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北海道大学大学院教育学研究院紀要

第127号　2016年12月

ワンデイインターンシップ体験による

働くことに関する意識の変化

－Ａ商業高校の３時点調査からの考察－

髙　橋　秀　幸＊

【要旨】　本稿では，高等学校におけるインターンシップ，中でも期間が短い「ワンデイイン

ターンシップ」に注目し研究を進めた。１～２日間という短期の体験的・実践的な学びからど

のような影響を受けたかについて３時点（事前・事後・卒業前）におけるアンケート調査によ

り分析を行った。研究目的は３時点において生徒の働くことに関する意識はどのように変化す

るのか，また，働くことに関して肯定的な気づきを得て，それが卒業前まで続く生徒にはどの

ような特徴があるのかを明らかにすることである。結果からは，今回すべての観点で事前調査

よりも，事後調査で気づきや意識の変化が確認された。しかし，卒業前調査では事前調査より

も有意に向上がみられたのは２項目のみであった。その中で，ワンデイインターンシップをきっ

かけとして肯定的な意識変化が見られたのは，事前調査で就きたい職業について「決まってい

ない」と自覚している生徒に多いことがわかった。

【キーワード】ワンデイインターンシップ，キャリア教育，実践的・体験的学習，商業高校

１．研究の背景

　高校におけるインターンシップの実施状況は図表１の通りで，2014年度の実施率は公立高校

で約80%である（国立教育政策研究所生徒指導・進路指導センター：以下，国教研）。しかし，

参加率（在学中に一度でもインターンシップに参加した者の割合）は35%に留まっている。こ

れは中学校における職場体験が98%を超える実施率であり，参加形態のほとんどが原則全員参

加と比較すると大きな開きがある。しかし，キャリア教育に注目が集まる中，高校におけるイ

ンターンシップは図表１の通り実施率，参加率ともに向上してきている。

　高校生の体験期間では11日以上のまとまった日数を体験できる生徒はわずか5.6%に留まり，

１日もしくは２～３日間が７割を占め，短期間のインターンシップ体験が多い現状がみてとれ

る。なお，本研究で対象とするワンデイインターンシップ（以下，ワンデイ）とは１日もしく

は２日間，希望の職場で仕事を体験するものを指し，近年，高等教育機関を中心に行われる就

職活動に関連した広報的な内容のものではない。

　高校におけるインターンシップや体験的・実践的な学習については，高等学校学習指導要領

総則において「産業現場等における長期間の実習を取り入れるなど就業体験の機会を積極的に

設ける」とし，中央教育審議会『初等中等教育分科会高等学校教育部会 審議まとめ－高校教

育の質の確保・向上に向けて－』（2014）においても職業教育の充実として，実践的な学習活

＊ 北海道大学大学院教育学院博士後期課程
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動や就業実習の積極的導入について触れることを掲げるなど多くの場面で言及されてきてい

