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7-②　学年別実施学校数の割合

平均総授業時間数
981 時間

〔１年制〕　 平均総授業時間数
1,964 時間

〔２年制〕　

平均総授業時間数
3,992 時間

〔４年制〕　平均総授業時間数
2,867 時間

〔３年制〕　

平均企業内実習
時間数 68 時間

（6.9％）

平均企業内実習
時間数 206 時間

（10.5％）

平均企業内実習
時間数 498 時間

（17.4％）

7-③　修業年限別平均実施時間  

平均企業内実習
時間数 572 時間

（14.3％）

7-①　実施学校割合 7-②　学年別企業内実習実施学校数の割合

7-③　学年別平均実施時間数

調査７　令和元年度　企業内実習に関する調査
・調査対象校　都内の私立専修学校　386校
・回答数　　　286校　（74.1％）
・調査項目　　１）企業内実習の有無
　　　　　　　２）企業内実習実施学年
　　　　　　　３）授業時間数に占める実習の時間及び割合
　　　　　　　※企業内実習とは、学生が企業・施設等に出向いて、実務実習を行うことを指します。
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調査７　令和元年度　企業内実習に関する調査

7-④　分野系統別平均実施時間
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企業内実習の方法及び工夫している点

 第１・２分野─工業・農業関係 
・毎年夏休みに２年生の希望者を対象に２週間前後のインターンシップを実施している。インターンシップ参
加者は評価の上、単位を認定している。
・実習先については、教員が学生に合わせた企業を選定し、夏季休暇期間に実施している。相互の情報交換に
役に立っている。
・授業内で企業実習を行っている学科、または研修先の企業を学生個々に自己開拓させ、依頼から実施・報告
までを一連の流れとしている学科がある。自己開拓の場合、実施する学年は様々ですが、夏・春期休暇期間
を利用している学生が大半を占める。日頃の学習成果とビジネスマナーを活用する良い場であり、就職活動
に結び付けられるよう指導を心掛けている。
・リフォーム企業において実際の打ち合わせ、及び施工現場の実習において実務研修、サポート作業を行って
いる。担任、学科長、企業担当者が密に報告、連絡、相談を行っている。
・内定者の場合は内定先企業で実施。未内定者は協力企業で実施。約30日間かけて国の認証工場等で整備作業
を体験。
・１級整備学科　４年次の履修科目にてインターンシップがあり、４年次の前期にて実施している。受け入れ
企業は基本は就職内定企業になるが、遠方であったり、受け入れ先の事情により近隣の指定工場にお願いす
る場合もある。やはり受け入れ先を見つけるのに苦労している。またこの期間はアルバイトができないため、
経済的に苦しい学生は事前に相当無理をしてアルバイトを入れたりと苦労している姿が見受けられる。
・学生の内定企業及び、整備振興会会員企業にて実施。
・キャリアセンターと教育部の二つの部署が連携し、就職及び教育の両面から学生に有益なインターンシップ
先を提供する体制をとっている。インターンシップを行う際には、本校と企業が事前に文書を交わすと共に、
終了後には企業及び学生から報告書が提出される。また、学生個々にインターンシップ保険を適用すること
にしている。
・企業内でDTPデザインやWebプログラミング実習体験を行っている。
・機械学科の４年次に選択科目として実施している。半年間あるいは１年間の長期に渡り、時間をかけて実施
することで、より質の高い企業実習が実現できている。
・学内の作品審査及び面談を実施後、企業における審査で対象者を決定する。選考型と研修型に分けて学生を
セレクトしている。
・インターンシップ実施に先立ち、企業の指導担当者、就職担当、担任により打ち合わせをおこない、個々の
学生レベルと希望業種、職種に合わせた（協力企業において進行中の開発プロジェクトやサーバー運用など
の業務の中で運用できる）研修・実習内容を検討し設定する。この際、研修内容によっては守秘義務契約を
結ばなければならないケースもあるが、社会人としての責任を持つことも研修の一環として推進している。
また、研修中は担任や教官が定期的に企業を訪問し、企業と連携して研修中の学生指導を行っている。
・企業よりインターンシップの依頼があった場合には、随時ガイダンスを行い学生の希望があれば１年次夏期
長期休暇より実施している。日本ポストプロダクション協会とは毎年企業内実習を行っている。学生からの
報告書提出と受け入れ企業からの評価をいただき時間認定を行っている。
・２学年以降の夏・春期休暇期間を利用して２週間（10日間）程度実施。実習先は自己開拓を基本としている
が、前年度実施企業や教員からの紹介も行っている。学生が自分自身の能力や知識などレベルを確認できる
良い機会であるとともに、卒業後の進路先を見つめ直すチャンスとして取り組むよう指導を心掛けている。
・学内での実習前、実習後指導をしっかりやる仕組みを作り、学生への定着を図っている。
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調査７　令和元年度　企業内実習に関する調査

