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日本的インターンシップから職業統合的学習へ
―研究視座の総合と体系化に向けて―

吉本　圭一（滋慶医療科学大学）

本稿の第一の目的は、『インターンシップ研究年報』第24号における特集企画の枠組みを提示することで
ある。インターンシップの制度的導入から20年あまりのインターンシップにかかる多様な「共通感覚」の形
成・ゆらぎの過程を辿り、より包括的な「職業統合的学習（WIL）」概念のもとで研究を進めていくことの可
能性を検討する。次に、そうした外延的に拡がる研究範囲に対してどのように内包的定義を注視し、社会科
学としての研究を行うのか。研究の目的性、対象範囲の内包と外延、研究の当事者的視座について検討を行
う。インターンシップとWILの当事者的視座として、日本インターンシップ学会会則等からも、「学習者の
学びと成長」「教育のプログラムと制度」「企業等の採用・人材育成」の三者にかかる研究領域設定を行うこ
とができる。また、インターンシップにかかる統計的把握の混乱についても、こうした当事者的視座を踏ま
えることで総合的に理解していくことができる。第三に、これまでインターンシップ・WILをめぐって、ど
のような「問い」と「方法」が組み合わされて研究活動が展開されてきたのか、科研費データベースを用い
てその傾向のテキスト分析を行う。研究として確立された領域、今後に期待される領域などが明らかになり、
特にインターンシップ・WILに関わる当事者の経験と能力に関する自己省察や能力開発を扱う研究が大きな
未開拓領域として残されていることも明らかになった。

キーワード：�インターンシップ、資格実習、職業統合的学習（WIL）、アルバイト、キャリア教育、職業教
育、教育目的、採用目的、学術的研究、実践的研究、専門人材、学術と職業の往還

１．研究の目的と方法
１-１．研究の目的と背景
日本のインターンシップは、1990年代に新規学卒採

用慣行にもとづく採用活動の見直しの中で検討が始ま
り、1997年の文部省・労働省・通商産業省の合意によ
る『インターンシップの推進に当たっての基本的な考
え方』（以下「三省合意」と略） （注１）のもとで制度的に
導入・展開された。その後、就職難、フリーター問題
などに対応した学校キャリア教育推進の一環に位置づ
けられながら拡大普及してきた。
日本インターンシップ学会の会則第１条では次のよ

うにインターンシップを定義する。

学会のインターンシップの定義は「学生等が在学中
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」と幅広くとらえ、学校と企業等との連
携により行われる形態を基本とする。

これは、1997年の「三省合意」の基本的考え方に即
したものである。その後20年あまりのインターンシッ
プの多様な展開を経て、近年この合意の発展的解消を
含む見直しの議論が始まっている。日本インターンシッ
プ学会においても、その研究対象範囲をどのように理
解し、また対象設定をして研究を発展させていくのか、
その方向づけに関する検討課題が生まれている。

また、このインターンシップ定義にかかる社会的な
「共通感覚」 （注２）の揺らぎと関連して、『インターンシッ
プ研究年報』における研究論文の掲載動向（吉本 
2020c）からは、インターンシップにかかる研究とし
ての問いの範囲においても、その問いを問う際の方法
論アプローチについても、この間に大きな変化が読み
とれる（江藤・椿・手嶋 2021参照）。今後のインター
ンシップ研究の方向性を検討するために、インターン
シップにかかるこれまでの研究動向をふり返り、研究
されてきた課題、研究されてこなかった課題について
省察し、共有していくことが求められている。
そこで『インターンシップ研究年報』第24号では、

『職業統合的学習（Work Integrated Learning）』とする特
集を編纂することとなった。本稿は、以下に続く４編
の特集論文を含めた特集企画全体に関わる枠組みの提
示を行うことを目的とするものである。

１-２．研究の方法
本稿では、この課題の探求方法として、第一にイン
ターンシップをめぐる多様な「共通感覚」の形成と変
容、特に近年の「三省合意」見直しの議論までの政策
動向、この間に日本インターンシップ学会が進めてき
た課題理解について、関係政策文書等の資料を検討す
る。インターンシップの制度的導入から今日までをふ
り返り、インターンシップが、そのインターンシップ

〈特集論文〉
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という用語にとどまらず広く議論されてきたことが確
認される。職業統合的学習（work integrated learning：
以下WILと略記）の包括的な概念を用いてインターン
シップ等を含めて把握することの可能性を検討する。
第二に、この多様なインターンシップないしWILに

かかる研究範囲から、どのような「問い」と「方法」
が設定できるのか、研究の目的性、研究対象の範囲、
研究の視座の３つの論点から検討を行う。この研究視
座にかかる当事者的視座として、『インターンシップ研
究年報』第24号の以下に続く特集論文では、「学習者」
「教育プログラム」「企業等」の三者に注目し、これま
での研究成果と今後に構想される各研究領域の課題、
可能性を論じることとなる。
第三に、上述のインターンシップ・WILにかかる研

究成果の検討の前提として、本稿では、インターンシッ
プ・WILの「問い」と「方法」の組合せが実際にどの
ように研究活動の中で用いられてきたのか、その動向
把握を行う。ここでのエビデンスとして扱うのは、あ
らゆる専門分野をカバーする研究支援制度である日本
学術振興会科学研究費の研究採択課題であり、その「科
学研究費助成事業データベース」を用いる。キーワー
ドや研究概要などで「インターンシップ」の用語が使
用されている研究課題を抽出し、その課題のキーワー
ドと専門分野・審査区分の特徴についてテキスト分析
を行い、これまで研究の問いと方法として成立してき
た重要領域、今後に展開が期待される領域などを考察
する。

２．�インターンシップをめぐり拡散する 「共通感覚」
２-１．�経団連主導の産学連携協議会によるインターン

シップ定義の見直し
（１）インターンシップの採用目的的定義
日本インターンシップ学会の「インターンシップ」

定義は、「三省合意」の基本的な考え方にそったもので
あるが、近年この合意の発展的解消を含む見直し議論
が始まっている。
2021年４月19日、日本経済団体連合会が事務局とな

り大学側・産業界が同じテーブルにつく採用と大学教
育の未来に関する産学協議会（2021）は、2020年度報
告書『ポスト・コロナを見据えた新たな大学教育と産
学連携の推進』を公表している。
この協議会では、インターンシップを、低学年のキャ

リア教育にかかるものと、高学年の就職・採用にかか
るものを大別して認識する。採用と大学教育の未来に
関する産学協議会（2021）の新たなインターンシップ
定義では、低学年のキャリア教育としてのインターン
シップは、本来のものとしての高学年のインターンシッ
プの前段階とみなされる。この高学年のインターンシッ
プに関しては、「学生が、その仕事に就く能力が自らに
備わっているかどうか（自らがその仕事で通用するか

どうか）を見極めることを目的に、自らの専攻を含む
関心分野や将来のキャリアに関連した就業体験（企業
の実務を体験すること）を行う活動」と定義している。
「採用目的のインターンシップ」という目的の焦点
化・限定とともに、これまでのインターンシップをめ
ぐる基本的な考え方であった、いわゆる「三省合意」
についても見直しを行い、発展的に解消していくこと
を提案している（注３）。

（２）文部科学省の「三省合意」見直しへの考え方
採用と大学教育の未来に関する産学協議会（2021）
による「三省合意」の見直し提起については、文部科
学省も一定の理解を示している。2019年の中央教育審
議会大学分科会において、文部科学省担当者は以下の
様に三省合意の「発展的解消」にむけた可能性・方向
性を説明する（中央教育審議会 2020）。

インターンシップは相当程度浸透しつつある中
で、、、、、ジョブ型採用やキャリアパスの複線化等の
状況を見据えながら、多様なインターンシップを実
施できることが重要ではないかということでござい
ます。、、、産学協議会の報告書の10のアクションプラ
ンの記載にもございますように、大学・企業の今後
のアクションとして、インターンシップの共通認識
を改めて確立するということとなってございまして、
極めて重要な取組ではないかと考えてございます、、、
以上をまとめますと、採用・インターンシップの在
り方につきましては、当事者でございます産業界・大
学においてまず共通認識を得ていただくということ
は極めて重要でございますので、、、産業界と大学と
の間で十分な共通認識が確立されるということでご
ざいますれば、中長期的には、この基本的な考え方
の発展的な解消もあり得るべきではないかなと考え
てございます。

２-２．�1999年三省合意からの教育的インターンシップ
展開

なぜ「三省合意」がいま見直されようとしているの
か。また採用目的でのインターンシップが提起されて
いるのか。「三省合意」形成から今日に至るインターン
シップの制度と考え方の展開をふり返ってみよう。
日本のインターンシップは、学校から職業生活への
移行システムの改革を目的として、1997年の「三省合
意」を契機として、政策的に導入され発展してきた。
戦後高度経済成長期からつづく日本の移行システムの
問題は、学卒採用における青田買い過熱と「就職協
定」 （注４）違反であり、産業界ではルール設定と個別利
害の葛藤の中での対応が模索され続けていた。1990年
代初頭には、通産省、労働省、文部省が、それぞれに
国内外の学校から職業への移行システムを政策的課題
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とし、特に米国のコーオプ教育・インターンシップに
注目した各種の研究を始めている（注５）。
1990年代後半には、そうした就職協定廃止議論に加

えてバブル崩壊後の就職難と早期離職も問題化し、
1996年の就職協定の廃止と並行して、1997年のイン
ターンシップ導入の「三省合意」まで進む。青田買い
禁止のための採用スケジュールを設定する就職協定は
「内々定」などといったフライングを常態化させ、さら
なる日程変更で協定見直しをするという悪循環に陥っ
ていた。そうした中での緩衝材としてのインターンシッ
プへの期待があった。「就職協定」は1997年に「倫理
憲章」に置き換えられ、採用活動への企業に対する拘
束性が弱くなったものの、むしろそれ故、インターン
シップが青田買いの隠れ蓑にならないことは重要な課
題であった。
インターンシップには、とりわけ教育的目的が強く

要請され、文部省の支援・助成策と学校主導による制
度導入が始まった。ここで「三省合意」に示された「自
らの専攻、将来のキャリアに関連した就業体験」とい
う考え方の中には、すでに「自らの専攻」という教育
的コンセプトと、「将来のキャリア」という採用・雇用
に連動するコンセプトとの、潜在的な緊張関係をはら
んでいたのである。協定違反の青田買い批判緩和のた
めの、インターンシップにおける「採用」への過敏・
過剰な敬遠については、移行システム改革という政策
目的をゆがめるという外部からの懸念も出されてい
た （注６）。
そうした三省合意の枠内で展開した「日本的インター

ンシップ」は、大学等においては「一部の学生のため
の」、「短期」、「無報酬」、「職業に直結しない」、「教育
プログラムに統合されていない」、「推進のためのパー
トナーシップが未発達」なものであった（吉本2006）。

２-３．資格取得のための実習とインターンシップ
初等中等教育行政においても、1990年代末には、中

学校における「職場体験」への取組が先導的な県・地
域で始まり（注７）、高等学校でも特別活動における「啓
発的経験」としての職場体験が学習指導要領の改訂に
おいて強調されることとなった。
中等教育段階では、「インターンシップ」と「職場体

