
をすることができる

専門人材が有するべき実践的能力としては①企業開拓、②ビジネスコンサルティング、③学習システム構築、④広報、⑤プロジェクト
マネジメント、⑥研修の設計と運営、⑦学生カウンセリング、⑧評価、といったものがある。実践経験の中で身につくものも多く、それぞ
れの能力について、当初低いレベルにあっても、開発方針を明確にして現場での実践を繰り返すのが望ましい。

一人で全てを担う必要なし。組織内外、地域の人を活用しよう。



項目 本講座修了時の目指すべき状態 数年後の目指すべき状態

企業開拓 地域内の適切な企業や関係機関の参画を促すこ
とができる

地域内で課題解決型職場実習を活用した経営
革新に取り組む経営者と関係機関のネットワーク
を構築することができる

ビジネスコンサルティング 受入企業の課題を深掘りし、より効果的な仮説に
基づくプロジェクトを設計し、提案することができる

受入企業の課題を発見し、解決策を提案するた
めに必要な人的ネットワークの構築ができる

学習システム構築 実際の体験を経て、課題解決型職場実習の学
習システムをより効果的なものに改善することがで
きる

学習システムを組み込んだ課題解決型職場実習
プログラムを大学等と連携して設計・運用し、評
価・改善することができる

広報 課題解決型職場実習が企業の経営革新と若手
人材の成長に寄与することを、適切な事例を踏ま
えて経営者に伝えることができる

地域内の経営者や関係諸機関に経営革新に対
する課題解決型職場実習の効果を、適切な事例
を踏まえて伝えることができる

プロジェクトマネジメント より高いプロジェクト成果を引き出すために、関係
者に対して必要な支援ができる

課題解決型職場実習のマネジメントを通して、受
入企業のプロジェクトマネジメントを改善することが
できる

研修設計・運営 課題解決型職場実習において、期間や目的を考
慮した適切な研修を設計・運営することができる

大学や企業と連携して、効果的な研修を含む課
題解決型職場実習プログラムを設計し、協働して
運営することができる

学生カウンセリング 実習生に対する適切な振り返りを行う仕組みを企
業の受入担当者に説明し、実行させることができ
る

企業や大学と連携して、学生や若手人材のモニタ
リング・カウンセリングの手法を開発することができる

評価 課題解決型職場実習全体を振り返り、企業の経
営革新にどのように寄与したかを、事業と組織の観
点から評価することができる

複数の課題解決型職場実習プロジェクトを振り返
り、地域内の企業群の経営革新にどのように寄与
したかを評価することができる

（５）専門人材として高める能力と目指すべき状態

本研修を通して専門人材が身に着けておくべき要件等
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インターンシップ募集ツールの作成手順

⓪ プロジェクト設計

① 三つのポイントを抽出

② 写真選択

④ その他の項目の記入

③ キャッチコピー

目的実現のための導入計画
立案

ブランディング戦略と素材集め

伝えたいことを大胆に切る

全体を一つのコンセプトで貫き、
筋を通すページにする

最終確認 ⑤ 発信準備

自社の今後の事業展開と今回のプロジェクトの
整合性はあるか。自分（経営者）が時間を割いて
研修生と真剣勝負できるものか。

「会社」「プロジェクト」「経営者」の3つのポイント
で、研修生にとっての魅力を表現する。

特徴にあわせて、インパクトを与える臨場感のあ
る写真を集める。 >> WEBやチラシに掲載

特徴をもっとも端的に表わす、コピーを考える。
大きな未来をイメージさせるコピーが好まれる。
（短（15字）・中（30字）・長（100字）の三種類）

業務内容（ステップごとに）、得られる経験、対象
となる人、事前課題などを作成する。

最終確認の後、WEBへの掲載や、紹介資料の
準備をする。

インターン生が「ワクワク！」、「自分も挑戦したい！」、「読むだけで参考になる！」ためのツール
を目指す。

（６）インターンシップ募集ツールの作成手順
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（７）広報ツール作成のポイント①

