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要 旨

奈良県立高等学校適正化実施計画に基づき、令和２年度から、「魅力と活力ある

これからの高校づくり」をコンセプトに、学校再編や教育内容の再編成、教育環境

の整備が推進される。同計画の中に、「高等学校教育の質向上」の方向性の一つと

して、「社会とつながる実学教育の推進」が示されており、その目標の一つに「イ

ンターンシップの充実等キャリア教育の推進」が挙げられている。実学教育の理論

研究の一つとして平成29年度に実施した、高校生の意識とインターンシップについ

ての調査分析から、参加生徒の奈良県内での就業意欲及び地域への関心が高まるこ

とが示唆され、また、令和元年度に実施した有給によるインターンシップに関する

調査分析から、参加生徒の社会を実感した勤労観・職業観の育成につながる可能性

があることが示唆された。

キーワード： 魅力と活力あるこれからの高校づくり、実学教育の推進、

有給によるインターンシップ

１ はじめに

平成23年11月に、文部科学省より「高等学校キャリア教育の手引き」が示され、キャリア教育

の必要性と意義について、「一人一人が「生きる力」を身に付け、明確な目的意識を持って日々

の学校生活に取り組みながら、主体的に自己の進路を選択・決定できる能力を高め、しっかりと

した勤労観・職業観を形成し、激しい社会の変化の中で将来直面するであろう様々な課題に対応

しつつ社会人・職業人として自立していくことができるようにするキャリア教育の推進」が強く

求められている。

高等学校学習指導要領においては、「キャリア教育における就業体験」について、総則「第１

款 教育課程編成の一般方針」に、「４ 学校においては、地域や学校の実態等に応じて、就業

やボランティアに関わる体験的な学習の指導を適切に行うようにし、勤労の尊さや創造すること

の喜びを体得させ、望ましい勤労観、職業観の育成や社会奉仕の精神の涵養に資するものとす

る。」と示されている。

また、平成23年の中央教育審議会答申「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方

について」では、「高等学校（特に普通科）におけるキャリア教育の推進方策」の中で、就業体
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験活動の効果について、「第三に、卒業生・地域の職業人等とのインタビューや対話、就業体験

