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はじめに 
 

大学での教育課程に位置付けられたインターンシップの実施については，平成１９年度では，平成８

年度の約４倍となる約７割の大学で実施されており，定着してきつつあるといえます。一方，インター

ンシップ体験学生数は，全在学生数に対して未だ１割に満たず，推進するうえでの課題にもなっていま

す。 

インターンシップの推進に当たっては，平成９年に文部省，通商産業省，労働省（当時）の３省にお

いて，「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」を取りまとめ，これまでもインターンシ

ップの推進に取り組んできました。その間，各種答申等や各界各方面からも，インターンシップの充実，

長期インターンシップの実施等に関する提言・意見がなされるなど，インターンシップに対する期待は

ますます高くなってきています。 

また，産業界と教育界が人材育成における横断的課題や業種・分野的課題等について幅広く対話を行

い具体的な行動につなげる場として，平成１９年１０月に「産学人材育成パートナーシップ」が創設さ

れました。本パートナーシップにおいては，平成２０年７月に「産学人材育成パートナーシップ中間取

りまとめ」をとりまとめ，インターンシップに関し，「大学での単位化や採用活動との関係を含め，大

学と企業とが組織的に協同してインターンシップを実施するための連携体制，多様化する学問分野に対

応した適切な受け入れ先の確保，企業秘密等の取扱い，より質の高いインターンシップをアレンジする

コーディネート機能等について，既存の先進事例の分析等により検討・整理し，各大学・企業の今後の

改善の方向を示すリファレンス（事例集など）をまとめる。」ことが提言されました。 

このため，インターンシップの更なる定着に向けた質の向上を図るため，専門家の意見も参考にしつ

つ，各大学がインターンシップを総合的かつ円滑に実施するうえでの参考となるガイドラインを，リフ

ァレンスとしてとりまとめました。 

各大学におかれては，本リファレンスを参考にして，インターンシップの質の向上・更なる推進に取

り組むことを期待するとともに，今後インターンシップが大学・学生・産業界等それぞれにとってさら

に有意義なものとなることを期待します。 

最後に，本リファレンスを作成するに当たり，協力をいただいた大学・企業等を始め関係者各位に感

謝を申し上げます。 
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１章：インターンシップの定義と現状 
 
１ インターンシップの定義 
◆ 「経済構造の変革と創造のための行動計画（平成９年５月閣議決定）」による定義を踏まえ，平成

９年９月に文部省，通商産業省，労働省（当時）が取りまとめた「インターンシップの推進に当

たっての基本的考え方」において，インターンシップを「学生が在学中に自らの専攻，将来のキ

ャリアに関連した就業体験を行うこと」として幅広くとらえることとしている。 
 

２ インターンシップの現状 
（１）インターンシップの実施状況 
 （ア）実施状況調査 

 ◆ 文部科学省では，平成８年度から大学，                       

短期大学，高等専門学校における授業科

目に位置付けられたインターンシップの

実施状況を調査している。 

 

    （注）この調査においては，教育実習，看護

実習等資格取得を目的とするものを対象

外としている。 

 （イ）インターンシップ実施率 
◆ 平成１９年度には，大学の約７割がイ

ンターンシップを実施している。平成８

年度に比べ約４倍に増加している。また，

学部単位では約６割，研究科単位では約

１割が実施している。 
 
《実施状況の比較》 
 ・実施大学：平成８年度 104 校（17.7％） → 平成１９年度 504 校（67.7％） 
 （参考）大学総数：平成８年度 586 校 → 平成１９年度 745 校 
 ・実施学部：平成８年度 118 学部（11.0%） → 平成１９年度 1,092 学部（55.2%） 
 （参考）学部総数：平成８年度 1,069 学部 → 平成１９年度 1,980 学部  
 ・実施研究科：平成８年度 23 研究科（4.7%） → 平成１９年度 215 研究科（12.6%） 
 （参考）研究科総数：平成８年度 492 研究科 → 平成１９年度 1,713 研究科 
 ・実施短大：平成８年度 36 校（ 6.4％） → 平成１９年度 170 校（43.6％）   
 （参考）短大総数：平成８年度 559 校 → 平成１９年度 390 校 

・実施高専：平成８年度 31 校（50.0％） → 平成１９年度 61 校（100％） 
 （参考）高専総数：平成８年度 62 校 → 平成１９年度 61 校 

     

（２）インターンシップ体験学生数 

◆ 平成１９年度には，インターンシップを体験する大学生数は約５万人となっている。平成１

０年度に比べ約３倍に拡大している。 
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《在学生に対する体験学生数比》 

・学 部：平成１０年度 0.6％  → 平成１９年度 1.8％ 
・大学院：平成１０年度 0.2％  → 平成１９年度 1.5％ 
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（出典）文部科学省「平成 10 年度インターンシップ状況調査」，「平成 19 年度インターンシップ状況調査」
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（３）インターンシップ実施学年 