る。さらに，2015年８月には中央教育審議会『初等中等教育分科会教育課程企画特別部会にお

ける論点整理について』が報告され，この中でも生徒が主体的に参加する能動的学習方法につ

いて示され，一層の充実が期待されている内容である。

 このように高校においてもインターンシップや体験的・実践的な学習の重要性が語られる

中，教科指導や受験に向けての進路指導，学校行事を中心とした特別活動，さらに日常の生活

指導等から，インターンシップの実施や準備にあてる時間がないという声も聞かれる。また，

前述の国教研「職場体験・インターンシップ実施状況等調査結果」でも高校インターンシップ

の体験日数については，「そのままでよい」という回答が90%を占め，いくつかの学校では負

担軽減のため「日数を減らしたい」とも回答している。こうした現状から高等教育機関に多い

２週間程度のまとまった期間の体験１）ではなく，高校では短期の体験が中心と考えられる。

　そこで，本研究では高校における体験的・実践的な学習の一つとしてワンデイを取り上げ，

短期間の事例から高校生の働くことへの意識の変化について調査・分析することにした。

図表１　公立高校のインターンシップ実施概要 （単位：％）

年度 1998 2003 2008 2014

実施率（学校ベース） 20.9 52.2 69.1 79.3

参加率（生徒ベース） ----- 17.5 27.2 35.0

参
加
者
の
体
験
日
数

１日 ----- 17.8 20.4 19.3

２～３日 ----- 54.7 56.2 50.8

４～10日 ----- 24.5 21.0 24.4

11日以上 ----- 3.0 2.5 5.6

合計 ----- 100 100 100

出所：国教研「職場体験・インターンシップ実施状況等調査結果」の各年度データ及び

文部科学省「平成15年度インターンシップの実施状況」より筆者が作成。なお，1998年

度は実施率以外のデータなし。

２．先行研究と課題設定

（１）先行研究

　高等学校におけるインターンシップについては，これまでもいくつかの研究成果がある。例

えば，高校専門教育における事例として荻野・佐藤（2011）が，工業高校における就業体験か

ら学んだものとして「社会での仕事を知る」「責任感が生まれる」「あいさつの意味を知る」こ

とをあげている。また，永井・伊藤他（2010）によれば，工業高校の企業実習とインターン

シップで学んだことを比較し，企業実習では「働くことの厳しさ」「専門性の大切さ」について，

インターンシップでは「社会を知る」や「マナーの大切さ」という項目で効果が高いことを明

らかにしている。
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　工業高校以外では，今井・高寺・清水（2007）が普通科高校での調査からインターンシップ

は生徒の職業観・勤労観を育成し，目標意識設定上も有益であることを示し，インターンシッ

プと働くことの関連を示唆している。さらに高橋（2013）の商業高校におけるインターンシッ

プと販売実習の事例研究では，商業高校生のインターンシップには「進路決定効果」がみられ

販売実習という体験的・実践的な学習では「チームワーク醸成効果」がみられたとし，実習種

別による効果の違いを明らかにしている。

　インターンシップの日数や期間については，田中（2007）が２週間程度の体験期間のものを

職業観醸成型インターンシップとし，そこでの気づきに注目し，高校生や大学１・２年生の段

階では，この気づきを得ることが大切であると述べている。また，文部科学省（2009）『イン

ターンシップの導入と運用のための手引き』では，職業意識醸成型は２～３週間程度の期間で

も効果がみられるが理論実践型は１ヶ月以上の長期間が望ましいとされている。

　その一方で，亀野（2009）は大学の２週間程度の体験型インターンシップについて，長期イ

ンターンシップの有効性を認めながらも大学での短期インターンシップの意義を示し，期間的

デメリットについては，事前・事後研修でカバーできると述べている。また，児美川（2013）

でも職場体験・インターンシップの教育的な効果について一過性のイベントでは効果は継続せ

ず，職業理解につなげるためには事前および事後の学習指導が不可欠であるとし，教育課程に

有機的に位置づけて実施することを提案している。このように体験期間の長さも重要だが，事

前・事後の指導の工夫では一定の効果が期待できるという見方もある。

　高校生の勤労観や職業観など働くことに関しても多くの研究成果がある。山田（2007）では，

児童・生徒の職業観について1982年と2003年という２つの調査を行い，５つの職業観尺度（経

済性，社会的価値，自己実現，社会的奉仕，義務感・使命感）について比較している。このう

ち社会的奉仕について若干の変化が見られる程度で職業観は20年間でそれほど変化していない

と分析している。松本（2008）では高校生は職業に対して自分の「自立」や「生きがい」を重

視しているとし，具体的に就きたい職業をイメージすることは，職業の持つ有用性を高めると

している。また，インターンシップなどで働く人とふれあうことも体験の意義ととらえ，職業

モデルの存在の重要性を述べている。

　また，柿原（1997）では職業高校生の勤労観について学科別に調査し，職場人間関係，自己

実現，社会的自己実現，社会的ステイタス，という４つの尺度で学科ごとの特徴をとらえてい

る。さらに，佐藤他（2004）では，商業高校３校のアンケート結果から職業を決める時に重視

するものとして「より多くの金銭が得られること」「自分のやりたい仕事ができること」「職場

環境が良いこと」といった項目を重視し，働きやすさを求める傾向が商業高校生にみられると

している。

　このように今日のインターンシップは，その効果や期間的な有効性は認識されているものの

高校現場では，その期間的充実は進んでいないのが現状である。また，キャリア教育が広がり

をみせその取り組みが充実してきている中で，高校生と働くことについての関係性はますます

重要性を増してきている。

（２）課題設定

　こうした高校生のインターンシップや働くことに関する先行研究をふまえ，本研究ではワン

デイ体験を軸として研究を進める。高等教育機関におけるインターンシップの流れには半年，
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一年という長期的な流れもあり，ワンデイについては批判的な論調もみられる。前述した文部