活動等の体験的な学習の機会を、計画的・体系的なキャリア教育の一環として十分に提供し、こ

れらの啓発的な経験を通して、進路を研究し、自己の適性の理解、将来設計の具体化を図らせる

ことである。具体的に人や現場を通して、自己と社会の双方についての多様な気付きや発見を経

験させ、自らの 」と指摘している。将来を考えさせることが効果的である。

さらに、平成18年の「高等学校におけるキャリア教育の推進に関する調査研究協力者会議報告

書」における「インターンシップ等多様な体験の機会の充実」において、「高等学校段階におい

ても、目前の入れる大学を選択することを目的化するのではなく、その先にある大学等の卒業後

において、社会的自立、職業的自立ができるよう、主体的に進路を決定する能力・態度を育成す

るキャリア教育を進めることが重要である。特に大学等への進学者が多い普通科においては、喫

緊の課題であり、インターンシップ等を実施することは、生徒に自己の将来について考えさせる

とともに、社会や職業に対する認識を深め、学ぶことの重要性を考えさせる上で極めて有効であ

る。」と、普通科におけるインターンシップの充実の必要性が提言されている。

これらのことから、インターンシップとは、「勤労の尊さや創造することの喜びを体得し、望

ましい勤労観、職業観を育成し社会奉仕の精神を涵養する機会であり、自己の将来について考え、

社会や職業に対する認識を深め、学ぶことの重要性を考える体験である。」と考えることができ

る。

２ 奈良県立高等学校適正化計画について

(1) 県立高等学校適正化推進方針

県教育委員会では、平成15年６月に県立高校再編計画策定委員会からの「行きたい高校づ

くり」を目指した「県立高校再編計画について（報告）」を受け、県立高等学校を33校とす

る再編を、平成16年度から平成20年度にかけて実施した。県立高等学校には、時代の進展や

社会の変化に対応し、高等学校教育に期待される様々なニーズに応えるために、教育内容の

特色化や多様化を推進し、全県的な視野に立って地域の活性化に資するための高校づくりに

努めることが求められている。10年ごとに改訂される高等学校学習指導要領等も踏まえなが

ら、高等学校教育の質向上と再編成により「魅力と活力あるこれからの高校づくり」を推進

高等学校の適正化を推進すするため、教育内容、地域の活性化、校名等の複合的な視点から

るための方針として「県立高等学校適正化推進方針～高等学校教育の質向上と再編成のために

～」が平成30年４月に策定された。

県立高等学校適正化推進方針には、「少子高齢化やＡＩ・ＩｏＴなどの進展、グローバル化の

加速など、変化がますます激しくなるこれからの時代を生きる子どもたちには、予測困難な変化

に受け身で対処するのではなく、主体的に関わり、その過程を通じて、自らの可能性を発揮する

ことが求められる。本県の高等学校で学ぶ生徒に確かな力を身に付けさせるため、時代の要請に

応じた県立高等学校の適正化を推進し、高等学校教育の質向上を図るとともに、高等学校教育の

再編成を行うことで、「魅力と活力あるこれからの高校づくり」による新たな高等学校教育を創

造する」とあり、新たな高校づくりの必要性が述べられている。

(2) 社会とつながる実学教育の推進

県立高等学校適正化推進方針の中には「高等学校教育の質向上」のための方向性の一つとして、

「社会とつながる実学教育の推進」が挙げられている。高等学校の教育課程の中で、社会を実感
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しながら学習し、社会で役立つ知識・技能や勤労観・職業観を育成するとともに、生徒に自尊感

情や自己有用感をもたせ、将来の自立と社会参加を意識させることが求められる。こうした実学

教育を踏まえたキャリア教育を推進する上で、将来の社会を支える人材の育成という観点からは、

高等学校教育段階において多様な人材育成を行うことが有用であり、そのためには各学校の特色

化の推進が欠かせないものと思われる。新たな学科の設置を検討したり、産業界、県の関係部局

などの関係機関や大学等の高等教育機関との連携をさらに進めたりすることなどによって、魅力

ある新たな教育課程の編成が可能であろう。具体的には、多様な科目を選択して学べる総合学科

設置の推進を図ること、グローバル人材の育成に関する新たな学科を設置するなど専門学科を充

実させること、全ての高等学校でインターンシップを充実させることなど、キャリア教育のさら

なる推進を図ることが求められる取組だと言える。そこで本稿では、実学教育を「社会で役立つ

知識・技能や勤労観・職業観を育成することで、生徒に自尊感情や自己有用感をもたせ、将来の

自立と社会参加を意識させるための教育」と定義する。

(3) 高等学校でのキャリア教育における具体的な方策

高等学校でのキャリア教育における具体的な方策として、職業に関する専門学科においては、

産業界との連携が考えられる。農業、工業や商業など職業に関する学科について、社会での即戦

力となる人材育成のために、長期インターンシップやアンテナショップの開設など実践的な取組

の充実を図るとともに、県との包括協定を基にした連携・協力など産業界との連携の強化を図る

ことが求められる。また、職業生活に必要な基礎的な知識や技術・技能の習得、及び勤労観・職

業観の育成は、全ての生徒に望まれることであるため、普通科においても、これらに関する取組

の充実が求められる。 インターンシップ等の体験的な学習等を通じて、社会生活や職業生活に

必要な能力や態度を身に付けることができるよう、キャリア教育の一層の充実を図ることが普通

科においても必要である。

こうしたキャリア教育におけるインターンシップの必要性を受け、平成29年度（平成30年１～

２月）に、高校生に対するインターンシップの有効性を考察することを研究目的として、「キャ

リア教育についての高校生アンケート調査」を実施した。研究方法としては、アンケート調査の

結果を、定量的な手法を用いて分析することとした。

３ 高校生の意識とインターンシップについて

(1) 研究実施の流れ

ア キャリア教育についての高校生アンケート調査

資料１「キャリア教育についての高校生アンケート調査」は、県立高等学校におけるキャリア

教育の現状や生徒の勤労観・職業観について、キャリア教育の推進に向けた各種事業の参考資料

とするために行われた抽出調査の調査票である。調査は、平成30年１月22日から２月16日にかけ

て実施した。調査の内容については次のとおりである。

[1] 調査対象 卒業前年度に在籍する生徒 各校１クラス程度

定時制及び通信制の課程においては、実施可能なクラス等

[2] 調査内容

① 回答者の基本情報（在籍する学校名及び課程学科、性別、希望進路など）

質問項目 ６（問１～問４）

② キャリア教育の現状や高校生の勤労観・職業観等
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質問項目 31（問５～問17）

