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１．はじめに 

        

                   
 

 今回で3期目を迎えたカナダ・ブリティッシュコロンビア大学(UBC)との共同実施の実践型社会

連携教育プログラムは、関係者の献身的ご努力の甲斐あって、大きな成功を収めました。 
岡山林業教育コンソーシアムをはじめ関係者の皆さまのご貢献に深く感謝申し上げる次第です。 

 
さて、本プログラムの骨格は、以下の柱から成り立っています。 

1. UBC 林学部と岡山大学環境生命科学研究科、農学部、地域総合研究センターが共同で

実施する実践型社会連携教育プログラムであること。 
2. 地域の林業関係企業、森林研究機関、岡山大学からなる林業教育コンソーシアムとの連

携事業であること。 
3. UBC の学生と岡山大学の学生とが協働して学びあう長期の国際的なインターンシップ

であること。 
4. 両国の学生は、インターンシップにおいて、多文化共生の重要性、深い教養と専門知識、

そして社会との関わりに必要な実践知を学ぶこと。 
 
本報告書は、事前教育から始まる５か月に及ぶ国際的な実践型社会連携教育の報告書であり、本

学の関係者のみならず、今後このような教育実践を志す人々にとって極めて重要な資料となること

を確信しています。 
 
2018年2月 
 

岡山大学 地域総合研究センター長 
大学院 社会文化科学研究科 教授 

三村 聡 
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1はじめに



２．国際インターンシップと UBC のコーオプ教育プログラム 

 平成26年度に文部科学省の「スーパーグローバル大学創成支援（Top Global University Project）」
事業に採択された岡山大学のPRIME（Practical Interactive Mode for Education）プログラムで

は、教養教育としての語学力を強化し、国際社会から地域社会まで対応できる能力を持つグローバ

ル人材を養成するための実践型教育の充実を目指している。 
その一環として、岡山大学では、地球環境保全に不可欠な森林の機能と特性を理解し、森林資源

の持続的利用について考えることを目的とした実践型教育科目を平成27年度より開講した。 
科目名は、平成 27 年度はグローバル実践教育科目「森林利用グローバルインターンシップ」で

あったが、林業・林産業を契機の一つとしてさらに視野を広げてほしいとの考えのもと、平成 28
年度には「国際インターンシップ」と改称した（資料1）。 
本科目は、カナダ国ブリティッシュコロンビア大学（以下、「UBC」と略す）のコーオプ教育プ

ログラムの一つ「Co-op in Okayama」と同時開催していることが特長である。UBCでは20年以

上に渡りコーオプ教育を実施しており、就業場所はカナダ国内にとどまらず国外企業での就業も推

奨している。日本の林業・林産業で就業することは UBC の学生にとっても、異文化での学びを経

験する好機であるが、言語や生活習慣の問題があり、学生にとっても受け入れ企業にとっても就業

実習を実施することは容易ではない。 
本科目と同時開催することにより、本学の学生にとっては就業実習と異文化理解を同時に経験す

ることができ、UBCの学生にとっては日本での就業を経験できる機会となる。また受け入れ企業、

機関にとっては、UBC の学生が自社業務に従事することを通して、世界的にもトップランクの高

等教育機関である UBC の専門的知見を得ることができ、本学の学生が言語面や生活面でのサポー

トをすることで企業負担を軽減することができる。 
なお、UBCのコーオプ教育プログラムについては2－2を参照されたい。 
 

２－１ 国際インターンシップ 

２－１－１ プログラムの概要 

 本科目の学習目標は、日本の木材生産とその利用の技術および課題を学び、その過程で日本の森

林利用についての歴史と思想を感得し、森林資源の持続的利用に向けた行動規範を修得することで

ある。また、UBC の学生との共同作業で得られる海外の森林と林業についての知見と日本の現状

を比較し、日本の森林、林業の特性をグローバルな視点から学び、このようにして修得した「実践

知」をその後の大学での学習に反映させて、より積極的な履修計画の策定に結びつけることである。 
UBCのコーオプ教育プログラムである「Co-op in Okayama」と連携して実施し、UBCの学生

が3か月間の岡山県滞在期間中に複数の企業で実践的な学習を行う間、岡山大学の学生は1社あた

り2～4週間ずつUBC学生とともに就業しながら、日本の林学研究と企業活動について、座学と現

場実践を組み合わせて学ぶものである（資料2）。 
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２－１　国際インターンシップ



 
資料1 「国際インターンシップ」のシラバス（平成29年度） 
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資料2 「国際インターンシップ」のパンフレット（平成29年度） 
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２－１　国際インターンシップ



２－１－２ スケジュール 

今年度の募集、選考、事前教育、就業実習、事後教育のスケジュールを資料3に示す。 
5月から6月に募集と選考を行い、履修する学生を決定した。その後、8月28日から5日間の事

前教育を行い、就業目的の明確化や林業、林産業企業での就業実習に必要と思われる基本的な知識

を教授した。9月3日には来日したUBCの学生との顔合わせを行った。 
就業実習はCo-op in Okayamaに参加するUBCの学生と共に行った。就業内容は、各企業、機