１．会社・団体の特徴・魅力

会社案内ではなく、研修生への訴求を意識

（社会の動向や、地域での立ち位置など）。

２．プロジェクトの特徴等・魅力

何を目指すプロジェクトか？を端的に。

３．経営者の特徴・魅力

経営者のビジョン、動機、想い、キャリアなどから

ひとつに絞り込む。

 ポイントの抽出
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（７）広報ツール作成のポイント②

１．会社の商品、サービスなどを想起させる写真
実地研修の内容を想起させるものであってもよい。

２．会社の特徴を表す写真
販売風景、ミーティング風景、イベント時の写真な

ど。

３．経営者の写真
「人を受け入れる表情」の写真（仏頂面は不可！）

 写真選択
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（７）広報ツール作成のポイント③

１．15文字
どんな実地研修なのかがわかるように。

２．30文字
三つのポイントの中で最重要なものをまとめる。

３．100文字
三つのポイントの内容を要約。

 キャッチコピー
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（８）インターンシップを通して学生が得るもの

インターン生がそのままインターン先に
新卒入社したいと思う5か条

①ビジョンの共有（目指しているもの）
②自分の役割認識（が、はっきり出来ている）
③誰と働くか見えている（尊敬できる人。社員含む）
④ここでやっていけるという自信
＝インターンシップ期間中に、権限移譲されてやり遂げた
経験。

⑤会社が伸びている、伸びそう（将来性、社会性）
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（９）インターンシップの魅力化のポイント .

①会社の本気の課題と現場
■会社・社長が次に挑戦したいこと、困っていること、現場に学生を出す。

②仮説をインターン生と試行
こうしたいという受け入れ側の意図。学生のアイデアに期待は丸投げと一緒？

③適切なハードルと顧客の声
それなりに頑張らないと越えられない壁と、実際のお客様と接点がある。

④振り返りと明確な成果物
これを最終的に出して欲しい、作って欲しいという要望を遠慮なく出す。
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（10）実践型・体験型・見学型プログラムに共通した失敗する3つのケース.

①本気を出していない
単純労働力or学生に対して。本気の現場でない。顧客接点なし。

②仮説がない
学生らしく好きにやって欲しい＝経営者がコミットしない。アイデアに期待しすぎ。

③学生が受け身
参加するまでハードルがない。「決断」していない。自己責任で参加できるか。
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（11）ヒアリングのポイント：A4で以下の項目を3枚にまとめる

①事業概要を丁寧に
■20分：

・事業概要：4P、3C、競合、ビジネスモデル（次頁参照）。

②会社の強みと本質的な課題
20分：

・社長が今後挑戦していきたいこと。今後の夢、ビジョン。

・本当は解決しないといけないこと、優先順位は低いけど重要なこと。

③組織概要を丁寧に
20分：

・組織概要：社員数、社員の役割、創業の経緯、社長のエピソード、担当者の経歴。

・新卒採用・中途採用、人材関連のヒアリング。

・最後に・・・・インターンシップ：過去のプログラム概要、導入効果・影響、今後のインター
ンシップ導入、実施に向けた自社としての問題意識や課題（おまけ）、インターンシップに
対する問題意識や課題、大学への要望。
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（12）プロジェクト期間を区切り、成果目標を明確にする .

 4週間で達成すべき成果目標 インターン生が

達成したくなる目標？

さらに細分化

最初の4週間

 インターンシップを実施する上での成果と目標をまとめ、自分自身の役割を見つける。
 受入企業とインターンシップ生が共通した成果目標になること。



23

（13）ビジネスコンセプトシートフォーマット （4P/3C/経営者）

会社名： キャッチフレーズ：

夢・目標：

ビジネスモデル：どうやって儲けているのか？

必要資金：どうやって資金を集めるのか？ 中長期プラン：時期ごとの事業戦略は？

売上/利益

従業員数

商品・
サービス

第1期 第3期 第5期

リスク：予想されるリスクや課題は？

商品・サービス：何をどのように売るのか？（4Pの
視点）

【Product】

【Price】

【Place】

【Promotion】

市場：参入するのはどんな市場？
【Customer】

【市場規模】

【成長率】

【参入障壁】

【ポジショニング】

競争相手：競合する会社や技術は？
【Competitor】

自社について：自社の売上高、市場シェア、
収益性、ブランドイメージ、技術力、組
織体制、人的資源は？

自社の強み：会社（商品）の強みは？
【Company】

顧客：誰が買ってくれるのか？
【Customer】

出所：塩沢由典編著『挑戦 起業家育成への道』（2004年、日刊工業新聞社）「第3部 第1章 ビジネスプランの考え方・書き方から発表の仕方まで（前田 昇）」をETIC.で一部改編

