インターンシップ推進のための課題及び具体的効果・有用性に関する調査
（大学・短期大学・高等専門学校）
・本調査は、全ての学部／研究科（大学の場合）、学科・本科／専攻科（短期大学、高等専門学校の場合）、
及びキャリアセンター等を対象としております。
・大学は、１学部につき１票、１研究科につき１票の回答をお願いしております。
短期大学、高等専門学校は、１学科・本科につき１票、１専攻科につき１票の回答をお願いしております。
（学部と研究科は別の票で回答、学科・本科と専攻科は別の票で回答をお願いします。）
また、キャリアセンター等（全学のキャリア教育担当組織）も１票の回答をお願いします。
・ただし、インターンシップを全学共通科目としてのみ行っている場合は、キャリアセンター等の
インターンシップ担当部署のみがご回答願います。
・本調査票は、各組織の「インターンシップ科目」のご担当者・責任者の方がご回答ください。
いらっしゃらない場合は、各組織の組織長がご回答願います。

【ご協力のお願い】
このたび、文部科学省委託調査「インターンシップ推進のための課題及び具体的効果・有用性に関す
る調査」の一環として、株式会社リクルートキャリア 就職みらい研究所では、大学・短期大学・高等専
門学校のインターンシップ科目に関する実態とご意見をうかがうことを目的としたアンケートを実施す
ることになりました。
ご回答内容は統計的に処理され、個別の内容を特定されることはございません。調査結果は、文部科
学省において今後の高等教育施策等の検討の参考とさせていただく予定です。つきましては、調査の趣
旨をご理解いただき、是非ともご協力をお願い申し上げます。
なお、アンケートの集計などの取りまとめについては、民間の調査研究機関「株式会社リベルタス・
コンサルティング」が実施いたします。
ご記入が終わりましたら、貴学のアンケートとりまとめご担当者様を通じてご提出願います。
＜回答上の注意＞
・調査票は、複数のシートからなります。該当する全てのシートについてご回答下さい。
・シート名の変更、行・列の追加・削除、セルの結合等の変更は、一切行わないよう
お願いいたします。
・特に指定がない限り、平成28年度の状況についてご回答願います。
・御回答いただいた内容のうち、個人情報については、一切公開しません。
【調査主体】
文部科学省 高等教育局 専門教育課
【調査実施】
株式会社リクルートキャリア 就職みらい研究所
【お問い合わせ先】
調査事務局（株式会社リベルタス・コンサルティング内）
担当者：八田、上條、傍島
E-mail：IS@libertas.co.jp
ＴＥＬ：0120-575-332
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■プライバシーポリシー
ご記入いただいた個人情報は、文部科学省が実施する、平成２８年度「先導的大学改革推進委託事業 － イン
ターンシップ推進のための課題及び具体的効果・有用性に関する調査研究 ―」における調査（以下「当調査」と
いいます）およびこれらに付随する業務に利用いたします。
当調査が提供を求めるすべての項目にお答えいただく必要はありませんが、必要となる情報が不足している場合
には、当調査におけるご連絡等ができない場合があります。
当調査の結果は、当調査の委託先である株式会社リクルートキャリアに提供いたします。ご本人の承諾なく上記目
的以外に個人情報を利用または第三者に提供しません。
一部、情報処理などの業務を外部に委託する場合があります。個人情報の委託を行う場合には、十分な個人情報
保護水準を確保していることを条件として委託先を選定し、機密保持契約を結んだ上で開示します。
原則としてご本人に限り、「個人情報の利用目的」の通知、登録した個人情報の開示、訂正、追加または削除、利
用停止、消去、ならびに第三者への提供の停止を求めることができるものとします。具体的な方法については下記
の個人情報管理の問い合わせ先にご連絡ください。
なお、個人情報への不当なアクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改竄、漏洩などの危険に対して、技術面および
組織面において必要な安全対策を継続的に講じるよう努めています。
【個人情報管理責任者】
文部科学省 高等教育局 専門教育課
【個人情報の取り扱いに関するお問い合わせについて】
調査委託先：株式会社リクルートキャリア 就職みらい研究所
調査事務局 株式会社リベルタス・コンサルティング内
担当：菊池、八田、上條 電話 0120-575-332 FAX（03）3511-2162

0.学部・組織等情報・回答者情報
問１ 学部・組織等情報、および回答者情報（ご回答をとりまとめて頂いた方のご連
絡先）をご記入ください。（上記プライバシーポリシーに同意いただいたうえ
で、組織情報、回答者情報をご記入ください）
組織の種類
（プルダウン）
組
織

回
答
者

学校名

ご記入ください

組織名

ご記入ください

住所

ご記入ください

ご役職

ご記入ください

お名前

ご記入ください

お電話番号

ご記入ください

メールアドレス

ご記入ください

※本調査票の「学部・組織等」とは、学部（大学）、研究科（大学）、学科・本科（短大／高専）、専攻科（短
大／高専）及びキャリアセンター等を指します。（ご回答者の状況にあわせて、読み替えて頂ければ幸いで
す。）

2 ページ

Ⅰ 貴学部・組織等の基本情報について
問２ 貴学部・組織等の分野について、主要な分野１つに◎、該当する分野すべてに
○をしてください。
①人文科学
②社会科学・社会
③理学
④工学・工業
⑤農学
⑥保健（医・歯・薬・看護等）
⑦商船
⑧家政
⑨教育
⑩芸術
⑪教養
⑫キャリアセンター
⑬その他（

ご記入ください

）

※分野の選択については、下記のリンクを参考にして下さい。
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2016/08/04/1375043_4.pdf

Ⅱ インターンシップの実施状況について
問３ 貴学部・組織等では、平成２８年度に企業等へのインターンシップを実施して
いますか。なお、回答者が学部等の場合は、キャリアセンター等が主導して実
施している全学共通のインターンシップは、含みません。（１つに○）
※本質問以降の「インターンシップ」は、「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」とし、教育活動の一環として（単位認定を行う授業科目において、あるいは
単位認定していないが（正課外）それに準じるものとして）実施したインターンシップについ
て回答してください。
※企業等における実習がなく、学内における講義等に留まるものは対象には含みません。
※民間企業・官公庁等におけるインターンシップ（企業等の公募型インターンシップ）の紹介
や、公募型インターンシップに参加した学生の実態を把握したものに留まるものは対象に含み
ません。ただし、学生が企業等の公募インターンに参加し、学校がその事前事後研修を行って
いるものは、単位認定の有無にかかわらず対象に含んでください。
※特定の資格取得に関係するもの（教育実習、看護実習、臨床実習等）は、含めないでくださ
い。

①実施している
②過去、実施していたが、現在はしていない
③実施していないが、今後、実施したい
④実施しておらず、今後も実施する予定はない

⇒問４を回答
⇒シート「調査票４」へ進む
⇒シート「調査票４」へ進む
⇒シート「調査票４」へ進む

（問４は、問３で「①実施している」を回答した学部・組織等のみお答えください。）
問４ 貴学部・組織等の平成28年度のインターンシップの実施期間（企業等へ送り出
している期間）についてお答えください。（あてはまるもの全てに○）
※なお、〇をつけた実施期間すべてについて実施内容を「シート調査２-Ａ～Ｃ」にご
回答ください（期間毎の特徴を捉えるために、お手数ではございますが別シートでそ
れぞれ回答頂ければ幸いです）。
①１日
②２日以上１週間未満（2～5営業日）
③１週間以上２週間未満（6～10営業日）
④２週間以上（11営業日）１か月未満
⑤１か月以上３か月未満
⑥３か月以上
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⇒シート「調査票２-A」をご回答下さい
⇒シート「調査票２-B」をご回答下さい
⇒シート「調査票２-C」をご回答下さい

【シート「調査票１」問４でご回答頂いた①「１日」、②「２日以上１週間未満（2～5営業
日）」のインターンシップについてお聞きします】
※「１日」「２日以上１週間未満（2～5営業日）」のインターンシップの授業・プログラムが複数ある場合は、主なもの１つ
についてご回答下さい。

Ⅰ インターンシップの概要・ニーズについて
問５
貴学部・組織等で実施している「１日」「２日以上１週間未満（2～5営業
日）」のインターンシップの授業またはプログラムの名称をお書きください。
（自由記述）
ご記入ください

（問６以降は、上記問５でお答えいただいたインターンシップのうち、最も受講人数の
多いものについてお聞きします。）
問６-1 今回回答頂くインターンシップの実施形態についてお答えください。（○は１
つ）
①教育課程内・必修科目で実施
②教育課程内・選択科目で実施
③教育課程外で実施
※選択必修は、選択に含んでください。

