
2007インターンシップ結果・調査アンケート結果
＜アンケート項目＞参加企業44社中32社、参加学生77名中61名回答
（1）研修時期（8/20～8/31）
　　　　ａ.早い　　ｂ.適切　　ｃ.遅い
　　＜企業＞ａ.1　ｂ.30　ｃ.0　(昨年ａ.3%　　ｂ.91%　　ｃ.6%）　　　＜学生＞ａ.0　　ｂ.50　　ｃ.5(昨年ａ.4%　　ｂ.88%　　ｃ.8%）

　ａ.ｃ.ご回答の場合、いつごろが適当ですか？

　　＜学生＞　・8月中旬　　・8月はじめ
　大学での期末テストが終わった直後の方が、間に挟まる休みの時間がなくなるので良いと思う。

（2）研修期間（2週間・10日間）
　　　ａ.長い　　ｂ.適切　　ｃ.短い
　　＜企業＞　　ａ.3　　ｂ.28　　ｃ.1（昨年3%　　ｂ.91%　　ｃ.6%）　　＜学生＞　ａ.0　　ｂ.51　　ｃ.4（昨年1%　　ｂ.85%　　ｃ.14%）　
　　　　　　

　ａ.ｃ.ご回答の場合、どのくらいの期間が適当ですか？

　　＜学生＞・3週間　　　・一ヶ月　
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（3）集合研修について（第1日目・8/10と最終日・9/3）
　　ａ.役立った　　ｂ.普通　　ｃ.不満である
　　＜企業＞　ａ.11　　ｂ.18　　ｃ.1（昨年45%　　ｂ.42%　　ｃ.13%）　　＜学生＞ａ.25　　ｂ.21　　ｃ.3　（昨年15%　　ｂ.79%　　ｃ.6%）　　
　　

　　　　

　　どんな研修が役立つと考えられますか？
　　　＜企業＞・目標を立て、インターンシップに入り、修了式で結果報告まとめをする大事な流れなので必ず必要ですね。

　・個人的には疲れた（慣れすぎた？）

　・事前の心構えを企業・学校・学生で行え、インターンで学んだことを修了式で共有できること。
　・「ライフプラン」「人生設計」を考えてもらい、その結果「働く目的」を気付いてもらった
　・事前の企業・学生ともに心構えなどができるところ
　・もっと働く事について学生に深く考えさせるプログラムとか
　・インターンシップ前に目的を明確にすることはとても大切であると感じました。そしてその結果を検証する修了式は有効であると考えます。
　・キックオフnoテーブルリーダーをしたが、事前に資料がほしかった。大変に困りました。
　・社長に経営の苦労・喜び・やりがいなどざっくばらんい語っていただくのも有意義かと思います。

　　　＜学生＞・もっと短くて午前中でも十分、・希望者のみ参加してもよいかも
　・グループ討論、ディスカッション
　・目標設定はすごく役に立ったと思う。研修先でも一つの指針になりました。
　・学ぶまでは自分でできることですが、意見をもらったり、アドバイスをもらったりできる場があるので役立ちました
　・多くの意見が聞けるので、自分が研修した以外の企業の話が経験できるので、良いことだと思います。また他の大学の交流ができる点が良かったと思います。
　・企業の方とお話できること、模擬企業説明会
　・配布資料を詳しくしてほしい
　・意欲を高めることができた
　・２週間を充実したものにできた点
　・社会に出たとき役立つ研修
　・人前に立って話したり、世代の違う人と話せる機会のある研修
　・数人での討論に慣れる事ができた。
　・目的意識を持ってインターンシップに望むのと、そうでないのと効果が全く違うように感じました。目的再確認のための議論は役立ったとも思います。
　・目標や目的・まとめなどがわかる
　・他大学の方の意見が聞けた
　・グループ討論による意識の改善など
　・働くとはどういうことが学べる研修。目標作りのきっかけになる研修
　・皆の意見を聞くことができる。自分と他の人との比較ができるように
　・自らの目的などを言語化をする手伝いをしてもらう
　・キックオフは役に立ったが、修了式は個人個人の心、知識のうちに必ず学んだことが焼き付いていると思うので、とくに発表・討論の必要が感じられない。
　・仕事を積極的に見つける
　・討論は良いとして、発表は必要なし
　・自分の考えで意見を進んで言う
　・研修生たちのそれぞれの報告
　・話し合ったりするだけでなくて、マナーとか言葉使いの練習的な感じのをすると良いかなって思った。
　・座ってばかりでなく、主体的に動けるような研修