関が発案し、林業教育コンソーシアムが合意した。各企業、機関は学生の就業状況を大学に報告す

るとともに、就業実習最終日に報告会を実施し、評価を行った。その間、岡山大学のスタッフは１

週間間隔で企業に赴き、就業状況、課題、要望などについて話し合いを持ち、企業ごとの報告会に

も参加した。各企業、機関はそれらを元に学生を評価し、大学に報告した。11 月 29 日には最終報

告会を実施した。 

資料3 スケジュール 
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２－１－３ 受け入れ企業、機関 

 就業実習は下記の企業、機関で行った（表1）。 
学生の就業実習を実施するにあたっては、県内の林業、林産業企業と岡山大学とで、林業とその

関連分野に係る包括連携協定書を締結し、「林業教育コンソーシアム」を設置した。これらの企業に

は、森林の育成管理、収穫、および搬出に関連する企業、製材や木材加工に関連する企業、家具製

造や建築に関連する企業が含まれている。したがって、木材の生産現場から、製材や木材加工現場、

そして家具製造や建築現場という、林業・林産業の川上から川下までを就業体験できるようにプロ

グラムを策定することが可能となる。林業教育コンソーシアムについては2－4－1を参照されたい。 
 

表1 受け入れ企業、機関 
企業・機関名 所在地 担当者 

院庄林業株式会社 津山市久米団地50-1 業務部業務課マネージャー 長瀧正典氏 
株式会社ウッディワールド

のざき 
岡山市東区西大寺新地

166-1 
総務部部長 國松禎紀氏 

株式会社フォレストこいで 真庭市開田480 専務取締役 小出純平氏 
倉敷木材株式会社 倉敷市中島1000-1 住宅事業部 國代健介氏 
新庄村 真庭郡新庄村2800-1 産業建設課主事 池田洋文氏 
服部興業株式会社 岡山市北区平野620 山林部課長 川原洋平氏 
銘建工業株式会社 真庭市勝山1209 総務部総務課 森田聖氏 
岡山大学森林生態学研究室 岡山市北区津島中1-1-1 環境生命科学研究科 坂本圭児教授 
岡山大学環境プロセス工学

研究室 
岡山市北区津島中3-1-1 環境生命科学研究科 木村幸敬教授 

岡山大学流域水文学研究室 岡山市北区津島中3-1-1 環境生命科学研究科 近森秀高教授 
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２－２ UBC のコーオプ教育プログラム 

２－２－１ コーオプ教育とは 

 コーオプ教育（cooperative education）とはインターンシップに代表される就業体験の一つであ

る。日本におけるインターンシップは「学生が在学中に自らの専攻、将来のキャリアに関連した就

業体験を行うこと」と定義されているが、欧米においては、企業主導のインターンシップとは別に、

大学主導のプログラム化された職場体験・実践をコーオプ教育と呼び、概念上使い分けている。コ

ーオプ教育とは、「教室での学習と、学生の学問上・職業上の目標に関係する分野での有益な職業体

験とを統合する、組織化された教育戦略。これにより理論と実践を結びつける漸進的な経験を提供

する。コーオプ教育は学生、教育機関、雇用主間の連携活動であり、当事者それぞれが固有の責任

を負う」と定義される。 
（出典：経済産業省、特定非営利活動法人エティック（2013） 「産学連携によるインターンシッ

プのあり方に関する調査」p.10 
 http://www.meti.go.jp/policy/kisoryoku/houkokusyo_H24FY_internship.pdf、アクセス日 2018
年1月31日) 
カナダでは、コーオプ教育の内容が国の法律と州の条例で定められ、社会的にも広く認知されて

いる。企業は学生を準社員として雇用し、学生を実践的に教育する一方で、学生の就業活動から企

業活動の活性化を期待するとともに、学生をリクルートする機会を得ることができる。学生は企業

に貢献する一方で、就業体験を大学の学習にフィードバックするとともに、就職の機会が拡大する。

このような互恵関係がこのプログラムの大きな特長である。大学はその間に入って全体をコーディ

ネートし、その進捗状況をチェックし、教育効果を高めるために企業と学生からのフィードバック

によってプログラムの検証と改善を図る。この三者の相互関係でシステムが出来上がっている。 
この仕組みが継続する要因は、企業と学生にとってそれぞれ次のような大きなメリットが見られる

からである。 
企業にとってのメリット： 
・専門的知識を持った学生を短期間、集中的に雇用できる。 
・若い人材の参加により職場の活性化を図ることができる。 
・優秀な人材の育成と雇用につながる。 
・学生を実践的に教育することで、大学の教育現場に企業の意向が反映できる。 
・大学との連携により最新の研究成果へのアクセスが可能となる。 
・学生からの提言をもとに企業改革できる。 
学生にとってのメリット： 
・学んでいる専門分野を企業活動の中で現実に目にすることができる。 
・得られた実践的な知識を大学の学習にフィードバックできる。 
・大学で学んだことを実務に還元する機会を得ることができる。 
・自分が専攻する分野の職種に向いているかどうか判断できる。 
・優良企業での実務経験によって就職の機会が拡大する。 
・給与を受け取ることができる。 
・報告会で発表のスキルを高め、企業への提言によって働くことへのモチベーションを高めること

ができる。 
 このようなメリットを得るためには、3 か月あるいは 4 か月という長期の就業が必要であると認
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識されている。 
 