問６-2 本インターンシップの実施期間（企業等へ送り出している期間）についてお答
えください。（１つに○）
①１日
②２日
③３日
④４日
⑤５日

問６-3 本インターンシップの対象範囲についてお答えください。（○は１つ）
①貴学部・組織等のみ
②全学
③その他（

問７

ご記入ください

）

本インターンシップ実施の目的としてあてはまるものをお答えください。
（あてはまるものをすべて選択してください。）
①学生を送り出すことでの地域貢献・社会貢献
②学生の業種理解の促進
③学生の仕事理解の促進
④学生の企業等の事業内容の理解促進
⑤学生に企業の職場雰囲気等を経験させる
⑥就職実績の向上
⑦学生自身のスキルの見極めの機会提供
⑧学生自身のキャリア観の明確化の機会提供
⑨学生の社会人との人脈構築促進
⑩他の学生との人脈構築促進
⑪学生の社会人基礎力（ジェネリックスキル）向上のため
⑫学生の所属学部の専門性の向上のため
⑬学問への動機づけ（学習意欲の向上）
⑭企業等との連携強化のため（就職目的以外）
ご記入ください
⑮その他（
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）

問８

平成２８年度の本インターンシップ先の企業等についてお尋ねします。

（１）送り出した企業数
（２）企業の業種の範囲
（プルダウン選択）

（３）企業の業種
（あてはまるものすべてを選
択してください）

（４）従業員数
（あてはまるものすべてを
選択してください）

ご記入ください

①農業，林業
②漁業
③鉱業，採石業，砂利採取業
④建設業
⑤製造業
⑥電気・ガス・熱供給・水道業
⑦情報通信業
⑧運輸業，郵便業
⑨卸売業，小売業
⑩金融業，保険業
⑪不動産業，物品賃貸業
⑫学術研究，専門・技術サービス業
⑬宿泊業，飲食サービス業
⑭生活関連サービス業，娯楽業
⑮教育，学習支援業
⑯医療，福祉
⑰複合サービス事業
⑱サービス業（他に分類されないもの）
⑲公務（他に分類されるものを除く）
ご記入ください
⑳その他（
㉑把握していない
①100名未満
②100名～500名未満
③500名～1000名未満
④1000名～3000名未満
⑤3000名以上
⑥把握していない
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）

問９

昨年度（平成２７年度）の本インターンシップについて、学生の参加状況をお
答えください。

（１）定員数（人）

ご記入ください

（２）参加人数（総数）（人）

ご記入ください

（３）貴学部等に所属する学
生の参加割合（プルダウン）
※キャリアセンターは、学校全体
の学生数に対する割合
学
１年生（人）
部
２年生（人）
／
３年生（人）
学
科
４年生（人）
・
（４）
５年生（人）
本
学年
科
６年生（人）
専修
攻士
科／

１年生（人）
２年生（人）

大学院博士（後期）（人）
（５）
分野

うち文系
うち理系
うちその他

ご記入ください
ご記入ください
ご記入ください
ご記入ください
ご記入ください
ご記入ください
ご記入ください
ご記入ください
ご記入ください
ご記入ください
ご記入ください
ご記入ください

※（５）は、キャリアセンターのみご回答下さい。
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問10

本インターンシップを実施することで、下記のA～Vに対する、①学生への期待
の度合い、②実際の成果、のそれぞれについて、選択肢の中から最も近いもの
を選んで下さい。（A～Vの①②についてそれぞれプルダウンを選択）
＜選択肢＞
①学生への期待の度合い
１．大いに期待する
２．やや期待する
３．あまり期待しない
４．全く期待しない

②実際の成果
１．大いに成果がある
２．やや成果がある
３．あまり成果がない
４．全く成果がない
５．わからない
①学生への期待度合
（プルダウン）

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V

②実際の成果
（プルダウン）

働くことそのものへ理解
業種・職種全般への理解
参加企業等の職場や仕事への理解
学生自身の強み/弱みの発見
学生自身のキャリア観/職業意識の明確化

単位の取得
社会人としてのマナーやルール・規律の習得

対人能力の獲得・向上
主体性や自己管理力の獲得・向上
課題発見・解決能力の獲得・向上
専門知識・スキルの獲得・向上
学習意欲の向上
働く意欲の向上
就職活動意欲の向上
就職活動の際の企業選択の幅の拡大
参加業界への就職意欲の向上
参加企業等への就職意欲の向上
社会人との人脈形成
他の参加学生との人脈形成
就職活動全般に役立つ経験や知識の習得

参加企業等への就職に有利になる
参加企業等からの内定取得

問11-1 学生の参加状況についてお答えください。（１つだけ選択してください）
①定員以上の学生があつまり、学生の選考を行っている
②ほぼ定員通りの学生が集まっている（必修含む） ⇒
③定員に満たない ⇒ 問11-2を回答

⇒ 問12-1へ
問12-1へ

問11-2 本インターンシップに参加しない学生について、その理由はどのように思われ
ますか。（あてはまるものすべてを選択してください）
①単位取得が、労力にみあわない
②学生の関心のある企業等がない、少ない
③学生に企業等が求めるような社会人基礎力が身についていない
④学生に企業等が求めるような専門的能力が身についていない
⑤学生の時間がとれない
⑥インターンシップの実施時期が学生の予定と合わない
ご記入ください
⑦その他 （
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）

Ⅱ インターンシップの実施具体策について
問12-1 本インターンシップの内容についてお答えください。
（あてはまるものすべてを選択してください）
①企業等の見学（および簡単な体験）
②企業等での社員の実業務に同席あるいは同行
③企業等での社員の基幹的な業務の一部
④企業等での社員の補助的な業務の一部
⑤企業等でのアルバイトやパートタイマーが行う業務の一部
⑥企業等での講義
⑦企業等でワークショップ
⑧企業等での通常業務ではない別の課題やプロジェクト
ご記入ください
⑨その他 （
⑩学生の企業等での体験内容は把握していない

）

問12-2 本インターンシップのプログラム内容を簡単にご紹介ください。（自由記述）

ご記入ください

問13

本インターンシップとして学生を送り出している企業等は、どのように開拓し
ましたか。（あてはまるものすべてを選択してください）
①教職員の人的ネットワークがある企業等
②卒業生が在籍している企業、または卒業生が役員や経営者をしている企業等
③採用実績のある企業等
④地域の商工会議所・ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ協議会などのｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰに関連している企業等
⑤送り出し依頼のあった企業等
⑥大学等の近隣の企業等
ご記入ください
⑦その他 （

問14

）

本インターンシップを主に担当しているのは誰ですか。
（あてはまるものすべてを選択してください）
①貴学部・組織等所属のインターンシップ専任の教員
（特定任期なし）
②貴学部・組織等所属のインターンシップ専任の教員
（特定任期付）
③貴学部・組織等所属のインターンシップ専任の職員
（特定任期なし）
④貴学部・組織等所属のインターンシップ専任の職員
（特定任期付）
⑤貴学部・組織等所属の教員（他業務との兼務）
⑥貴学部・組織等所属の職員（他業務との兼務）
ご記入ください
⑦貴学の他組織の教員
所属：
ご記入ください
⑧貴学の他組織の職員
所属：
⑨学外の専門人材
ご記入ください
⑩その他 （
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問15

インターンシップとして学生を送り出している企業等は、どのように選んでい
ますか。（あてはまるものすべてを選択してください）
①時期や期間が適切であること
②業種や業態が適切であること
③インターンシップ実施計画が示されていること
④無報酬であること
⑤大学等が学生の選考を行うこと
⑥企業等が学生の選考を行うこと
⑦教員や担当者の見回りができること
⑧インターンシップ先企業等が学生を評価すること
⑨就職実績のある企業等からの依頼であること
⑩地元企業等からの依頼であること
⑪貴学が会員である団体（地域のインターンシップ協議会等）から依頼されること
⑫学生の経済面での負担に配慮がなされていること
⑬受け入れ体制が充実していること
ご記入ください
⑭その他 （
）
⑮特に基準は設けていない

問16-1 本インターンシップ参加希望の学生に対して、選考を行っていますか。（１つ
に○）
①行っている
②行っていない

⇒
⇒

問16-2,問16-3を回答
問17-1へ

（①を選択した場合）
問16-2 インターンシップ参加希望の学生の選考方法をお答えください。（あてはまる
ものすべてを選択してください）
①書類選考
②筆記試験
③面接
④これまでの学業成績
⑤その他 （