インターンシップに関する項目、参加の有無、参加不参加の理由 ２項目

[3] 調査により得られるデータとその活用

① 県立高等学校におけるキャリア教育の現状や生徒の勤労観・職業観についてのデータを、

本県のキャリア教育の推進方策や改善に活用する。

② インターンシップに対する生徒の意識を把握し、学校におけるインターンシップの普及

促進に向けて活用する。

③ 県内就業率のアップや離職防止に向けた、取組を企画する。

上記調査の回収数は、表１のとおりである。

表１ 「キャリア教育についての高校生アンケート調査」集計表

全回収数 1,273（県立高等学校33校） 全日制 1,182 定時制 91

普通科 858（67.4％）

専門科 415（32.6％）

農業科 78 工業科 88 商業科 136 総合学科 40

理数科 34 芸術科 35 家庭科 ４

調査は、選択肢式及び自由記述式で回答用紙に記入する方法で実施した。調査票を各学校にま

とめて送付し、各学校において実施した後、記入された回答用紙をまとめて返送してもらうとい

う手順で行った。アンケートの設問中、勤労観・職業観を問うものについては、肯定的な回答と

否定的な回答の差異を明確にするため、４件法を採用した。

イ アンケート調査結果の分析

奈良県教育委員会の平成30年度事業である「教育の理論研究と体系化推進事業」において、

「インターンシップとキャリア形成」を研究テーマとして、平成29年度に実施したインターンシ

ップアンケートの分析を行うことが調査研究内容として挙げられていたのを受け、県立教育研究

所において、奈良県教育の更なる充実に向けて、実学教育に関する理論等を体系的に整理し、教

育現場での実践的な展開に向けて検討を進めるため、近畿大学経済学部の安孫子勇一教授に、教

育理論の収集（実学教育）について指導いただいた。安孫子教授は、奈良県統計課統計分析専門

員、日本インターンシップ学会関西支部副支部長等を歴任されており、今回の分析において適任

者であると考えた。

平成30年11月15日、平成31年１月17日及び２月28日に、近畿大学経済学部安孫子研究室にて

「平成30年度教育理論（実学教育）の収集及び研究会議」を開催し、「(1)インターンシップと

キャリア形成について」及び「(2)インターンシップアンケートの分析について」指導を受けた。

資料２は初回時の聞き取りメモである。アンケート結果については、普通科と専門科をそれぞれ

の群に分類した上で、両群のインターンシップ（IS）への参加者と不参加者の違いによる特徴等

を、以下の問４～問12（インターンシップ参加の有無及び進学についての心情に関する問いを除

く）について分析した。
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問４ 将来、社会人として生きていく上で、高等学校在学中に、経験や学習をしたいと思う

内容（又は、経験や学習をしてよかったと思う内容）を２つ答えてください。

IS参加（普通科群） IS不参加（普通科群）

IS参加（専門科群） IS不参加（専門科群）

IS参加者は、「経験してよかったこと」について、普通科群、専門科群ともに「職業見学

やインターンシップ」と答えた割合が一番多い。一方、IS不参加者は「上級学校調べ」や

「オープンキャンパス」といった進学に関する回答割合が高くなっている。また、「職業調

べ」は参加・不参加ともに回答割合が高いので、職業に関しては意識が高いことが分かる。

問５③ 授業等で、地域のことを調べたり、地域の人と関わったりする機会がある

（普通科群） （専門科群）

IS参加者は、不参加者に比べて、「そう思う」への回答割合が高くなっている。このこ

とから、参加することで地域への関心が高まったと考えられる。
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問５④ 授業等で学んだことを、ほかの学習や普段の生活に生かしている