　　　　　　　　　・別々にした方が実質の研修期間が取れる
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　　　　　　※インターンシップ実行委員による運営はいかがでしたか？
　　　　　　　　ａ.良かった　　ｂ.普通　　　ｃ悪い
　　＜企業＞　ａ.21　　ｂ.10　　ｃ0（昨年a.78%　　ｂ.15%　　ｃ.7%）　　　＜学生＞ａ.16　　ｂ.31　　ｃ.4（昨年a.14%　　ｂ.84%　　ｃ2%）　
　　

　　＜学生＞　・スムーズに進行してもらえて良かった
　・なぜこれをするのか、ということを示していただけると参加しやすいと思います。

　・グループ討論の結果を一つにまとめて発表する意味が感じられない。各々学んだことを話し合うだけでいいのでは？
　・分かりやすかった
　・指示がいまいち
　・自分の大学やインターンシップで何を学んだかをお話されていた点が良かったと思う

（4）企業研修の企画について
　　　　ａ.良かった　ｂ.普通　　ｃ.問題があった
　　＜企業＞　ａ.11　　ｂ.16　　ｃ.2（昨年a.42%　　ｂ.58%　　ｃ.0%）　　　　

・できるだけ学生に現場を体験させる
・企業（関与先）への訪問

・遠方、文系の子でしたが、いろいろな企業、職種を経験させた。教えるほうもなるべく新人に任せた。

・急な予定変更をしたため、混乱してしまった。
・飲食店舗にて実地研修。経理部事務作業

    ＜学生＞ａ.36　　ｂ.10　　ｃ.2　　（昨年a.80%　　ｂ.15%　　ｃ.5%）　　　
  ・実際の仕事を体験できる     ・物を作ること                                            
　・エイベックスさんでの研修のように、理念を説明していただき、その理念が一つ一つの行動に一環されているのが分かるようなものはよかった
　・何社か参加できればいいと思います。
　・その会社の業務を学べる、企業の方といろいろなお話ができる
　・営業同行　・プラスになる研修
　・アルバイトでは体験できないような、社員の人が実際にしているような仕事をする研修
　・色々な部署を回って、各仕事が見られる研修が良いです。難しいとは思いますが、気に入った部署を最後何日かで見られたら良いのかなと思いました。
　・期待していた以上の体験ができた
　・今、やっている作業が何のために行われているのか物事の流れをきちんと説明してほしい。（自分の研修先ではよくできていました＜(株)豊梱＞）
　・いろいろ体験させてくれる研修先
　・もう少し仕事のあるところ　　　・日々目標を定めて研修する
　・マンツーマンによる研修
　・もっと色々な体験ができればと思った。広く浅くでも良いので色々見ることができればよくなると思う

　　　　　　　　・時間どおりに進行できる点を学んでいきたいと思います。
　　　　　　　　・ちょっと段取りが悪い点があった

・社内にある色々な職を体験してもらうこと

・企業が求める人材

・企業の存在意義を伝えることにより、働く意義・学習
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（5）同友会の「2007インターンシップ」全体を通じて
　　　　ａ.大変有意義　ｂ.概ね有意義　ｃ.分からない　ｄ.あまり意義がなかった　ｅ全く意義がなかった　　

　　＜企業＞　ａ.11　　ｂ.17　　ｃ.2（昨年a.37%　　ｂ.56%　　ｃ.7%）　　　　　

・皆で、課題を元に進めていただけたので、社内で仕事の流れを明確に作ることができました
・わが社のことをほとんど理解しておられない状態でインターンに望まれたように思う。ミスマッチで本人も私も今ひとつ。

