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■設 立：平成18年（2006年）6月12日

（平成28年4月1日 一般社団法人を設立）

■正会員： 39校（31大学、７短期大学・短期大学部、 1高等専門学校）

4年制大学の加盟率（兵庫県下38校のうち31校） 約81.6％ ※令和元年学校基本調査より

■賛助会員：20企業

（平成27年度：6企業 ⇒ 2021年度：20企業に増加）

■特別会員：1団体(独立行政法人日本学生支援機構)

■学生数：約10万人

主旨：国際性を中核に、兵庫県の特徴を活かし、

教育水準の向上と地域振興に貢献

事業：国際交流、学生交流、教育連携、高大連携、FD・SD、キャリア事業を

中心に大学間連携、産官学連携を展開

一般社団法人大学コンソーシアムひょうご神戸
プロフィール

大学コンソーシアムひょうご神戸について



大学コンソーシアムひょうご神戸 役員
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理事長 関西学院大学 学長 村田 治

副理事長 神戸学院大学 学長 佐藤 雅美

甲南大学 学長 中井 伊都子

理事 関西国際大学 学長 濱名 篤

神戸大学 学長 藤澤 正人

神戸松蔭女子学院大学 学長 待田 昌二

神戸女学院大学 学長 中野 敬一

神戸親和女子大学 学長 三井 知代

神戸常盤大学 学長 濵田 道夫

神戸常盤大学短期大学部

兵庫県立大学 学長 太田 勲

監事 大手前短期大学 学長 福井 洋子

神戸市外国語大学 学長 田中 悟

参与 兵庫県知事 齋藤 元彦

神戸市長 久元 喜造

独立行政法人日本学生支援機構 理事長 吉岡 知哉

関西国際大学 副学長 浅野 考平

2022年2月現在
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「ひょうご留学生インターンシップ」について



日本の留学生数
(大学院・大学・短期大学等 高等教育機関所属学生 地域別)

地域別. 全国
（R2.5現在)

構成比 兵庫県
（R.5現在)

構成比

アジア 125,333 92.1% 8,098 96.4%

ヨーロッパ 4,834 3.6% 128 1.5%

アフリカ 1,903 1.4% 77 0.9%

北米 1,504 1.1% 24 0.3%

中南米 1,144 0.8% 40 0.5%

中東 1,038 0.8% 27 0.3%

大洋州 368 0.3% 6 0.1%
その他 9 0.01%

合計 136,133 8,400

出典：独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）「留学生調査（令和２年度）」結果
兵庫地域留学生交流推進会議 神戸大学国際部国際交流課「兵庫県内外国人留学生在籍状況調」（令和２年度）



日本の留学生数
(大学院・大学・短期大学等 高等教育機関所属学生 アジア国別)

国別（アジア） 全国
（R2.5現在)

構成比 兵庫県
（R2.5現在）

構成比

中国 75,624 55.6% 3,577 44.2%

ベトナム 13,419 9.9% 2,703 33.4%

韓国 12,095 8.9% 451 5.6%

ネパール 4,056 3.0% 407 5.0%

台湾 3,894 2.9% 146 1.8%

インドネシア 3,785 2.8% 195 2.4%

タイ 2,310 1.7% 58 0.7%

マレーシア 2,210 1.6% 52 0.6%

その他 18,740 13.8% 509 6.3%

合計 136,133 8,098
出典：独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）「留学生調査（令和２年度）」結果

兵庫地域留学生交流推進会議 神戸大学国際部国際交流課「兵庫県内外国人留学生在籍状況調」（令和２年度）



私たちの願い

当コンソーシアムの加盟校に留学し、

日本での就職を希望する留学生に

地元の企業で働いてもらいたい

日本の大学で学んでいる留学生の多くは
日本企業での就職を希望しているが、
夢が叶わず帰国する学生が多い



文部科学省 大学教育充実のための
戦略的大学連携支援プログラム（平成20年～22年度）

「アクティブ・ラーニング型学生派遣・受け入れプロ
グラムの構築を通じた広域的な大学間連携」採択

平成20年

（2008）

平成23年度より、国際交流委員会の自主プログラム
として成果とノウハウを継承。

①学生派遣プログラム（フェーズⅠⅡⅢ）、
②ひょうご留学生インターンシップ
GP終了後も地道な事業継続を試行した結果、
現在では全国から注目されるプログラムに成長。

（写真左より）
・ひょうご留学生
インターンシップ
・異文化体験
プログラム
・フィールドワーク型
プログラム



・ 2008/ 8 文科省「戦略的大学連携支援事業」に採択 （2008〜2010年度)