２－２－２ UBC におけるカリキュラム 

UBC では 20 年以上に渡るコーオプ教育の積み上げがある。企業と大学との連携教育を目指し、

企業での長期インターンシップによって学生が実践的な知識と能力を身につけることを目的として

いる。 
UBC では様々な学部とその学科で独自のコーオプ教育プログラムを運営しているが、ここでは

今回実施したUBC林学部（Faculty of Forestry）のコーオプ教育プログラムについて概説する。

UBC では通常４年間の修学期間を 5 年に延長したうえで、5 回の長期就業実習（各 4 か月）を行

う。林産学科でのコーオプ教育プログラムを選択した場合のカリキュラムは資料4のように示され

ている。 
 

資料4 UBC林学部林産学科のコーオプ教育プログラムを含むカリキュラム 
 
林産学科のカリキュラムでは通常の林産学に関する講義のほかに、現場で製材や製造について学

ぶことができるコーオプ教育特有のカリキュラムが含まれる。学生は5回の就業実習を行うことが

でき、最終的に認定されるためには、少なくとも3回の就業をしなければならない。通常の講義が

行われている学期に１回は就業しなければならないため、学部を修了するためには最短でも5年を

要することになる。就業実習にはCo-op 1からCo-op 5まであり、Co-op 1は導入プログラムとし

て3か月、その他は4か月であり、次第に責任のある仕事に就くように配置されている。この就業

実習の期間中、学生は準社員として勤務し、給与が支払われる。 
このコーオプ教育プログラムのワークフローは次の通りである（資料5）。これら一連の手続きは、

企業と学生の間に大学のコーディネーターが入り、三者の相互関係で成り立っている。学生には、

コーオプ教育プログラムを熟知した大学のコーディネーターとよく相談し、情報交換することが奨

励されている。 
コーオプ教育プログラムの内容が詳細に記載されたハンドブックが用意されており、プログラム

の概要、手続き、ワークショップ、諸規則、諸サービス、心構え、法規、倫理、情報管理、自己分

析、カバーレターや履歴書の書き方、インタビューの受け方、職種の選び方、インターンシップ期

間、評価、レポート等の他、諸注意が仔細に説明されている（資料6）。 

FIVE YEAR WOOD PRODUCTS PROCESSING PROGRAM MAP (CO‐OP OPTION)

Term 1
Sep – Dec

Term 2
Jan – Apr

Summer
May – Aug

Year 1 Basic Sciences, English and Math Summer

Year 2 Wood & Material Science Wood Machining Skills Co‐op 1
(Junior)

Year 3 Manufacturing Basics Co‐op 2
(Intermediate)

Co‐op 3
(Intermediate)

Year 4 Advanced Manufacturing Co‐op 4
(Senior)

Year 5 Co‐op 5
(Senior)

Specialization
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1. 学生によるワークショップへの参加： 
Co-opに参加するためには、そのためのワークショップへ参加料金を支払って参加すること

が義務付けられている。ワークショップでは、申請書類や履歴書の書き方、インタビューの

受け方、就業態度、就業に関する法規、企業や社会に対する倫理と責任、最終報告の仕方な

ど、プログラム全般にわたって事前に学習する。 
 

2. 企業からの仕事内容の提示： 
企業は勤務先、勤務内容、学生に求める能力、企業の紹介、問合せ先などを記載した求人票

を大学のコーディネーターを通じて提示する。 
 
3. 学生による応募申請書提出： 

学生は企業による求人票をもとに希望する企業に応募申請書を提出する。その書類では、自

らの経歴、各種資格、および学習やプロジェクト遂行能力などを記載した履歴書とともに、

志望動機を記載したカバーレターを添付する。これらの書類を大学のコーディネーターを通

じて企業へ提出する。 
 
4. 企業による学生選抜とオファー： 

企業は学生からの応募申請書類をもとに、面談する学生を選び、面談によって学生を選抜す

る。選抜した学生にインターンシップの承諾の旨を確認する。 
 

5. 学生による承諾： 
学生は企業からの申し出を受け、承諾する場合には承諾書を企業に提出する。 

 
6. 企業での就業： 

学生は企業での就業内容と就業規則に沿って準社員として給与を得ながら就業する。インタ

ーンシップ期間中に、コーディネーターに進捗状況を報告するとともに、コーディネーター

は企業を訪ね、学生の状況を確認する。 
 
7. 企業による学生の評価： 

大学が用意した評価書に沿って、企業は学生の就業内容を評価する。 
 
8. 学生による報告会の発表： 

インターンシップ期間を終えた学生は、コーディネーターが中心となって開催する報告会で

就業体験とその成果について報告する。この報告会には企業が参加し、リクルートの機会と

なる。最終学年の場合には、レポート提出が義務付けられている。 
資料5 コーオプ教育プログラムのワークフロー 
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資料6 UBC林学部の学生向けハンドブック（表紙、目次の一部） 
http://forestry.sites.olt.ubc.ca/files/2014/10/coop-handbook.pdf（アクセス日2018年1月31日） 
 

２－２－３ UBC のプログラム「Co-op in Okayama」 

コーオプ教育プログラムに参加する学生は、UBCに寄せられる企業からの求人票に提示される

仕事内容を見て、関心のある企業に応募申請書を提出する。「Co-op in Okayama」は、あらかじめ

UBCと岡山大学の間で合意した内容に基づき、求人票を提出した。 
2－1で述べたように、学生の就業実習を実施するために、県内の林業、林産業企業と岡山大学と

で、林業とその関連分野に係る包括連携協定を締結し、「林業教育コンソーシアム」を設置している。

UBCの学生が岡山大学の学生と共に就業実習ができるようコンソーシアム参加企業と合意し、岡

山大学が受け入れ窓口となる求人票を作成し、UBCに送付する。また、本プログラムは日本で実

施するため、日本語、日本文化、日本の森林と林業に関する学習を岡山大学が担当する。 
 

２－２－４ スケジュール 

今年度の募集、選考、導入教育、就業、事後教育のスケジュールは資料7に示す。 
3月から5月に募集と選考を行い、採用する学生を決定した。その後、岡山大学への受入手続き