ご記入ください

）

問16-3 インターンシップ参加希望の学生の選考を行うことで、学生への教育効果が高
まっていると思いますか。（１つに○）
①大いに高まっている
②やや高まっている
③あまり高まっていない
④全く高まっていない
⑤わからない
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問17-1 企業等へ送り出す前に行う教育内容についてお答えください。
（あてはまるものすべてを選択してください）
①インターンシップ全般の概要に関する説明
②インターンシップ全般の目的意識を高める指導（キャリア講座等）
③ビジネスマナー講習（挨拶等）
④インターンシップ参加に当たっての注意事項の説明（機密保持や就業規則遵守 等）
⑤インターンシップ先の企業等や業界についての研究
⑥インターンシップ参加中の大学等による訪問指導についての説明
⑦プレゼンテーション技法
⑧レポート作成技法
⑨このインターンシップにおける学生自身の目標設定（インターンを通じて得たいこと 等）
ご記入ください
⑩その他 （
）
⑪企業等へ送り出す前に特に教育は行っていない

問17-2 インターンシップが終了した後に行う教育内容についてお答えください。
（あてはまるものすべてを選択してください）
①インターンシップの実施効果を高める指導（キャリア講座等）
②インターンシップ先企業や業界についての研究
③インターンシップ実施成果についての報告、振り返り面接
④インターンシップ内容の振り返りのプレゼンテーション
⑤レポートの作成の指導・提出
⑥インターンシップの振り返りや評価を踏まえた次期学修計画の設計
⑦学生自身が設定した目標に対する振り返り
ご記入ください
⑧その他 （
⑨インターンシップが終了した後に特に教育は行っていない

問18

本インターンシップに参加した学生の評価方法についてお答えください。
（あてはまるものすべてを選択してください）
①企業等からの評価
②成果報告会の内容
③レポートの内容
④アセスメントテスト等の実施
⑤事前学習に対する評価
⑥事後学習に対する評価
⑦インターンシップ中の訪問指導での評価
ご記入ください
⑧その他 （
⑨評価はしていない

問19

）

）

インターンシップ先の企業等に学生の評価を行ってもらっていますか。
（１つだけ選択してください。）
①評価をしてもらっている
②評価はしてもらっていない

問20

本インターンシップの成果等を就職支援に活用等していますか？（１つだけ選
択してください）
①インターンシップの成果等を就職支援に活用している

内容をご記入ください
②インターンシップと就職支援は別々に行っている
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↓内容をご記入下さい。

問21-1 （ここ３年の間に）本インターンシップ先の企業等へ、参加した学生が就職し
た実績がありますか。（１つだけ選択してください）
①ある ⇒
②ない
③把握していない

名程度

問21-2 インターンシップ先の企業等へ参加した学生が就職できるようにしている支援
策等がございましたら、ご自由にお書きください（自由記述）
ご記入ください

Ⅲ インターンシップの実施内容についての教育的効果の検証について
問22-1 本インターンシップでは、企業等と実施目的のすり合わせをおこなっています
か。（１つだけ選択してください）
①全ての企業等としている
②一部の企業等としている
③していない
⇒問23-1へ

（①②を選択した場合）
問22-2 企業との目的すり合わせのために実施していることについてお答えください。
（あてはまるものすべてを選択してください）
①企業等と担当教員との事前の綿密なミーティング
②実習計画の事例の提示
③参加が決まった学生の要望をとりまとめて伝える
④インターンシップ期間中の教職員等の企業への訪問
⑤インターンシップ後の振り返りのミーティングの実施
ご記入ください
⑥その他 （

）

問23-1 本インターンシップでは、上記問7で回答したような実施目的に沿った形でのプ
ログラム設計を行っていますか（行えていますか）。
（１つだけ選択してください）
①全ての企業等と行っている
②一部の企業等と行っている
③行っていない
⇒問24-1へ

（①②を選択した場合）
問23-2 実施目的に沿った形でのプログラムを構築するために実施していることをお答
えください。（あてはまるものすべてを選択してください）
①他の大学等の事例の収集
②専門部署や専門の教職員の配置
③外部機関や専門コーディネーター等の活用
④受け入れ先企業等との綿密なミーティングの実施
⑤カリキュラム全体の中でのインターンシップの位置づけの検討
ご記入ください
⑥その他 （

11 ページ

）

問24-1 インターンシップ実施前に、学生にこのインターンシップを通じて何を得るか
などの目標設定をさせていますか。（１つだけ選択してください）
①はい
②いいえ

⇒

問25へ

（①を選択した場合）
問24-2 学生が設定した目標に照らした振り返りを行っていますか。
（あてはまるものすべてを選択してください）
①学生が設定した目標を企業等に事前に共有し、プログラム終了時にその目標に沿った
企業等からの評価やフィードバックを得ている
②学生が設定した目標を指導教職員と共有し、インターンシップ実施後にその目標に
沿った内省を共に行っている
③学生が設定した目標に照らして、インターンシップ実施後に学生自身が振り返りのレ
ポート等を作成している
④学生が設定した目標に関する事後の振り返りは行っていない
ご記入ください
⑤その他 （
）

問25

本インターンシップ実施後に、学生の振り返り活動を行っていますか。
（１つだけ選択してください）
①はい
②いいえ

⇒

問26へ

（①を選択した場合）
問25-2 学生に振り返り活動を行った後、振り返りの内容（インターンシップの成果）
を、学生のどのような活動につなげていますか。（あてはまるものすべてを選
択してください。）
①次のインターンシップ
②他のキャリア教育の授業
③専門科目の授業
④就職活動
⑤その他 （
⑥特に、他の活動とは連動していない

ご記入ください

）

Ⅳ さらなる推進に向けた課題等について
問26
本インターンシップについて、貴学部・組織等では満足していますか。
（それぞれ１つだけ選択してください）
１）教育効果について（質的な満足度）
①大いに満足している
②やや満足している
③あまり満足していない
④全く満足していない

２）学生の参加者数（量的な満足度）
①大いに満足している
②やや満足している
③あまり満足していない
④全く満足していない

問27

本インターンシップは、本来想定していた目的通りの効果が出ていますか（回
答者の主観でお答えください）。（１つだけ選択してください）
①高い効果が出ている
②ある程度の効果が出ている
③あまり効果は出ていない
④出ていない
⑤効果は不明

12 ページ

問28-1 本インターンシップに参加する学生の主な特徴（下記A～G）について、選択肢
の中から最も近いものを選んで下さい（回答者の主観でお答えください）。
（A～G、それぞれプルダウンを選択）
＜選択肢＞
１．大いにあてはまる
２．ややあてはまる
３．あまりあてはまらない
４．全くあてはまらない
選択肢
A

将来のキャリア形成に意欲的である

B

将来のキャリアイメージが明確である

C

学生生活全般に意欲的である

D

基礎学力が高い

E

専門知識・スキルが高い

F

社会人基礎力が高い

G

就職活動に強そうな印象がある

問28-2 本インターンシップに参加する学生の特徴について自由にお書きください
ご記入ください

問29

貴学部・組織等では、今後も本インターンシップを続ける意向はありますか。
（１つだけ選択してください）
①ある
②ない

問30

本インターンシップを行う上での問題点・課題についてお答えください。
（あてはまるものすべてを選択してください）
①教職員等の人材が不足している
②学生の希望者数が多すぎる
③学生の希望者数が少なすぎる
④企業等が希望する（満足する）ような学生が少ない
⑤予算が不足している
⑥協力してくれる企業等の確保が難しい
⑦学生が希望する企業等を開拓できない
⑧学生の希望と企業等の希望のすり合わせが難しい
⑨インターンシップのプログラム設計が難しい／ノウハウが不足している
⑩自校の教職員にインターンシップの理解者が少ない
⑪学生の学業に差し支える（カリキュラムが過密）
ご記入ください
⑫その他 （

・「１日」「２日以上１週間未満（2～5営業日）」以外の
インターンシップを実施している場合は、
調査票２-B、２-Cのうち、該当する調査票をお答えください。
・該当する調査票２を全てお答えいただいた後は、
調査票３へお進みください。
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）

【シート「調査票１」問４でご回答頂いた③「１週間以上２週間未満（6～10営業日）」のイン
ターンシップについてお聞きします】
※「１週間以上２週間未満（6～10営業日）」のインターンシップの授業・プログラムが複数ある場合は、主なもの１つに
ついてご回答下さい。

Ⅰ インターンシップの概要・ニーズについて
問５
貴学部・組織等で実施している「１週間以上２週間未満（6～10営業日）」のイ
ンターンシップの授業またはプログラムの名称をお書きください。（自由記
述）
ご記入ください

（問６以降は、上記問５でお答えいただいたインターンシップのうち、最も受講人数の
多いものについてお聞きします。）
問６-1 今回回答頂くインターンシップの実施形態についてお答えください。（○は１
つ）
①教育課程内・必修科目で実施
②教育課程内・選択科目で実施
③教育課程外で実施
※選択必修は、選択に含んでください。