・学生にとって貴重な経験となるので、担当者と協議しながら行っている。企業実習については人数に制限も
あり、実習時間数については個人の取得単位に加算している。

 第３分野─医療関係 
・主となる実習施設の看護部と連携を持ちながら情報共有をして、学生指導にあたっている。
・附属病院等で臨地実習を行っている。また、訪問看護ステーションや介護老人保健施設でも実習を行ってい
る。
・病院、訪問看護、保健所などで実習を行っている。
・各施設において、学習目標達成のために適切な対象と関わりながら看護実践を学ぶ。
・病院施設等にて、３週間２単位を１クールとして８領域の実習がある。学生の負担が軽減するよう近くの病
院を探している。最終目標は看護師国家資格合格なので、実習内容は国試またはそれ以上を意識し進めてい
る。４～５人が１グループとなり、各グループに必ず専任の専門性の高い教員を配置している。
・各学年５～６名を１グループとし、６～７グループに編成し、看護領域別に２～３週ごとに実習病院・施設
をローテーションしている。各グループに当校専任教員１名以上を配置し、実習病院・施設の指導担当者と
ともに実習の指導を行っている。
・入学時から、臨床現場で活躍できる人材を育成することを意識して指導に取り組んでいる。そのために社会
人基礎力の向上に力を入れて、現場でチームで仕事をするためのコミュニケーション能力や問題発見・解決
能力をつけるようなカリキュラムを取り入れている。
・病院実習の手引きに従い、実習先病院にて実施。実習前に実習先の先生に講義を依頼、実習期間中は毎日実
習レポートを作成。毎週土曜日に学校にて実習報告会を行う。
・２年の後期で学内臨床実習を行い、３年次より始まる実習に備えている。また、マナー講習では外部講師を
招いた患者対応のマナー研修も行っている。
・臨床実習指導者と情報を共有し、ディスカッションできる機会を設けている。
・１年次は見学実習、３年次は老人保健施設実習、４年次は評価・インターン実習、と各学年において実習内
容を変化させ、知識に応じた実習内容としている。
・１年次は施設見学、２・３年次は検査法・評価法・総合理学療法の実演を踏まえた施設を利用しての外部実
習を実施。
・実習に参加して不適応が生じないように、実習前後の個別指導と実習中の巡回指導によって実習適応状況を
把握している。また、実習後の成果発表会に重点を置いて知識の定着を図っている。
・１年次では多様な柔道整復師業務の現状を理解する。２年次では柔道整復師が施術所だけでなくスポーツ、
介護、病院等で活躍する現状を理解する。３年次では柔道整復師業務の実践を指導者の管理の下に行い、授
業で得た知識、技能のアウトプットを目的としている。
・臨床実習指導者講習会を実施し指導者に対し受講させている。また、専科教員資格を有する柔道整復師の下
で実習を行う。学校は学生の居住地を考慮し実習施設を選別している。
・校内に併設されている接骨院での実習。
・接骨院や整形外科で実際の患者を診る臨床体験をさせる。
・１年次は鍼灸の多様性を考え、多くの施術所を見学させる。２年次は業務実習も含め１日（８H×２か所）、
病院等見学半日１か所、３年次は同一治療院に連続（５日×８H）、病院など見学半日１か所など。
・授業期以外で実習時間と臨床実習施設を十分に確保できている。様々な形式の治療院で実践することで、経
験値と見識の拡大を図る。
・病院や治療院で実際の患者を診る臨床体験をさせる。
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・臨床実習では、実習先を大学病院、総合病院、一般歯科医院などとし、一般歯科及び専門外来等の各種診療
体系の場を経験する。ローテーションを組み複数の実習先での臨床実習を経験することで、スキルが確実に
身につく実習としており、就職の際の方向性を検討することができる。
・歯科技工士免許を持っていない学生が現場に入るので、企業内では雑務的な業務をさせている。その中で、
現場で起こる様々な業務の流れを理解することと、現場でのコミュニケーションの図り方や基本的な挨拶な
どが実際に出来るようになる。
・実習先は希望を取り、教育効果を考慮して教員が配置を決定。
・大学病院450時間、開業医450時間として両方を体験できるようにしている。
・卒業後、即戦力となる知識、技術が身につくよう多方面の実習先を選定している。
・実習期間中は、月～水曜日の３日間が実習、木・金曜日の２日間が授業としている。これは実習中の学生の
様子を細かく感じ、徹底してフォローができるようにするため。また、授業日に実習日誌を確認しており、
目的や目標に対する進捗状況を把握して指導・支援を行っている。
・大学病院をはじめ、個人病院、グループ病院、福祉施設、幼稚園、高等学校等、様々な企業において実習を
実施している。学生の技術向上はもちろんのこと、進路選択においても有意義である。
・歯科医院、歯科大学病院、保健センター、福祉施設等で実習を行う。
・具体的な部分は各企業に任せているが、工場内の作業及び営業等、幅広く仕事を経験できるようお願いして
いる。
・４週間（基本的業務内容を体験）と８週間（言語聴覚士の業務全般を体験）に分けて実習を実施。
・全体の３分の２以上は病院又はクリニックでの臨床実習。２年次の実習では患者の評価まで、３年次の実習
では患者の評価を踏まえて訓練計画を立て、その訓練の実施と考察を行う。毎週指定の曜日に定期連絡をす
るよう指示し、実習中の状態の把握と問題解決につなげている。
・１年次は施設見学中心とした実習、２年次は病院・施設を中心とした臨床実習を実施している。