験」とは共通の教育的機能を持つ活動として、学習指
導要領における「特別活動」や「総合的な学習の時間」
のなかに共通に位置づけられた。また、高等学校段階
の職業に関する専門学科においては、看護臨地実習を
実施する看護分野、介護総合演習及び介護実習を実施
する福祉分野以外では、農業、工業、商業、水産、家
庭、および情報で「課題研究」が設定され、その活動
のひとつに「産業現場等における実習」が設定されて
いる。これら、「課題研究」等が高等学校専門教育にお
ける職業への移行・接続に向けた重要な教育活動とし

て理解されるようになった。
こうして、文教行政においては高等教育まで含めた
学校段階を縦断し、「職場体験」から「インターンシッ
プ」まで一連の教育目的でのとり組みとして、後にキャ
リア教育として一体的に位置づけられる方向が形成さ
れることとなった。
しかしながら、現場への支援アプローチの違いと関
わって、文部科学省内でも初等中等教育と高等教育の
局間でのインターンシップの定義と理解には大きな差
違を生じている。
大学・短期大学・高等専門学校のインターンシップ
推進においては、新規に導入される活動推進の場合と
同様に、運営交付金や私学助成等の補助金によるイン
センティブ提示による誘導策が用いられ、単位取得に
むすびつくインターンシップ参加学生数に応じた助成
が行われていた。このため、すでに活動が確立・定着
している医学の臨床実習、看護の臨地実習、教員養成
の教育実習など、その普及のために追加支援を必要と
しないものは、政策目標に組み込む必要がなく、資格
取得のための実習を「インターンシップ」の定義から
外している。「三省合意」のインターンシップ定義に準
拠していると理解できるにもかかわらず、高等教育行
政の現場の政策アプローチの都合によって定義適用が
限定されたのである。
他方、高等学校では、専門高校で展開されている職
業実習を等しく強化・支援していくために、資格取得
のための実習も、「三省合意」定義に沿ってインターン
シップの枠内に組み込んだのである。
後の文部科学省・体系的なキャリア教育・職業教育
の推進に向けたインターンシップの更なる充実に関す
る調査研究協力者会議（2013－以下「文科省 2013意見
取りまとめ」と略）では、資格取得実習と他のインター
ンシップの包括概念としてWILの用語が用いられ、そ
の調整の可能性がうまれた。ただし、その「文科省 2013
意見取りまとめ」を経て、2014年以後の文部科学省の
インターンシップ実態の定例調査（文部科学省 2020な
ど）では、資格取得の実習と他のインターンシップと
がそれぞれ記述されている。ただし、両者の関係につ
いて特段の説明や考慮検討の痕跡はみられない。

２-４．キャリア教育・職業教育からのWILの発見
2000年代のインターンシップの導入時期には、これ
と並行して、無業・フリーターと職業意識に焦点をあ
てた「若者自立」問題が社会的に注目され、中教審
（1999）「接続答申」で提起された「キャリア教育」は
省庁横断的な政策課題となり、インターンシップとキャ
リア教育とが結びつけられて展開している。中教審
（2011）「キャリア教育・職業教育答申」において、職
業・社会的な自立、移行への学びとしてのインターン
シップの確認、キャリア教育・職業教育における重要
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性があらためて確認される。
教育心理学からの抽象的な能力論を軸とするキャリ

ア教育の運動が拡がるなかで、「日本的インターンシッ
プ」が、数少ない具体的教育方法事例を提供していた。
こうした観点から、児美川（2013）、田中（2013）な
ど、インターンシップを通したキャリア教育への批判
的見解も提起された。
2010年代にはいってからは、大学等のインターン

シップも、量的な普及から質的な充実へ政策的焦点が
移っていく。2011年度には文部科学省先導的大学改革
推進事業として、「国内外における産学連携によるキャ
リア教育・専門教育の推進に関する実態調査」が実施
され、日本インターンシップ学会も協力して、米・英・
号・独などの職業統合的学習（WIL）の実態把握が行
われている（吉本・稲永編 2013）。
さらに、この報告を受け、文部科学省で「体系的な

キャリア教育・職業教育の推進に向けたインターン
シップの更なる充実に関する調査研究協力者会議」が
組織され、2013年８月９日に意見まとめ（「文科省 2013
意見取りまとめ」）が行われている。この「意見取りま
とめ」においては、短期間の実施にとどまるインター
ンシップを量的に普及させていくだけでなく、その長
期化をめざし、また資格取得のための実習や、職業へ
の関与の深い PBLやサービス・ラーニングなどを含め
て共通性の強い取組として推進する考え方が示され、
ここではじめて「職業統合的学習」の用語が政策文書
に登場している。

専門教育と関係した実践的な学習として、インター
ンシップ、サービス・ラーニングなどの体験活動を
含めて、「職業統合的学習 （Work Integrated Learning: 
WIL）」という包括的な概念として捉えることも考え
られる。

（頁末注として）WILとは、豪州の大学において導入・
実践が進められている学習方法論であり、産業界と
の連携の下、各専門分野の学問体系に基づく大学教
育のカリキュラムと職業実践とを統合させた学習で
ある。なお、多様な体験活動をWIL として扱う場合
には大学での学習と関連することが必須であるとさ
れている。（「文科省 2013意見取りまとめ」）

この「意見取りまとめ」を踏まえて2014年に改訂さ
れた「三省合意」には、その冒頭に、次のように、イ
ンターンシップが多様な学習・学修の契機であること
が追加して明記されることとなった。

大学等におけるインターンシップ（以下、「インター
ンシップ」という。）は、大学等における学修と社会
での経験を結びつけることで、学生の大学等におけ

る学修の深化や新たな学習意欲の喚起につながると
ともに、学生が自己の職業適性や将来設計について
考える機会となり、主体的な職業選択や高い職業意
識の育成が図られる有益な取組です。また、体系化
された知識を理解し学修する能力だけでなく、仕事
を通じて暗黙知から学修する能力を身に付けること
で、就職後も成長し続けられる人材の育成につなが
ります（文科省 2017）。

日本インターンシップ学会では、この段階での文部
科学省等の政策展開を踏まえて、2013年の学会総会に
おいて、会則第１条の学会名称規定に英語訳を加えて
いる。これまでの学会インターンシップ定義も、社会
一般で「インターンシップ」と呼称されるものより広
いものであること、そしてそれが英語圏においてWIL
（work integrated learning）として扱われるものに相当す
ることを確認し、学会英語名称を The Japan Society of 
Internship and Work Integrated Learningとしているので
ある。

２-５．�アクティブ・ラーニングを基礎づけるインターン
シップ

インターンシップは、その導入当初から、教育と採
用、学校と企業、文部科学省と厚生労働省・経済産業
省などの利害関係の対立・調整軸が関わって、その「共
通感覚」形成をめぐって、絶えずゆらぎを生み出して
きた。
2010年代には、このインターンシップを別次元から
扱うアプローチが生じている。それは、先の「三省合
意」改訂の趣旨の一文にも挿入されている「学生の大
学等における学修の深化や新たな学習意欲の喚起につ
ながる」という観点である。
これは、中教審（2008）『学士課程教育の構築に向 
けて（答申）』、中教審（2012）『新たな未来を築くた
めの大学教育の質的転換に向けて～生涯学び続け、主
体的に考える力を育成する大学へ（答申）』（以下『質
的転換答申』と略）の流れをくんでいる。大学等関係
者内部での学習の量と質に関する議論が展開し、質を
伴う学修時間と「アクティブ・ラーニング」という提
起がなされている。インターンシップも「アクティブ・
ラーニング」のひとつの効果的ツールとして利用され、
中教審（2012）の「用語集」では、「アクティブ・ラー
ニング」の定義が、以下の様に説明されている。

教員による一方向的な講義形式の教育とは異なり、学
修者の能動的な学修への参加を取り入れた教授・学
習法の総称。学修者が能動的に学修することによっ
て、認知的、倫理的、社会的能力、教養、知識、経
験を含めた汎用的能力の育成を図る。発見学習、問
題解決学習、体験学習、調査学習等が含まれるが、教
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室内でのグループ・ディスカッション、ディベート、
グループ・ワーク等も有効なアクティブ・ラーニン
グの方法である（中教審 2012）。

用語集の「体験学習」の箇所にインターンシップが
該当し、本文中では、以下の様に教育方法の例示の中
にインターンシップの語が登場する。

従来の教育とは質の異なるこのような学修のために
は、学生に授業のための事前の準備（資料の下調べ
や読書、思考、学生同士のディスカッション、他の
専門家等とのコミュニケーション等）、授業の受講（教
員の直接指導、その中での教員と学生、学生同士の
対話や意思疎通）や事後の展開（授業内容の確認や
理解の深化のための探究等）を促す教育上の工夫、イ
ンターンシップやサービス・ラーニング、留学体験
といった教室外学修プログラム等の提供が必要であ
る（中教審 2012）。

演習等による双方向の学習がなされてきた専門分野
では、演習で当然に求められる教育上の工夫が改めて
強調されており、そうした分野で、従来の教育と異な
ることは「インターンシップ、サービス・ラーニング、
留学体験といった教室外学修プログラム」であろう。
つまり、「アクティ・ラーニング」固有の教育的意義が
容易に了解しうる「インターンシップ」等は、従来型
教育の内部での工夫を中心に大学内で取組みやすい試
みをもとにした教育改革をアピールする補強材料にも
なっている。
ともあれ、ここでアクティブ・ラーニングとして例

示されているもののなかでは、サービス・ラーニング
など教室外学修プログラムは、冒頭の日本インターン
シップ学会のインターンシップとWILの定義と類似す
る機能的等価性を推察できる。しかし、その他の「教
育上の工夫」については、インターンシップ・WIL研
究にとって特別に重要なコンセプトにはなりにくいも
のと考えておく方が良いであろう。

２-６．�「採用」インターンシップ拡大と日本インターン
シップ学会の研究

2014年に改正された「三省合意」は、その３年後の
2017年に続けて改正が行われている。この見直しに当
たっては、文部科学省・インターンシップ推進等に関
する調査研究協力者会議が組織されている。そこで問
題となったのは、「ワンデー・インターンシップ」と
「採用型インターンシップ」の急速な拡大である。ここ
での検討の結果、後者の「採用型インターンシップ」
はインターンシップとは呼ぶべきでないととりまとめ
ている（文部科学省・インターンシップ推進等に関す
る調査研究協力者会議（2017））。