 ◆ 平成１９年度，インターンシップを実施する学年は，学部では３年生が大幅に多く，次いで

２年生となっている。平成１２年度と比べると，３年生での実施が大幅に多い点は共通してい

るが，２年生での実施が増加し，４年生での実施が減少してきている。 
また，大学院修士課程では１年生，博士課程では１年生が多くなっている。平成１２年度と

比べると，修士課程は１年生での実施が大幅に多い点は共通している。博士課程は 1 年生での

実施が増加し，２年生・３年生での実施が減少してきている。 
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（出典）文部科学省「平成 12 年度インターンシップ状況調査」，「平成 19 年度インターンシップ状況調査」

（出典）文部科学省「平成 10 年度インターンシップ状況調査」，「平成 19 年度インターンシップ状況調査」

体験学生数 
45,913 人 

体験学生数 
14,562 人 
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平成１２年度

平成１９年度

インターンシップ実施学年の経年比較（修士課程）

１年 ２年

体験学生数 
3,007 人 

体験学生数 
901 人 

 （出典）文部科学省「平成 12 年度インターンシップ状況調査」，「平成 19 年度インターンシップ状況調査」

 

25.0% 37.5% 37.5%

55.2% 28.3% 16.6%

0% 10% 2

インターンシップ実施学年の経年比較（博士課程）

平成１２年度

平成１９年度

 

0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

１年 ２年 ３年

体験学生数

145 人 

 

（４

 ◆ が多く，

３

で多く，

３

以上で約５割を占めている。平成

１５年度と比べると，６ヶ月以上の割合が減少している。 

 

体験学生  数

16 人 

（出典）文部科学省「平成 12 年度インターンシップ状況調査」，「平成 19 年度インターンシップ状況調査」

 
）インターンシップ実施期間 

 平成１９年度，インターンシップを実施する期間は，学部では１週間以上２週間未満

週間未満で約９割を占めている。平成１５年度と比べても，ほぼ同様といえる。 
大学院修士課程では１週間以上２週間未満と２週間以上３週間未満がほぼ同じ割合

週間未満で約７割を占めている。平成１５年度と比べても，ほぼ同様といえる。 
大学院博士課程では１ヶ月以上３ヶ月未満が多く，１ヶ月

インターンシップ実施期間の経年比較（学部）

14.5% 45.8% 22.9% 8.4% 4.7%

2. 1.0%6%

13.0% 52.0% 24.9% 3.5%
3.8%

1. % 1.2%6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成１５年度

平成１９年度

１週間未満 １週間以上　２週間未満 ２週間以上　３週間未満 ３週間以上１ヶ月未満

１ヶ月以上３ヶ月未満 ３ヶ月以上　６ヶ月未満 ６ヶ月以上

体験学生数 
45,913 人 

体験学生数 
32,419 人 

 
（出典）文部科学省「平成 15 年度インターンシップ状況調査」，「平成 19 年度インターンシップ状況調査」
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4.8% 31.9% 28.2% 19.4% 4.8% 10.3%

0.7%

2.4% 33.1% 35.4% 10.0% 11.8% 6.1%

1.3%

平成１５年度

平成１９年度

インターンシップ実施期間の経年比較（修士課程）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

１週間未満 １週間以上　２週間未満 ２週間以上　３週間未満 ３週間以上１ヶ月未満

１ヶ月以上３ヶ月未満 ３ヶ月以上　６ヶ月未満 ６ヶ月以上
 

5.1% 17.5% 8.5%

1.7%

10.7% 56.5%

4.1% 21.4% 18.6% 9.7% 22.1% 13.1% 11.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成１５年度

平成１９年度

インターンシップ実施期間の経年比較（博士課程）

１週間未満 １週間以上　２週間未満 ２週間以上　３週間未満 ３週間以上１ヶ月未満

１ヶ月以上３ヶ月未満 ３ヶ月以上　６ヶ月未満 ６ヶ月以上
 

 
（５）インターンシップを実施する分野の状況 

◆ 平成１９年度，学部における分野別のインターンシップ体験学生数は，社会科学分野，工学

分野，人文科学分野で多くなっている。平成１２年度と比べて，体験学生の増加数は，社会科

学分野，人文科学分野，工学分野で多く，伸び率では，家政分野，人文科学分野，農学分野，

社会科学分野で高くなっている。 
また，大学院における分野別のインターンシップ体験学生数は，工学分野，社会科学分野で

多くなっている。平成１２年度と比べて，体験学生の増加数は，工学分野，社会科学分野，理

学分野で多く，伸び率では，理学分野，芸術分野，農学分野，社会科学分野で高くなっている。  
 
《実施分野別体験学生の増加数・伸び率：平成１２年度→平成１９年度》 
・学 部 
 人文科学： 5,814 人（  967%）    社会科学： 10,662 人（ 342%） 
 理  学： ▲ 76 人（   91%)    工  学：  4,069 人（ 152%） 
 農  学：  2,354 人（  349%）   保  健：▲2,280 人（  39%） 
 商  船：    42 人（ 148%）   家  政：    909 人（1,209%） 
 教  育：   746 人（ 174%）    芸  術：  494 人（ 369%） 
 そ の 他：  3,005 人（1,008%）    
・大学院 