問６-2 本インターンシップの実施期間（企業等へ送り出している期間）についてお答
えください。（１つに○）
①６日
②７日
③８日
④９日
⑤１０日

問６-3 本インターンシップの対象範囲についてお答えください。（○は１つ）
①貴学部・組織等のみ
②全学
③その他（

問７

ご記入ください

）

本インターンシップ実施の目的としてあてはまるものをお答えください。
（あてはまるものをすべて選択してください。）
①学生を送り出すことでの地域貢献・社会貢献
②学生の業種理解の促進
③学生の仕事理解の促進
④学生の企業等の事業内容の理解促進
⑤学生に企業の職場雰囲気等を経験させる
⑥就職実績の向上
⑦学生自身のスキルの見極めの機会提供
⑧学生自身のキャリア観の明確化の機会提供
⑨学生の社会人との人脈構築促進
⑩他の学生との人脈構築促進
⑪学生の社会人基礎力（ジェネリックスキル）向上のため
⑫学生の所属学部の専門性の向上のため
⑬学問への動機づけ（学習意欲の向上）
⑭企業等との連携強化のため（就職目的以外）
ご記入ください
⑮その他（
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問８

平成２８年度の本インターンシップ先の企業等についてお尋ねします。

（１）送り出した企業数
（２）企業の業種の範囲
（プルダウン選択）

（３）企業の業種
（あてはまるものすべてを選
択してください）

（４）従業員数
（あてはまるものすべてを
選択してください）

ご記入ください

①農業，林業
②漁業
③鉱業，採石業，砂利採取業
④建設業
⑤製造業
⑥電気・ガス・熱供給・水道業
⑦情報通信業
⑧運輸業，郵便業
⑨卸売業，小売業
⑩金融業，保険業
⑪不動産業，物品賃貸業
⑫学術研究，専門・技術サービス業
⑬宿泊業，飲食サービス業
⑭生活関連サービス業，娯楽業
⑮教育，学習支援業
⑯医療，福祉
⑰複合サービス事業
⑱サービス業（他に分類されないもの）
⑲公務（他に分類されるものを除く）
ご記入ください
⑳その他（
㉑把握していない
①100名未満
②100名～500名未満
③500名～1000名未満
④1000名～3000名未満
⑤3000名以上
⑥把握していない
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問９

昨年度（平成２７年度）の本インターンシップについて、学生の参加状況をお
答えください。

（１）定員数（人）

ご記入ください

（２）参加人数（総数）（人）

ご記入ください

（３）貴学部等に所属する学
生の参加割合（プルダウン）
※キャリアセンターは、学校全体
の学生数に対する割合
学
１年生（人）
部
２年生（人）
／
３年生（人）
学
科
４年生（人）
・
（４）
５年生（人）
本
学年
科
６年生（人）
専修
攻士
科／

１年生（人）
２年生（人）

大学院博士（後期）（人）
（５）
分野

うち文系
うち理系
うちその他

ご記入ください
ご記入ください
ご記入ください
ご記入ください
ご記入ください
ご記入ください
ご記入ください
ご記入ください
ご記入ください
ご記入ください
ご記入ください
ご記入ください

※（５）は、キャリアセンターのみご回答下さい。
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問10

本インターンシップを実施することで、下記のA～Vに対する、①学生への期待
の度合い、②実際の成果、のそれぞれについて、選択肢の中から最も近いもの
を選んで下さい。（A～Vの①②についてそれぞれプルダウンを選択）
＜選択肢＞
①学生への期待の度合い
１．大いに期待する
２．やや期待する
３．あまり期待しない
４．全く期待しない

②実際の成果
１．大いに成果がある
２．やや成果がある
３．あまり成果がない
４．全く成果がない
５．わからない
①学生への期待度合
（プルダウン）

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V

②実際の成果
（プルダウン）

働くことそのものへ理解
業種・職種全般への理解
参加企業等の職場や仕事への理解
学生自身の強み/弱みの発見
学生自身のキャリア観/職業意識の明確化

単位の取得
社会人としてのマナーやルール・規律の習得

対人能力の獲得・向上
主体性や自己管理力の獲得・向上
課題発見・解決能力の獲得・向上
専門知識・スキルの獲得・向上
学習意欲の向上
働く意欲の向上
就職活動意欲の向上
就職活動の際の企業選択の幅の拡大
参加業界への就職意欲の向上
参加企業等への就職意欲の向上
社会人との人脈形成
他の参加学生との人脈形成
就職活動全般に役立つ経験や知識の習得

参加企業等への就職に有利になる
参加企業等からの内定取得

問11-1 学生の参加状況についてお答えください。（１つだけ選択してください）
①定員以上の学生があつまり、学生の選考を行っている
②ほぼ定員通りの学生が集まっている（必修含む） ⇒
③定員に満たない ⇒ 問11-2を回答

⇒ 問12-1へ
問12-1へ

問11-2 本インターンシップに参加しない学生について、その理由はどのように思われ
ますか。（あてはまるものすべてを選択してください）
①単位取得が、労力にみあわない
②学生の関心のある企業等がない、少ない
③学生に企業等が求めるような社会人基礎力が身についていない
④学生に企業等が求めるような専門的能力が身についていない
⑤学生の時間がとれない
⑥インターンシップの実施時期が学生の予定と合わない
ご記入ください
⑦その他 （
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Ⅱ インターンシップの実施具体策について
問12-1 本インターンシップの内容についてお答えください。
（あてはまるものすべてを選択してください）
①企業等の見学（および簡単な体験）
②企業等での社員の実業務に同席あるいは同行
③企業等での社員の基幹的な業務の一部
④企業等での社員の補助的な業務の一部
⑤企業等でのアルバイトやパートタイマーが行う業務の一部
⑥企業等での講義
⑦企業等でワークショップ
⑧企業等での通常業務ではない別の課題やプロジェクト
ご記入ください
⑨その他 （
⑩学生の企業等での体験内容は把握していない

）

問12-2 本インターンシップのプログラム内容を簡単にご紹介ください。（自由記述）

ご記入ください

問13

本インターンシップとして学生を送り出している企業等は、どのように開拓し
ましたか。（あてはまるものすべてを選択してください）
①教職員の人的ネットワークがある企業等
②卒業生が在籍している企業、または卒業生が役員や経営者をしている企業等
③採用実績のある企業等
④地域の商工会議所・ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ協議会などのｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰに関連している企業等
⑤送り出し依頼のあった企業等
⑥大学等の近隣の企業等
ご記入ください
⑦その他 （

問14

）

本インターンシップを主に担当しているのは誰ですか。
（あてはまるものすべてを選択してください）
①貴学部・組織等所属のインターンシップ専任の教員
（特定任期なし）
②貴学部・組織等所属のインターンシップ専任の教員
（特定任期付）
③貴学部・組織等所属のインターンシップ専任の職員
（特定任期なし）
④貴学部・組織等所属のインターンシップ専任の職員
（特定任期付）
⑤貴学部・組織等所属の教員（他業務との兼務）
⑥貴学部・組織等所属の職員（他業務との兼務）
ご記入ください
⑦貴学の他組織の教員
所属：
ご記入ください
⑧貴学の他組織の職員
所属：
⑨学外の専門人材
ご記入ください
⑩その他 （
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問15

インターンシップとして学生を送り出している企業等は、どのように選んでい
ますか。（あてはまるものすべてを選択してください）
①時期や期間が適切であること
②業種や業態が適切であること
③インターンシップ実施計画が示されていること
④無報酬であること
⑤大学等が学生の選考を行うこと
⑥企業等が学生の選考を行うこと
⑦教員や担当者の見回りができること
⑧インターンシップ先企業等が学生を評価すること
⑨就職実績のある企業等からの依頼であること
⑩地元企業等からの依頼であること
⑪貴学が会員である団体（地域のインターンシップ協議会等）から依頼されること
⑫学生の経済面での負担に配慮がなされていること
⑬受け入れ体制が充実していること
ご記入ください
⑭その他 （
）
⑮特に基準は設けていない

問16-1 本インターンシップ参加希望の学生に対して、選考を行っていますか。（１つ
に○）
①行っている
②行っていない

⇒
⇒

問16-2,問16-3を回答
問17-1へ

（①を選択した場合）
問16-2 インターンシップ参加希望の学生の選考方法をお答えください。（あてはまる
ものすべてを選択してください）
①書類選考
②筆記試験
③面接
④これまでの学業成績
⑤その他 （