科学省の手引き（2009）でも短期間のインターンシップには否定的な部分も含まれている。し

かし，高校の現状ではワンデイのような短期間の体験的・実践的な学びが主流となっているの

は図表１で見たとおりである。そこで，ワンデイという非常に短い体験学習により生徒の働く

ことに関する意識がどのように変化し，それが一定期間経過した卒業時にはどのように変化し

ているかを探っていくことにした。

　これまでのインターンシップ研究では事前・事後の変化を捉えたものが多いので，本調査で

は一定期間を経た後（卒業前）のデータを加えた３時点での比較を試みることとした。１日も

しくは２日という非常に短い期間であっても生徒の働くことに関する意識が変化するならば，

インターンシップをはじめ短期間であっても体験的・実践的学びが積極的に評価され，今後の

キャリア教育の内容を考える上でのヒントが得られるだろうと考えた。

　そこで，本研究ではワンデイの事前調査，事後調査，そして１年後の卒業前調査において「何

のために働くのか」を３時点で尋ね，その変化をみていく。さらに，ワンデイ体験から働くこ

とに関して肯定的な気づきを得る生徒には，どのような特徴があるのかを明らかにしていく。

つまり，研究課題は次の２点である。

　①ワンデイ体験の前後及び卒業前の３時点において生徒の働くことに関する意識はどのよう

に変化するのか。

　②ワンデイ体験をきっかけに働くことに関して肯定的な気づきを得て，それが卒業前まで続

く生徒にはどのような特徴があるのか。

３．研究方法

（１）調査対象校の概要と調査対象

　本研究では生徒全員が短期間のインターンシップを行っている学校を探し，北海道内都市部

にあるＡ商業高校に依頼し３時点におけるアンケート調査を行った。Ａ商業高校ではインター

ンシップを毎年２年次11月に実施し，教育課程上は「総合的な学習の時間」としている。なお，

調査概要は図表２の通りである。

図表２　調査概要

調査

対象

北海道内Ａ商業高校

2013年３月卒業の235名中３回とも回答した187名

体験

日数

２日：２年次就職希望42名（22.5%）

１日：２年次進学希望者145名（77.5%）

調査

時期

事前調査（１回目）：2011年６月，事後調査（２回目）：2011年11月

卒業前調査（３回目）：2012年12月

進路
進学131名　70.0%（内訳：大学・短大63名，専門学校等68名）

就職45名　24.1%，その他11名２）　5.9%卒業前調査時点のもので予定を含む

（出所）３時点調査結果より筆者作成。
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　Ａ商業高校では取り組みのねらいを「生徒が望ましい勤労観・職業観および職業に関する知