しかし、その後、前節で検討しているように、採用
と大学教育の未来に関する産学協議会（2021）が、こ
れまで展開してきた教育としてのインターンシップを、
本来のインターンシップの前段階のものと位置づける。
これまでの三省合意とその後の展開とはコンセプトを
180°転換し、インターンシップが「仕事に就く能力」
の見極めの場であるとして、「採用型インターンシッ
プ」こそ第一義的なものという限定的定義を提示して
いる。なお、同報告書では「ワンデー・インターンシッ
プ」は就業体験を伴わないことから、今後この名称を
使用しないことについて合意した」としており、何を
インターンシップと呼ぶのか、また独自の「共通感覚」
が生まれていることが読みとれる。
さて、教育的なインターンシップが低学年の共通教
育課程などにくみ込まれキャリア教育と表現されるこ
とについては、中教審（2018）などで重視される学修
成果に基づく質保証と結びつかない学位プログラム外
の活動となる。インターンシップが学位プログラムと
関わらない者という理解が生じることについての懸念
は、この報告書から読みとれない。取りまとめを行う
大学側関係者の多くが、採用担当者との対話を行う就
職指導組織の関係者であることも、こうした理解がス
ムーズに進まない背景にある。
採用インターンシップやキャリア教育インターン
シップも重要な研究対象ではあるが、それとは異なる
多くの「自らの専攻、将来の進路と関連する就業体験」
があり、後者が前者の質を高めるための豊かな示唆を
含むからである。たとえば、長岡・豊橋の２つの技術
科学大学は、卒業年次の必修科目として、採用とは無
関係の２ヶ月以上の「実務訓練」を課している。これ
は、充実したインターンシップのひとつのモデルとも
なるものであるが、それは採用のための能力見極めで
もなければ、低学年のキャリア教育でもない。他にも、
多くの教育機関や専門分野で資格取得のための実習も
含めて、「自らの専攻」にも「将来の進路」にも関連す
る、多数のインターンシップ・WILが展開している。
日本インターンシップ学会においては、学会活動20
年間の共通理解としてきた定義を、これからも「準拠
枠組み」として、多様な「共通感覚」がひろがるイン
ターンシップ・WILを把握していくことになるだろう。

３．方法：インターンシップ研究の３つの観点
社会科学的な研究の「問いと方法」の組合せについ
ては、以下の３つの観点から考えることができよう。
第一には、他の社会科学的な研究と同様にインター
ンシップとWILの研究において、「問い」が持つ目的
の性格を大別すると、日々の社会的活動・現象を取り
扱う対象の性格から、文脈を越えた法則的理解を目指
す学術研究と、文脈のなかでの有効性をもつ解をさが
す実践研究という対極的な方向性に大別できる。学術
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と実践という、研究目的がもつ性格、方向性を、「問
い」のもつ目的性として考察する。
第二には、この「問い」を適用する対象理解の観点

である。多くの社会現象において対象範囲の設定には
微妙な周縁領域があるが、とりわけインターンシップ・
WIL研究においては、既に検討したとおり「共通感覚」
の拡散がある。さまざまの定義において異なる「外延」
とその外側を研究範囲におくことになる。いわば「内
包」の焦点に向かって、「外延」を視野におさめること
が課題となるであろう。
第三には、対象にかかる主観的意味を探る当事者的

視座、学習者、教育関係者、企業関係者の誰の眼から
インターンシップとWILを見るのかという観点である。

３-１．研究の問い－目的性・志向性としての学術と実践－
研究の「問い」とは、その問いをなぜ問うのかとい

う研究者の目的意識に関わる。これまでの学会活動の
ふり返りとして、『学会10周年記念誌』において、吉
本・江藤（2011）は「事例研究」「理論研究」「実証研
究」「その他」という区分を用いてこれまでの研究を分
類しているが、研究の「問い」としてみると、同じよ
うに具体事例を研究する「事例研究」であっても、当
該事例の位置づく文脈に固有の特徴の説明を重視する
ものと、対象事例の他の文脈への参照・提供可能性を
重視するものとでは、目的意識が異なる（注８）。すなわ
ち、前者が実践事例研究であり、後者は学術的研究と
しての事例研究と考えることができる。「理論研究」は
広い文脈での適用可能な命題を探究するものであり、
多くの「実証研究」も学術的な目的を持っている（注９）。
すなわち、「問い」にかかる目的意識の性格から、研究
を学術研究と実践研究という対照的なベクトルに大別
することができる。
日本インターンシップ学会においては、日本学術会

議の協力学術研究団体でもあり、その研究は学術研究
を基本とすると考えられる。ここで「基本」と表現す
るのは、学術研究と実践研究を対照的に位置づけ、前
者を基本としつつ、実践研究についても十分適切に評
価すべきという考え方によるものである。
社会科学の実践的行為を研究するいくつかの学会の

学術誌で、近年、学術論文、原著論文と研究ノートと
いう論文カテゴリーに加えて、「実践」に係る論文や報
告、資料などのカテゴリーを用意するようになってい
る。『インターンシップ研究年報』においても、2008
年３月改訂の編集規程において「研究論文の部」「資料
の部」という所収区分を分けて、後者に「報告」「資
料」等の記事を掲載することとしている。これは、そ
の直後の2008年５月22日の日本インターンシップ学会
の日本学術会議協力学術研究団体に指定されることを
控えての学会誌の見直し、学術的性格の確立の過程で
進められている。さらに2017年８月改訂では、「資料

等」のなかに、「資料」（報告・資料等会員のさらなる
研究・実践活動に資するもの）、ならびに「活動紹介」
（実践活動をとりまとめたもの）と、「実践活動」の成
果掲載にむけて２か所に特記した言及がなされている。
その論文の傾向分析については、江藤・椿・手嶋

（2021）に譲るが、編集規程の改定を通して実践（事
例）研究の成果の充実や扱い方の確立が進んだのかど
うか、吟味が必要なところである。
実践研究にとって動機づけともなり、問題ともなる
のは、その多くが、自ら実践する「良き事例」を紹介
し探究するという点である。その場合、自らの実践事
例の不都合な事実を論考内で提示して改善すべき課題
を探すというよりも、実践を行う当人として、その良
きところに、そして往々にして良きところのみに眼が
いく。学問をする者が当人の実践を忖度することにな
る懸念がある。
この点で、阿部（2001）は、12世紀欧州の神学者サ
ン・ビクトールのフーゴーの言葉をもとに、学問の考
え方の成立、その独立の考え方を次のようにまとめて
いる。

「祖国が甘美であると思う人はいまだ繊弱な人にすぎ
ない。けれども、すべての地が祖国であると思う人
はすでに力強い人である。がしかし、全世界が流

る

謫
たく

の地であると思う人は完全な人である。第一の人は
世界に愛を固定したのであり、第二の人は世界に愛
を分散させたのであり、第三の人は世界への愛を消
し去ったのである」（阿部2001、24-25頁）

実践研究としての試みにおいては、自己の関わる実
践を、「甘美な祖国」として見るのではなく、相対化し
てみること、つまり実践をあるべき「仮想的な祖国」
と比較するための準拠枠組み（frame of reference）を
もっていることが鍵となる。自らのユニークな実践の
経験を、その複雑な文脈性を等閑視し捨象し、ごく限
定的な比較枠組みで「検証」と「礼賛」となるようで
あれば、それは研究としての展開が見込めないものと
なる（注10）。逆に、実践事例も、適切な「準拠枠組み
（frame of reference）」を通して自らの実践事例を全体的
な関連の中に「相対化」して位置づけることによって
「研究」となるはずである（注11）。
他方で学術研究は、あらゆる実践の中に広範囲に共
通する法則性や他への適用可能性を把握することに関
心を持つ。インターンシップやWILの定義に該当しな
い実践が研究対象になるのか否か、という点でも、実
践研究との違いを示すことができる。およそ関係者の
定義とは隔たるような実践は、実践研究においては研
究対象にならないだろうが、学術研究の場合には、イ
ンターンシップやWILの定義から外れるものの中に、
インターンシップ・WILの法則性探究の可能性の拡が
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りを見ることもできるからである。
もちろん、この問いの２つの方向性は二律背反では

ない。プログラム等の実態再現や他への適応を可能に
する法則的な理解は、個別・特殊な文脈を所与とする
改善方策探究へ、表裏につながるともいえる。
二項対立ではないとしても、実践的な日常の活動を

研究対象とする社会科学の学術コミュニティにおいて、
この学術的研究と実践的研究の区別をし、かつそれぞ
れを充実させていくことは、現実にはさほど簡単では
ない。
比較的早期に学会誌の論考に「実践研究」区分を採

用した『教育心理学研究』において、市川（1999）は
学術研究と実践研究の境界の微妙さ、特に自己の実践
をいかに客観的に記述しているのか、後者にかかる評
価基準が前者の基準から独立しえないことを、論文評
価員の視点の分析から指摘している。日本インターン
シップ学会においても、実践事例を評価する際に参照
される「基準」を多角的に探究し、その理解を普及・
共有させていくことが課題となろう。

３-２．研究対象範囲の設定－内包と外延－
日本のインターンシップについては、多様な関係者

が異なる概念で多様に認識しており、インターンシッ
プとは曖昧なものという「共通感覚」も形成されてい
る。前述の通り、それぞれの界における「共通感覚」
の間の緊張・葛藤がそこにある。日本インターンシッ
プ学会が、インターンシップ等の実践を学術的に研究
することを基本とするとなれば、どのような実践が研
究に値するのか、研究可能なのか。インターンシップ
とWILの定義にそって、それは日本インターンシップ
学会のインターンシップの定義そのものであるが、そ
の研究範囲を検討する必要がある。
インターンシップに包含されるものも、されないも

のも、あわせて研究するとなれば、何が重要な研究対
象となるのだろうか。内包と外延のズレは、社会科学
では多かれ少なかれ存在するが、日本インターンシッ
プ学会ではより大きな意味をもつと考えられる。端的
には外延的にさまざまに展開する「インターンシップ
など」を、その内包的定義（自らの専攻、将来のキャ
リアに関連した就業体験）に照合しつつ、それとの親
近さという点で研究対象として取捨する方法が考えら
れる。
先に検討したように、「日本的」な労働市場、学校か

ら職業への移行システムの特色の下での「インターン
シップ」と海外で「インターンシップ」と呼ばれる活
動には相当の共通感覚の開きがある。また日本の「イ
ンターンシップ」で教育目的を強調するのか、採用目
的を第一義とするのか、大学での学習モード改革のひ
とつとして検討するのか、移行にかかる経験として検
討するのか。さらに、大学ではインターンシップとし

て位置づけられていなかった資格取得のための実習を
どう理解するのか。
資格実習では、教育課程上の位置づけの明確さ、時
間的に長期間の取組み、現場メンターと指導教員の連
携、アーリーエクスポージャーから専門実習までの目
標の違いと段階性など、経験による教育の充実した姿
を示しており、これまで「インターンシップ」として
研究されてきた経験・活動よりも、むしろ確かな「質」
をともなう経験・活動として、「三省合意」や日本イン
ターンシップ学会の定義により相応しいと考えられる。
他方で、インターンシップとして理解することの難
しい経験や活動のなかにも、学術研究として研究対象
範囲になり、そこではインターンシップが本来持つべ
き要素やそこから発生する機能に焦点をあて、いわば
研究の準拠枠組み（frame of reference）にしたがってそ
の位置づけを考えればよいことになる。この観点から、
日本の学生たちが多くの時間を費やすアルバイトにつ
いても、その機能的な同等性を論じれば、インターン
シップ・WIL研究として有効なものとなるのであ
る（注12）。インターンシップの広がりの把握を試みた吉
本（2006）でも、日本で８割の学生が４年間毎年100
日近いアルバイトを経験しており、その中での経験の
質を検討できることを示している。

以上の検討から、インターンシップ・WILの研究範
囲を、図１の集合図で表すことができる。インターン
シップの多くが研究されるべき経験・活動となり、資
格実習がすべてその研究対象となり、PBLやサービス・
ラーニングなどもインターンシップ・WIL研究として
扱うに値する対象があり、アルバイトについても同様
と考えることができる。この職業統合的学習（WIL）
の範囲で共通する命題の分析検討が日本インターン
シップの研究の外延となる。他方、冒頭で日本インター
ンシップ学会ならびに「三省合意」でのインターンシッ