ご記入ください

）

問16-3 インターンシップ参加希望の学生の選考を行うことで、学生への教育効果が高
まっていると思いますか。（１つに○）
①大いに高まっている
②やや高まっている
③あまり高まっていない
④全く高まっていない
⑤わからない
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問17-1 企業等へ送り出す前に行う教育内容についてお答えください。
（あてはまるものすべてを選択してください）
①インターンシップ全般の概要に関する説明
②インターンシップ全般の目的意識を高める指導（キャリア講座等）
③ビジネスマナー講習（挨拶等）
④インターンシップ参加に当たっての注意事項の説明（機密保持や就業規則遵守 等）
⑤インターンシップ先の企業等や業界についての研究
⑥インターンシップ参加中の大学等による訪問指導についての説明
⑦プレゼンテーション技法
⑧レポート作成技法
⑨このインターンシップにおける学生自身の目標設定（インターンを通じて得たいこと 等）
ご記入ください
⑩その他 （
）
⑪企業等へ送り出す前に特に教育は行っていない

問17-2 インターンシップが終了した後に行う教育内容についてお答えください。
（あてはまるものすべてを選択してください）
①インターンシップの実施効果を高める指導（キャリア講座等）
②インターンシップ先企業や業界についての研究
③インターンシップ実施成果についての報告、振り返り面接
④インターンシップ内容の振り返りのプレゼンテーション
⑤レポートの作成の指導・提出
⑥インターンシップの振り返りや評価を踏まえた次期学修計画の設計
⑦学生自身が設定した目標に対する振り返り
ご記入ください
⑧その他 （
⑨インターンシップが終了した後に特に教育は行っていない

問18

本インターンシップに参加した学生の評価方法についてお答えください。
（あてはまるものすべてを選択してください）
①企業等からの評価
②成果報告会の内容
③レポートの内容
④アセスメントテスト等の実施
⑤事前学習に対する評価
⑥事後学習に対する評価
⑦インターンシップ中の訪問指導での評価
ご記入ください
⑧その他 （
⑨評価はしていない

問19

）

）

インターンシップ先の企業等に学生の評価を行ってもらっていますか。
（１つだけ選択してください。）
①評価をしてもらっている
②評価はしてもらっていない

問20

本インターンシップの成果等を就職支援に活用等していますか？（１つだけ選
択してください）
①インターンシップの成果等を就職支援に活用している

内容をご記入ください
②インターンシップと就職支援は別々に行っている
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↓内容をご記入下さい。

問21-1 （ここ３年の間に）本インターンシップ先の企業等へ、参加した学生が就職し
た実績がありますか。（１つだけ選択してください）
①ある ⇒
②ない
③把握していない

名程度

問21-2 インターンシップ先の企業等へ参加した学生が就職できるようにしている支援
策等がございましたら、ご自由にお書きください（自由記述）
ご記入ください

Ⅲ インターンシップの実施内容についての教育的効果の検証について
問22-1 本インターンシップでは、企業等と実施目的のすり合わせをおこなっています
か。（１つだけ選択してください）
①全ての企業等としている
②一部の企業等としている
③していない
⇒問23-1へ

（①②を選択した場合）
問22-2 企業との目的すり合わせのために実施していることについてお答えください。
（あてはまるものすべてを選択してください）
①企業等と担当教員との事前の綿密なミーティング
②実習計画の事例の提示
③参加が決まった学生の要望をとりまとめて伝える
④インターンシップ期間中の教職員等の企業への訪問
⑤インターンシップ後の振り返りのミーティングの実施
ご記入ください
⑥その他 （

）

問23-1 本インターンシップでは、上記問7で回答したような実施目的に沿った形でのプ
ログラム設計を行っていますか（行えていますか）。
（１つだけ選択してください）
①全ての企業等と行っている
②一部の企業等と行っている
③行っていない
⇒問24-1へ

（①②を選択した場合）
問23-2 実施目的に沿った形でのプログラムを構築するために実施していることをお答
えください。（あてはまるものすべてを選択してください）
①他の大学等の事例の収集
②専門部署や専門の教職員の配置
③外部機関や専門コーディネーター等の活用
④受け入れ先企業等との綿密なミーティングの実施
⑤カリキュラム全体の中でのインターンシップの位置づけの検討
ご記入ください
⑥その他 （
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問24-1 インターンシップ実施前に、学生にこのインターンシップを通じて何を得るか
などの目標設定をさせていますか。（１つだけ選択してください）
①はい
②いいえ

⇒

問25へ

（①を選択した場合）
問24-2 学生が設定した目標に照らした振り返りを行っていますか。
（あてはまるものすべてを選択してください）
①学生が設定した目標を企業等に事前に共有し、プログラム終了時にその目標に沿った
企業等からの評価やフィードバックを得ている
②学生が設定した目標を指導教職員と共有し、インターンシップ実施後にその目標に
沿った内省を共に行っている
③学生が設定した目標に照らして、インターンシップ実施後に学生自身が振り返りのレ
ポート等を作成している
④学生が設定した目標に関する事後の振り返りは行っていない
ご記入ください
⑤その他 （
）

問25

本インターンシップ実施後に、学生の振り返り活動を行っていますか。
（１つだけ選択してください）
①はい
②いいえ

⇒

問26へ

（①を選択した場合）
問25-2 学生に振り返り活動を行った後、振り返りの内容（インターンシップの成果）
を、学生のどのような活動につなげていますか。（あてはまるものすべてを選
択してください。）
①次のインターンシップ
②他のキャリア教育の授業
③専門科目の授業
④就職活動
⑤その他 （
⑥特に、他の活動とは連動していない

ご記入ください

）

Ⅳ さらなる推進に向けた課題等について
問26
本インターンシップについて、貴学部・組織等では満足していますか。
（それぞれ１つだけ選択してください）
１）教育効果について（質的な満足度）
①大いに満足している
②やや満足している
③あまり満足していない
④全く満足していない

２）学生の参加者数（量的な満足度）
①大いに満足している
②やや満足している
③あまり満足していない
④全く満足していない

問27

本インターンシップは、本来想定していた目的通りの効果が出ていますか（回
答者の主観でお答えください）。（１つだけ選択してください）
①高い効果が出ている
②ある程度の効果が出ている
③あまり効果は出ていない
④出ていない
⑤効果は不明
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問28-1 本インターンシップに参加する学生の主な特徴（下記A～G）について、選択肢
の中から最も近いものを選んで下さい（回答者の主観でお答えください）。
（A～G、それぞれプルダウンを選択）
＜選択肢＞
１．大いにあてはまる
２．ややあてはまる
３．あまりあてはまらない
４．全くあてはまらない
選択肢
A

将来のキャリア形成に意欲的である

B

将来のキャリアイメージが明確である

C

学生生活全般に意欲的である

D

基礎学力が高い

E

専門知識・スキルが高い

F

社会人基礎力が高い

G

就職活動に強そうな印象がある

問28-2 本インターンシップに参加する学生の特徴について自由にお書きください
ご記入ください

問29

貴学部・組織等では、今後も本インターンシップを続ける意向はありますか。
（１つだけ選択してください）
①ある
②ない

問30

本インターンシップを行う上での問題点・課題についてお答えください。
（あてはまるものすべてを選択してください）
①教職員等の人材が不足している
②学生の希望者数が多すぎる
③学生の希望者数が少なすぎる
④企業等が希望する（満足する）ような学生が少ない
⑤予算が不足している
⑥協力してくれる企業等の確保が難しい
⑦学生が希望する企業等を開拓できない
⑧学生の希望と企業等の希望のすり合わせが難しい
⑨インターンシップのプログラム設計が難しい／ノウハウが不足している
⑩自校の教職員にインターンシップの理解者が少ない
⑪学生の学業に差し支える（カリキュラムが過密）
ご記入ください
⑫その他 （

・「１週間以上２週間未満（6～10営業日）」以外の
インターンシップを実施している場合は、
調査票２-A、２-Cのうち、該当する調査票をお答えください。
・該当する調査票２を全てお答えいただいた後は、
調査票３へお進みください。
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）

【シート「調査票１」問４でご回答頂いた④「２週間以上（11営業日）１か月未満」、⑤「１
か月以上３か月未満」、⑥「３か月以上」のインターンシップについてお聞きします】
※「２週間以上（11営業日）１か月未満」「１か月以上３か月未満」「３か月以上」のインターンシップの授業・プログラム
が複数ある場合は、主なもの１つについてご回答下さい。

Ⅰ インターンシップの概要・ニーズについて
問５
貴学部・組織等で実施している「２週間以上（11営業日）１か月未満」「１か
月以上３か月未満」「３か月以上」のインターンシップの授業またはプログラ
ムの名称をお書きください。（自由記述）
ご記入ください

（問６以降は、上記問５でお答えいただいたインターンシップのうち、最も受講人数の
多いものについてお聞きします。）
問６-1 今回回答頂くインターンシップの実施形態についてお答えください。（○は１
つ）
①教育課程内・必修科目で実施
②教育課程内・選択科目で実施
③教育課程外で実施
※選択必修は、選択に含んでください。