（普通科群） （専門科群）

IS参加者は、「そう思う」への回答割合が高いことから、ISに参加した経験がほかの学習

や普段の生活に生かせることを示唆している。

問５⑧ 難しいことでも、失敗を恐れないで挑戦することができる

（普通科群） （専門科群）

問５⑬ 将来の夢や目標をもっている

（普通科群） （専門科群）

問５⑧、⑬に関して、普通科群のIS参加者については、「そう思う」への回答割合が高

くなっている。これに対し、専門科群では、こうした効果が見受けられない。
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問５⑰ どのような仕事が自分に向いているか分かっている

（普通科群） （専門科群）

IS参加者の「そう思う」への回答割合が不参加者よりも高くなっていることから、ISに参

加することが、自分の仕事への適性を知るきっかけになることを示唆している。

問６ 地域社会などでボランティア活動に参加したことがありますか。

（普通科群） （専門科群）

IS参加者は、不参加者と比べて、地域行事への関心が高まった可能性がある。

問８ インターンシップに参加した理由を答えてください。

（普通科群） （専門科群）
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問９ インターンシップに参加していない理由を答えてください。

（普通科群） （専門科群）

問８、問９に関して、高校生の間では、インターンシップについて、「興味がなかった」

または「知らなかった」と答えた生徒が、普通科群・専門科群とも６割強を占めている。イ

ンターンシップについての周知の仕方を一考する必要があるのかもしれない。

問10 高等学校卒業後の希望進路について答えてください。

（普通科群） （専門科群）

IS不参加者は、「大学」を希望する回答割合が高くなっているが、IS参加者は「海外留

学」と「専門学校」にも目を向けている様子が伺える。

問12 将来、奈良県内で働きたいですか。

（普通科群） （専門科群）

IS参加者は「はい」の回答割合が高いので、ISに参加することが奈良県で働くことへの意

欲や、地域への帰属意識を高めることを示唆している。
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(2) 結果と考察