インタビュー時の質問事項：

原動力：経営者の起業の経緯、原体験・社員の働く喜び
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（14）実践型インターンシップにおけるプロジェクトとは？

インターンシッププロジェクトとは

新規事業にかかる試行錯誤や仮説検証のための戦略的な取り組み
①目的、②目標（ゴール）、③仮説、④期間、⑤資源が決まっている。

プロジェクトのポイント

1.トップがやりたいことのイメージを明確にする。
（特に、「なぜやるのか？」）

2.どうすればできるかの仮説を持つ。
3.期間と成果目標を明確にする。 >> インターンシップ期間
4.試行錯誤すべきことの計画を立てる。
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３．受け入れ企業用手引き
第3章の内容
（１）インターンシップ体験学習のステップ
（２）インターンシップの魅力化のポイント
（３）実践型・体験型・見学型プログラムに共通した失敗する３つのケース
（４）インターンシップを通して学生が得るもの
（５）企業の変革を加速するための実践型インターンシップ
（６）実践型インターンシップにおけるプロジェクトとは？
（７）ヒアリングのポイント
（８）ビジネスコンセプトシート（4P/3C/経営者）（ヒアリングシート①）
（９）経営者が本気で挑戦したいことを確認する（ヒアリングシート②）
（10）仮説検証の繰り返しが必要なプロセスを洗い出す（ヒアリングシート③）
（11）プロジェクト期間を区切り、成果目標を明確にする（ヒアリングシート④）



（１）インターンシップ体験学習のステップ
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見学型
Education about society

「見る・知る」

体験型
Education in society

「経験する」

実践型
Education for society

「貢献する」

受
入
企
業
・
学
生
・
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
ー
の
主
体
性

体験学習のステップ

見学・座学型
・刺激
・低学年教育

研修型
・触れる
・業務知識

実践型
・問題発見解決
・自ら考える
・完結した流れを経験する

1週間・1日 2週間程度 3週間～

仲間として
活躍してほしい

学んでほしい
経験してほしい

見てほしい
知ってほしい
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（２）インターンシップの魅力化のポイント .

①会社の本気の課題と現場
■会社・社長が次に挑戦したいこと、困っていること、現場に学生を出す。

②仮説をインターン生と試行
こうしたいという受け入れ側の意図。学生のアイデアに期待は丸投げと一緒？

③適切なハードルと顧客の声
それなりに頑張らないと越えられない壁と、実際のお客様と接点がある。

④振り返りと明確な成果物
これを最終的に出して欲しい、作って欲しいという要望を遠慮なく出す。
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（３）実践型・体験型・見学型プログラムに共通した失敗する3つのケース.

①本気を出していない
単純労働力or学生に対して。本気の現場でない。顧客接点なし。

②仮説がない
学生らしく好きにやって欲しい＝経営者がコミットしない。アイデアに期待しすぎ。

③学生が受け身
参加するまでハードルがない。「決断」していない。自己責任で参加できるか。
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（４）インターンシップを通して学生が得るもの

インターン生がそのままインターン先に
新卒入社したいと思う5か条

①ビジョンの共有（目指しているもの）
②自分の役割認識（が、はっきり出来ている）
③誰と働くか見えている（尊敬できる人。社員含む）
④ここでやっていけるという自信
＝インターンシップ期間中に、権限移譲されてやり遂げた
経験。

⑤会社が伸びている、伸びそう（将来性、社会性）
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「インターン生」を活用したプロジェクトの導入