・モチベーションの向上

　　＜学生＞ａ.27　　ｂ.23　　ｃ.0（昨年a25%　　ｂ.72%　　ｃ.3%）　　　　　

・実際に仕事を知ることができる研修
・皆さんの意見
・いろんな人と関われる研修がいいと思います。
・社長と対話ができ普段できない話ができたことが今後役に立つと思います。

・ビジネスマナーを重要にとらえたもの
・コミュニケーションや質問をすること
・どこに行っても学ぶことは一緒

・実際に就業体験する
・社員さんの話を沢山聞ける機会
・アルバイトではできないこと
・現場の難しさが理解できた
・社長さんとお話できよかったです。
・将来の就職観とか、仕事観のようなものが得られた。仕事がどんなものかわかるような、経営者の本音が聞けるような研修であるといいと思います。
・毎日同じ時間に集まり、働くという当たり前のことの大変さ
・事前情報（研修）内容がもう少し有る研修
・将来の仕事を選ぶとき、仕事に対しての視野を広げることができる研修が役に立つのではと思います。
・挨拶をする
・実際に作業をやらせていただくこと

・インターンシップに望む前に目標を設定し、インターンシップ後にまた振り返ってみることでよりインターンシップで得た経験を理解できると思った。

・企業の方の経験談を聞けること

・共育とは、理念の落とし込みであることを痛感いたしました。掲げている理念はどういうことなのかを現場で起きていることで、どう説明できるのか、経営
者・企業側の課題であることにきづきました。仕事を指示する際に目的・目標を伝えることの重大さも感じました。一番学ぶことができたのは、私自身だと

・受入側として、学生から学ぶことが多いのとの報告がある。二人が競争する場も見られた。

・社員構成が考えられた
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（6）貴社における「ねらい」と「成果」について
　　　　学生受入れの「ねらい」とした項目に○をお付けください。それに対して「成果」を
　　　　◎予想以上の成果、　　　○予想通りの成果、　　　△思ったほどの成果なし、　　　×全く成果なし　
　　　　　の4段階で記入してください。また、当初は「ねらい」としていなかった場合でも、何らかの成果があれば成果の欄にご記入ください。

（６）今後について（学生のみ）
・人ととことん話し合う
・研修と通して、現在に自分の課題が見えてきた。具体的な行動をまず設定して行動できるようになりたい。
・整理整頓をやり、直ぐに出せること
・インターンシップで興味がもてたものを学んでいこうと思います。人のことを考え、想像して話すよう発表の場に進んで参加する。
・理想とする将来のために一日日日精進して，不要要素を解消してまいりたいと思います。
・基本的なことを教えていただいたので、日常生活の中から改善していきたい。
・思い立ったらまず行動してみること
・意識が高まったので、これを継続
・自分ができる限りの勉強なり、体験なりする。
・何事にも積極的
・できることをできる限りする
・挨拶をする
・走りぬく
・自分の中の人生に対する意気込みが変わったので、それを実行に移すこと
・ミスマッチの無いように慎重に企業を選びたい
・生活リズムが変わった
・自分を見つめ直す
・残された時間は少しなので時間を大切にしたいです
・自分の意見を分かりやすく、すばやく言葉にできるようにする。規則正しい生活をする
・自分のやりたいこと、得手・不得手を見つける。目的・目標を作る
・早めに、自分の就職したいところを決めることができそう
・体力向上
・今まで、将来の仕事についてを考えると逃げていたところが合ったので、逃げずに自分の中で、色々と考える。また、自分が人生の中で「やりたいこと」は何なのかを考える。
・単位を取る
・一日を大事にする
・日本語をもっと上手に話せるように目標設定していきたいです。
・目標を細かく設定することの大切さを学んだので、今後も目標を自分で設定しながら生活をしていきたいです。
・復唱するということを目標にして頑張りたい
・敬語の使い方
・積極性を身に付けたいと思う
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（7）今後の取り組みについて
　　　　ａ.来年以降も受入れ（参加）する　ｂ.機会があれば受入れ（参加）を考える　ｃ.当面見送りたい