や査証取得を経て、9月2日に学生が岡山に到着した。9月3日にはガイダンスならびに岡山大学

の国際インターンシップに参加する学生との顔合わせを行った。 
導入教育は9月上旬の2日間と10月上旬の5日間に分けて行った。9月には日本文化、生活様

式、日本での就業内容、基本的な日本語に関する講義を行った。10月には日本文化、日本の林業、

基本的な日本語に関する講義を行った。 
就業実習は国際インターンシップに参加する岡山大学の学生と共に行った。就業内容は、各企業、
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機関が発案し、林業教育コンソーシアムが合意した。各企業、機関は学生の就業状況を大学に報告

するとともに、就業最終日に報告会を実施し、評価を行った。その間、岡山大学のスタッフは1週

間間隔で企業に赴き、就業状況、課題、要望などについて話し合いを持ち、企業ごとの報告会にも

参加した。各企業、機関はそれらを元に学生を評価し、大学に報告した。11月29日には成果報告

会を実施した。 
 

資料7 スケジュール 
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２－３ 両プログラムの関係 

UBCの学生は3か月間就業し、岡山大学の学生は2週間から4週間ごとに入れ替わりながら、

共同で就業実習を行った。 
UBCの学生は林学、林産学を専門としており、カナダ国内外でコーオプ教育プログラムに参加

している。彼らは企業活動に対してある程度の知識があるので、それを元に日本の森林、林業、林

産業の特徴、日本企業の活動内容、姿勢、考え方を学び、カナダでの学習、あるいは将来の活動に

フィードバックして生かすことが期待される。同時に、カナダとの違いを通じて日本文化を体得す

ることも期待される。 
一方、岡山大学の学生は所属する学部、研究科や専門分野を問わず参加しているので、林業や林

産業という専門性にこだわらず、就業実習を通して実践的な知識と能力を身につけると共に、就業

体験をその後の大学での学びにフィードバックすることを目的の一つとした。さらに、UBC学生

とコミュニケーションを図り、林業と林産業を通してカナダと日本の違いを学び、語学力とグロー

バルな視点を身につけることをもう一つの目的とした。このように共同で就業することで、これら

2つの実践型教育プログラムの相乗的な効果が表れることが期待された。 
岡山大学の学生も、林業、林産業に関する知識はある程度必要であるとの考えから、就業実習に

先立って事前教育を行った。林業政策、木の文化、森林経理学、林業法律学、林産学概論、林学概

論、砂防工学、樹木生理学、森林生態学に関する講義が集中講義の形で実施された。また、就業に

臨む目的意識を明確にし、担当する業務が社会の循環の中でどのような位置づけにあるかを理解す

ることを狙いとした「コーオプ概論」の講義を行った。 
就業実習中は、岡山大学の学生とUBCの学生は協働して作業を行った。岡山大学の学生は、UBC

の学生と企業担当者との意思疎通をサポートした。また、宿泊中は共同生活を行った。休日の活動

は学生たちの自主性に委ねたが、小旅行を楽しむなど工夫したようである。企業ごとの成果報告会

では、両者が相談し、活動成果や企業への提言を共同発表した。その際の通訳は岡山大学生が担っ

た。最終の成果報告会では、岡山大学の学生とUBCの学生はそれぞれ自らの成果を発表した。 
岡山大学の学生とUBCの学生に対する活動評価では、各プログラムの目的にやや相違があるも

のの、就業実習を通して獲得する実践的な知識と能力には共通点が多くあるため、両者に対する評

価は下記のようにUBCの評価基準に則って行った。 
 
Ⅰ リーダーシップに関する評価項目： 
主導能力、創造性と革新性、自主性、熱意と関心 
Ⅱ チーム力に関する評価項目： 
情報取得能力、作業をミスなく行う能力、生産性、コミュニケーション能力（筆記、会話）、チーム

ワーク能力 
Ⅲ 判断力に関する評価項目： 
判断能力、指導者の意見を吸収する能力 
Ⅳ 倫理と責任に関する評価： 
自己管理能力、信頼性、協調性、規則と方針に対する適応 
 
これらの評価項目は、専門性に関わらず、実践的な教育によって獲得してもらいたい能力を示し

ている。 
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２－４ 協定 

２－４－１ 林業とその関連分野に係る包括連携協定（林業教育コンソーシアム） 

岡山大学の長期実践型教育プログラムの構築にあたって、UBCの林学部林産学科のコーオプ教

育プログラムと提携したことで、地元の林業、林産業の企業、行政組織との連携を基本とすること

とし、地域総合研究センターが中心となって、林業、林産業についての産学官の連携を進めた。そ

の結果、國六株式会社、銘建工業株式会社、院庄林業株式会社、服部興業株式会社、倉敷木材株式

会社および岡山県森林研究所との連携事業についての協議を始め、平成26年7月に森林研究所を

除く5企業と岡山大学の間で、林業とその関連分野にかかる包括連携協定を締結した（資料 8）。岡

山県森林研究所はオブザーバーとしての参加となった（資料9）。なお、これらの企業、機関は林業、

林産業の分野では川上の木材生産から川下の家具生産、建築までをカバーするものである。 
この協定は林業とその関連分野における各種施策の推進、試験研究、知識・技術の交流等の取組