職業統合的学習(WIL)

インターンシップ

資格取得実習 PBL

アルバイト
サービス・ラーニング

図１　�職業統合的学習（WIL）に関わる多様な活動と経
験の集合図
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プの内包的定義に最も合致するであろう「資格実習」
のなかに、さまざまのインターンシップ・WILを評価
するための準拠枠組みを求めるのが有効と考えられる
のである。

３-３．対象への当事者的視座－学習者・学校・企業－
外延・内包上で多彩なインターンシップ・WILの研
究において、自覚的に設定されるべきものが当事者視
座である。インターンシップなどの就業体験は、当事
者としての「学習者」の活動であり、「大学等」の学校
と、「企業等」の地域の多様な行政・機関・施設・団体
等を含むステークホルダーとの連携により行われるも
のが原則であり、この「学習者」「大学等」「企業等」
の三者が浮かび上がる。誰の視点からその活動を見る
かが、研究の視座として重要である。
第一の当事者は、インターンシップ等に参加する学

習者である。学習者を研究の中心に据え、その「学び
とキャリア」を探究するという視座がある。研究とし
てはその経験の目的と関連づけた成果・効果が注目さ
れることになる。研究の領域としては、①自己の成長
感・自己肯定感、また満足度など経験がもたらす即時
的な効果もあれば、②知識・技能の獲得や社会人基礎
力等の能力形成など比較的長い時間軸でもたらされる
効果、③学習全体の目的となる進路形成や就職活動な
ど職業への移行への時間を隔てた効果などが主要研究
領域となるであろう。
もちろん、そうした経験と成果・効果の対応関係が

明らかにできたとしても、それは経験的な一般化法則
を確認することにとどまることもある。なぜ当該の経
験が成果・効果を生じるのかというメカニズムについ
ての理解が必要だからである。デューイ（1938）の指
摘する、新しい経験がもつこれまでの経験との間での
「連続性」と、学習者・関係者の主体性にもとづく変化
としての「相互作用」、すなわち経験の「質」と効用に
関する理論命題を伴う必要がある。また学習者のキャ
リア形成モデルを考慮すればレイブとウェンガー
（1991）の「正統的周辺参加」のモデルも適用可能で
あろう。学外でのインターンシップを学内で活用する
メカニズムは、次に論じる教育プログラムの視座から
深めるべきところでもあるが、学習者の学びと成長に
かかる理論命題群が効果等を研究する場合に必要な点
である。
また、学習者の多様な経験の中で、ひとつ期間の限

定的なインターンシップだけを取り出すだけでは、適
切にその効用を把握することはできない。学習者の学
生生活全体をまたその時間軸を視野においたアプロー
チ、研究枠組みが必要とされることになる。これらの
点で、特集論文として古田（2021）が「学習者視座か
らの学びと成長」を論じている。「能力」に近視眼的に
近づきすぎず、「経験」の質を問うアプローチ（注13）を

探索していく必要があろう。
第二の当事者は、インターンシップを「大学と企業
等が連携して実施することを原則とする」という一方
にある、①教育機関とそこでのプログラムである。よ
りミクロにみれば、②インターンシップ担当や学位プ
ログラム運営にかかる教職員の参画があり、マクロに
は③教育制度とその運営担当の政策関係者、政策科学
的な研究者の視座がある。制度・政策という点から言
えば、日本におけるインターンシップ・WILの改善に
向けて、さまざまの海外動向分析の研究も重要な領域
となろう。
ここでの具体的なトピックとしては、さまざまの正
課内や正課外でのインターンシップや多様なWILの教
育プログラムが幅広く研究の対象となる。また、それ
らの活動について、学位プログラムや資格等までの教
育プログラム全体の目的との関連づけ（他の形態の学
習や経験との組合せ）、具体的な実施期間や活動内容、
メンター指導の仕組みや関係の仕方、報酬、評価の仕
組みまで、多面的な研究課題を見つけることができる。
さらに、「連携して実施する企業等」との産学連携の
形態や仲介組織の位置づけなどもインターンシップ・
WILの教育プログラム研究の不可欠要素である。
この教育プログラムの研究は、典型的に、実践を行
う当事者＝観察者という関係性をもつ実践的研究とし
て展開されやすい。このため、先に検討したように、
その実践を適切に評価する「準拠枠組み」をいかに自
覚的に設定できるのかという点が、実践から研究へと
高めていくための重要な鍵となる。多様な教育プログ
ラムのなかでも、日本インターンシップ学会で多く取
り組まれてこなかった資格取得にかかる実習について、
山口（2021）では、教育実習の充実への取組を職業統
合的学習の枠組みの中で検討している。ここでは、そ
こから非資格系のインターンシップ・WILの探究にど
のような有効な議論を引き出せるのか、逆にこれまで
のインターンシップ・WILの研究の何かが教育実習や
学校インターンシップなどの再考に資する論点を引き
出せるのか、そうした観点での検討か可能になるであ
ろう。
第三の当事者は、「大学と企業等が連携して実施する
ことを原則とする」というもう一方にある企業等であ
り、企業、行政、産業・職業、地域社会を視野に置く
必要がある。ひとつには、①採用インターンシップか
ら労働市場、人的資源管理の視座がある。ここでは企
業等がインターンシップ・WILに参画する基本的・潜
在的な動機としての人材の探索、採用目的にかかる研
究が位置づけられる。そして②採用インターンシップ
と一連の就職活動という学生の経験を企業等の目線か
ら扱うことも有効であろう。そして、③インターンシッ
プ・WIL研究は、学校と企業等を包みこむ地域社会や
連携活動、地方創生などの論点をもつ広い視野からの
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研究領域もここに位置づけておくことができよう。亀
野（2021）では、「三省合意」において敬遠されていた
領域としての、「採用」を前面にとりだし、インターン
シップとWILの研究可能性を探っていくことになる。

３-４．�インターンシップの整合性のない諸々の量的把握
と当事者性

多様な「共通感覚」のあるインターンシップにおい
ては、インターンシップの規模についても共通理解が
形成されていない。文部科学省の大学からの実態把握
による発表が、共通理解形成のひとつの情報源ではあ
るが、ここでも文部科学省固有の当事者目線が反映さ
れている。実態把握における当事者的視座の重要性を
考えるために、インターンシップ実施率・参加率の混
在について検討してみよう。
第一の数字として、文部科学省（2020）では、2019

年度の大学学部における、特定資格に関わらない単位
となるインターンシップの参加学生比率が3.0％と報告
されている。
しかし、学生の目線での把握としてこの数字は修正

することが適切である。ひとつには、分母と分子が同
じ母集団ではなく、特定資格取得にかかる課程以外の
学生が分母には含まれ、分子には含まれないと考えら
れるからである。そこで、分母から特定資格取得にか
かる課程の学生を除外するために、大学全体のなかで
資格取得課程在籍の学生比率を半数と仮定すれば、第
二の数字として参加率６％が算出できる（注14）。
そしてもう一つの修正は、学生は単年度だけ在学し

ているのではなく、４年間あまり在学する存在である。
在学中いずれの時期かでインターンシップを経験する
累積比率が、学生視座から重要である。そこで単純に
第二の数字を４倍して、第三の数字24％が得られるこ
とになる。
第一の数字は、大学視座からの全学生数と活動規模

という業務報告であり、文部科学省が単年度データで
そうした実態把握を続けるのは、大学業務を監督する
立場からの文部科学省もつ当事者的視座の表現である。
学生を卒業まで指導する教育現場の関係者は学生当事
者の視座を共有し、第三の数字を実感に近いものとし
て理解すると考えられる。
学生目線を徹底していけば、大学の関与しないイン

ターンシップの把握も重要である。文部科学省（2020）
も大学経由でそうした実態把握の試みをしているが、
当然ながら半数の大学はそうした把握もしておらず、
把握をする大学も学生の多様な経験全てを把握するわ
けではない。
別ルートとして直接に学生調査を行う民間業者の

データ把握によれば、2015年の「ワンデー・インター
ンシップ」や「採用インターンシップ」であり、これ
は就職情報事業者からの学生への調査による情報であ

る。文部科学省・インターンシップ推進等に関する調
査研究協力者会議（2017）でこの「採用インターン
シップ」を問題として検討した際に用いられた情報か
ら、４年生から６年生までの高年次学生の在学中のイ
ンターンシップ累積経験率38.5％であり、その中で大
学と関連した採用目的ではないインターンシップが、
第四の数字７％と推計される（注15）。
こうした推計によって、インターンシップの経験は
一定程度拡がっていることを確認できる。ただし、活
動日数などと関連した、経験の「質」がどのようなも
のか、資格取得実習と他の一般的なインターンシップ
で大きな違いが推察される。多様なインターンシップ・
WILを量的・質的に把握していくために、現状での、
大学や企業の把握する公式の調査統計を組みあわせて
学習者個人の行動を推計するのは限界がある。今後、
文教行政等において機関単位の業務監督の統計から、
「個人の学びと成長を把握する調査」へと調査スタイル
の転換が求められる。また、現在のところそうした学
習者の縦断的な把握のアプローチは学術研究レベルに
とどまるが、実態調査を積み重ねていくことも重要で
あろう。

４．�科研費採択課題からみるインターンシップ・
WIL研究の「問いと方法」

これまで本稿では、インターンシップをめぐる多様
な「共通感覚」の形成の経緯を辿り、その研究の目的
性・対象範囲・当事者的視座から、これからのイン
ターンシップ・WILの研究にかかる課題を提示した。
本特集の以下の論考では、既発表の多様な研究成果を
もとに今後の課題を検討するものである。
研究成果という「答え」ではなく、研究の「問い」
の成立、その「問い」への適切な「方法」という観点
から、以下若干のエビデンスを提示しておくこととす
る。具体的には、日本におけるもっとも広範囲、大規
模な研究支援制度である科学研究費の採択課題の動向
を分析することで、そこにある学術研究における「問
い」と「方法」の特色を解明する。学会誌等の学術論
文などの研究成果についてのデータベースも多数整備
されているが、本稿では、全ての専門分野をカバーし、
標準的な様式によるデータベースが用意されている科
学研究費データベースを扱うこととした。ここで、科
研費採択課題の中から、「インターンシップ」に関わる
研究課題を抽出し、そのキーワードと専門分野・審査
区分の特徴を分析することとする。
分析の対象と方法は、表１の通りである。

４-１．研究の「問い」をつくるキーワード
ここではインターンシップとWILに関する研究の

「問い」を科学研究費採択課題の「キーワード」から探
る。ここで研究の「問い」とは、先述のとおり学術的
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な目的や実践的な目的をもって設定されるものであり、
Aはインターンシップ・WILである、Bがインターン
シップ・WILをつくる、インターンシップ・WILが C
をもたらすなどの命題の形をとる。この A、B、Cな
どが科研費申請の際に想定されており、採択された科
研費課題の「キーワード」などからそれを取り出すこ
とができる。「科研費データベース」科研採択課題につ
いての、申請時の「キーワード」や「研究課題名」、ま
た研究終了後の「研究の概要」までの項目において、
比較的自由度の高い記述が可能となっている。
そこで、2021年５月時点の科研費データベースの全