識や技術を身につけるとともに，自己の個性を理解し，主体的に進路を選択する能力・態度を

育てること」としている。つまり，商業科での学びを確認する職業実習的インターンシップと

いうより，職業観・勤労観や進路選択の一助を目的としたキャリア教育的インターンシップと

いえ，普通科高校に近い形態である。

　また，実際の体験日数は１～２日間であるが，事前指導は５回行っている。指導の内訳は６

月に１回（概要説明，希望先調査），10月に２回（全体説明と個別目標設定），11月に２回（事

業所別個別説明と直前指導）となっている。中でも個別目標設定ではワンデイで何をして，何

を見て，何を訊いてくるかなど生徒一人ひとりにしっかりと考えさせている点が特徴的であ

る。事前のこうした取り組みが重要であることは先行研究においても既に指摘されている。

　また，ワンデイ当日は，進学希望者は事業所を訪問・見学を中心とした職場体験で，就職希

望者は販売活動，サービス活動，事務処理など様々な業務を体験する就業体験となっている。

事後指導では体験のふりかえりなどと事後アンケートへの回答等の作業を１回行っている。こ

うした事前・事後指導は担任教員と実習担当者（進路指導部教員）が連携しながら進めている。

　調査時期については体験前の事前指導１回目（６月），実施直後の事後指導日（11月），さら

に３年次卒業前のLHR（12月）の３時点でアンケート調査を行い，３回ともすべてに回答し

た187名を分析対象とした。調査はすべて質問紙を使用し，担任教員から調査についての説明

を受けた後に生徒がその場で回答し，記入後すぐに回収した。記入方法は調査対象の追跡がで

きるように記名式による自己記入方式とした。

（２）調査内容と分析手法

　本研究の目的であるワンデイ体験によって生徒の働く意識がどのように変化するかを３回の

質問紙による調査（３時点調査）の回答から分析を行った。調査では以下の①から⑤の通り，

「何のために働くか」について質問した。すべての問いで４点尺度（思う：４点，少し思う：

３点，あまり思わない：２点，思わない：１点）で回答を得て集計した。なお，３時点の質問

項目については次の通りである。

「何のために働くのか」

　①暮らすのに必要なお金をもらうため（経済）

　②人に認められたり評判を得るため（評価）

　③自分の得意なことや能力を活かしやりたいことをするため（自己）

　④世の中のためになることをするため（奉仕）

　⑤卒業したら働くのが当たり前だから（義務）

　これらの質問の５つの指標は先行研究でも触れた山田（2007）における「児童・生徒の職業

観」における職業価値観測定に用いられた職業観尺度の５つ（経済重視，社会的価値重視，自

己実現重視，社会的奉仕，義務感・使命感）を参考に作成した項目である。



68

４．調査結果

（１）ワンデイ体験による働く理由の変化

　３時点調査の集計結果は図表３の通りである。事前調査と比べると事後調査ではすべての観

点で平均値が向上し，ワンデイ体験であっても，「何のために働くのか」というとらえ方に肯

定的変化がみられる。しかし，体験から１年後の卒業前調査では事後調査時よりも２つの観点

（②評価，③自己）で平均値が低下し，肯定的影響が薄れているようにみえる。

図表３　３時点調査の集計（n=187）

事前調査平均値 事後調査平均値 卒業前調査平均値

観点 （標準偏差） （標準偏差） （標準偏差）

何
の
た
め
に
働
く
の
か

①経済
3.604 3.674 3.759

（-0.522） （-0.524） （-0.476）

②評価
2.807 2.893 2.668

（-0.730） （-0.782） （-0.853）

③自己
3.337 3.476 3.326

（-0.612） （-0.683） （-0.700）

④奉仕
2.893 3.070 3.150

（-0.740） （-0.810） （-0.796）

⑤義務
2.711 2.743 2.807

（-0.875） （-0.961） （-0.965）

（出所）３時点調査結果より筆者作成。

図表４　各観点（①～⑤）における差の比較

観点 差
対応サンプルの差

t値
有意確率

（両側）平均値 標準偏差

何
の
た
め
に
働
く
の
か

①経済

事後－事前 0.070 0.559 1.701 n.s.

卒前－事後 0.086 0.490 2.389 *

卒前－事前 0.155 0.616 3.445 **

②評価

事後－事前 0.086 0.863 1.355 n.s.

卒前－事後 -0.225 0.882 -3.484 **

卒前－事前 -0.139 0.946 -2.01 *

③自己

事後－事前 0.139 0.77 2.468 *

卒前－事後 -0.150 0.835 -2.451 *

卒前－事前 -0.011 0.892 -0.164 n.s.

④奉仕

事後－事前 0.176 0.82 2.942 **

卒前－事後 0.080 0.891 1.231 n.s.

卒前－事前 0.257 0.955 3.675 **

⑤義務

事後－事前 0.032 0.972 0.451 n.s.

卒前－事後 0.064 1.071 0.82 n.s.

卒前－事前 0.096 1.103 1.193 n.s.

（出所）３時点調査結果より筆者作成。　** p<.010, * p<.050, n.s:有意差なし
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　次に３時点調査での各観点における伸長を差の比較からみていく。図表４には事後調査と事