によって、相互の連携を強化し、次世代の林業を担う人材の育成や林業生産活動の活性化、森林の

持続的利用を促進することを目的としている。そのために次世代の人材育成に連携、協力するため

の「林業教育コンソーシアム」を設置することとした。 

資料8 林業とその関連分野に係る包括連携協定書 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

13

2国際インターンシップと UBC のコーオプ教育プログラム
２－４　協定



No. 企業，機関等名 備考 

1 国立大学法人岡山大学 1 号会員 

2 國六株式会社 2 号会員 

3 銘建工業株式会社 2 号会員 

4 院庄林業株式会社 2 号会員 

5 服部興業株式会社 2 号会員 

6 倉敷木材株式会社 2 号会員 

7 岡山県 3 号会員 

8 株式会社フォレストこいで 2 号会員  

9 ライフォス株式会社 2 号会員  

10 株式会社ウッディワールドのざき 2 号会員 

11 新庄村 3 号会員 

資料9 林業教育コンソーシアム会員（2017年7月現在） 
 

２－４－２ 岡山大学と UBC の部局間学術交流協定と学生交流協定 

岡山大学環境生命科学研究科はUBC林学部と部局間学術交流協定を締結し、教員、学生の研究、

教育交流の基本的枠組みを構築した（資料10）。また、2017年には大学間の学生交流協定を締結し

た（資料11）。 
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資料10 岡山大学環境生命科学研究科とUBC林学部の部局間学術交流協定 
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資料11 岡山大学とUBCの学生交流協定（部分） 
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２－４－３ 受け入れ体制 

林業とその関連分野に係る包括連携協定と、岡山大学とUBCとの間の部局間学術交流協定を元

に、UBCの学生受け入れと、岡山大学の学生とUBCの学生の就業実習を実施することが可能とな

った。受け入れ体制を資料12に模式的に示す。 

資料12 受け入れ体制 
 
２－５ プログラム運営 

２－５－１ 予算 

岡山大学の運営費交付金（グローバル実践型教育）、学都基金、受け入れ企業・機関からの寄付金

をもとに運営した。なお、国際インターンシップに参加する学生は宿泊費と交通費を実費負担する

ものとした。 
  
２－５－２ 運営体制 

実践型教育科目（国際インターンシップ）の企画と教育および学生と企業、大学の橋渡しをする

プログラムの運営管理は、地域総合研究センターが担当した。 
事前教育、導入教育、事後教育には、岡山大学の学部、研究科、グローバルパートナーズ、国際

交流オフィス、地域総合研究センターをはじめとする岡山大学の教員ならびに島根大学、高知大学、

鳥取大学、岡山県森林研究所、岡山県労働基準協会、岡山県農林水産部の協力を得た。 
企業、機関では学生受け入れを担当する担当者を指名し、各社における学生受け入れのキーパー

ソンとして各社の各部門との調整や大学との連携窓口となり、企業における就業実習を実施した。 
また、地域総合研究センターの職員が実務面をサポートした。 
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３．参加学生の選考と UBC 生の受け入れ 

３－１ 国際インターンシップ参加者の選考 

３－１－１ 募集 

 応募資格はTOEICスコア500以上で、森林や林業、地方創生や村づくりに関心を持つ岡山大学

の学部生、大学院生である。平成29年度シラバスに記載したほか、周知のために説明会を実施し

た。学内には全学生への一斉メールとポスター掲示により告知した（資料13）。 
 説明会は全学生対象に4回、農学部1年生対象に1回、グローバル人材育成院の1年生対象に1
回、合計6回開催した。各回は地域総合研究センターの教職員が概要を説明し、企業担当者が企業

紹介をし、過年度参加学生が体験談を話した（資料14、15）。また、説明会に参加できなかった

が話を聞きたいという学生には地域総合研究センターで個別に対応した。その後、希望者が所定の

様式に入力し応募した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料13 説明会告知（全学生対象） 
 

 

資料14 説明会の日程と担当者 
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３－１　国際インターンシップ参加者の選考



 
資料15 説明会資料（表紙） 

 

３－１－２ 選考 

説明会ならびに個別説明を聞きに来た学生の中から、14名の応募があった。応募書類による書類

選考、面接、英語インタビューテストによって14名の学生を合格としたのち、1名が辞退し、13
名となった。また、研究室に所属する学生8名が参加した（表2）。 
学生の所属は、経済学部、法学部、文学部、環境理工学部、工学部、農学部、大学院環境生命科

学研究科であった。性別、学部別、学年別の構成比は図1から図3に示す。 
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表2 国際インターンシップ参加学生 
氏名 性別 学部・研究科 学年 

岡田 奏 女 文学部 1 

梶本 夏未 女 教育学部 4 

小川 未由季 女 法学部 3 

中西 晴香 女 法学部 2 

中村 和歌子 女 法学部 2 

荒木 さくら 女 医学部 1 

竹内 将志 男 工学部 1 

竹本 実加 女 農学部 1 

村上 響 女 農学部 1 

望月 悠里 女 マッチングプログラムコース 2 

加賀美 幹 女 マッチングプログラムコース 1 

伊藤 蒼 女 環境生命科学研究科 M1 

小西 加奈 女 環境生命科学研究科 M1 

梶河 千紘 女 環境生命科学研究科 M2 

川井 優宏 男 環境生命科学研究科 M2 

山田 和宏 男 環境生命科学研究科 M1 

山林 英果 女 環境生命科学研究科 M2 

永冶 恭司 男 環境生命科学研究科 M 

脇本 雅也 男 環境生命科学研究科 M 

刈谷 成希 男 環境理工学部 4 

難波 愛 女 環境理工学部 4 

 

 

 

図1 性別構成比      図2 学年別構成比 
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３－１　国際インターンシップ参加者の選考



 

図3 学部別構成比 
 

 

３－２ Co-op in Okayama 参加者の選考 

３－２－１ 募集 

3月3日に林業教育コンソーシアムのメンバーから提出された就業内容をまとめた求人票（資料

16）をUBCに送付し、即日よりUBCで学生募集を行った。 

 

 

資料16 UBCに送付した求人票3件（つづく） 
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資料16 UBCに送付した求人票3件（つづき） 
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３－２　Co-op in Okayama 参加者の選考