ての用語の中から「インターンシップ」に言及されて
いる課題を検索・抽出すると425課題が抽出される。さ
らに「キーワード」項目に、「インターンシップ」に関
連する用語が適切に宣言されている370課題を取り出
し、「キーワード」項目のいずれもがインターンシップ
に関連するとは考えにくい55課題については分析対象
から排除し、前者の370課題が本稿での分析対象となっ
た。
また、「キーワード」項目に「インターンシップ」と

いうそのままの用語が用いられているものは94課題で
あった。つまり、370課題との差となる276課題は、研

究計画調書の申請時には「キーワード」としては「イ
ンターンシップ」を設定していないが、「研究の概要」
等で、研究成果の説明の際には「インターンシップ」
の用語を用いながら報告している。つまり、科研費の
研究を実施した結果として「インターンシップ」が発
見されていると理解することもできる（注16）。
ともあれ、この370課題の「キーワード」は、研究
申請段階での「研究の問い」を端的に表現するための
用語であり、科研課題における「問いの設定」、またそ
れが採択されているという点で、研究の世界で承認さ
れた「問い」である。
以下でこの「キーワード」を「テキスト分析（SPSS 

Text Analysis for Survey ver. 4.0）」すると、まず多様な
「コンセプト」コードが抽出される。これらをその類似
性にもとづいて「カテゴリー」にまとめていったもの
が、表２である。
表２から確認できることは、第１に、インターンシッ
プや多様なWILおよび関連の活動経験自体が、一定
数、科研費キーワードとして読みとれるということで
ある。「インターンシップ・就業体験」にかかるコンセ
プトは28種類用いられており、「インターンシップ」「学
校インターンシップ」「海外インターンシップ」などが
科研課題での頻出のキーワードとして用いられて、課
題数でみると95という大きなカテゴリーである。
インターンシップという用語ではないとしても、本
稿でWILとして扱う「教員研修」「PBL」「教育実習」
「職業統合的」などのキーワードも32研究課題で用い
られている。
他方、WIL類似活動としての「アルバイト」等は10
課題にとどまり、インターンシップとアルバイトを比
較した研究課題は少ないと言えよう。
第２に、「学習者の学びと成長」の問いに焦点をあて
る研究課題は、「学習者の特性」「学びの様態・モデル」
「学びの成果」「学びの成果～進路・キャリア形成に関
わる」の４つのカテゴリーがそれぞれ50～60の一定数
採択課題でキーワードに取りあげられている。「進路・
キャリアに関わる学習の成果」として、比較的話題と
して登場する「社会人基礎力」「エンプロイヤビリティ」
なども「キャリア」などとならぶキーワードではある
が、むしろ「学習者の学びと成長」の領域が、そうし
たキーワードに留まらず拡がっていることを確認して
おくことが重要であろう。
第３のカテゴリーグループが当事者的視座でいう「教
育プログラム」であり、海外動向研究を除いても、こ
こに多くの研究課題（267）が採択されていることが
わかる。「インターンシップ」に言及する科研課題の３
分の２以上は、何らかの「教育プログラム」のキーワー
ドを用いて研究計画申請をし、採択されているという
ことである。
ただし、その内訳を見ると、「キャリア・職業・専門

表1　�科研費採択課題「テキスト分析」のデータと分析
手順

分析する�
データ

科学研究費事業データベース「KAKEN－研究
課題を探す」（https://kaken.nii.ac.jp/ja/）

対象�
研究種目

基盤研究（S/A/B/C）、挑戦的研究、若手研究、
ならびに過去の種目でそれらに対応する種目

対象年度 2000年度～2021年度の新規採択分
分析�
ツール

SPSS Text Analysis for Surveys ver. 4ならびに
SPSS Statistics ver. 23

抽出方法�
２段階�
抽出

（1）上記の対照研究種目と対象年度の範囲の課
題データベースを用いて、データ全文からフ
リーワード「インターンシップ」を有する課題
を検索し、425課題を抽出
（2）425課題を対象として、項目「キーワード」
欄からについてテキスト分析（Text Analysis）
によりコンセプトを抽出。コンセプトから手動
によるカテゴリー抽出を行い、インターンシッ
プの研究に該当するカテゴリー抽出の終わった
段階でどのカテゴリーも有していない55課題を
除外し、370課題を分析対象として設定。

カテゴリー�
の分類

「キーワード」については19カテゴリー19を抽
出、その統合による大分類６カテゴリー（表
２）。「審査区分・専門分野」は、2018年以後
の「審査区分」と2018年以前の「専門分野」か
ら14カテゴリーを抽出。それらを、統合して、
「審査区分」の大区分以上レベルで大分類３カ
テゴリーに、中区分以上レベルで中分類８カテ
ゴリー、中区分教育学については、中区分教育
学カテゴリーを含む小区分以上レベルで小分類
５カテゴリーに系統的分類（表３）。

クラスター�
分析

370課題の「キーワード」のカテゴリー19と、
「審査区分・専門分野」のカテゴリー14を用い
てクラスター分析（TWOSTEP クラスター分
析、対数尤度距離、BIC基準によるクラスター
数自動選択）、10クラスターの抽出（表４）
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表２　インターンシップに係る科研費研究課題の「キーワード」からのカテゴリー抽出
課題数 比率 コンセプト

１_インターンシップおよび職業統合的学習 123 33.2

1-1_ インターンシップ・就業体験等 95 25.7
インターンシップ、学校インターンシップ、海外インターンシッ
プ、教育インターンシップ、エクスターンシップ、国際インター
ンシップ、職場体験、職業体験（ほか20コンセプト）

1-2_ 資格実習を含む職業統合的学習 32 8.6 教員研修、PBL、教育実習、職業統合的、デュアルシステム、
WIL（ほか７コンセプト）

1-3_ �インターンシップ・職業統合的学習
に類似する活動 10 2.7 サービスラーニング、アルバイト（ほか４コンセプト）

２_学習者の学びと成長 167 45.1

2-1_ 学習者の特性 53 14.3 大学生、生涯学習、留学生、発達障害、学生、女性、ニート、
学習者、高校生（ほか10コンセプト）

2-2_ 学びの様態・モデル（1を除く） 65 17.6
学習、ラーニング、学び、動機づけ、メンター、ロールモデル、
仕事理解、体験学習、学習過程、就労体験、正課外学習（ほか
14コンセプト）

2-3_ 学びの成果 47 12.7
グローバル人材、能力、力量形成、アイデンティティ、ジェネ
リック、留学、エンパワーメント、対人コミュニケーション（ほ
か20コンセプト）

2-4_ �学びの成果～進路・キャリア形成に
関わる～ 65 17.6

キャリア、キャリア形成、コンピテンシー、社会人基礎力、エ
ンプロイアビリティ、技能、職業観、キャリア意識、進路形成
（ほか20コンセプト）

３_教育プログラムと制度 267 72.2

3-1_ キャリア・職業・専門教育 148 40.0

キャリア教育、教員養成、職業教育、教師教育、アクティブラー
ニング、ものづくり、キャリアデザイン、技術教育、技術者教
育、教職課程、産学連携教育、リカレント教育、社会連携、進
路指導、工学教育、教員養成制度、経験学習、養成教育、専門
教育、専門職教育、教員育成、教員養成カリキュラム、職業訓
練、職業資格（ほか30コンセプト）

3-2_  教育の過程とプログラム 141 38.1

教育、カリキュラム、日本語教育、産学連携、教材開発、カリ
キュラム開発、スクール、授業、理工系、ガバナンス、シミュ
レーション、協働学習、学修成果、学校教育、教職大学院、教
育プログラム、知識教育、インクルーシブ教育、カウンセリン
グ、プロジェクト活動、ホスピタリティ教育、授業デザイン、
授業開発、支援技術、教育効果、教育課程、正課教育、産官学
連携、社会科教育、高等職業教育（ほか27コンセプト）

3-3_ 教育訓練の学校・機関 102 27.6

高等教育、大学、大学教育、大学院、高等教育機関、専門学校、
短期大学、高等学校、高等専門学校、大学院教育、法科大学院、
中等教育、大学経営、専修学校、専門高校、普通科高校、社会
人大学院、私立大学、第三段階、総合学科、高専、高校（ほか
33コンセプト）

3-4_ 教員と指導者 24 6.5 ファカルティ、大学教員、授業実践力（ほか23コンセプト）

3-5_ 教育訓練の制度と政策 22 5.9 質保証、学位、資格枠組み、高等教育政策、NQF、チューニン
グ、国家学位資格枠組（ほか11コンセプト）

４_社会と人材育成 157 42.4

4-1_ 就職と職業移行 40 10.8 就職、キャリア支援、就職支援、ワークライフバランス、社会
的排除、就労継続、就業継続、移行支援（ほか14コンセプト）

4-2_ 企業の採用と人的資源管理 71 19.2
人材育成、企業、人的資源管理、就労、雇用、労働市場、採用、
日系企業、キャリア開発、グローバル人材育成、人材育成プロ
グラム、人材養成、人的資本、人的資源、日本企業、経営戦略
（ほか31コンセプト）

4-3_ 医療福祉サービスの産業と職業 27 7.3 現職教育、ホテル、子育て支援、教員採用、看護、看護師、看
護英語、福祉（ほか22コンセプト）

4-4_ 地域・社会 64 17.3
地域連携、コミュニティ、協働、産業クラスター、NPO法人、
ダイバーシティ、地域人材養成、地域再生、産業社会、経済政
策、非営利組織（ほか28コンセプト）

５_地域や国の事例研究 67 18.1
5-1_ 国内地域事例 4 1.1 （ほか４コンセプト）

5-2_ 海外事例 65 17.6
アメリカ、中国、イギリス、アメリカ合衆国、フランス、オー
ストラリア、ノルウェー、フィンランド、ロシア、東アジア、
韓国、カナダ、ザンビア、デンマーク、フィリピン、北欧、東
北アジア（ほか37コンセプト）

６_研究方法論 82 22.2
教育学、教育社会学、国際比較、実践的、調査、テキストマイ
ニング、教育工学、教育方法、比較研究、実験、理論、アクショ
ンリサーチ、フィールド調査、効果測定、実践研究、日欧比較
研究、評価研究、質問紙（ほか２コンセプト）

注１）�370研究課題の「キーワード」から、「テキスト分析」を用いて自動的に生成される「コンセプト」を、手動によりグルーピングして「カテゴリー」
を生成したものである。

注２）�「カテゴリー」への集約は著者による判断、手動での分類であり、表２以外のカテゴリー構造への組み替えももちろん可能ではある。本稿では、
特に前述の当事者視点を考慮しながら、「カテゴリー」生成を行っている。

注３）�表２のコンセプトの並びは多数課題での使用頻度の順であり、「ほか○○コンセプト」という末尾の補足は、1研究課題のみで用いられているコン
セプトの数である。

注４）�コンセプト抽出は自動的であり、ここで「職業統合的」はおそらく「職業統合的学習」を2つのコンセプトに分離しているが、表２の分析におい
ては、そうした点での修正等は行っていない。
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教育」と「教育の過程・プログラム」が大きなカテゴ
リーであり、前者で「キャリア教育」「教員養成」「職
業教育」「教師教育」のあとに「アクティブ・ラーニン
グ」も登場する。
他方、政策的にインターンシップ専門人材の養成が