 第４分野─衛生関係 
・喫食対象者のニーズや給食条件、それに伴う献立やサービス、栄養管理のあり方など、給食を運営し、管理
していくために必要な事項について、実践の場である学校、事業所、福祉施設などで学習する。給食運営の
実態を体得するとともに、集団給食における栄養業務や役割について理解する。
・医療施設において、栄養ケアプランの作成・実施・評価に関する総合的なマネジメントの考え方を理解させ、
具体的な症例を基に、身体計測・生化学検査・臨床検査・食事摂取調査から栄養状態の評価判定を行い、栄
養補給・栄養教育・食品と医薬品の相互作用について習得する。また、給食の運営についての内容とし、学
校、福祉施設（高齢者・児童）、事業所でも行う。各施設における給食の役割を理解し、年齢に応じた利用、
食事計画や献立作成、調理・盛り付けなど給食業務全般を実際に体験する。
・希望業界と希望職種を明確にするため、実習の半年前から個別面談を実施し、ミスマッチを防止。就職活動
の時期と被らないように実習時期を検討。実習中は本校教員が実習先に出向き、企業側への挨拶および現状
確認を実施。
・管理栄養士学科、栄養士科における各種学外実習に関しては校外実習センターを設立し、一括管理対応とし
ている。
・調理専門課程の学外実習に関しては、就職支援室と連携をとり、実習先の選定、依頼、実施を行っている。
・就職希望企業へのアプローチ。学生の希望分野に合わせた現場の調理実習及び製菓・製パン実習。
・学生には就職活動の一環であるという自覚を持つよう指導。受け入れ企業の選定は、単純な労働力とならな
いよう学校の方針を理解して学生の「学びの場」にしていただける所を依頼している。
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調査７　令和元年度　企業内実習に関する調査