教育の理論研究（実学教育）については、前述の安孫子教授のヒアリング調査（資料２）から、

以下の知見が得られた。

１点目は「実学」についてである。「学校におけるカリキュラムが硬直する傾向にあり、何の

ために「科目」を学ぶのかが分からない生徒が増えている状況がある。これを改善するためには、

産学連携での学びを進め、自らの学び（学問）と社会が関連することを生徒に気付かせることが

大切である。その結果、生徒に、主体的に問題を発見しようとする意欲が高まる。インターンシ

ップはそのための効果的な取組であるが、インターンシップを単なる体験で終わらせず効果のあ

る取組にするには、事前学習や事後学習は欠かせない。特に事後の振り返りは、他者との共有化

を可能にし、内容に深まりをもたせることができる。「実学」とは、学ぶことの意味を再発見し、

広い世界を見せる教育活動の一環なのである。」との見解を学んだ。

２点目は「インターンシップの経緯」についてである。「経済産業省は、元々は優秀者層にベ

ンチャーの起業をさせるため、現在は「地域振興」の一環として、インターンシップを捉えてい

る。一方、文部科学省は実学、地域の高校生の雇用促進として、厚生労働省は雇用のミスマッチ

を防ぐ雇用対策として、それぞれの視点でインターンシップを捉えている。」という情報も入手

できた。

その他に、諸外国では「有給インターンシップ」は当たり前に行われているという情報や、奈

良県の産業における課題や視点及び課題を改善するための提案も伺うことができた。

資料１「キャリア教育についての高校生アンケート調査」については、インターンシップ参加

生徒の意識を中心に分析した。インターンシップ参加生徒は、県内での就業意欲が高く、地域へ

の関心も高いことが示唆された。特に、普通科の生徒が、夢や目標をもち、どのような仕事が自

分に向いているのかを知る上で、効果があると考えられる。

４ 高等学校等における有給によるインターンシップについて

(1) 実学教育に関する有給によるインターンシップの実施

ア 高等学校等における有給によるインターンシップの意義

平成30年度に「教育の理論研究と体系化推進事業」において、「インターンシップとキャリア

形成」に関する研究を行った。この研究は、実学教育の理論研究が基となっている。令和元年度

に奈良県政策推進課より示された「奈良新『都』づくり戦略（案）」では、「実学教育の充実」

が戦略案として挙げられている。この中で、県内で人材を循環させるには実学教育の充実が不可

欠であるとされ、質の高い職業人の育成のために、ＤＭＧ森精機（株）製最新鋭工作機器の県立

工業系高等学校３校への導入、企業と連携した人材育成カリキュラムの検討、高等学校で企業技

術者による授業等の取組が実施されてきた。これらと並行して、「有給によるインターンシップ

の検討」が行われ、奈良労働局の認可を得て、県立教育研究所キャリアサポートセンターに無料

職業紹介事業所が開設された。

「奈良新『都』づくり戦略（案）」には、今後、実学教育を更に充実させるための２つの柱と

して、「地域の産官学連携の強化充実」とともに「有給インターンシップの推進」が挙げられて

いる。具体的な施策としては、①有給インターンシップの仕組みを構築、②キャリアサポートセ

ンターにインターンシップコーディネーターを配置、③令和元年度から有給インターンシップを

実施、が示されており、これを受けて、令和元年度にキャリアサポートセンターにインターンシ



- 10 -

ップコーディネーターが新しく配置された。高等学校における有給によるインターンシップの実

施は、実学教育の充実に資する取組としての意義をもつものである。

イ キャリアサポートセンターの取組

県立教育研究所キャリアサポートセンターは、奈良県内の公立学校におけるキャリア教育の充

実を図るため、学校を支援することを目的として設置された組織で、奈良県立教育研究所内に設

置され、次に掲げる事務を行う。(1) 学校におけるキャリア教育の支援に関すること、(2) キャ

リア教育の推進に資する情報等の提供に関すること、(3) 高等学校及び特別支援学校高等部の就

職指導についての支援に関すること、(4) 職場見学、職場体験、インターンシップの受け入れ先

の開拓に関すること、(5) 若年者就労相談窓口「ひまわり」における就労相談、就労支援に関す

ること、(6) 無料職業紹介事業の運営に関すること、である。資料３に設置要綱を示す。この業

務における無料職業紹介事業の運営に当たる者として、令和元年度よりインターンシップコーデ

ィネーターが配置された。

ウ インターンシップコーディネーターの取組

インターンシップコーディネーターは、奈良県内の公立学校におけるキャリア教育の充実を図

るため、関係機関等と連携して学校を支援することを目的として設置する奈良県立教育研究所キ

ャリアサポートセンター内に、令和元年度より配置されており、学校の児童生徒や地元関係機関

等に対して以下の業務を行う。(1) 児童生徒の地元企業に対する理解の促進に関すること、(2)