３－２－２ 選考 

4日25日にUBCから8名の応募書類が到着し、面接する学生を決定した。 
学生の面接はスカイプを利用して行い、5月2日に面接結果をUBCへ連絡した。5月31日に3

名の採用者を決定した（表3）。採用者には受諾通知により通知した。 

 

表3 Co-op in Okayama参加学生 
氏名 性別 学部・研究科 学科 学年 

Ben Eisner 男 
Faculty of Forestry 

（林学部） 

Natural Resource Conservation 

（林学科） 
4 

Hayley Gong 女 
Faculty of Forestry 

（林学部） 

Natural Resource Conservation 

（林学科） 
3 

Ben McKinnon 男 
Faculty of Forestry 

（林学部） 

Wood Products Processing 

（林産学科） 
3 

 

３－３ UBC 生の来日準備 

３－３－１ 岡山大学への受入手続き 

 UBCの学生は岡山大学への留学ビザで来日することとし、以下の手順でビザ申請のための書類

作成等を行った。 

① 受入教員（各部局）で出願書類を受理 

② 部局での受入決定 

・ グローバル・パートナーズへ受入学生に関する情報の書類と受入手続依頼状を送付 

③ グローバル・パートナーズでの受入確定処理 

・ 受入確定処理後、学生にメールで入力要請 

・ グローバル・パートナーズが受入承諾書を作成 

④ CESRシステムへの入力 

・ 広島入国管理局岡山出張所へグローバル・パートナーズが在留資格認定証明書の代理申請 

・ 通常、申請から3～4週間で交付される 

⑤ 在留資格認定証明書を学生へ送付 

⑥ ビザ申請 

・ 学生は居住地に最も近い日本領事館に在留資格認定証明書をもってビザ申請 

・ 通常1週間程度で発給される。 

 

３－３－２ 旅程 

 UBCの学生は9月1日にバンクーバーを出発し、9月2日に岡山に到着した。帰国便は当初12
月1日で予約していたが、私事理由で滞在を延長し、12月上旬、中旬、下旬にそれぞれ帰国した

（資料17）。 
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●来日 

Ben Eisner、Hayley Gong、Ben McKinnon 
バンクーバー 9 月1 日（金）12:05  AC1951 
大阪（関西） 9 月2 日（土）14:55 
関西国際空港         16:05  関西空港交通 

岡山駅西口         19:40 
 
●帰国 

Ben Eisner 、Hayley Gong 
岡山    12 月 12 日（火）12:20 NH656 
東京（羽田）        13:35 
東京（成田）        19:00 AC 4 
バンクーバー        同日 10:40 

Ben McKinnon 
岡山    12 月 23 日（土）12:20 NH656 
東京（羽田）        13:35 
東京（成田）        19:00 AC 4 
バンクーバー        同日 10:40 

資料17 UBC学生の旅程 
 

３－３－３ 宿舎 

 UBCの学生の岡山大学留学中の宿泊は、岡山大学津島キャンパス内の国際交流会館宿泊棟とし

た。居室にはバス、トイレ、キッチンがあり、家具が備え付けられている。寝具（レンタル布団セ

ット）、調理器具（鍋、フライパン、包丁、まな板等）、食器（皿、コップ等）、洗濯用品（ハン

ガー等）は大学から貸与した。 

 

３－４ 就業のための物品や生活の準備 

３－４－１ 必要物品の準備 

 作業に必要と思われる作業着（上下、作業用ベルト）、安全靴、長靴、安全スパイク地下足袋（甲

ガード付）、雨具（ヤッケ）、ヘルメットは大学から貸与した。また、ゴム付き手袋、軍手、５本

指靴下は大学から支給した。就業先での移動用として、折り畳み自転車を大学から貸与した。 

３－４－２ 宿舎手配、生活に必要な情報 

 受け入れ企業、機関は県内各地にあるため、学生は就業場所の近くに宿泊する必要がある。大学

が宿舎を手配した。宿舎の選定にあたっては、就業先への移動距離、手段（自転車）、自炊設備、

周辺環境を考慮した（表4）。 
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表4 宿舎情報 
就業場所 宿舎 通勤手段 朝食、夕食 昼食 洗濯 

院庄林業久米工場 院庄林業社宅 2km 自炊設備

あり 

弁当購入可

能 

レンタル洗

濯機 

 岡山県津山市久米団地50-1 岡山県津山市宮尾1237-5 自転車 

ウッディワールドのざき なし(岡山より通勤) － 
－ － 

－ 

 
岡山市東区西大寺新地166-1    社員送迎

フォレストこいで ハイランド落合 3.6km 
自炊設備

あり 
弁当持参要 

洗濯機併設

 岡山県真庭市開田480 岡山県真庭市下市瀬586-1 自転車 

倉敷木材 
倉敷ゲストハウス（岡山大学資

源植物科学研究所内） 
3.6km 自炊設備

あり 

弁当持参や

購入 

洗濯機併設

 
岡山県倉敷市中島1000-1 岡山県倉敷市中央2-20-1 自転車 

新庄村 村営宿やまなみ 1.5km 自炊設備

あり 
弁当持参要 洗濯機併設

岡山県真庭郡新庄村2008-1 岡山県真庭郡新庄村2008-1 自転車 

服部興業山林部 落合山荘 500m 
自炊設備

あり 
弁当持参要 洗濯機併設

岡山県真庭市西河内2113-2 岡山県真庭市西河内2113-2 徒歩 

銘建工業本社工場 はらだ旅館 550m 自炊設備

なし（外食

や購入）

弁当購入可

能 
洗濯機併設

岡山県真庭市勝山1209 岡山県真庭市勝山436 自転車 

岡山大学 国際交流会館 構内 自炊設備

あり 

弁当持参や

購入 
洗濯機併設

岡山県岡山市津島中1-1-1 岡山県岡山市津島中3-1-1 自転車 
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４．就業前教育 