a受け入れる　　　　 27 84%
ｂ機会があれば　　　 2 6%
ｃ見送りたい　　　　 0 0%

就職活動について（学生のみ）

・自分の言いたいことを、ルールやマナーにのっとった上で、いえるようにする　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・充実した就活ができるヒントを沢山もらえたと思う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・自分は将来、そのように変わっていくのかの期待
・やりがいのある雰囲気の良い会社に入りたい
・自分が行きたいと思える企業へ行くこと
・今すべきこと、目標が定まりました。
・広い視野をもって、いろいろな角度から企業を見ることが大切だと分かった。
・自分のやりたいことを見つけ、それが仕事に生かせるか考える。
・積極的に調べるなどをしたい
・多くの企業に出合う
・出版に就職する
・自分は本当は何をやりたいのか、早く見つけられると良いです。
・今回のインターンシップで、経験することが大切だと分かった。これから積極的に自分に遊離だと思うものには参加し、その経験で自分に自身をつけたい
・早めに行動を起したい
・自分のやりたい仕事に近い物を見つけて、そこでやりたいものを見つけることができればいい。
・とりあえず気になる職種には全て出席してみる
・あきらめずに、根気良く、情報収集を怠らずに行っていこうと思いました。
・研修先に行けたことはともて有意義だった。インターンシップに参加できたことに感謝している
・自分が好きそうなことばかりではなく、興味のない分野にも顔を出してみて新たな発見がないか探してみたい。
・その企業の業務内容だけでなく、会社の経営理念も見て、しっかり研究する。
・今回の研修で中小企業の特性が少しわかった
・自分の苦手（コミュニケーション、プラス志向）を減らす
・目標設定については、きちんと就職活動に計画を立ててから実行していきたいと考え、そして挫折してもあきらめずに最後までやりぬくことにしたいです
・働くことは「生きる」ということで、不安や、つらいことでは決してなく、働くことはプラスであると感じられるようになりました。
・就職したい職種はある程度決まっているが不安
・仕事を選ぶときに楽だから選ぶとか、してはいけないって思った。これからは自分が納得した仕事を選ぶようにしたい

＜企業＞
・企業はもっとインターンシップの学生を受け入れて新しい風を入れていき、魅力有る企業を作っていくべきだ。

（9）全体を通じてのご意見・ご感想（良かった点・改善要望など、どんなことでも）

・模擬企業説明会へ参加する学生は、参加受付表を昼休み時間に記入しておくこと。説明会は５回ほどにすること。
・インターンシップは上手に運送すれば意味ある活動。ミスマッチが起きれば互いに負担。事前面接の上でインターン派遣先を決めて頂きたい。学生さん自身は懸命に頑張っていたと思います。私
も頑張ったつもりです。でもミスマッチで当方としては、成果といえるものはありませんでした。やってあげた！という満足感も残りませんでした。

・目標を「挨拶できるようになる」とか「時間を守る」というインターンシップ研修でなくても学べることに擱いている学生がいたので、インターンシップ研修で何を学ぶかというキックオフセミナーの時に
もっと徹底すべきである。

・討論の中で学生から見た企業に対する問題点等感じたことを聞く時間を取れればよいと思う。（１５グループの意見）同行営業時の営業マンの運転が荒っぽい。研修期間中、初日以外社長が現場
へ一度も顔を出さなかった。会社ってこれで良いのか？と思っている。など企業側にとっても、とても考えさせられる意見を頂いた。

・教育の担当者自身が教える側になり、成長できたこと
・キックオフセミナーで同じグループのメンバーの欠席が気になりました。日程の都合がつかなかったのだと思いますが、達成感を皆で味わい修了できたらよかったと思います。企業説明時、全席に
学生が座っているのを確認後、スタートしていくことが大切だと思います。修了式の討論、２回ぐらいあるとより持ち帰るものが多いと考えます。
・今回、初めてインターンシップを受け入れさせていただきましたが、良かった点は社内全体が新しい仲間に対してどのように対応し、気遣うか考えたり、みんなが率先して声をかけたりと、社内が明
るくなったことです。私自身、改めて教えることの難しさを実感しました。時間をかけてでも、きちんとした対応をしていけば、お互いが理解し合えると思うので、そういった時間は大切にしたいです。
・キックオフと修了式の時間が長い。学生の成長が見れたことが良かった。社員構成の見直しができた。
・同友会の会員の中で、学生が発表している時にマナー違反。ガムをかんでいた。同友会会員の聞き方に注意、学生の意見にも謙虚に耳と傾けることが大切ではないか
・生徒によっていろいろな考えの方がみえます。
・今回初めて集合研修に参加させて頂き,私自身有意義なものになりました。「企業の就職活動としない」というのは十分承知しているが、日常的な大学におけるカリキュラムの中で、継続的な接点が
あれば学生も社会、企業との交流が深まるのではと思いますが、ぜひ検討いただけるようお願い致します。
と思います。
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＜学生＞