・事前に学内で外部講師による講義などを含む指導を実施、事後に反省会を実施。
・給食会社（委託・直営）による企業内食堂で１日９時間を５日間実施（献立作成、食事の提供等実践を学ぶ）。
病院・保育園・介護施設内における給食業務（病院ではNSTなど実際の患者への対応などを学ぶ。）
・受け入れ企業との間で、覚書や実習依頼書の取り交わしをしている。
・学生より希望を聞き取り、各企業へ問い合わせ。特に希望のない学生は、こちらから受け入れ企業を提示。
企業内実習終了後、各企業より評価表を提出いただく。また、学生はレポートの提出を行う。
・学生に食べ歩きや企業研究をさせ、希望順位をつける。教員が依頼をして文書で取り決めを交わす。
・学生アンケートをとり、第１希望の企業への実習依頼を行っている。モチベーションの低下を防ぐために希
望を優先している。
・実習内容が本学の希望通り実施されているか、企業担当者と綿密な打ち合わせを行っている。
・実習先と実習目的、内容等事前に打ち合わせ、調整後、先方と依頼書・承諾書を取り交わす。学生は学内の
オリエンテーション→施設への挨拶・打合せ→実習→事後報告会でまとめを行っている。
・非常勤講師のお店や卒業生が就職しているお店（会社）を中心に行き先を設定し依頼している。
・パティシエ実践科では、学内での授業と企業内実習を連携させた授業構造になっており、即戦力として働く
為に必要な現場力を身につけられる仕組みになっている。
・就職活動の一環として、自分に合ったサロンを見つけるために、希望があれば何社でも行かせている。
・企業に対し、事前に学生の養成目的を伝え、その上で企業実習の実施目的を伝え企業内実習にご協力いただ
いている。このことにより、企業にも人材養成をしているという意識を持って実習指導にあたっていただけ
ている。
・身だしなみや立ち振る舞い、言葉使いや受付対応、施術についてなど、企業と打ち合わせを行い、実習効果
が上がるようにしている。また、常に学生が美容の現場感覚をつかみ実践的な経験になるようにしている。
・学生の自宅から学校までの通学経路（通学定期が使用可能な経路）内で実施できるようにしている。企業内
実習の前後においては、学生に対しての事前指導と事後報告を実施し、２年間のカリキュラムとして位置づ
けている。また、実施前には企業担当者にも事前説明会を実施し、学校としての目的や実習内容を伝達し、
報告書の提出をお願いしている。
・学校と店舗（美容室）の間での交換記録書で、学生の技術到達度を教務担任が診断していく。
・１年次の毎年２月に８日間の実習教育を実施している。企業及びサロンの職場を体験することにより教育効
果を高めている。入学後に学んだ基本となるマナー、言葉遣い、行動、服装等の実践の場所とも捉えている。
・美容特殊技術（選択授業）の中、希望者が実際のサロンに行き、企業内実習を行っている。
・受け入れていただけるサロンへの事前のあいさつに始まり、実習中も日誌をつけ、日々の業務を先方サロン
の方に評価いただき、より実践力を身につけるよう指導を行っている。
・希望者に対して実習に出向く前に事前授業を行うことで、実習効果を高める工夫をしている。
・実習前教育を行い現場へ行くための動機づけを行う。実習先を招き説明会を実施し、学生に合った、または
希望を加味し実習先選定をする。実習先、学校の両方で学生の成長を支援できるよう協働している。
・学生の希望地や希望職種、業態に合わせた実習先の配置。
・関連企業でサロン実習を実施。卒業前にサロンワークやお客様への接客を経験し、更なる成長を促す。
・内定獲得に向けて、長期休暇期間等を利用して企業実習を希望する学生もいるため、個別対応を行っている。