前調査，卒業前調査と事後調査，そして卒業前調査と事前調査それぞれの差を示した。

　この中で注目したのは，①「暮らすのに必要なお金をもらうため（経済）」，④「世の中のた

めになることをするため（奉仕）」，⑤「学校を卒業したら働くのがあたりまえだから（義務）」

の３点である。これらは差がすべてプラスであり，体験後はもちろん卒業前においても平均値

の伸長がみられた。さらに，ｔ検定においても卒業前調査と事前調査で有意に向上がみられた

観点は，①経済と④奉仕の２つのみである。

　この２観点は，事前調査からワンデイ経験後の事後調査を経て，卒業前調査まで働くことに

ついて意識の向上がみられたものである。両者とも一部非有意が含まれるものの，事前調査と

卒業前調査の差が有意であったことから（図表４下線部），この期間において働くことに関し

ての意識の向上がみられると判断した。

　では，次に３時点における生徒の働くことに関してのとらえ方の変化についていくつかのグ

ループに分類し，その特徴についてみていく。

（２）ワンデイ体験で影響を受ける生徒の抽出

　まず，事前，事後，卒業前の３時点において肯定的（４尺度中，思う・少し思う）な回答を

した生徒を「肯定的回答者（Y）」とし，反対に否定的（４尺度中，あまり思わない・思わない）

と回答した生徒を「否定的回答者（N）」に分類した。そして，その組み合わせによりG1から

G8の８グループに分け，グループ別に観点ごとに集計した。その結果が図表５である。

　事前調査から卒業前調査まで働くことに関するそれぞれの観点を肯定的にとらえ３時点とも

変化しないのがG1である（Y-Y-Y）。Ａ商業高校は，このG1の生徒が多く特に①経済は97%，

③自己は80%を越えている。

図表５　５観点の肯定的回答群と否定的回答群の組み合わせ（n=187）

グ
ル
ー
プ

事
前
調
査

事
後
調
査

卒
前
調
査

①経済 ②評価 ③自己 ④奉仕 ⑤義務

数
割合

（%）
数

割合

（%）
数

割合

（%）
数

割合

（%）
数

割合

（%）

G1 Y Y Y 182 97.3 76 40.6 151 80.7 107 57.2 62 33.2

G2 Y Y N 0 0.0 25 13.4 11 5.9 9 4.8 14 7.5

G3 Y N Y 1 0.5 6 3.2 9 4.8 12 6.4 18 9.6

G4 Y N N 1 0.5 17 9.1 4 2.1 7 3.7 15 8.0

G5 N Y Y 2 1.1 16 8.6 9 4.8 17 9.1 17 9.1

G6 N Y N 0 0.0 18 9.6 2 1.1 7 3.7 12 6.4

G7 N N Y 0 0.0 8 4.3 1 0.5 18 9.6 20 10.7

G8 N N N 1 0.5 21 11.2 0 0.0 10 5.3 29 15.5

合計 187 100 187 100 187 100 187 100 187 100

（出所）３時点調査結果より筆者作成。Yは肯定的回答，Nは否定的回答であり生徒の３時点の回答

パターンの組み合わせによってG1からG8の８グループに分類した。
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　そこで，ここではワンデイ体験により気づきを得たと考えられる特徴的グループに注目する

ことにした。それは事前調査において否定的な回答者（N）であり，事後調査で気づきを得た

肯定的な回答者（Y）で，さらに卒業前調査でふりかえった時点でも肯定的な回答者（Y）と

なり，継続性がみられたG5（N-Y-Y）である。このG5は，ワンデイ体験によって働くことに

関して気づきを得て，意識の変化が見られ，その意識が卒業前まで続いている生徒群である。

このG5の生徒はワンデイ体験より影響を受けた生徒であることから「体験影響生徒」と定義し，

この生徒群の特徴を検討していく。

　このG5（体験影響生徒）は，どの観点においても割合は低いが，④奉仕の観点では約10%が

このグループ内いる。また，前述した t 検定においても④奉仕の観点は有意差がみられたこと

から，この観点に絞り特徴を詳しく分析することにした。

　それでは，④奉仕の観点におけるG5（体験影響生徒）の特徴を本調査で得た他の項目との

関連から確認していく。

（３）体験影響生徒の特徴

　ここでは「④世の中のためになることをするため（奉仕）」と「G5（体験影響生徒）」の関

係をみていくことにする。

　まず，調査対象のうち３時点すべてを肯定的にとらえている生徒であるG1（Y-Y-Y）と体

験影響生徒であるG5（N-Y-Y），それ以外のその他生徒の３群に分け，本調査で得た他のデー

タ項目を用いてクロス集計を行い，どの項目と関連が見られるか一つずつ確認し，特徴を明ら

かにした。

　具体的に本調査で得られたデータとは，次のa ～ kの11項目である。これらを変数にクロス

集計を行い，有意な関連があるかどうかを確認した。

　a. 性別

　b. クラス

　c. インターンシップ体験先

　d. 体験日数

　e. 体験前の就きたい職業の状況

　f. 卒業時進路

　g. インターンシップへの自信

　h. 高校生活全体に対する満足度

　i. アルバイト経験の有無

　j. 卒業時の成績判定

　k. 資格取得数

　なお，これらの項目の詳細については注に記した３）。

　その結果，χ２検定で有意な関連性がみられ，残差分析からも特徴がみられた項目はワンデ

イ体験前の「就きたい職業の状況」であった。就きたい職業の状況とは，事前調査で「就きた

い職業が決まっているか」という問いに「決まっている・ほぼ決まっている・迷っている・決

まっていない」の４項目で回答を得たものである。ここでは「決まっている・ほぼ決まってい

る」を併せた３項目で集計したものである。
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　④奉仕の観点におけるG5（体験影響生徒）と体験前の「就きたい職業が決まっているか」