課題とされている中で、実践的な教育研究とそれを担
う実務家教員などの観点での「教員と指導者」のカテ
ゴリーを用意したが、採択課題数は24件であり、また
「ファカルティ」とか「大学教員」とか、キーワードの
中にそうした実務家教員などの問いは発見されなかっ
た。この点は後述するが、キーワードカテゴリーが多
用されていないことが研究課題としての魅力のなさを
示すものではなく、むしろこれから科研課題としての
開拓可能な「問い」であるとも考えられるであろう。
第４のカテゴリーグループは、「企業等」の当事者的

視座であるが、広く「社会と人材養成」というカテゴ
リーとしてまとめられる。「企業の採用・人的資源管
理」のキーワードも多用されており、「就職と職業への
移行」は学習者的視座のカテゴリーに入れることもで
きるが、企業の採用行動と表裏をなす活動であり、こ
のカテゴリーに含めている。
また、「企業」と限定できない「地域社会」や「行

政」のインターンシップへの関わりを研究課題として
いるものもあり、「地域創生」などコンセプトとしては
少ないものの、日本インターンシップ学会の研究にお
いても、こうしたマクロな視座の研究には十分な可能
性があることが示唆されるであろう。
第５のカテゴリーとしては、海外の国や制度などが

キーワードとなっている研究課題も一定数確認された。
なお、キーワードからの「コンセプト」を最大限「カテ
ゴリー」にまとめていこうとすると、第６のカテゴリー
グループとして「研究方法論」をキーワードとしている
研究課題も一定数見られることが明らかになった。

４-２．研究の「方法」：科研・審査区分と専門分野
キーワードのなかに「問い」があるとすれば、その

「問い」を探究する「方法」はどのようなものだろう
か。学術の研究分野にはそれぞれの公理や命題群、そ
のエビデンスの把握・探究のための方法が備わってお
り、ここで研究の「方法」については、科研費データ
ベース項目の「審査区分」「専門分野」 （注17）を用いて考
えてみよう。
表３にみるように審査区分・専門分野で最も多いの

は教育学の分野であり、インターンシップにかかる研
究課題のうち６割近い220課題が、「教育学およびその
関連分野」での審査を受けている。なかでも「教育社
会学・高等教育学」が60課題を数え、高等教育現場で
の実証的なデータ把握と分析による研究計画が多く採
択されているものと考えられる。また、教科教育学や
スポーツ科学、特別支援教育などを含む「その他の教

育学」にかかるインターンシップの研究も一定数進め
られていることが分かる。これに対して、教育史や教
育哲学など「狭義の教育学」 （注18）は41課題であり、「教
育学およびその関連分野」の中では相対的に小さい分
野となっている。
これに対して教育学以外の社会科学をみると、全体
でも82課題（22.2％）に留まっている。各区分をみる
と、社会学（27課題）、経済学（27課題）、心理学（21
課題）などであった。もちろん、これらの社会科学の
研究者がインターンシップを研究してないということ
を意味するのではなく、科研課題として計画をまとめ
ていく際に、その方法論にかかる審査区分として「教
育学」が相応しいとして申請し採択されているものと
考えられる。ただし、表２のコンセプトの拡がりを考
えてみると、社会学や経済学の区分での科研申請も今
後可能なのかもしれない。
ともあれ、次に現在までの採択課題における「問い」
と「方法」の組合せについて、この370課題の「キー
ワード」と「審査区分・専門分野」のクラスター分析
を行うこととしよう。

４-３．�研究の「問い」と「方法」：インターンシップ・
WIL研究のクラスター

インターンシップ・WIL研究の「問い」と「方法」
はどのように組合せられているのだろうか。インター
ンシップにかかる370課題の「テキスト分析」につづ
き、そこで抽出されたカテゴリーのクラスター分析を
行うこととした。 分析は SPSS ver. 23, TWOSTEP 
CLUSTERを用いている。分析の結果、表４のように
10個の「問い」と「方法」の組合せが得られた。
10個のクラスターに所属する研究課題数は比較的分
散していると言って良いであろう。そのなかで、教育
社会学がクラスター番号の１から４まで、多くのクラ
スターに関わっている。典型的には第１のクラスター
で、「就職と職業移行」「進路・キャリア形成」の問い
がキーワードとして取りあげられ、学習者や卒業者な
どの実態調査など教育社会学で得意とする方法論が用
いられているものと考えられる。教育社会学、教育工
学の両方が関わるクラスターとしては、第２、第３、
第４の各クラスターがあげられる。第２クラスターで
は、教育社会学、教育工学、言語教育学から「キャリ
ア教育・職業教育」にアプローチし、また「教育プロ
グラム」に注目し、研究成果等でインターンシップに
言及しているとみられる。第３クラスターでは、「教育
プログラム」「キャリア・職業教育」に加えて「地域・
社会」というマクロなキーワードが用いられており、
これらが教育社会学や教育工学などでアプローチされ
ている。第４のクラスターでは、キーワードに「イン
ターンシップ」が設定されており、あわせて「キャリ
ア教育・職業教育」がとりあげている。この方法論と
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表3　「インターンシップ」にかかる科研費課題の「審査区分・専門分野」のカテゴリー抽出

課題数 比率 コンセプト
0-0-0-0_ 広領域 1 0.3 （ほか１コンセプト）
1-0-0-0_ 人文・社会 355 95.9

1-0-0-1_ 人社複合 3 0.8 情報学、総合人文社会、情報学フロンティア（ほか１コン
セプト）

1-1-0-0_ 人文学 50 13.5

1-1-0-1_ 言語教育学・人文学 50 13.5 人文学、言語学、日本語教育関連、地理学、外国語教育関
連、日本語学、地域研究（ほか８コンセプト）

1-2-0-0_ 社会科学 302 81.6
1-2-1-0_ 教育学およびその関連分野 220 59.5
1-2-1-1_ 教育学中区分 13 3.5 関連分野

1-2-1-2_ 教育社会学・高等教育学 60 16.2 教育社会学、高等教育学、教育社会学関連（ほか１コンセ
プト）

1-2-1-3_ 教育工学・科学教育 45 12.2 科学教育、教育工学、教育工学関連、科学教育関連
1-2-1-4_ 狭義の教育学 41 11.1 教育学

1-2-1-5_ その他の教育学 61 16.5
教科教育学、支援教育、初等中等教育学、スポーツ科学、
身体教育学、教育学関連、子ども環境学、子ども学（ほか
１コンセプト）

1-2-2-0_ 教育学を除く社会科学 82 22.2

1-2-2-1_�社会学・生活科学・ジェンダー 27 7.3
社会学、文化人類学、社会福祉学、観光学、生活科学、社
会福祉関係、民俗学、農業社会構造関連（ほか１コンセプ
ト）

1-2-2-2_ 経済学・経営学・商学等 27 7.3 経営学、経済学、経済政策、経営学関連、商学、農業経済
学、財政（ほか３コンセプト）

1-2-2-3_ 心理学 21 5.7 心理学、臨床心理学、教育心理学、社会心理学
1-2-2-4_ 法学 7 1.9 法学、新領域法学、政治学（ほか２コンセプト）

2-0-0-0_ 理学・工学・農学 10 2.7 工学、都市計画、建築学、建築計画、農学、機能材料、材
料工学、電気電子工学、機械工学（ほか15コンセプト）

3-0-0-0_ 医療・福祉 4 1.1 医歯薬学、看護学（ほか８コンセプト）
注）�「キーワード」からの「テキスト分析」によって、自動的に生成される「コンセプト」を、手動によりグルーピングして「カテゴリー」
を生成したもの、ただし「教育学」については、「コンセプト」についても手動により分類（日本学術振興会審査区分および専門分野
分類にもとづく）

表4　インターンシップにかかる研究課題の「問い」と「方法」ークラスター分析結果ー

クラス
ター�
番号

課題数
キーワード
審査区分・専門分野

1 41 就職と職業移行 (58％）、進路・キャリア形成（56％）、教育訓練機関（49％）
教育社会学、他の教育学

2 54 教育プログラム（52％）、キャリア・職業教育（41％）
教育社会学、教育工学、言語教育学、、

3 31 教育プログラム（71％）、キャリア・職業教育（54％）、地域・社会（49％）
教育社会学、教育工学、他の教育学

4 52 インターンシップ（73％）、キャリア・職業教育（73％）
教育工学、教育社会学、教育学、他の教育学

5 35 キャリア・職業教育（51％）、学びの様態（49％）、教育プログラム（49％）
他の教育学、教育社会学、言語教育学

6 42 海外事例（100％）
言語教育学、教育学、他の教育学

7 24 海外事例（96％）、キャリア・職業教育（92％）、インターンシップ（50％）
教育社会学、教育学、他の教育学

8 40 学習者特性（40％）、学びの成果（38％）
経済学・経営学、心理学

9 29 地域・社会（59％）、医療福祉サービス（38％）、採用・人事管理（38％）
社会学、経済・経営学

10 22 インターンシップ（96％）
社会学、心理学、他の教育学

注）�表２、表３の「キーワード」と「審査区分・専門分野」のカテゴリーを、クラスター数を設定せず
TWOSTEP Cluster分析を行ったもの (10個のクラスター番号は分析上の便宜による）
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しては教育工学の方が多いものの、教育社会学、教育
学、その他の教育学など広い範囲で教育学的なアプロー
チとなっている。
次に、「狭義の教育学」や「他の教育学」などの教育

学全般、そして言語教育学なども関わるのが、海外事
例などを含む第５、第６、第７のクラスターであり、
これらのクラスターでは事例研究的なアプローチを
とっていることが推察される。第６のクラスターは、
海外事例にほぼ特化しており、言語教育学や狭義の教
育学による課題設定がなされている。第７のクラスター
も「海外事例」であるが、前出の第６クラスターの扱
いとは異なり、「キャリア・職業教育」や「インターン
シップ」のキーワードを前面に出し、教育社会学など
によるアプローチもなされている。もどって第５のク
ラスターは、あらためて「キャリア教育・職業教育」
にかかるキーワードを用いており、これに「学びの様
態」「教育プログラム」が関連してキーワードに用いら
れている。こうした問いは、言語教育学、教育社会学、
教科教育学など他の教育学から広くアプローチされて
いる。
他方、第８のクラスターでは「学習者特性」と「学

びの成果」を探究しており、ここでは一般に想定され
るように心理学からのミクロなアプローチがある。そ
のほか経済学・経営学の方法が、ここに関わる。それ
は、学習の目標として「社会人基礎力」など企業側から
のデマンドを考慮し「学びの成果」を把握しようとして
いるからなのか、経験的学習など本来外的目標枠のない
学校外の直接的、自主学習モデルを間接的な職業教育を
行う学校教育に持ち込むアプローチが試みられているの
か、研究課題数は少ないが、個別課題を検討してそれに
応じた「方法」の理解をする必要があろう。
第９のクラスターは、他のクラスターとの重複が少

なく、「地域・社会」「医療福祉サービス」「採用・人事
管理」の「問い」が、社会学や経済学・経営学の区分
で多くマクロな視野から扱われている研究課題である。
最後の第10のクラスターについては、「インターン

シップ」というキーワード以外に共通するキーワード
がなく、取り組まれている分野も社会学や心理学、他
の教育学と広いため、解釈が難しいクラスターとなっ
ている。
以上の分析をまとめてみると、教育社会学分野を中