４－１ 事前教育 

岡山大学の学生のほとんどは林業とは異なる専門分野の学生であるため、林学、林産学について

の基礎的な知識を教授するため、事前教育を実施した。講義は岡山大学地域総合研究センターの教

職員の他に、岡山県農林水産部、岡山県農林水産総合センター森林研究所、岡山県労働基準協会、

島根大学、高知大学等の協力を得て実施した。 
 
４－１－１ カリキュラム 

事前教育は夏季休暇中の 8 月 28 日（月）～9 月 1 日（金）の 5 日間に、講義と伐木特別教育を

実施した。また、9月3日（日）には、前日に来日したUBC生との顔合わせを行った（資料18）。 
 

４－１－２ 受講生ワークブック 

岡山大学の学生には、本プログラムに参加する目的を明確にし、自発的な学びを得るための指針

となることを意図した受講生ワークブックを配布した（資料19）。 
使用方法は事前教育の「コーオプ概論 2」の講義で指示した。講義ではグループワークにより各

自の目標を検討し、目標設定シートを後日記入のうえ提出をした。 
活動日報は就業期間中の毎日記入し、受け入れ企業、機関に提出する。企業は内容を確認のうえ、

コメントを記入して学生に返却した。その際、大学にも控えを送付した。 
自己評価シートは毎週末に記入し、大学に提出した。 
事後学習のためのワークシートとレポート用紙は、事後学習時に使用した。 
 

４－１－３ 林業用語集 

林業を専門分野としない岡山大学の学生と、日本語の運用力が十分でない UBC の学生が相互に

理解が進むよう、就業時に必要と思われる専門用語630語、傷病時の状況説明に必要と思われる用

語88語について、日本語とその読み方（ローマ字表記）、英語を併記した。Microsoft Excelで作成

し、使用者自身が適宜並べ替えるなどして使用できるようにした（資料20）。 
岡山大学の学生とUBCの学生に8月の事前教育時に電子メールで送付した。 
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資料18 事前教育カリキュラム 
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資料19-1 受講生ワークブック 
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資料19-2 受講生ワークブック 
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資料19-3 受講生ワークブック 
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資料19-4 受講生ワークブック 
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資料20 林業用語集（一部） 
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４－１　事前教育



４－２ 導入教育 

UBC の学生は林学、林産学を専門分野とする学生であるので、日本での就業に必要と思われる

項目について、導入教育を実施した。講義は岡山大学地域総合研究センターの教職員の他に、岡山

大学農学部、岡山県農林水産部、岡山大学グローバルパートナーズ等の協力を得て実施した。 
 
４－２－１ カリキュラム 

導入教育は9月3日（日）～5日（火）と10月2日（月）～6日（金）に行った（資料21）。 
 
４－２－２ 講義内容 

9 月 3 日（日）はガイダンスの後、共に就業実習を行う岡山大学の学生たちとの顔合わせをし、

自己紹介を行った。その後、有志で昼食を取るなどして親睦を深めた。 
9 月 4 日（月）～5 日（火）は岡山大学の特別聴講学生としての手続き、大学の設備使用に関わ

る手続きを行ったのち、日本語学習、日本文化理解の講義を受講した。手続きはグローバルパート

ナーズの協力を得て実施し、講義はグローバルパートナーズと地域総合研究センターの教職員等が

行った。また、国際インターンシップに参加する岡山大学の学生がキャンパスツアーを行ったほか、

講義にも自発的に参加し、UBCの学生の学びをサポートした。 
10月2日（月）～3日（火）はグローバルパートナーズ教員による日本の社会教育や建築様式に

ついての講義を受講した。また、国際交流オフィスの「L-cafe」で一般学生の英会話レッスンに協

力した。10月5日（木）は岡山大学近くの半田山で日本の植生についてフィールドワークを行った。

6 日（金）は岡山県庁で岡山県の林業の概要や林政に関する課題などについて講義を受け、カナダ

の情報も共有しながら意見交換を行った。その後、岡山大学「西川アゴラ」と岡山シティミュージ

アムにて、岡山市の都市計画の成り立ちや歴史について学んだ。 
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資料21 導入教育のカリキュラム 
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５．就業実習 

５－１ 受け入れ企業、機関での就業内容 

 9月6日（水）～11月24日（金）まで各企業、機関での就業実習を行った。それぞれの就業実

習の実施期間、参加者の内訳は下記のとおりである（資料22）。 
学生は日本語または英語による誓約書を記入し、就業初日に提出した（資料23）。 

 

資料22 就業先と学生の参加期間 
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資料23 誓約書（左：和文、右：英文） 

 
それぞれの企業・機関で行った就業内容は資料24に示す。 
 

 
  

5 就業実習

36

５－１　受け入れ企業、機関での就業内容



受入企業： 服部興業株式会社 
 
担当者： 山林部 課長 川原洋平氏 
国際インターンシップ学生： 小川未由季、村上響、望月悠里  
Co-op in Okayama 学生： ベン・マッキノン 

日程 実習内容 備考 

9月6日（水） 岡山大学より移動、オリエンテーション、社長訓示  

9月7日（木） 手入れ不足林見学、安全装備説明、チェーンソー目立て、チ

ェーンソーの取扱い、伐木講義、資料の英訳 

 