という項目の集計結果は図表６の通りである。ここで注目しているG5（体験影響生徒）は，

事前調査において就きたい職業が「決まっていない」生徒に多く，「迷っている」生徒は少な

い傾向がみてとれる。一方，G1（全て肯定的回答）は「決まっている・ほぼ決まっている」

に多く，「決まっていない」は少ない傾向にある。また，細かいグループごとの判断は出来な

いが，その他グループは，就きたい職業について「迷っている」が多く，「決まっている」が

少ない傾向にある。

　さらに，事前調査で就きたい職業が決まっている生徒と決まっていない生徒，迷っている生

徒の④奉仕の観点について３時点の平均値で示したのが図表７である。全ての生徒が事後調査

では事前調査より平均値が向上し肯定的な変化がみられる。しかし，決まっている生徒と迷っ

ている生徒は卒業前調査時では事後調査よりも低くなり，決まっていない生徒の値のみが事後

調査，卒業前調査と徐々に伸長していることがわかる。

図表６　「④世の中のためになることをするため（奉仕）」と「就きたい職業」の関係

④「世の中のためになること

をするため（奉仕）」
合計

Ｇ１ Ｇ５ その他

（Y-Y-Y）（N-Y-Y）（G1・G5以外）

就
き
た
い
職
業
（
事
前
調
査
）

決まっている・

ほぼ決まっている

度数 59 7 22 88

% 67.0% 8.0% 25.0% 100%

調整済み残差 2.6 -0.5 -2.4

迷っている

度数 30 3 24 57

% 52.6% 5.3% 42.1% 100%

調整済み残差 -0.8 -1.2 1.6

決まっていない

度数 18 7 17 42

% 42.9% 16.7% 40.5% 100%

調整済み残差 -2.1 1.9 1.1

合計
度数 107 17 63 187

% 57.2% 9.1% 33.7% 100%

（出所）３時点調査結果より筆者作成。　χ２乗値10.649　p<0.05

図表７　就きたい職業が決まっている生徒と決まっていない生徒の平均値比較（観点④奉仕）

事前調査 事後調査 卒前調査

決まっている生徒（事前調査） 2.77 3.22 2.70

迷っている生徒（事前調査） 2.63 3.05 2.91

決まっていない生徒（事前調査） 2.69 2.79 2.88

（出所）３時点調査結果より筆者作成。
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５．考察

（１）ワンデイ体験による意識の変化

　それでは３時点調査から生徒が「何のために働くのか」についてどのように意識が変化した

のかをみていく。

　すべての質問で事前調査より事後調査で肯定的な意識の向上がみられるものの，卒業前調査

では事後調査より意識が低下した観点が２つあった。これはワンデイのような短期の体験的・

実践的学びであっても実施後には働くことについて肯定的な影響をうける生徒が増えること

と，時間が経過するとその影響が薄れていくことを示している。体験直後の意識の向上は先行

研究にもあったように一過性の一時的な興奮ともとらえられる。しかし，ワンデイ体験により

気づきを得て，働くことに対して肯定的に考えを進める部分が限定的にでも存在するのならば，

それはワンデイによる効果の一つといえる。

　さらに，①「暮らすのに必要なお金をもらうため（経済）」，④「世の中のためになることを

するため（奉仕）」の２観点は事前調査よりも卒業前調査で統計的にも有意に向上がみられた。

このように肯定的な変化の継続がみられる項目があるならば，短期間のワンデイ体験であって

も働くことに意識を向かわせるきっかけになるであろう。

　また，３時点調査で「何のために働くのか」（①～⑤）という観点すべてで半数以上がG1（全

て肯定的回答）の生徒であった。中でも①「暮らすのに必要なお金をもらうため（経済）」は

97%，③「自分の得意なことや能力を活かしやりたいことをするため（自己）」は80%と高い割

合であった。これは先行研究の佐藤（2004）にあったように商業高校生の気質として働きやす

さを重視する傾向を示しているとも考えられ，日頃から資格取得や実践を通して自らの得意な

分野を備えている商業高校の生徒の特徴ともいえるのではないだろうか。

　しかし，一方で卒業前調査の時点では就職希望者は就職活動を経験したことや進学希望者に

おいてもアルバイトや他の商業科目に関する実習，さらに日常の生徒指導からも影響を受けて