学校と地域社会・地元企業等の接続を図った奈良県独自のインターンシップの推進に関すること、

(3) 職場見学、職場体験、インターンシップ（有給インターンシップ含む）の受入先としての地

元企業の開拓及び学校と企業等とのマッチングに関すること、(4) 地元企業の職業人による児童

生徒への講話及び教職員研修に関すること、(5) 地元企業の情報収集及び学校等への情報提供に

関すること、(6) 高等学校等における地元企業への就労支援等に関すること、である。資料４に

取扱要綱を示す。

(2) 奈良県立高等学校等における有給によるインターンシップ（試行）

ア 奈良県立高等学校等における有給によるインターンシップ（試行）の実施

令和元年度より、奈良県立高等学校等の生徒に対して、主体的な職業選択や高い職業意識の育

成を図るため、県内事業所及び公的機関において有給によるインターンシップ（試行）を実施す

ることとなった。有給によるインターンシップの実施に係る、募集及び実習生の決定、連絡調整

等については、奈良県立教育研究所キャリアサポートセンターがコーディネート機関として行い、

有給によるインターンシップの受入れを承諾した事業所等で実施した。有給によるインターンシ

ップの実施時期及び期間は、センターが各学校の事情に応じ、事業所等と協議して決定した。な

お、有給によるインターンシップを実施する前に、３日間の有給によらないインターンシップを

実施することとした。実施方法等について、実習時間は、受入事業所等の勤務時間に準ずるもの

とし、センターが受入事業所等と協議して決定した。受入事業所等は、有給によるインターンシ

ップの責任者を任命し、実習生の安全を確保し、適宜助言・指導を行うこととし、また、実習生

は、有給によるインターンシップを行う場合、受入れ事業所等との間に雇用契約を締結すること

とし、賃金については、受入事業所等が定めることとしている。ただし、その額は、受入時点に

おける奈良県の最低賃金を遵守することとした。資料５に実施要綱を示す。

令和元年度は有給によるインターンシップの準備段階とし、試行の形での実施とした。具体的

には表２にあるように、県立学校３校で４企業に対して６名の生徒が有給によるインターンシッ
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プに参加した。なお、令和２年３月に実施予定であった有給によるインターンシップについては、

新型コロナウイルス感染症対策のため中止とした。

表２ 令和元年度奈良県立高等学校等における有給によるインターンシップ（試行）

実施校 実施事業所 受入生徒数 実施期間 業務内容

（学科名） (学年)

Ａ高等学校 Ｄ株式会社 男子２名 R1.12.16～12.25 医薬品の製造に関わる

（工業科） (２年) 業務(製剤工程１名,包

装工程１名)

Ｂ養護学校 Ｅ雇用促進 男子１名 R1.12.24～12.27 ﾎｰﾙでのお客様へのｻｰ

センター 女子１名 R2.3.20～3.31 ﾋﾞｽ

(２年) 厨房内での補助

Ｃ高等学校 Ｆホテル 女子１名 R2.3.9～3.31 ﾊｳｽｷｰﾋﾟﾝｸﾞ(客室清掃)

（商業科） (２年) ﾌﾛﾝﾄﾛﾋﾞｰ実習

Ｇホテル 女子１名 R2.3.9～3.31 ﾚｽﾄﾗﾝ受入準備、料理

(２年) 提供、食器洗浄等

イ アンケート調査におけるドキュメント分析

令和元年度奈良県立高等学校等における有給によるインターンシップ（試行）に参加した学校

の実習生、保護者、担当教員に対して、アンケート調査を実施した（資料６）。有給によるイン

ターンシップへの参加については、実習生、保護者、担当教員全員において「大変よかった」

「よかった」との肯定的回答が100％であった。また、自由記述欄のドキュメント分析から、有

給によるインターンシップに参加してよかった点及び有給によるインターンシップと通常の（無

給）インターンシップの違いについて、表３にあるような記述が見られた。

表３ 有給によるインターンシップ実習における振り返りシートの記述

２「有給インターンシップに参加して、どのような点がよかったですか。」

（実習生）

・会社の雰囲気や、製品がどのように作られているのかが分かった。

・普段ではできない作業をすることができ、とてもよい経験ができた。

・食材のカット等、実際の業務に携わることができてよかった。

・様々な種類の作業をすることができた。

・職場の方が作業をしているところを間近で見ることができた。

（保護者）

・働いてお金をもらうことを学べること、その準備をすることができることがよかった。本人も真剣

に仕事をしていた。
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・以前に通常の（無給）インターンシップで取り組んだ業務内容がきちんと身に付いて、有意義な実