・ 2009/ 5    留学生インターンシップ事業検討開始

・ 2010/ 2-3 試行プログラム実施 （8大学、18名） 初年度

・ 2011/ 8-9 本格プログラム実施 (11大学、46名） 2年

・ 2011/ 3    文科省「戦略的大学連携支援事業」終了

・ 2011/ 4 (12大学、43名)   3年目

・ 2011/11 就職支援の活動開始

・ 2012/ 4 (16大学、５６名) 4年目

・ 2013/ 4 (15大学、51名) 5年目

・ 2013/ 4 (14大学、47名) 6年目

・ 2015/ 4 (11大学、42名)   7年目

・ 2016/ 4 (12大学、56名） 8年目

・ 2017/ 4 ( 9大学、36名） 9年目

・ 2018/ 4 (10大学、40名） 10年目

・ 2019/ 4 (10大学、34名)      11年目

・ 2020/ 4 ( ７大学、 １９名） 12年目

・ ２０２１/ ４ ( ９大学、３０名 ） １３年目

「ひょうご留学生インターンシップ」の経緯

大学コンソーシアム

ひょうご神戸の

自主事業として実施



「ひょうご留学生インターンシップ」の目的

１）兵庫県内の大学に在籍し、日本での就職を希望する

留学生に教育の一環として企業・団体・行政機関等

でのインターンシップを実施し、就職のための企業理

解の一助とする。加えて、就職のための支援を行う。

２）企業の経営者に、留学生の特性と日本企業で働きた

いという強い意欲をご理解いただき、留学生の採用

に向けた支援を行う。



「ひょうご留学生インターンシップ」の実施状況

受入企業総数 ７9社 ２１大学から 518名の参加！



「ひょうご留学生インターンシップ」の特徴

• 単独の大学では実施が難しい

①外国人留学生に特化したインターンシップ

• 「就労体験型」、「テーマ・就労体験型」

②２つの型のインターンシップ

• オリエンテーションから報告会まできめ細やかに指導

③事前研修・事後研修などの指導体制



特徴① 外国人留学生に特化したプログラム

実施時期と期間
実施時期：202２年6月～9月
インターシップの期間：原則として1～2週間
（受入先の都合に合わせて、柔軟に考える）

対象の学生
大学コンソーシアムひょうご神戸の加盟校に在籍する外国人留学生
（学部3年生、M1を主体とする）

参加条件

1）日本の企業・団体への就職を希望する留学生
2）日本語能力試験（N1程度）の資格を持ち、報告書作成や実習先
でのコミュニケーションなど実務的な日本語能力を有する者

3） オリエンテーションから報告会までのすべてのプログラムに
参加できる者

報酬
アルバイトとは異なり、教育の一環として実施するので、原則として
無給とする。

学生の
費用負担

1）実習先への通勤費用
2）研修会場への交通費用
（オリエンテーション、事前・事後研修、報告会など）

3）昼食代
4）傷害保険、損害保険料

202２年度実施要項



特徴② 2つの型のインターンシップ

企業の経営理念を理解し、各部署の業務説明や実務体験を通じて働くことを学ぶ

１）「就労体験型インターンシップ」
（例）・輸出・通関業務の説明、倉庫見学（国際物流業）

・司書業務、研修会準備、日本語教師とのディスカッション（公益財団法人）
・マナー研修、接客業務、他店見学、店長講話（接客・販売業）
・資料作成、データ入力・入寮オリエンテーション補助（不動産）
・営業部・技術サービス部業務の説明、工場見学（製造業）
・ネイルサロン訪問、ブログ記事作成、会議同席（商社）

企業での経営理念理解し、実務体験後に企業からのテーマに基づいた発表を行う

２）「テーマ・就労体験型インターンシップ」
（例） ・「世界に通用する企業になるためには」 （製造小売業）

・「人はなぜ働くのか」 （商社）

経営陣から企業理念説明 就労体験
経営陣への

最終プレゼンテーション
・企画案の修正
・調査

・企画検討
・調査



推薦学生向けガイダンス

推薦学生と企業の交流会

面談→実習先決定

オリエンテーション

目標設定・ビジネスマナー

事前訪問

振り返り

報告書の作成

発表準備

報告会

事前研修 事後研修
インターンシップ

実習

フォローアップ

実習先希望調査票の提出

目標設定シートの提出

実習日誌の記入
①実習内容
②感想
③実習先の方から注意・
指導を受けたこと
④翌日の予定と目標

↓
実習指導担当者に提出、
コメントをもらう。

出願票の提出

本プログラムでは、研修や課題・提出物の作成を通して、「自分で考える」「考えや経験をまとめる」
「正しい日本語で表現する」「期限を守る」といった、日本での就職に必要なスキルや意識を身につ
けていきます。