いる可能性があることは否定できない。つまり，学校教育の一環としてとらえる以上，これら

は，ワンデイ体験という一つの事象からのみの結果とは言い切れない。さらに，Ａ商業高校は

商業高校とはいえ，約70%が進学者であり，その点も考慮が必要な部分である。

（２）ワンデイの体験から働くことに気づきを得る生徒（体験影響生徒）の特徴

　次に，差の検定において統計的に有意に向上がみられた④「世の中のためになることをする

ため（奉仕）」とクロス集計で関連がみられた体験前調査における「就きたい職業」について

考察していく。ここでは，本研究で注目した３時点調査によるG5（体験影響生徒）とG1（全

て肯定的回答生徒），その他生徒の３つに分類し，分析を行った。

　そこでワンデイにより④奉仕について気づきを得るのは，事前調査で就きたい職業について

「決まっていない」と自覚している生徒に多い傾向が見られた。これは就きたい職業が決まっ

ていない生徒は，何も準備をしていないことを自覚し，周囲と比較して焦りが出てくることか

ら，ワンデイ体験で気づきを得て，働くことについて肯定的にとらえていくのではないかと考

えられる。また，そこで得た気づきはその後も進路調査や担任との面談など進路に関する指導

がある都度思い出すため，進路が決定するまであるいは卒業前まで意識が続くのではないだろ

うか。この部分の裏付けとしては，事前調査で決まっていないとした生徒群だけが，④奉仕の
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観点について平均値が向上し続けていることもあげられる。

　こうしたことから，就きたい職業が決まっていないと自覚している生徒は，一部分とはいえ

ワンデイ体験を含めた実践的・体験的学びから働くことについて肯定的な意識を持ち，それが

卒業まで続く可能性が高いものと考えられる。

６．おわりに

　本研究の目的は，①ワンデイ体験の前後及び卒業前の３時点において生徒の働くことに関す

る意識はどのように変化するのか，②働くことに関して肯定的な気づきを得て，それが卒業前

まで続く生徒にはどのような特徴があるのかの２点を明らかにすることであった。

　高校生にとってのワンデイ体験は，実施直後にはさまざまな気づきを得ることができるが，

卒業前時点では肯定的な影響は薄れていく。しかし，「暮らすのに必要なお金をもらうため」，

「世の中のためになることをするため」という２観点は生徒に気づきを与え，その意識が一定

期間継続する可能性があることがわかった。

　また，３時点の回答組み合わせから，すべて肯定的な回答をした生徒が「暮らすのに必要な

お金をもらうため」，「自分の得意なことや能力を活かしやりたいことをするため」は高い割合

となり，先行研究からもわかるとおり商業高校生の気質といえる部分が示された。

　また，「奉仕の観点における体験影響生徒」と事前調査の「就きたい職業」には関連がみら

れた。中でも事前に就きたい職業が決まっていない生徒はワンデイによる気づきを得る体験影

響生徒に多くみられ，ワンデイ体験で働くことへの肯定的意識の変化がみられることがわかっ

た。

　ただし，今回の研究はＡ商業高校１校の事例のみを分析したもので結果も限定されている。

今後，ワンデイや働くことの意識について一般化を目指すには他校のデータを収集し，さらに

分析を深化させる必要がある。調査項目も限定された５つのみに着目し，不足している観点も

あり，幅広い視点をもって分析していく必要がある。

　これからは本研究において明らかになったワンデイ体験による生徒の働くことへの意識の変

化について高校側とも一層の議論を深め，ワンデイなど短期の体験的・実践的な学習と働くこ

とについて考えを深化させ，研究を進めていきたい。

注

１ 文部科学省「平成26年度大学等におけるインターンシップ実施状況について」より

２ 進路その他の内訳は次の通り。

 　予備校２名，留学１名，公務員受験１名，アルバイト継続１名，就職未定４名，進路未定２名

３ 体験影響生徒の特徴を分析するため使用した項目の概要は次のa ～ kの通りである。

　　a. 性別：男子，女子の区分で記入（全調査で記入）。

　　b. クラス：全６クラスの区分で記入（全調査で記入）。
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　　c. 体験先：事後調査において記入した項目で，就職希望者は20事業所より選択，進学希望者他は34事業