習ができ、よい経験ができた。

（担当教員）

・従業員と同じ作業をすることで、働くことの厳しさややりがいを体験することができた。

・やりがいのある仕事でその対価が得られることは、卒業後を見通して、職業人になることへの期待

が持てる機会になる。

・仕事をして給料をもらうことで、自分の頑張りを認めてもらえたと感じることができ、仕事をして

いる、させてもらっているという自覚をもつきっかけになる。

・参加申込みの書類作成や面接があり、緊張感をもって取り組むことができた。

・授業の一環として行っている職場実習は報酬を得ないので、模擬体験の域を超えない。報酬を得る

ことで、より仕事に対する責任感が増す。

・得た報酬をどのように管理するかという課題が出てくる。卒業後に直面する課題なので、在学中に

経験できたことはよかった。

４「有給インターンシップと通常の（無給）インターンシップの違いはどのような点ですか。」

（実習生）

・通常の（無給）インターンシップでは、見学が多い。

・通常のインターンシップより体験できることが多い。

・お金をもらえることで、頑張ることができる。

・通常の（無給）インターンシップでの実習とは違うということで、何かできていない部分は、職場

の方から厳しくかつ優しく教えていただいた。

・厳しく指導を受け、落ち込むこともあったが、自分のことを思って言ってくださると思うことがで

きた。

（保護者）

・お金をもらうことで、一層責任感をもつことができる。

・通常の（無給）インターンシップでの実習と違い、仕事をすることは自分のやるべきことに責任を

もつことである。指示を待つのではなく、少しでも自分のできることを見つけて取り組めるように頑

張ることである。

（担当教員）

・有給は労働することで対価をいただくという意味合いが含まれるので、ある意味企業にとって必要

な作業をしなければならない。

・学校としては、有給と無給のインターンシップを同時に募集するのは難しい点がある。

・有給では会社の中の１つの業務しか体験できないので、１つの製品のためにどれだけの従業員が関

わっているのかといった、会社のシステムを学ぶ機会が減るのではないか。

・無給は通常の学習、実習としか感じられないが、有給は強い励みになる。

・お金をもらうことで、頑張りを認めてもらえたと感じ、自信や自覚につながるきっかけになる。

・有給になることで、実習生に求められることが高くなる。

・実習生は、「働いてお金をいただく」ということを自覚して取り組む気持ちになる。

・アルバイトと有給インターンシップの違いを明確に認識しておく必要がある。

・郵便局でのアルバイトについて、学校での審査の上、保護者監督の下で行う点を確認し許可してい

る。長期の有給インターンシップについても、郵便局でのアルバイトに準ずる扱いと捉えている。

ウ 結果と考察

有給によるインターンシップ実習における振り返りシートについて、実習生からは「普段では

できない作業」「実際の業務に携わる」「様々な種類の作業」を体験できたことを好ましく思う
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記述が多くあり、社会を実感した勤労観・職業観の育成につながることが示唆されたと思われる。

保護者の記述からは、お金をもらうことから生まれる責任感や仕事に対する積極性について、有

給によるインターンシップの有効性を感じていることが読み取れる。担当教員の記述からは、働

くことの厳しさややりがい、責任感、更には自信や自覚を身に付けることのできる機会であると

捉えていることが読み取れる。同時に、実施時期が長期休業中等の限られた期間になるため、有

給と無給を同時に募集することの難しさや、アルバイトと有給によるインターンシップの違いを

認識することの必要性等、今後の課題についての指摘も得られた。

５ おわりに

本稿の目的は、「高等学校教育の質向上」に関わって、「社会とつながる実学教育の推進」を

実現するための目標の一つとして、「インターンシップの充実等キャリア教育の推進」をいかに

して実現していくか、そのための方策について理論研究を行うことであった。この中で、高校生

の意識とインターンシップについての分析では、インターンシップ参加生徒の奈良県内での就業

意欲の高まりや、地域への関心の高まりが示唆される結果となった。

さらに、令和元年度に示された「奈良新『都』づくり戦略（案）」における実学教育の更なる

充実についての戦略案として、「有給インターンシップの推進」が挙げられており、この実践と

して、「奈良県立高等学校等における有給によるインターンシップ（試行）」を実施した。有給

によるインターンシップに参加した生徒については、この取組が社会を実感した勤労観・職業観

の育成につながることが示唆され、有給によるインターンシップを実学教育の推進における成果

として捉えることができる結果であった。本年度は試行という形での取組であり、有給によるイ

ンターンシップと無給によるインターンシップについて募集形態をどのようにするのか、また、

アルバイトと有給によるインターンシップの違いをどのように認識させるのかという課題も挙げ

られている。これらの課題の検討も含め、いかにインターンシップを充実させ、実学教育の充実

につなげていくことができるかについて、継続的な調査研究を行っていきたい。
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