体験学生数 
177 人 

体験学生数 
3,007 人 

体験学生数 

体験学生数 
1,529 人 

145 人 

（出典）文部科学省「平成 15 年度インターンシップ状況調査」，「平成 19 年度インターンシップ状況調査」

（出典）文部科学省「平成 15 年度インターンシップ状況調査」，「平成 19 年度インターンシップ状況調査」
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 人文科学：     94 人（ 271%）   社会科学：    714 人（ 950%） 
 理  学：  158 人（ －%）    工  学：  1,534 人（ 348%） 
 農  学：     86 人（2,967%）    保  健：  ▲53 人（  15%） 
 商  船：  ▲2 人（    0%）   教  育：     41 人（ 473%） 
 芸  術：   42 人（   －%）   そ の 他：  284 人（ 446%） 

 

331人
3336人

184人
678人

1043人
1819人

82人
991人

87人
129人

3745人
1465人

945人
3299人

7773人
11842人

887人
811人

4398人

15058人671人
6485人

0人 2000人 4000人 6000人 8000人 10000人 12000人 14000人 16000人

その他

芸術

教育

家政

商船

保健

農学

工学

理学

社会科学

人文科学

インターンシップ実施分野別の経年比較（学部）

平成１２年度 平成１９年度

 
（出典）文部科学省「平成 12 年度インターンシップ状況調査」，「平成 19 年度インターンシップ状況調査」

 

82人

366人

0人

40人

11人

52人

2人

0人

62人

9人

3人

89人

618人

2152人

0人

158人

84人

798人

55人

149人

0人 500人 1000人 1500人 2000人 2500人

その他

芸術

教育

商船

保健

農学

工学

理学

社会科学

人文科学

インターンシップ実施分野の経年比較（大学院）

平成１２年度 平成１９年度  
（出典）文部科学省「平成 12 年度インターンシップ状況調査」，「平成 19 年度インターンシップ状況調査」
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（６）長期間のインターンシップ 
◆ 「新時代の大学院教育－国際的に魅力ある大学院教育の構築に向けて－」（平成１７年中央

教育審議会答申）や「第３期科学技術基本計画」（平成１８年閣議決定）等で長期間のインタ

ーンシップの実施に関する提言がなされている。 
◆ 平成１９年度，実施期間が１ヶ月以上のインターンシップは，学部では全体の約７％，大学

院では全体の約１９％を占めている。また，体験学生数は，学部で平成１９年度３，０３４人，

平成１５年度と比べると３２８人増，大学院で平成１９年度７３７人，平成１５年度と比べる

と３７７人増と，ともに微増にとどまっており，十分に定着されているとはいえない。 
◆ １ヶ月以上のインターンシップで，最も実施割合の高い分野は，学部・大学院ともに，工学

分野となっている。 
《長期インターンシップ（1 ヶ月以上の実施期間）の状況》 

・長期インターンシップ体験学生数 
学 部：平成１５年度 2,706 人 → 平成１９年度 3,034 人 
大学院：平成１５年度  360 人 → 平成１９年度 737 人 

 ・実施割合の高い分野 
学 部：工学 52.3%  人文科学 20.5%  社会科学 13.7% 
大学院：工学 59.2%  社会科学 18.6%  人文科学  5.3% 

20.5% 13.7%
2.5%

52.3%

農学, 0.1%

10.2%

芸術, 0.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成１９年度長期間のインターンシップ実施分野の比較
（学部：１ヶ月以上のインターンシップ）

人文科学 社会科学 理学 工学 農学 保健 商船 家政 教育 芸術  

体験学生数 
  3,034 人 

 

 

5.3% 18.6% 1.6% 59.2%

農学, 0.7% 教育, 2.3% 芸術, 0.5%

11.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成１９年度長期間のインターンシップ実施分野の比較
（大学院：１ヶ月以上のインターンシップ）

人文科学 社会科学 理学 工学 農学 保健 教育 芸術 その他  

（出典）文部科学省「平成 19 年度インターンシップ状況調査」 

（出典）文部科学省「平成 19 年度インターンシップ状況調査」 

体験学生数 
    737 人 

 
３ インターンシップ関係の主な答申・提言等 
◆ 「教育改革プログラム」（平成９年１月文部省）において，学生の高い職業意識を育成するため，

インターンシップの導入の在り方について検討を進めることについて提言。 
◆ 「新時代の大学院教育－国際的に魅力ある大学院教育の構築に向けて－」（平成１７年中央教育

審議会答申），「第３期科学技術基本計画」（平成１８年閣議決定）において，単位認定を前提とす

る長期間のインターンシップの実施について提言。 
◆ 「教育振興基本計画」（平成２０年７月閣議決定）において，人材育成に関する社会の要請に応

えるため，大学等と産業界・地域社会とのより幅広い連携協力の下でのインターンシップの充実に

ついて提言。 
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