所より選択した事業所名を記入した。

　　d. 体験日数：事後調査において記入した項目で，就職希望者は２日間，進学希望者他は１日。

　　e. 就きたい職業の状況：事前調査において「体験前に就きたい職業が決まっているか」を尋ねた項目で，

「決まっている・ほぼ決まっている・迷い中・決まっていない」，から選択して回答を得た。

　　f. 卒業時進路（進学・就職）：卒業前調査時点での進路決定状況。進学者（予定含む）と就職者他に分類。

　　g. インターンシップへの自信：事前調査において 「今までの学習成果を発揮できると思うか」を尋ねた

項目で，思う・やや思う，を自信あり，あまり思わない・思わない，を自信なしに分類。

　　h. 高校生活全体に対する満足度：卒業前調査で「高校生活全体に満足しているか」を４点尺度で尋ねた。

　　i. アルバイト経験の有無：卒業前調査において３年間で一度でもアルバイトの経験があるかどうかを尋

ねた。

　　j. 卒業時の成績（判定）：卒業前調査において評定平均を記入した。5.0～4.3を「A」，4.2～3.7を「B」，

3.6以下をすべて「C」と分類した。通常は「D」，「E」という判定もあるが本調査では少人数のため

「C」にまとめて処理した。

　　k. 資格取得数：卒業前調査において３年間で取得した資格数を記入したもの。同じ種類の資格でも２級，

１級と取得した場合は２個とカウントし，調査対象者の平均取得数である10個を基準に高低を判断し

た。

参考文献または引用文献

今井由美，高寺政行，清水義雄（2007）「高校生の職業観形成におけるインターンシップの効果」『日本感性工

学会研究論文集』Vol.7 №1，pp.137-144．

荻野和俊・佐藤史人（2011）「高校工業教育における長期の就業体験（インターンシップ）の可能性と限界」

『和歌山大学教育学部研究紀要』第62集，pp.137-144．

柿原長弘（1997）「職業高校生の勤労観に関する基礎的研究（1）」『進路指導研究』第18巻１号，39-46．

亀野淳（2009）「体験型インターンシップの役割の再検証と仮説の設定・検証による向上効果」『インターン

シップ研究年報』第12号，pp.17-24．

国立教育政策研究所生徒指導・進路指導研究センター「平成26年度職場体験・実施状況等調査結果（概要）」

　　（https://www.nier.go.jp/shido/centerhp/i-ship/h26i-ship.pdf）．2016.1.10取得．

国立教育政策研究所生徒指導・進路指導研究センター「平成20年度職場体験・インターンシップ実施状況等調

査結果（概要）」．（https://www.nier.go.jp/shido/centerhp/i-ship/h20i-ship.pdf）．2015.1.20取得．

児美川孝一郎（2013）『キャリア教育のウソ』筑摩書房

佐藤史人・金泉賢司・寺田盛紀（2004）「高校生の職業観と職業教育－商業系学科のアンケート結果を中心に－」

『産業教育研究』第34巻第１号，pp.14-15．

高橋秀幸（2013）「インターンシップと販売実習に関する比較研究－商業高校在校生調査から－」『インターン

シップ研究年報』第16号，pp.1-10．

田中宣秀（2007）「高等教育機関におけるインターンシップの教育効果に関する一考察」『インターンシップ研

究年報』第10号，pp.7-14．

中央教育審議会（2011）『今後の学校教育におけるキャリア教育・職業教育の在り方について』（答申）



75ワンデイインターンシップ体験による働くことに関する意識の変化

中央教育審議会（2015）『初等中等教育分科会教育課程企画特別部会における論点整理について』（報告）

中央教育審議会（2014）『初等中等教育分科会高等学校教育部会 審議まとめ－高校教育の質の確保・向上に向

けて－』

文部科学省（2003）「平成15年度インターンシップ実施状況」

　　（http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/career/05010501/004.htm）2015年１月20日取得．

文部科学省（2016）「平成26年度大学等におけるインターンシップ実施状況について」

　　（http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2016/03/15/1368428_01.

pdf）2016年５月２日取得

文部科学省（2009）『高等学校学習指導要領』

文部科学省高等教育局専門教育課（2009）『インターンシップの導入と運用のための手引き』

永井千秋，伊藤浩，芳井隆，土井直祐，橋本基宏，平野敦司（2010）「神戸市立工業高校における産学連携実

践教育の試み」『工学・工業教育研究講演会講演論文集』日本工学教育協会，pp.642-643．

松本浩司（2008）「高校生の職業観の構造と形成要因－職業モデルとの関連を中心に－」『キャリア教育研究』

第26号，pp.57-67．

山田兼尚（2007）「児童・生徒の職業観」『キャリア教育への招待』東洋館出版社



76

The Change in Work-Related Awareness

 Through One-Day Internship:

A Study of Three-Part Research at Commercial High School “A”

Hideyuki TAKAHASHI

Key Words

One-Day Internship, Career Education, Practical and Experiential Learning, Commercial High 

School

Abstract

This study focuses on a one-day internship at a high school. To learn the influence of a 

short-term internship on high school students, questionnaires at three different points－before 

the internship, afterward, and at graduation－have been analyzed. The aim of the study is to 

learn how high school students’ work-related awareness changes from the experience, what 

positive aspects they find in the work, and what kind of students keep that awareness until 

graduation. The result shows that the students’ awareness changed in every aspect through the 

experience, but, for the most part, the effect of the experience did not last until graduation. One 

significant change of awareness is found among many of the students who had no clear idea 

before the internship what kind of work they would want to do in the future.