心として、「キャリア教育・職業教育」としてのイン
ターンシップと進路・キャリア形成や就職などの実証
的なアプローチ、また教育学全般のアプローチによる
海外事例を含めた教育プログラム・制度の研究が科研
課題のボリュームゾーンとなっている。
他方では、「地域・社会と人材養成」などのインター

ンシップにかかるマクロな問いは、社会学や経済学・
経営学で取り組まれ、ミクロな「学びの成果」につい
ては、心理学的アプローチが主となり、経営系の領域

からもアプローチされていることが明らかになった。

５．�まとめにかえて－自らの実践と学術への省察、
そして往還的アプローチ

本稿では、科研採択課題の中から、インターンシッ
プ・WILの研究領域（問い）として、（１）WILの輪
郭（内包と外延）の理解、（２）教育プログラム・制度
としての位置づけ、（３）学習者の学びと成長、（４）
人材育成と社会的な関連などの課題を抽出することが
できた。また、その「問い」へのアプローチとして、
教育社会学など教育学の方法が主として有効であり、
また多様な社会科学的アプローチの潜在的な可能性も
読み取ることができた。
ここで、すこし冒頭のインターンシップ定義への挑
戦がなされていることについて、科研課題の動向も踏
まえて再検討しておきたい。まず産業界が、教育イン
ターンシップを低年次のキャリア教育に押し込み、採
用を目的とするインターンシップ定義に向かうことは、
経営学等でのこうした観点にかかる科研等での蓄積は
少ないとしても、比較的了解しやすい方向性でもある。
しかし、大学関係者がなぜこれに賛同しているのか
は若干の疑問もある。ただし前述したとおり、就職指
導にかかる大学関係者が当該の協議会に集まることで、
学修成果にもとづく学位プログラムの質保証などの課
題について専門学部内の教員等と認識のギャップが
あった可能性について、再検討してみる必要があろう。
また、こうした議論において想定されているインター
ンシップ担当者も、専門学部内の教員というよりも、
キャリア教育を全学的に担当する教職員かもしれない。
また、それらの教職員は、大学ごとのポリシーにもよ
るが、総合大学では低年次の共通教育担当者として位
置づけられている可能性が高いのではないか。とすれ
ば、教育インターンシップが低年次のキャリア教育で
あり、「本来の」採用インターンシップとは別のものと
いう企業関係者の理解とのずれは小さく、採用インター
ンシップへの三省合意の発展的解消といった合意も得
やすいものとなるのであろう。
ここで、議論の焦点は、インターンシップ・WILを

担う人材のもつ経験、専門性や組織的な位置づけに移
る。インターンシップ・WILを実践的に充実させよう
とする場合の鍵はその活動を企画・推進する人材であ
る。インターンシップ・WILは、教育目的と採用目的
とが交錯し、教育の世界と職業の世界との連携に基づ
く活動を行うという、ユニークな活動である。そのた
め、教員・担当者に求められる経験や能力については、
学校教員のモデルも、大

アカデミック・プロフェッション
学の学術専門職のモデルも十

全にはあてはまらないし、企業の研修担当者のモデル
も有用性は限られる。それゆえ現場には様々の試行錯
誤が生じているはずであり、それは、実践研究におい
て、またその法則的な理解を目指す学術研究において
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極めて重要な課題となるはずである （注19）。
日本の大学インターンシップにおいても、2010年代

なかばの文部科学省の２つの調査研究協力者会議を経
て、政策的にもインターンシップの専門人材育成が課
題（注20）となっている。
ところが、本稿において、そうした重要課題の認識

のもとで科研課題キーワードから「教員と指導者」の
カテゴリー抽出を試みたが、実際にそうしたカテゴリー
のキーワードを有する科研課題はほとんどなかった。
このインターンシップを担当する教員・関係者に係

る研究課題の少なさの要因のひとつとして、そうした
担当する教員・関係者自身のもつ専門性から考えてい
くことも重要である。インターンシップ担当教員には、
前述のような役割の固有性を考えてみれば、本来、そ
の専門性の必要や育成、教育機関内での位置づけなど
を、自らの経験を相対化しつつ実践的に探究できる、
大きな可能性が拡がっているはずである。
他方で、これまで採択されているインターンシップ

やWILの研究課題は、多くが教育学やその関連分野の
範囲からアプローチされている。インターンシップ担
当者として、実務経験を経て教育の世界に入る場合、
多くがキャリアコンサルティングなどの技能検定や資
格を取得しているとみられるが、それらの資格制度等
の特徴は必ずしも教育の世界での利用を前提としたも
のではない（注21）。それ故に科研費審査区分の教育学や
その関連分野に応じる専門性は、教育の世界への参入
後に身につけるほかないからである。このことは、イ
ンターンシップとWILを研究する日本インターンシッ
プ学会の会員の研究能力開発の課題とも関係してく
る（注22）。インターンシップ・WILを担当する教員等の
教育に係る専門性の探究という点を、今後に検討すべ
き課題としてここで指摘しておきたい。
反面では、教育学などの学術的なアプローチを身に

つけた研究者が、なぜこうした現実に固有の研究対象
を発見できなかったのかという問いも深刻である。さ
らには大学等の教育プログラムの学術的な歪みという
ことも考えざるを得ない。つまり、インターンシップ
担当者らが自らの担当に係る教育学的理解を深めるこ
とができないでいるとすれば、それは裏返せば、各専
門分野の学位プログラムが自己完結的で社会に向けて
閉鎖的なものだった、ということを証明する。社会に
向けての学修成果による学位プログラムの質保証が高
等教育で大きな課題（中教審 2018）となりながらも、
人材養成を通して教育の世界と職業の世界の橋渡しを
行うことはあまり進んでいない。とくにそうした学術
と職業との架け橋となるインターンシップ・WILが、大
学等の学位プログラムとその学修成果の理解の枠組み
に十分に反映されていないことが危惧される。こうし
た日本の教育と社会の基本的な構造問題（吉本 2020a、
2020b）を、あわせて指摘しておくべきであろう。

日本インターンシップ学会における学術研究活動が
充実していくためには、学術と職業、その往還、それ
ぞれの世界にある会員が、それぞれの経験を踏まえて、
相互に学ぶことが大切である。インターンシップ・WIL
は、大学等において社会的レリバンスをもつ学位プロ
グラムの形成という難渋する課題に適切に寄与するこ
とができる。日本インターンシップ学会は、そうした
理解を提供する対話の場（アゴラ）となることが期待
されている。そのためにも、往還の現場にある会員に
は、大局的な視野で自らの実践を相対化し、研究にむ
すびつけていくことが求められる。また、そうした立
場の担当者の専門性をいかに養成し高めていけるかと
いう問い自体も、今日的に重要な実践的、学術的な研
究課題なのである。『インターンシップ研究年報』第24
号の各特集論文から、そうした可能性をよみとること
ができるだろう。

【付記】
本研究は JSPS科学研究費基盤研究（A）「第三段階における

往還的コンピテンシー形成と学位・資格枠組みの研究」
（19H00622：研究代表・吉本圭一）の研究成果の一部である。

【注】
１� 1997年に文部省・労働省・通商産業省は、インターンシッ

プ導入に当たっての合意を『インターンシップの推進に当
たっての基本的な考え方』として作成しており、この「三
省合意」はその後2014年、2017年に一部改正され現在に
至っている。

２� インターンシップ・WILにかかる社会的行為を扱う社会科
学の研究においては、その行為の事実と行為主体における
主観的意味とにとどまらず、関係者による当該行為の共通
理解の形成についても扱うことが必要である。この共通理
解が、インターンシップとは何であるか、何であるべきか
という理解、常識を形成することになる。インターンシッ
プ・WILについては、さまざまの常識、ヴィーコ（1709）、
中村（2000）のいう「共

セーンスス・コンムーニス

通 感 覚」が存在することにな
り、本稿ではそれが研究対象となっている。その理解のた
めに「クリティカは真理について述べる弁論の技法である
が、トピカは言葉豊かに述べる弁論の技法」（ヴィーコ 
1709、30頁）という、後者の技法が用いられることになる。

３� 協議会の「三省合意の見直し」提起については、協議会の
「採用と大学教育の未来」という全体課題とも関係している
と考えられる。インターンシップを扱う「採用・インター
ンシップ分科会」と並行するもうひとつの分科会「産学連
携推進分科会」では、高度な産学連携研究を主要関心領域
としている。このため、人文社会科学系など専門を通した
職業的レリバンス形成におけるインターンシップの意義な
どの教育上の課題が、「大学教育」を扱うこの協議会での議
論の視野に入っていないという可能性も懸念されるところ
である。

４� 国公私立の大学団体、経営者側の日本経営者協会、文部省、
労働省などが関わり1953年から1996年まで、就職・採用期
日についての合意を定めた紳士協定であり、時代に応じた
関係者の参加・退出やその意図等の変遷は中村（1993）に
詳しい。また、高等学校等の就職・採用選考活動期日やそ
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こでの応募書類等については、主に労働省（厚生労働省）、
文部省（文部科学省）合同での通達・通知等として設定さ
れてきた。

５� 労働行政において大卒就職・採用システムへの関与のため
に1991年から日本労働研究機構に「大卒就職研究会」が組
織され、日本経営者連盟・文部省担当者とともに、新たな
移行・採用システムの検討のための米国コーオプ教育やイ
ンターンシップについての調査研究も行われている（日本
労働研究機構 1992、1994参照）。

６� 文部省学生課の編纂する雑誌『大学と学生』のインターン
シップ特集では「間接的に採用に結びつく教育活動」（吉本 
1999）と位置づけようという提起も行われている。

７� 2000年代に入ってから展開される中学校における５日間の
連続する職場体験としての「キャリアスタートウィーク」
の取り組みは、1998年に兵庫県において始まった全県中学
２年生全員実施の「トライやるウィーク」をモデルとして
いるが、この企画の背景として、震災後の子どもたちの
「心」の教育のために校外での「経験」的活動が用意され
た。活動内容は、直接「心」を扱うというよりも、むしろ
８割は職場体験を提供している。翌年度からは富山県が続
き、他県・地域での導入が急速に展開していくことになっ
た（文部科学省 2005）。

８� 現場担当者がインターンシップ・WILの実践をベースに研
究展開することはあるとしても、そこで教育プログラムの
運営やその工夫、改善点を取りあげているだけでは、また
当該プログラムの事前事後の効果を取り出すというだけで
は、それがどのように他と異なる特殊・固有の文脈の中で
行われているのか、そしてそうした特殊性・固有性を越え
て通用する理念型的なモデル（ないし準拠枠組み）が想定
されていなければ、それは日常的業務改善が研究的な衣を
纏っているにすぎないこともあろう。

９� インターンシップの実践担当者による、当該活動参加学生
対象の量的調査による実証研究であれば、学生の学びと成
長にかかる学術的研究と位置づけうるものでもあるが、他
方で、当該インターンシップの有効性を説明するためのエ
ビデンスとして調査データが用いられる場合には、それは
分析の単位（unit of analysis）がプログラムなのであって、
特殊・固有の文脈の下にある教育プログラムの一事例の実
践研究に留まる可能性もある。