問６-2 本インターンシップの実施期間（企業等へ送り出している期間）についてお答
えください。（１つに○）
①約２週間
②約３週間
③約１か月
④約２か月
⑤３か月以上

問６-3 本インターンシップの対象範囲についてお答えください。（○は１つ）
①貴学部・組織等のみ
②全学
③その他（

問７

ご記入ください

）

本インターンシップ実施の目的としてあてはまるものをお答えください。
（あてはまるものをすべて選択してください。）
①学生を送り出すことでの地域貢献・社会貢献
②学生の業種理解の促進
③学生の仕事理解の促進
④学生の企業等の事業内容の理解促進
⑤学生に企業の職場雰囲気等を経験させる
⑥就職実績の向上
⑦学生自身のスキルの見極めの機会提供
⑧学生自身のキャリア観の明確化の機会提供
⑨学生の社会人との人脈構築促進
⑩他の学生との人脈構築促進
⑪学生の社会人基礎力（ジェネリックスキル）向上のため
⑫学生の所属学部の専門性の向上のため
⑬学問への動機づけ（学習意欲の向上）
⑭企業等との連携強化のため（就職目的以外）
ご記入ください
⑮その他（
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問８

平成２８年度の本インターンシップ先の企業等についてお尋ねします。

（１）送り出した企業数
（２）企業の業種の範囲
（プルダウン選択）

（３）企業の業種
（あてはまるものすべてを選
択してください）

（４）従業員数
（あてはまるものすべてを
選択してください）

ご記入ください

①農業，林業
②漁業
③鉱業，採石業，砂利採取業
④建設業
⑤製造業
⑥電気・ガス・熱供給・水道業
⑦情報通信業
⑧運輸業，郵便業
⑨卸売業，小売業
⑩金融業，保険業
⑪不動産業，物品賃貸業
⑫学術研究，専門・技術サービス業
⑬宿泊業，飲食サービス業
⑭生活関連サービス業，娯楽業
⑮教育，学習支援業
⑯医療，福祉
⑰複合サービス事業
⑱サービス業（他に分類されないもの）
⑲公務（他に分類されるものを除く）
ご記入ください
⑳その他（
㉑把握していない
①100名未満
②100名～500名未満
③500名～1000名未満
④1000名～3000名未満
⑤3000名以上
⑥把握していない
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問９

昨年度（平成２７年度）の本インターンシップについて、学生の参加状況をお
答えください。

（１）定員数（人）

ご記入ください

（２）参加人数（総数）（人）

ご記入ください

（３）貴学部等に所属する学
生の参加割合（プルダウン）
※キャリアセンターは、学校全体
の学生数に対する割合
学
１年生（人）
部
２年生（人）
／
３年生（人）
学
科
４年生（人）
・
（４）
５年生（人）
本
学年
科
６年生（人）
専修
攻士
科／

１年生（人）
２年生（人）

大学院博士（後期）（人）
（５）
分野

うち文系
うち理系
うちその他

ご記入ください
ご記入ください
ご記入ください
ご記入ください
ご記入ください
ご記入ください
ご記入ください
ご記入ください
ご記入ください
ご記入ください
ご記入ください
ご記入ください

※（５）は、キャリアセンターのみご回答下さい。
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問10

本インターンシップを実施することで、下記のA～Vに対する、①学生への期待
の度合い、②実際の成果、のそれぞれについて、選択肢の中から最も近いもの
を選んで下さい。（A～Vの①②についてそれぞれプルダウンを選択）
＜選択肢＞
①学生への期待の度合い
１．大いに期待する
２．やや期待する
３．あまり期待しない
４．全く期待しない

②実際の成果
１．大いに成果がある
２．やや成果がある
３．あまり成果がない
４．全く成果がない
５．わからない
①学生への期待度合
（プルダウン）

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V

②実際の成果
（プルダウン）

働くことそのものへ理解
業種・職種全般への理解
参加企業等の職場や仕事への理解
学生自身の強み/弱みの発見
学生自身のキャリア観/職業意識の明確化

単位の取得
社会人としてのマナーやルール・規律の習得

対人能力の獲得・向上
主体性や自己管理力の獲得・向上
課題発見・解決能力の獲得・向上
専門知識・スキルの獲得・向上
学習意欲の向上
働く意欲の向上
就職活動意欲の向上
就職活動の際の企業選択の幅の拡大
参加業界への就職意欲の向上
参加企業等への就職意欲の向上
社会人との人脈形成
他の参加学生との人脈形成
就職活動全般に役立つ経験や知識の習得

参加企業等への就職に有利になる
参加企業等からの内定取得

問11-1 学生の参加状況についてお答えください。（１つだけ選択してください）
①定員以上の学生があつまり、学生の選考を行っている
②ほぼ定員通りの学生が集まっている（必修含む） ⇒
③定員に満たない ⇒ 問11-2を回答

⇒ 問12-1へ
問12-1へ

問11-2 本インターンシップに参加しない学生について、その理由はどのように思われ
ますか。（あてはまるものすべてを選択してください）
①単位取得が、労力にみあわない
②学生の関心のある企業等がない、少ない
③学生に企業等が求めるような社会人基礎力が身についていない
④学生に企業等が求めるような専門的能力が身についていない
⑤学生の時間がとれない
⑥インターンシップの実施時期が学生の予定と合わない
ご記入ください
⑦その他 （
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Ⅱ インターンシップの実施具体策について
問12-1 本インターンシップの内容についてお答えください。
（あてはまるものすべてを選択してください）
①企業等の見学（および簡単な体験）
②企業等での社員の実業務に同席あるいは同行
③企業等での社員の基幹的な業務の一部
④企業等での社員の補助的な業務の一部
⑤企業等でのアルバイトやパートタイマーが行う業務の一部
⑥企業等での講義
⑦企業等でワークショップ
⑧企業等での通常業務ではない別の課題やプロジェクト
ご記入ください
⑨その他 （
⑩学生の企業等での体験内容は把握していない

）

問12-2 本インターンシップのプログラム内容を簡単にご紹介ください。（自由記述）

ご記入ください

問13

本インターンシップとして学生を送り出している企業等は、どのように開拓し
ましたか。（あてはまるものすべてを選択してください）
①教職員の人的ネットワークがある企業等
②卒業生が在籍している企業、または卒業生が役員や経営者をしている企業等
③採用実績のある企業等
④地域の商工会議所・ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ協議会などのｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰに関連している企業等
⑤送り出し依頼のあった企業等
⑥大学等の近隣の企業等
ご記入ください
⑦その他 （

問14

）

本インターンシップを主に担当しているのは誰ですか。
（あてはまるものすべてを選択してください）
①貴学部・組織等所属のインターンシップ専任の教員
（特定任期なし）
②貴学部・組織等所属のインターンシップ専任の教員
（特定任期付）
③貴学部・組織等所属のインターンシップ専任の職員
（特定任期なし）
④貴学部・組織等所属のインターンシップ専任の職員
（特定任期付）
⑤貴学部・組織等所属の教員（他業務との兼務）
⑥貴学部・組織等所属の職員（他業務との兼務）
ご記入ください
⑦貴学の他組織の教員
所属：
ご記入ください
⑧貴学の他組織の職員
所属：
⑨学外の専門人材
ご記入ください
⑩その他 （
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問15

インターンシップとして学生を送り出している企業等は、どのように選んでい
ますか。（あてはまるものすべてを選択してください）
①時期や期間が適切であること
②業種や業態が適切であること
③インターンシップ実施計画が示されていること
④無報酬であること
⑤大学等が学生の選考を行うこと
⑥企業等が学生の選考を行うこと
⑦教員や担当者の見回りができること
⑧インターンシップ先企業等が学生を評価すること
⑨就職実績のある企業等からの依頼であること
⑩地元企業等からの依頼であること
⑪貴学が会員である団体（地域のインターンシップ協議会等）から依頼されること
⑫学生の経済面での負担に配慮がなされていること
⑬受け入れ体制が充実していること
ご記入ください
⑭その他 （
）
⑮特に基準は設けていない

問16-1 本インターンシップ参加希望の学生に対して、選考を行っていますか。（１つ
に○）
①行っている
②行っていない

⇒
⇒

問16-2,問16-3を回答
問17-1へ

（①を選択した場合）
問16-2 インターンシップ参加希望の学生の選考方法をお答えください。（あてはまる
ものすべてを選択してください）
①書類選考
②筆記試験
③面接
④これまでの学業成績
⑤その他 （