インターン生の特徴

インターン生が活きる局面

• 過去のしがらみに
とらわれない方がよい局面

• 愚直な行動を
必要とする局面

より多くのフィードバックを与えることで、
インターン生がより活きる。

よそ者としての素直な視点と
若者としてのまっすぐな行動力を
兼ね備えた人

プロジェクトとは

新たな事業ややり方がうまくいくかどうかを確
かめるための期間限定の試行錯誤

プロジェクトのポイント

1. トップがやりたいことのイメージを明確にす
る（特に、「なぜやるのか？」）。

2. どうすればできるかの仮説を持つ
3. 期間と成果目標を明確にする（できれ
ば半年程度に区切る）。

4. 試行錯誤すべきことの計画を立てる。

ここでいう「プロジェクト」は、
新規事業にかかる試行錯誤や仮説検証の
ための戦略的なプロジェクト

（５）企業の変革を加速するための実践型インターンシップ



31

（６）実践型インターンシップにおけるプロジェクトとは？

インターンシッププロジェクトとは

新規事業にかかる試行錯誤や仮説検証のための戦略的な取り組み
①目的、②目標（ゴール）、③仮説、④期間、⑤資源が決まっている。

プロジェクトのポイント

1.トップがやりたいことのイメージを明確にする。（特に「なぜやるのか？」）
2.どうすればできるかの仮説を持つ。
3.期間と成果目標を明確にする。 >> インターンシップ期間
4.試行錯誤すべきことの計画を立てる。
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（７）ヒアリングのポイント：A4で以下の項目を3枚にまとめる

①事業概要を丁寧に。
■20分：

・事業概要：4P、3C、競合、ビジネスモデル（次頁参照）

②会社の強みと本質的な課題
20分：

・社長が今後挑戦していきたいこと。今後の夢、ビジョン。

・本当は解決しないといけないこと、優先順位は低いけど重要なこと。

③組織概要を丁寧に。
20分：

・組織概要：社員数、社員の役割、創業の経緯、社長のエピソード、担当者の経歴。

・新卒採用・中途採用、人材関連のヒアリング。

・最後に・・・・インターンシップ：過去のプログラム概要、導入効果・影響、今後のインター
ンシップ導入、実施に向けた自社としての問題意識や課題（おまけ）、インターンシップに
対する問題意識や課題、大学への要望。
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（８）ビジネスコンセプトシート （4P/3C/経営者）

会社名： キャッチフレーズ：

夢・目標：

ビジネスモデル：どうやって儲けているのか？

必要資金：どうやって資金を集めるのか？ 中長期プラン：時期ごとの事業戦略は？

売上/利益

従業員数

商品・
サービス

第1期 第3期 第5期

リスク：予想されるリスクや課題は？

商品・サービス：何をどのように売るのか？（4Pの
視点）

【Product】

【Price】

【Place】

【Promotion】

市場：参入するのはどんな市場？
【Customer】

【市場規模】

【成長率】

【参入障壁】

【ポジショニング】

競争相手：競合する会社や技術は？
【Competitor】

自社について：自社の売上高、市場シェア、
収益性、ブランドイメージ、技術力、組
織体制、人的資源は？

自社の強み：会社（商品）の強みは？
【Company】

顧客：誰が買ってくれるのか？
【Customer】

出所：塩沢由典編著『挑戦 起業家育成への道』（2004年、日刊工業新聞社）「第3部 第1章 ビジネスプランの考え方・書き方から発表の仕方まで（前田 昇）」をETIC.で一部改編

インタビュー時の質問事項：

原動力：経営者の起業の経緯、原体験・社員の働く喜び
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（９）経営者が本気で挑戦したいことを確認する

経営者が本気で実現したいこと

 実現のための仮説と目標数値（基準等）

 大まかな行動計画 >> 次のシートに

インターン生が

「楽しい」と思える未来図？
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（10）仮説検証の繰り返しが必要なプロセスを洗い出す

仮説検証の繰り返しが必要で内部資源（社員）を投入しにくいこと

 大まかな行動計画
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（11）プロジェクト期間を区切り、成果目標を明確にする .

 4週間で達成すべき成果目標
インターン生が

達成したくなる目標？

さらに細分化

最初の4週間

 インターンシップを実施する上での成果と目標をまとめ、自分自身の役割を見つける。
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4．ワークシート活用方法

第4章の内容
専門人材がプログラムを実施する際に使用するワークシートの活用方法

（１）初級
（２）中級
（３）上級





この冊子は平成26年度 文部科学省「産業界のニーズに対応した教育改革・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
（平成27年度は「大学教育再生加速プログラム（インターンシップを通じた教育強化）」に名称変更）」によって製作されました。

制作：有限会社 オーシャン・トゥエンティワン 全体監修：特定非営利活動法人ETIC．

インターンシップの教材として使用する以外の記事、写真、図表の無断転載を禁じます。