特徴③ 指導体制（事前研修・事後研修）



ひょうご留学生インターンシップ
推薦学生ガイダンス/事前・事後研修 （2021年度の様子）

【③ オリエンテーション・事前研修（6/26） 】
目標設定、マナー研修

【① 推薦学生ガイダンス（6/9）】
インターンシップとは？リスクマネジメント

【④ 事後研修・報告会（9/18） 】
経験共有・実習報告

【② 推薦学生と企業の交流会（6/12） 】
実習内容紹介、企業理解



ひょうご留学生インターンシップ 実習 （2021年度の様子）



2021年度「ひょうご留学生インターンシップ」実施状況
■参加学生数、受入企業数



◆参加学生の自己評価（事前・事後）

◇参加学生アンケートより
＊日本企業や日本で働くことについて参加前と比較して

⇒理解できるようになった
やや理解できるようになった（100％）

＊留学生インターンシップに参加して良かった点
・日本企業・団体を知ることができた（89％）

・社会人として必要なマナーや敬語が学べた（68％）
・今後の学業や就職に向けての意欲が高まった（57％）
・自分自身の適性や課題を知ることができた（54％）
・社会人と知り合うことができた（46％）
・他大学の留学生と知り合うことができた(43％)

プログラムの成果 （外国人留学生）

参加した外国人留学生が

・日本の企業で働くことのイメージができた。
・会社の雰囲気を感じることができた。
・場面に合った、ビジネスマナーを理解することができた。



サービス業での学び

• チームワーク
・働くには、人と人のつながりが重要であり、仕事とは多くの人が協力して成り立つ

・「十人十色」一人一人に個性があり、誰一人かけてもいけない。日本人・外国籍関係ない。

・どれだけ忙しくても笑顔で、社員全員が全力で仕事をする

・一生に一度の結婚式を、チーム全員でサポートする、リハーサルであっても社員にとっては常に本番

• 仕事とは・責任感
・幸せをお客様に提供できる場にいれることに対して、笑顔が止まらなくなる。これこそが仕事のやりがいだと気づく。

・お客様の立場に立ち、どんなサービスが求められているのか常に考えている

・簡単な業務でも1文字間違えたら、クレームになり売上減に繋がる。だからこそ、簡単な業務こそ、実は大切な業務である

・任された仕事以外に何ができるのか？課題発見を常に意識すると新ビジネス開拓にも役立つ

・お客様の満足度を上げるには、頭脳だけではなく、体力、筋力も必要

• 積極性
・お客様の魅力を最大限引き出すには、積極的なコミニュケーションが求められる

・勇気をもって行動することの大切さ、失敗を恐れない気持ち

・考えたことを恐れず、スピードをもって実行すること



メーカーでの学び

• 経営理念「幸せスパイラル提供企業である」
・お客様と企業の利益を上げる、社会に貢献するためには、「営業」は非常に大切な仕事

・経営理念に基づき、事業や戦略の展開、社員一丸となって働く

・長期的な信頼関係が短期の契約獲得よりも重要である。同じ視点に立つことは難しいが、「聴く（聞くではない）」、つまり

耳と10個の眼をもって、心で聴く、心でお客様の気持ちを考えることが何よりも大切である

• 社会人と学生の違い＝考動
・世の中のためになる、社会に価値を生み出すということは容易ではなく、一人一人の努力の積み重ねや強い責任感が

社会を成り立たせている

・社会人になると誰かに教えてもらうよりも、自ら行動して解決する。難しく考えるより素朴でシンプルな考えからスタートする

ことも大切である

・何が自分にできるか、必要とされているかを考えながら行動すれば、周りにも良い影響を与えられる

・すべての事柄に対して、「自分で感じて、考えて、行動する」を実践したい



・上記の項目について今回の留学生インターンシップは効果があったか？
⇒効果があった（100％）

＊緊急事態宣言下で期間短縮のオンライン実施になり、当初予定していたイベント等でのお手伝いは実際には
叶いませんでしたが、実習生は各事業に対して自らの経験を元によりよい運営のための意見を出してくれました。

＊幹部社員に今後は外国人留学生の採用もありうることを認識してもらえた。
業界慣習、ルールに縛られない学生、留学生目線での意見・提案を受けることができた。

＊あらゆる方面で効果を感じています。社内の外国人スタッフは就活・入社当時のことを振り返ることができたり、
弊社事業を知らない方への広報活動にもなっています。

・次回以降のインターンシップ受け入れについて
⇒受け入れる予定、または、条件が合えば受け入れたい（100％）

◆受入企業・団体へのアンケートより

・留学生インターンシップ受け入れの理由・メリットと考えている点は？

【その他】

・社内の多様性醸成
・社外の方とスタッフの交流の機会、スタッフの成長機会
・社内の教育機会
・外国人留学生への奨学金給付事業の一環として受けれ

プログラムの成果 （受入企業）

参受入企業・団体の留学生理解の促進、組織のダイバーシティ促進