ご記入ください

）

問16-3 インターンシップ参加希望の学生の選考を行うことで、学生への教育効果が高
まっていると思いますか。（１つに○）
①大いに高まっている
②やや高まっている
③あまり高まっていない
④全く高まっていない
⑤わからない
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問17-1 企業等へ送り出す前に行う教育内容についてお答えください。
（あてはまるものすべてを選択してください）
①インターンシップ全般の概要に関する説明
②インターンシップ全般の目的意識を高める指導（キャリア講座等）
③ビジネスマナー講習（挨拶等）
④インターンシップ参加に当たっての注意事項の説明（機密保持や就業規則遵守 等）
⑤インターンシップ先の企業等や業界についての研究
⑥インターンシップ参加中の大学等による訪問指導についての説明
⑦プレゼンテーション技法
⑧レポート作成技法
⑨このインターンシップにおける学生自身の目標設定（インターンを通じて得たいこと 等）
ご記入ください
⑩その他 （
）
⑪企業等へ送り出す前に特に教育は行っていない

問17-2 インターンシップが終了した後に行う教育内容についてお答えください。
（あてはまるものすべてを選択してください）
①インターンシップの実施効果を高める指導（キャリア講座等）
②インターンシップ先企業や業界についての研究
③インターンシップ実施成果についての報告、振り返り面接
④インターンシップ内容の振り返りのプレゼンテーション
⑤レポートの作成の指導・提出
⑥インターンシップの振り返りや評価を踏まえた次期学修計画の設計
⑦学生自身が設定した目標に対する振り返り
ご記入ください
⑧その他 （
⑨インターンシップが終了した後に特に教育は行っていない

問18

本インターンシップに参加した学生の評価方法についてお答えください。
（あてはまるものすべてを選択してください）
①企業等からの評価
②成果報告会の内容
③レポートの内容
④アセスメントテスト等の実施
⑤事前学習に対する評価
⑥事後学習に対する評価
⑦インターンシップ中の訪問指導での評価
ご記入ください
⑧その他 （
⑨評価はしていない

問19

）

）

インターンシップ先の企業等に学生の評価を行ってもらっていますか。
（１つだけ選択してください。）
①評価をしてもらっている
②評価はしてもらっていない

問20

本インターンシップの成果等を就職支援に活用等していますか？（１つだけ選
択してください）
①インターンシップの成果等を就職支援に活用している

内容をご記入ください
②インターンシップと就職支援は別々に行っている
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↓内容をご記入下さい。

問21-1 （ここ３年の間に）本インターンシップ先の企業等へ、参加した学生が就職し
た実績がありますか。（１つだけ選択してください）
①ある ⇒
②ない
③把握していない

名程度

問21-2 インターンシップ先の企業等へ参加した学生が就職できるようにしている支援
策等がございましたら、ご自由にお書きください（自由記述）
ご記入ください

Ⅲ インターンシップの実施内容についての教育的効果の検証について
問22-1 本インターンシップでは、企業等と実施目的のすり合わせをおこなっています
か。（１つだけ選択してください）
①全ての企業等としている
②一部の企業等としている
③していない
⇒問23-1へ

（①②を選択した場合）
問22-2 企業との目的すり合わせのために実施していることについてお答えください。
（あてはまるものすべてを選択してください）
①企業等と担当教員との事前の綿密なミーティング
②実習計画の事例の提示
③参加が決まった学生の要望をとりまとめて伝える
④インターンシップ期間中の教職員等の企業への訪問
⑤インターンシップ後の振り返りのミーティングの実施
ご記入ください
⑥その他 （

）

問23-1 本インターンシップでは、上記問7で回答したような実施目的に沿った形でのプ
ログラム設計を行っていますか（行えていますか）。
（１つだけ選択してください）
①全ての企業等と行っている
②一部の企業等と行っている
③行っていない
⇒問24-1へ

（①②を選択した場合）
問23-2 実施目的に沿った形でのプログラムを構築するために実施していることをお答
えください。（あてはまるものすべてを選択してください）
①他の大学等の事例の収集
②専門部署や専門の教職員の配置
③外部機関や専門コーディネーター等の活用
④受け入れ先企業等との綿密なミーティングの実施
⑤カリキュラム全体の中でのインターンシップの位置づけの検討
ご記入ください
⑥その他 （
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問24-1 インターンシップ実施前に、学生にこのインターンシップを通じて何を得るか
などの目標設定をさせていますか。（１つだけ選択してください）
①はい
②いいえ

⇒

問25へ

（①を選択した場合）
問24-2 学生が設定した目標に照らした振り返りを行っていますか。
（あてはまるものすべてを選択してください）
①学生が設定した目標を企業等に事前に共有し、プログラム終了時にその目標に沿った
企業等からの評価やフィードバックを得ている
②学生が設定した目標を指導教職員と共有し、インターンシップ実施後にその目標に
沿った内省を共に行っている
③学生が設定した目標に照らして、インターンシップ実施後に学生自身が振り返りのレ
ポート等を作成している
④学生が設定した目標に関する事後の振り返りは行っていない
ご記入ください
⑤その他 （
）

問25

本インターンシップ実施後に、学生の振り返り活動を行っていますか。
（１つだけ選択してください）
①はい
②いいえ

⇒

問26へ

（①を選択した場合）
問25-2 学生に振り返り活動を行った後、振り返りの内容（インターンシップの成果）
を、学生のどのような活動につなげていますか。（あてはまるものすべてを選
択してください。）
①次のインターンシップ
②他のキャリア教育の授業
③専門科目の授業
④就職活動
⑤その他 （
⑥特に、他の活動とは連動していない

ご記入ください

）

Ⅳ さらなる推進に向けた課題等について
問26
本インターンシップについて、貴学部・組織等では満足していますか。
（それぞれ１つだけ選択してください）
１）教育効果について（質的な満足度）
①大いに満足している
②やや満足している
③あまり満足していない
④全く満足していない

２）学生の参加者数（量的な満足度）
①大いに満足している
②やや満足している
③あまり満足していない
④全く満足していない

問27

本インターンシップは、本来想定していた目的通りの効果が出ていますか（回
答者の主観でお答えください）。（１つだけ選択してください）
①高い効果が出ている
②ある程度の効果が出ている
③あまり効果は出ていない
④出ていない
⑤効果は不明
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問28-1 本インターンシップに参加する学生の主な特徴（下記A～G）について、選択肢
の中から最も近いものを選んで下さい（回答者の主観でお答えください）。
（A～G、それぞれプルダウンを選択）
＜選択肢＞
１．大いにあてはまる
２．ややあてはまる
３．あまりあてはまらない
４．全くあてはまらない
選択肢
A

将来のキャリア形成に意欲的である

B

将来のキャリアイメージが明確である

C

学生生活全般に意欲的である

D

基礎学力が高い

E

専門知識・スキルが高い

F

社会人基礎力が高い

G

就職活動に強そうな印象がある

問28-2 本インターンシップに参加する学生の特徴について自由にお書きください
ご記入ください

問29

貴学部・組織等では、今後も本インターンシップを続ける意向はありますか。
（１つだけ選択してください）
①ある
②ない

問30

本インターンシップを行う上での問題点・課題についてお答えください。
（あてはまるものすべてを選択してください）
①教職員等の人材が不足している
②学生の希望者数が多すぎる
③学生の希望者数が少なすぎる
④企業等が希望する（満足する）ような学生が少ない
⑤予算が不足している
⑥協力してくれる企業等の確保が難しい
⑦学生が希望する企業等を開拓できない
⑧学生の希望と企業等の希望のすり合わせが難しい
⑨インターンシップのプログラム設計が難しい／ノウハウが不足している
⑩自校の教職員にインターンシップの理解者が少ない
⑪学生の学業に差し支える（カリキュラムが過密）
ご記入ください
⑫その他 （

・「２週間以上（11営業日）１か月未満」「１か月以上３か月未満」
「３か月以上」以外のインターンシップを実施している場合は、
調査票２-A、２-Bのうち、該当する調査票をお答えください。
・該当する調査票２を全てお答えいただいた後は、
調査票３へお進みください。
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【シート「調査票１」問３で、インターンシップを「①実施している」と回答した学部・組織
等は全てお答えください。】

問31-1 インターンシップはキャリア教育の一環として行うべきものではありますが、
採用との関係についても関心が寄せられています。インターンシップ実施に
よって企業等が得た学生情報の取り扱いの考え方について、下記のA～Gについ
て、選択肢の中から最も近いものを選んで下さい（回答者の主観でお答えくだ
さい）。（A～G、それぞれプルダウンを選択）
＜選択肢＞
１．そう思う
２．どちらかというとそう思う
３．どちらかというとそう思わない
４．そう思わない
５．わからない
選択肢
A