 第５分野─教育・社会福祉関係 
・実習先の決定に関しては、原則、学生が希望する施設を優先している。その結果、就職につながるケースも
多くみられる。
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・学生ごとにエリア担当の教員がつき、エリア担当が実習先へ必ず足を運び、関係構築に努力している。
・実習施設の選定にあたり、事前に施設の特徴や場所などを調査している。学生個々の希望等を確認した上で
対象の施設に実習受け入れを依頼し、了承を得て決定する。なお具体的な実習先としては、社会福祉法人や
株式会社が運営する保育所や各種の児童福祉施設となっている。
・幼稚園、保育所、施設等の実習受け入れ先を対象とする実習懇談会を定期的に開催し、実習における学びの
実効性を高めるべく、連携体制を強化することに取り組んでいる。
・実習前後教育の期間を設け、事前準備・事後指導を集中的に行っている。また学生施設での実習をカリキュ
ラムに組み込み、普段から子どもや高齢者、障がい者との触れ合いの場を設けている。
・実習の前後に実習指導を授業として行っている。また、実習中は必ず１回、担当教諭が訪問をしている。
・春・夏・秋の長期休業中に教育・保育実習を実施している。同一法人内の幼稚園実習を除いて、Ⅰ部（昼間
部）では１年次10日間、２年次30日間で、Ⅱ部（夜間部）では２年次30日間、３年次20日間の教育・保育実
習を行っている。
・可能な範囲で学生が希望する園で実習できるようにしている。
・保育実習は本人の希望調査を実施、学校から依頼する。施設実習は学校が割振りして決定、指定した施設で
の実習を実施している。過去の実習情報、教員からのアドバイス等、「実習就職対策」の授業の中で実習実
施にあたっての指導を行っている。実習先選びは就職を見据えて考えるように促している。
・予め承諾書を交わしている施設、事業所にて実習を実施している。多様化する介護サービスへの理解が深ま
るよう、なるべく多くの施設、事業所にて実習している。週に１度、教員による巡回指導及び帰校日を設定
している。
・介護の実務経験と学習を１年次の早期から積ませるようにしている。きめ細かに事前指導、巡回指導、事後
指導を行うよう努めている。
・アーリーエクスポージャープログラム（早期現場実習）及びプリセプター指導プログラムを実施している。
・実習先と情報共有が図れるように関係構築に努めている。年度ごとの実習施設の見直しを行っている。
・実習開始前に依頼する施設の担当者を集め「バイザー会議」を開催、実習の目的、到達目標、注意事項の説
明を行うとともに、学生との面会の場を設けている。

 第６分野─商業実務関係 
・１年次前期は学内で企業実習オリエンテーションを行い、後期から企業での実習となる。
・企業と提携し、その業界の課題点を探し改善点をまとめ、プレゼンテーション形式で企業に提案する。業界
の課題を探す際には、一部の学生が企業に直接訪問しヒアリングを行ったり、企業から授業講師を招いて業
界について説明。学生と一緒に研究、実習を行い、提案書にまとめていく。
・事前のオリエンテーションに多くの時間を使っている。実習中はノートを持参させ、実習中の反省点や日々
の目標等を記入させ、後日報告させている。
・３年次、卒業研究として各人の内定、志望業界へのインターンを検討。
・本校が開発し、平成16年に公表の産学連携デュアルシステムをベースに改良を重ね、「学生が企業へ出向く」
から「IT企業の産学連携講師が学校へ出向く」に改良。平成29年度から産学連携講師たちが学校で「課題実習」
授業を展開。
・１年次、参加希望者を対象にIT業界などで実施。あらかじめ実習先の企業数社に受入れ依頼を行っておき、
希望者に選ばせる。希望者が受入れ定員を上回る場合は面談等により選考している。就職活動前に自己の適
職を判断する材料として活用している。
・ホテルにより目的や役割が違っているので、学生の希望する職種を考慮しつつも学生の能力に合わせた施設
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調査７　令和元年度　企業内実習に関する調査