10� 学術論文において、「拙稿」などの表現は執筆者を開示して
しまうため禁じられている。同時にそれは、「著者」、「本
学」、「弊社」、「本学会」などの表記と同様に、執筆者や執
筆者のアイデンティティと外化された論考とを同一化する
という陥穽におちいるため、学術活動として抑制すべき表
現となっている。事例研究において特定した言及を「A大
学」と表記することはあるが、これは一定の文脈的制約下
での一般化された個体の把握として試みられている表現で
ある。これに対して、「本学」という表現や執筆者との利害
関係ある個体表現は「祖国の甘美さ」に浸る学術から遠ざ
かる態度となる危険をはらんでいる。

� � なお、制度・歴史・思想の研究においては、個別事例を「A
大学」などと用いないが、これはさまざまの社会的文脈の
読者との共有を前提としつつ、歴史的個体として研究対象
を扱うためである。

11�「学問のあり方」について、阿部（2001）は、ヴィクトル・
フーゴ―「ディダスカリコン（学習論）」から、「謙虚な
精神、探求の熱意、静かな生活、黙々とした吟味、貧しさ、
異国の地、これらは往々にして、多くの人々に読解の折の

不明を明らかにしてくれるものである」（上智大学中世思想
研究所編訳・監修『中世思想原典集成９』平凡社95頁、阿
部（2001）24頁）と引用しており、異国の空間が準拠枠組
みになることで可視化できることがあると指摘したものと
理解できる。

12� 吉本（2001）は、日本でのインターンシップ導入前の1990
年代の大卒者について、欧州大卒者と比較し、「専門と関連
する就業体験（欧州ではインターンシップ、資格実習、ア
ルバイト、日本では資格実習とアルバイト）」のもつ職業生
活における有用性／レリバンスを明らかにしている。

13� 稲永（2008）では、英国のエンプロヤビリティ論の中に、
狭義の「内的特性としての能力」の外側に、能力を関係の
場で提示すること（deployment）や、さらにその時点時点
の労働市場等の外的状況が関わった概念であること、すな
わち「能力」のみに関心を向けるのではなく、そこに関わ
る「経験」を把握することが重要であるという考え方を読
みとれるとしている。

14� 文部科学省（2020）では特定資格取得にかかわらないイン
ターンシップ参加学生数が7.8万人、参加率3.0％、54.4万人
と参加率20.8％が別掲されているので、前者がすべて特定
資格取得に関わらない課程の学生、後者が特定資格取得課
程の学生として、後者の学生は在学中に1.5回の資格実習を
経験すると仮定すれば後者の課程の構成比は58.5％、在学
中に2.0回の実習経験となれば43.9％と推定される。

15� 文部科学省・インターンシップ推進等に関する調査研究協
力者会議（2017）によれば①学生調査から、企業主導イン
ターンシップへの参加経験率は「１日型」を除いて12.5％
である（「１日型」は15.4％）。②企業調査から、２営業日
以上のインターンシップ実施企業55.2％の中で「大学等と
の実施目的すり合わせ」を行っているものが25.6％（行っ
ていないものが29.6％）と推定できる。そこで、③として
①の学生参加率（12.5％）と②の企業の教育目的考慮比率
（25.6/55.2）とを積算して、「大学等と実施目的すり合わせ」
が行われている企業主導のインターンシップの累積経験率
は6.7％となる。

16� 参考までに、他の用語で「キーワード」項目からの検索数
と全項目からの検索とを比較すると、「キャリア教育」につ
いては「キーワード」項目で296課題と、全項目で840課題、
「職業教育」では「キーワード」項目164課題、全項目で535
課題であった。「インターンシップ」関係課題が、「キャリ
ア教育」や「職業教育」の領域ほどの規模ではないが、あ
る程度遜色なく科研採択されていることも明らかである。
また、科研課題としてキーワードで設定されるよりも、研
究の結果として発見されることの方が多い傾向にある用語・
概念であるとも考えられる。

17� 科学研究費の審査においては、2018年度採択分から大きな
改革がなされている。それまでの「専門分野」が廃止され、
新たに「審査区分」が用意されている。これは、複合領域
など既存専門分野に収まりきれない課題の申請区分が拡大
しすぎたため、これを見直し廃止していく過程で、多様に
展開する学問の「専門分野」を日本学術振興会が設定する
のではなく、設定されるのは審査のためのグループ、分類
であるという考え方で「審査区分」という分類名称が用い
られている。このため、個々の「審査区分」においても従
来以上に広い範囲の専門分野の研究者が審査に加わる仕組
みとなっている。本稿では、旧来の「専門分野」を新しい
「審査区分」に分類し直すことでデータベースの370研究課
題を分類している。
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18� 日本学術振興会の審査区分では、中区分「教育学及びその
関連分野」の中に、小区分「教育学」が「教育社会学」や
「教科教育」等と並んで用意されている。この小区分は、教
育哲学、教育史など従来の教育学全般をカバーしてきた分
野がはいるものの、他の専門分化し教育実践にかかる実証
的把握を目指す多くの領域とは異なるため、「１-２-１-４
狭義の教育学」として分類している。また、「テキスト分
析」の自動的なコンセプト抽出作業においては、審査区分
の中区分「教育学およびその関連分野」というデータ項目
が「教育学」に扱われてしまうので、手動によるコンセプ
ト、カテゴリー生成を行っており、その意味でもこうした
表現を用いている。他方、この「１-２-１-０教育学」の
カテゴリーの下位にある「１-２-１-１教育学中区分」は
ここでの下位カテゴリー全体をカバーし、基盤研究 Aなど
規模の大きい科研課題の審査に用いられる区分であり、特
定の小区分に分類しにくいため、このまま独立のカテゴリー
としている、

19� 教育目的を持つインターンシップやWILにおいては、それ
を担当する教員等が、教育プログラム全体の理解とその企
画運営への関与が重要である。例えば、米国大学における
コーオプ教育は、シンシナティ大学で1906年に始まる学期
単位での大学と職場とを往還するWILプログラムである。
その直接の担当者であるコーオプ・ファカルティ（職場を
開拓し適切に学生とマッチングする役割を持っている）の
開発と組織的な位置づけは、例えば各専門学部教授団のな
かに分属するのか、専門分野横断のセンター所属とするの
かという問題などで、いまでも試行錯誤が繰り返されてお
り、WILの重要な実践的研究課題である（シンシナティ大
学、ノースイースタン大学の取り組みについて、吉本・稲
永編 2013参照）。

20� 文部科学省（2017以後）では「インターンシップの推進に
係る専門人材」についての職能の要請が記載されている。
ただし、ここではキャリア教育・専門教育の理解は必要で
あり、その限りでの教育に関する専門性の要求は確認され
るが、職能の「ステップ」をみても学位プログラムへのイ
ンターンシップの関係づけなどの大学内での対話が可能な
専門性が確保できるのかどうか、明確には読みとれないと
ころである。

21�「キャリアコンサルティング技能検定」においても、またそ
の基礎レベルとしての2016年創設の国家資格「キャリアコ
ンサルタント」においても、そこで要求される専門知識に
おいて、学校教育に関する知識の要求は限定的である。
「キャリアコンサルティング技能検定」１級の出題範囲には
11頁におよぶ説明の中の２行で「学校教育制度及びキャリ
ア教育の知識」として「学校教育制度や、初等中等教育か
ら高等教育に至る学校種ごとの教育目標等、青少年期の発
達課題等に応じたキャリア教育のあり方等について一般的
な知識を有すること」とされており、２級出題範囲も10頁
中で同じ２行、「国家資格キャリアコンサルタント試験」で
も10頁の説明中の同じ２行となっている。しかも「一般的
な知識」であり、「一般的：知っていないと実務に支障が生
じる知識の程度」と説明される程度のものである。また、
この国家資格受験のための講座としては厚生労働省（2020）
の申請等要領によれば150時間中の２時間が「学校教育制
度及びキャリア教育」であり、この申請要件に応じる実際
の講習において「キャリア教育」のみの講習が行われてい
る場合もあるとみられる（いずれも取得日2021年６月30日、
日本マンパワー「キャリアコンサルタント養成講座パンフ

レット（電子ブック版）」https://www.nipponmanpower.co.jp/
cc/tr/ebook_brochure/ では12日中の１日で「キャリア教育／
組織内キャリア」、日本生産性本部 http://www.js-career.jp/
training-course/tokyo.htmlにおいても「キャリア教育の基礎
知識」が講習科目として提示されている）。

22� 亀野（2011）は、10年前の会員アンケートではあるが、そ
の傾向は大きくは変わっていないと考え、日本インターン
シップ学会会員のプロフィールを推測してみよう。アンケー
ト回答の学会員のうち高等教育機関の教職員が80％近くで
あった。また最終学歴の専攻をみると経済学・経営学37％、
法学・政治学15％などが多く、これらの分野は大学学部卒
業生の専門分野構成よりも高い比率であった（年長会員層
を想定して1970年卒学校基本調査の統計データをみれば商
学・経済学30％、法学・政治学10％、メンバーシップ型労
働市場における遠心力が大きくなり、就職問題からの実践
人材に対する大学の求心力が大きくなる対象をバブル期
1990年以後の大卒者であるとみると、1990年で商学・経済
学25％、法学・政治学10％）。ひろく文系ホワイトカラー
層と共通する母集団から、実務経験者としての大学教職員
に採用されていると見ることができるだろう。他方で、教
育学の専攻も17％と大学全体の分野構成（学校基本調査で
1990年卒、1970年卒ともに８％）よりも多くなっているが、
こちらは教育学関連の大学院等での学術的背景をもつ母集
団からの会員と考えられる。そして、大学卒業時の専攻か
ら現在の専門分野への変化として、教育学の分野が一定比
率増えていること（17％から28％）は、インターンシップ・
WILの研究にふさわしい教育現場の専門性を一定範囲で蓄
積、構築していることを示すものと考えられる。
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ABSTRACT    
Expansion of Research Framework on Internships and Work Integrated Learning: 

Interaction and Integration of Practical Perspectives of Different Actors

YOSHIMOTO, Keiichi
Jikei University of Health Care Sciences

The first purpose of this paper is to explain the special issue in the volume 24th of the Bulletin of the Japan Society of 
Internship and Work Integrated Learning. It traces the process of formation and fluctuation of various “common senses” of 
internship over the past 20 years since its institutional inauguration, and examines the possibility of conducting research under 
the more comprehensive concept of “work-integrated learning (WIL)”. Next, how can we conduct research as a social science 
by keeping an eye on the internal definition of WIL against such defusing scopes of research? We will examine the purposeful-
ness of the research, the inclusion and extension of the scope, and the perspective of the researcher. As the perspective of the 
parties involved in internship and WIL, it is possible to set up a research area concerning the three parties of “learning and 
growth of learners”, “educational programs and systems”, and “recruitment and human resource management of companies, 
etc.”. From the constitution of the Japan Society of Internship and Work Integrated Learning. In addition, the confusion of the 
statistical grasp on internships can be comprehensively understood from the perspective of those involved. Third, we will 
conduct a text analysis of the trends in research activities on internships and WIL using the Grant-in-Aid for JSPS Kaken data-
base to see what kinds of “questions” and “methods” have been combined to develop research projects. In particular, research 
on self-reflection and reflective practice regarding the experiences and abilities of those professional and practitioners involved 
in internships and WIL is a major untapped area.

Keywords:  internship / practicum / Work Integrated Learning / part-time job / career education / vocational education / educational 
purpose / recruitment purpose / academic research / practional research / professional staff / coming and going between 
worlds of academia and vocation