・インターンシップ生に対して企業側がしっかり計画を立ててくれたところが良かった。
・色々勉強になりました
・自分の考えの甘さが分かった。段取りが悪いところがあった。
・就職の考え方はとてつもなく変わったと思います。かなりプラスになったと思います。昼食が上手くなればいいなと思いました。あとは、記名するアンケートに悪い評価はしずらいと思います。

・このインターンシップで普段見ることができない企業の内側を一部だけでも見ることができたので、本当に有意義な時間でした

・全てが変わった
・色々な人の意見を素直に受け入れることができるようになった
・学生生活では味わえないことをこの２週間で味わえたのでいろんな面において自分にプラスになった
・前後に、目的設定、振り返りができたことで、インターンシップの効果があがったように思います
・インターンシップでのヒントを答えにできそうなので良かったです。

・服部庭園さんでの研修は現場での作業で1日外にいたため、仕事の大変さをより感じられるものでした。その中で、働く事の意義などを教えていただき、とても意味の有る２週間だと感じました。
・この２週間に参加しなければ、仕事や将来に対しての「あきらめ」が、あらゆるところで出てきてしまったのではないかと思っております。本当に有意義すぎる２週間でした。
・する仕事が少なかったので、もう少し動けるところが良い

・2週間の研修をしていろいろな知識をもらいました
・インターンシップ研修をして、沢山のことを学べた。事前にもっと準備しておけばよかった。
・模擬合同説明会でも就活のポイント、アドバイスを聞けて良かった
・最初はなんとなくやってみたいインターンシップでしたが、本当に有利になりました。

・皆真剣に考えていて大変参考になった
・ちょっと長い式ですが、ためになりました
・初めての体験ばかりで緊張しましたが、とても参考になりました。２週間とっても充実してました。
・インターンシップを時期を変えたり、期間を選べたり、何社かにインターンシップに行けたりできるようにしてほしい。
・発表の時間がもう少しほしかったです。
・普通の大学生活ではこんなに近い距離で、企業の方と離せる機会がないので、生の声が聞けて就活だけでなく今後の生活に役立つと思う。
・普段社長さんと話し合う機会がなかなかないので、とても勉強になることが多く参加してよかった。

・まず、インターンシップという機会をいただき、本当に社会・企業とふれあう良い機会だと思います。そしてインターンシップの前後に行われるセミナーがあって、沢山の人と出会っていろいろな意
見とお話を聞けて良かったです。

・キックオフセミナーで他大学や、企業さんの様々な考え方や見方を聞くことができ、視野が広がり、今まで自分の知らなかった世界を知ることができた。これはこのインターンシップに参加していな
かったら、経験できなかったと思います。この経験を今後の生活に生かしていきたいです。

・盆前の8/10と成績配布があるかもしれない9/3は学生にとってみれば忙しい。もしやるとしたら、土・日あるいは、8/1や9/1のほうがいいのではないだろうか。また、グループ討論の時間を90分にで
きないのだろうか

・話を聞く機会があって良かった
・キックセミナーにより、企業研修の目標・目的などを明確にすることができた。

・今まで嫌で逃げてきたような、自分の意見を言ったり、大勢の人の前で発表することなどが、次々と与えられたので、嫌がっているひまなどなく、どうすれば上手くできるのかと考えるようになった。こ
の考えを次は行動

・担当の方は今年入社の方だったり、年配の方だったりと、色々な方の本音が聞けて良かった。セミナーの途中で居なくなる方、来ない方などいらっしゃったようなので、大学側での面接をもう少し
ちゃんとした
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