を選び、さまざまな体験をすることで将来の仕事に結びつけさせている。また企業からは評価表を、学生か
らは実習報告発表をしてもらい、適切な指導が行われるようにしている。
・実習先企業ならびに業務内容については学生本人と面談し、本人の希望を十分考慮している。
・学生が実習先の希望を出す方法を取っている。実習における学生の育成について企業に働きかけ、協力をい
ただき、学校と企業が状況を共有しながら進めている。
・「実習教育概要」の講義内で、実習の目的と意義を学生に理解させたうえで実習に臨ませている。実習中は
職員が職場訪問をしたり、中間と最終でミーティングを行なったりすることで学生のフォローアップを行い、
企業との連携も深めている。
・病院内における医療事務実習を設けている。実習先は、教育目標を達成するために適しているか、運営・理
念・考え方・体制等が学習の場として相応しいか十分検討をし、選定、協力依頼している。また、学生の居
住地域や希望に配慮して実習先を決定している。
・医療機関に対して事務部門を主体とした病院事務実習、診療情報管理分野の実習を依頼している。
・病院内における医療事務実習の機会を２回、各２週間ずつ設けている。複数の病院における実習経験を学生
同志が共有することにより、職種に必要な知識と柔軟性を育むよう工夫している。
・１つの実習につき４回、教員による訪問を実施し、現場とのつながりを強化。学校独自の実習手帳を作成し
活用している。
・１年次に、インターンに一生懸命取り組んでいる２年生の学生を呼んで座談会を行い、インターンへ参加す
る意味、メリット・デメリットなどを話してもらい、理解させた上で参加させている。また、企業を呼びイ
ンターン企業説明会を行っている。

 第７分野─服飾・家政関係 
・基本的には、特定の学科やコースにおいて下級年次や卒業年次の１年前に実施している。一つには授業カリ
キュラムとしての「必修科目」、もう一方では学科・コース、学年、専攻にかかわらない「任意科目」とし
て単位認定を付与する形で実施。昨今においては、就業体験の優位性が企業における採用条件のなかで重要
度が増している。また、「早期退職」への対応のなかで、企業と学生をマッチングさせる「機会創出」の場
として捉えられている。そのため希望する学生数に反して受入れ人数の不足や実施時期の不一致等を極力低
減できるよう、学生の優先希望の調整や企業担当者による選考等を行っている。
・採用を視野に入れた受け入れが多く、学生の希望を考慮し、適切なマッチングに努めている。
・将来の職業意識を高めるため、在学中に自分が就きたい職種の経験をさせるよう指導している。
・VMD（ビジュアルマーチャンダイジング）実習として企業担当者の指導の下、店内装飾を施工。
・就職指導室担当教員と、受入れ企業の担当者が実施前に数回の打合せを行い、実習内容の詳細を決定すると
ともに、学生の実習成果の評価指標等について定める。実習期間中は、就職指導室担当教員および学科担当
教員が共に各企業に訪問し、学生の実習状況について直接確認すると共に、企業担当者と情報交換を行う。
実習修了時には、企業担当者による学生の実習成果の評価を踏まえ、担当教員が成績評価・単位認定を行う。