企業等は、一切採用の広報活動に結び付けるべきでは
ない

B

企業等が採用の広報活動に結び付けるのは、広報解禁
日以降に実施インターンシップに限定すべきである

C

企業等は、インターンシップ参加学生が採用に応募して
きた場合、インターンシップでの評価を採用選考の材料
としてもよい

D

企業等は、インターンシップに参加した学生には、全員
に採用活動の案内を積極的に行ってもよい

E

企業等は、インターンシップ参加学生のうち、許諾をとっ
た学生に限って、採用活動の案内を積極的に行っても
よい

F

企業等は、インターンシップ参加学生に対し、その評価
によって、採用活動上で優遇してもよい

G

企業等は、インターンシップに参加した学生全員を、採
用活動上で優遇してもよい

問31-2 インターンシップ実施によって企業等が得た学生情報の取り扱いについての意
見やお考え等がございましたら、ご自由にお書きください（自由記述）
ご記入ください

問32

貴学部・組織等における今後のインターンシップの継続意向についてお答えく
ださい。（あてはまるものすべてを選択してください）
①現状のインターンシップの質的向上を図りたい
②現状のインターンシップの量的拡大を図りたい
③現状のインターンシップとは別のインターンシップを実施したい
④現状を維持したい
⑤インターンシップを縮小したい
ご記入ください
⑥その他 （
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問33

貴学部・組織等においてインターンシップを今後、発展させる上での課題や問
題点についてお答えください。（あてはまるものすべてを選択してください）
①教職員等の人材が不足している
②学生の希望者数が多すぎる
③学生の希望者数が少なすぎる
④企業等が希望する（満足する）ような学生が少ない
⑤予算が不足している
⑥協力してくれる企業等の確保が難しい
⑦学生が希望する企業等を開拓できない
⑧学生の希望と企業等の希望のすり合わせが難しい
⑨インターンシップのプログラム設計が難しい／ノウハウが不足している
⑩自校の教職員にインターンシップの理解者が少ない
⑪学生の学業に差し支える（カリキュラムが過密）
ご記入ください
⑫その他 （

）

問34-1 インターンシップを行う上での企業等への期待についてお答えください。
（あてはまるものすべてを選択してください）
①教育目的を理解・共有した上でインターンシップを実施してほしい
②より多くの企業等に協力してほしい
③もっと長い期間、学生を受け入れてほしい
④学生への金銭的な配慮をしてほしい
⑤学生の育成についても気にかけてほしい
⑥採用とは厳格に一線を画した上で実施して欲しい
⑦採用（学生の就職）と積極的に繋げる形で実施して欲しい
ご記入ください
⑧その他 （

）

問34-2 この他、企業等への期待がありましたらご自由にお書きください。（自由記
述）
ご記入ください
問35

インターンシップを実施するにあたり、学生への期待・要望についてお答えく
ださい。（あてはまるものすべてを選択してください）
①教育目的を理解した上でインターンシップに参加してほしい
②より多くの学生に参加してほしい
③もっと意欲をもってインターンシップに参加してほしい
④もっと基礎学力を高めた上でインターンシップに参加してほしい
⑤もっと専攻分野に関わる知識・スキルを高めた上でインターンシップに参加してほ
しい
⑥事前の学習をしっかりした上でインターンシップに参加してほしい
⑦事後のふりかえり学習をしっかりしてほしい
⑧社会人としての礼儀やマナーをみにつけてからインターンシップに参加してほしい

⑨インターンシップを通じて、社会人基礎力を身につけてほしい
⑩インターンシップを通じて、専門性を身につけてほしい
ご記入ください
⑪その他 （
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問36

企業等の公募型インターンシップについての下記のA～Fの考え方について、そ
れぞれ貴学部・組織等の考えとして選択肢の中から最も近いものを選んで下さ
い。
※企業等の公募型インターンシップ・・・企業等が、大学の教育活動とは特に連携せず独自に
行っているインターンシップのことを指します。
※ただし、公募型インターンシップに参加した学生を対象とし、学校がその事前事後研修を
行っているものは、公募型インターンシップには含めません。

＜選択肢＞
１．大いにあてはまる
２．ややあてはまる
３．あまりあてはまらない
４．全くあてはまらない
選択肢
A

学生の職業意識醸成の良い機会となる

B

学生の学習意欲向上の良い機会となる

C

学生の学修深化の良い機会となる

D

学生の就職先確保の良い機会となる

E

学生の学業の妨げとなる

F

学生の安全性確保に不安がある

※ 問36の回答について、その他、具体的な内容・ご意見がございましたら下記に
ご記入願います。
ご記入ください

問37

インターンシップを実施するにあたり、行政に望む支援や要望がありましたら
ご自由にお書きください。（自由記述）

ご記入ください

ご回答ありがとうございました。
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【シート「調査票１」問３で、インターンシップを「実施していない（②～④）」と回答した
学部・組織等は全てお答えください。】

問38-1 貴学部・組織等でインターンシップを実施していない理由（実施していたが止
めた理由）についてお答えください。（あてはまるものすべてを選択してくだ
さい）
①教職員等の人材が不足している
②学生の希望者数が多すぎて対応できない（対応できなかった）
③学生の希望者数が少なすぎる
④企業等が希望する（満足する）ような学生が少ない
⑤予算が不足している
⑥協力してくれる企業等の確保が難しい
⑦学生が希望する企業等を開拓できない
⑧学生の希望と企業等の希望のすり合わせが難しい
⑨インターンシップのプログラム設計が難しい／ノウハウが不足している
⑩自校の教職員にインターンシップの理解者が少ない
⑪学生の学業に差し支える（カリキュラムが過密）
ご記入ください
⑫その他 （

）

問38-2 この他、インターンシップを実施していない理由（実施していたが止めた理
由）がありましたらご自由にお書きください。（自由記述）
ご記入ください
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問39-1 インターンシップはキャリア教育の一環として行うべきものではありますが、
採用との関係についても関心が寄せられています。インターンシップ実施に
よって企業等が得た学生情報の取り扱いの考え方について、下記のA～Gについ
て、選択肢の中から最も近いものを選んで下さい（回答者の主観でお答えくだ
さい）。（A～G、それぞれプルダウンを選択）
＜選択肢＞
１．そう思う
２．どちらかというとそう思う
３．どちらともいえない
４．どちらかというとそう思わない
５．そう思わない
選択肢
A

企業等は、一切採用の広報活動に結び付けるべきでは
ない

B

企業等が採用の広報活動に結び付けるのは、広報解禁
日以降に実施インターンシップに限定すべきである

C

企業等は、インターンシップ参加学生が採用に応募して
きた場合、インターンシップでの評価を採用選考の材料
としてもよい

D

企業等は、インターンシップに参加した学生には、全員
に採用活動の案内を積極的に行ってもよい

E

企業等は、インターンシップ参加学生のうち、許諾をとっ
た学生に限って、採用活動の案内を積極的に行っても
よい

F

企業等は、インターンシップ参加学生に対し、その評価
によって、採用活動上で優遇してもよい

G

企業等は、インターンシップに参加した学生全員を、採
用活動上で優遇してもよい

問39-2 インターンシップ実施によって企業等が得た学生情報の取り扱いについての意
見やお考え等がございましたら、ご自由にお書きください（自由記述）
ご記入ください

問40

インターンシップを大学が行うことについてのご意見をお答えください。
（あてはまるものすべてを選択してください）
①労力に対して教育効果が低い
②インターンシップの教育効果がわからない
③学生の希望者数が少なすぎる
④協力してくれる企業等の確保が難しい
ご記入ください
⑤その他 （

※ 問40の回答について、具体的な内容・ご意見を下記にご記入願います。
ご記入ください
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問41

企業等の公募型インターンシップについての下記のA～Fの考え方について、そ
れぞれ貴組織の考えとして選択肢の中から最も近いものを選んで下さい。
（A～F、それぞれプルダウンを選択）
※企業等の公募型インターンシップ・・・企業等が、大学の教育活動とは特に連携せず独自に
行っているインターンシップのことを指します。
※ただし、公募型インターンシップに参加した学生を対象とし、学校がその事前事後研修を
行っているものは、公募型インターンシップには含めません。

＜選択肢＞
１．大いにあてはまる
２．ややあてはまる
３．あまりあてはまらない
４．全くあてはまらない
選択肢
A

学生の職業意識醸成の良い機会となる

B

学生の学習意欲向上の良い機会となる

C

学生の学修深化の良い機会となる

D

学生の就職先確保の良い機会となる

E

学生の学業の妨げとなる

F

学生の安全性確保に不安がある

※ 問41の回答について、その他、具体的な内容・ご意見がございましたら下記に
ご記入願います。
ご記入ください

問42

インターンシップについて、企業への要望や、行政に望む支援や要望がありま
したらご自由にお書きください。（自由記述）

ご記入ください

ご回答ありがとうございました。
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