 第８分野─文化・教養関係 
・日中医療通訳コースのみ、一部の学生を選抜して一定期間病院で研修を実施している。カリキュラム上では
全学生が参加するような実習時間は設けておらず、参加者に対しては通常授業と振り替えて単位認定してい
る。全てのコースで実習時間としてカリキュラムとして確立させていくことが今後の課題。
・実習内容を確認し学校が適切なものであると認めた場合、企業実習を認める。実習期間中、学生は研修日誌
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に日報を書いて企業担当者にコメント・認印をもらう。企業実習終了後、企業日誌を学校に提出。本校の規
定により単位（１～４単位）を付与する。
・2018年度は11企業に13名を受け入れていただき、１週間の期間で日本企業のビジネスマナーや職場環境、実
務などを体験した。
・受入れ先企業と連携をより密にとることにより、適性をしっかり吟味し、学生にさらなる具体的で明確なイ
メージや方向性を持たせることができた。
・毎年夏休みに全学科卒業年次生の希望者を対象に、２週間前後のインターンシップを実施。インターンシッ
プ参加者は評価の上、単位を認定している。
・インターンシップ実習を授業科目として設定、企業内実習ができる企業等を学生に紹介し、授業の何時間分
かを企業内実習に当てている。
・企業において実務実習、またはアシスタント作業。担任が状況を把握するために、学生からの定期報告を義
務付けている。
・授業の一環として行っている企業内実習と、就職活動の一環における企業内実習を行っている。
・プロモーション映像科：契約企業と現場実習を経験させ、授業評価をしている。現場の経験から現実を知る
ことにより、より業界への理解を深めることができている。映画VFX専攻科：複数の企業と提携し、現場
実習を経験させている。そのまま就職内定に繋がるケースも多い。映画制作科：正規科目として実施してい
ないが、進路選択の一つとして現場見学や現場体験は実施している。
・企業内実習は、学生が希望した場合、人物、出席率、成績、取得単位数等を総合的に判定、妥当であると判
断した場合、卒業学年を対象として３か月以内を上限に実施している。基本的には学業を優先させ、学業よ
り効果的であることが期待できる場合に許可している。
・１年次は見学実習からスタートし、職種理解をしたうえで実習を行う。２年次は希望進路に向け実習を受ける。
・週１回、毎週行う実習と短期集中的に行う実習を実施している。
・１年次、必修科目として実施。学生に希望する職種および企業を聞き取り調査し、教員が企業に受入れ可否
の確認を行い実習先を決定している。毎日の実習日誌に企業担当者からコメントをいただいている。実務的
な実習を行うことで理解を深め、将来について考える良い機会として指導している。
・関連事業所、就職予定事業所などで連携して実施している。
・実習可能施設から学生の希望を取り、実習先を決定する。実習先へ施設担当が訪問し、実習内容など質の向
上を図るために打ち合わせ、学校での事前指導、施設での事前挨拶、巡回による指導、事後指導を通し、就
職を意識させる実習を実施する。
・生涯職業計画の指針として、職業選択、適性の見極めを目的として職場体験を行う。インターンシップ先は
原則として学生自身が希望する職業分野の企業にて行う。飼育、販売、接客、サービス等、幅広い分野から
選択でき、飼い主目線での接遇法の修得を目標とする。
・学生が実習を希望する企業に対して、学校が依頼して実習を行っている。
・校内に併設している動物病院、グルーミングサロンにて、必修授業として企業内実習を実施している。また
就職希望者には学外の動物病院、グルーミングサロン等でも選択科目として就職インターンシップ実習を実
施している。
・単位として認めている実習はないが、２年次に希望者をオーディションで選考し、ラジオ番組やナレーショ
ン等、声優の仕事を体験するインターンシップ制度がある。
・特定の企業を決めず、実習内容をその都度企業と打ち合わせて契約締結している。成績評価と総評から就職
内定につながるケースもある。
・実務経験のあるプロによる指導を受けることで、より実践的な実習を行っている。
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調査７　令和元年度　企業内実習に関する調査

 高等課程 
・准看護師養成所のため病院実習は必須であり、２年生になると週３日、８時～16時の病院実習がほとんど。
他施設での学生の行動にはマナーから気を遣っている。近年は感染や情報の管理も厳しくなり、毎年、方法
を見直している。
・就職希望ジャンルに沿って、非常勤講師の店や就職実績のある店や会社を中心に実習先を設定し、依頼して
いる。
・学生の自宅から学校までの通学経路（通学定期が使用可能な経路）内で実施できるようにしている。企業内
実習の前後においては、学生に対しての事前指導と事後報告を実施し、３年間のカリキュラムとして位置づ
けている。また、実施前には企業担当者にも事前説明会を実施し、学校としての目的や実習内容を伝達し、
報告書の提出をお願いしている。
・ファームでの農業体験と染色。
・１、２年生は10月～３月、３年生は５月中旬～２月と、企業実習期間の幅を広げている。また１人の実習期
間は１～２週間程度で実施している。就職指導部の教員を専任とし、企業サイドと密接な関係を構築した。
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