9月8日（金） 間伐作業（ユノキ、ヒノキ28年生）  

9月9日（土） 休業日  

9月10日（日） 休業日  

9月11日（月） 間伐作業（ 〃 ）、チェーンソーの目立て  

9月12日（火） ワイヤー編み、チップソー研磨、倉庫内整理  

9月13日（水） 間伐作業（ 〃 ）  

9月14日（木） 松茸山確認、間伐作業（ 〃 ）  

9月15日（金） 作業道のデジタルコンパスによる路線測量、林道横断測量  
9月16日（土） 休業日  

9月17日（日） 休業日  

9月18日（月） 休業日 敬老の日 

9月19日（火） 間伐作業（ 〃 ）  

9月20日（水） 間伐作業（ 〃 ）  

9月21日（木） 松茸山確認、獣害対策  

9月22日（金） 作業道の横断測量、間伐作業（ 〃 ）  

9月23日（土） 休業日 秋分の日 

9月24日（日） 休業日  

9月25日（月） チップ工場・原木市場見学、旧遷喬小学校見学、 

間伐（小屋が﨏、スギ57年生） 

 

9月26日（火） 重機メンテナンス  

9月27日（水） 松茸収穫・選別、まとめ作業  

9月28日（木） まとめ作業  

9月29日（金） まとめ作業、現地報告会  

資料24-1 就業内容（服部興業株式会社） 
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5就業実習
５－１　受け入れ企業、機関での就業内容



受入機関： 新庄村 
 
担当者： 産業建設課主事 池田洋文氏 
国際インターンシップ学生： 竹本実加、岡田奏  
Co-op in Okayama 学生： ベン・アイズナー 

日程 実習内容 備考 

9月6日（水） 午前：岡山大学より移動  

9月7日（木） ヒノキオイル抽出 株式会社BMD 

9月8日（金） ヒノキオイル抽出 株式会社BMD 

9月9日（土） 休業日  

9月10日（日） 休業日（村民運動会に参加）  

9月11日（月） オリエンテーション、村内見学  

9月12日（火） 伐採、集材 國六株式会社 

9月13日（水） 伐採、集材 國六株式会社 

9月14日（木） 伐採、集材 國六株式会社 

9月15日（金） 伐採、集材 國六株式会社 

9月16日（土） 休業日  

9月17日（日） 休業日  

9月18日（月） 休業日 敬老の日 

9月19日（火） 各課業務研修  

9月20日（水） 各課業務研修  

9月21日（木） 真庭地域畜産共進会  

9月22日（金） 新庄村林業活性化策  

9月23日（土） 休業日 秋分の日 

9月24日（日） 海の市・山の市2017出展手伝い  

9月25日（月） 代休  

9月26日（火） 新庄村パンフレット英訳  

9月27日（水） トレイルランニングイベント準備  

9月28日（木） トレイルランニングイベント準備  

9月29日（金） 現地報告会  

資料24-2 就業内容（新庄村） 
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５－１　受け入れ企業、機関での就業内容



受入企業： 院庄林業株式会社 
 
担当者： 業務部業務課マネージャー 長瀧正典氏 
国際インターンシップ学生： 荒木さくら、中西晴香  
Co-op in Okayama 学生： ヘイリー・ゴン 

日程 実習内容 備考 

9月6日（水） 午前：岡山大学より移動 

午後：製材工場見学、PC工場見学、住宅現場見学 

 

9月7日（木） 午前：会社概要説明、岡山工場見学 

午後：安全教育、課題説明 

 

9月8日（金） 午前：山見学 

午後：品質管理説明、QC工程表説明、ラミナ概要説明 

 

9月9日（土） 休業日  

9月10日（日） 休業日  

9月11日（月） ムラトリ工程  

9月12日（火） フィンガージョイント工程  

9月13日（水） フィンガージョイント工程、工場桧検品  

9月14日（木） 工場桧検品、仕上げ  

9月15日（金） 仕上げ  

9月16日（土） 休業日  

9月17日（日） 休業日  

9月18日（月） 休業日 敬老の日 

9月19日（火） 板削  

9月20日（水） 板削、仕上げ  

9月21日（木） 板削、仕上げ  

9月22日（金） 仕上げ  

9月23日（土） 休業日 秋分の日 

9月24日（日） 休業日  

9月25日（月） 品質管理  

9月26日（火） 補修工程  

9月27日（水） 一般PK、積水PK、積水あらわし  

9月28日（木） 一般PK、積水PK、積水あらわし  

9月29日（金） まとめ資料作成、現地報告会  

資料24-3 就業内容（院庄林業株式会社） 
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5就業実習
５－１　受け入れ企業、機関での就業内容



受入企業： 倉敷木材株式会社 
 
担当者： クラモク建築センター 國代健介氏 
国際インターンシップ学生： 伊藤蒼  
Co-op in Okayama 学生： ベン・マッキノン 

日程 実習内容 備考 

10月9日（月） 午後：岡山大学より移動 体育の日 

10月10日（火） 午前：オリエンテーション 

午後：作業道具の確認、道具レクチャー 

 

10月11日（水） 大工作業  

10月12日（木） 大工作業  

10月13日（金） 大工作業  

10月14日（土） 休業日  

10月15日（日） 休業日  

10月16日（月） 大工作業、現場レクチャー  

10月17日（火） 上棟体験・見学  

10月18日（水） 大工作業  

10月19日（木） 大工作業  

10月20日（金） 大工作業  

10月21日（土） 休業日  

10月22日（日） 休業日  

10月23日（月） 家具作成  

10月24日（火） 家具作成  

10月25日（水） 完成品披露、大工作業  

10月26日（木） 作業場片付け、発表まとめ  

10月27日（金） 現地報告会  

資料24-4 就業内容（倉敷木材株式会社）  
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５－１　受け入れ企業、機関での就業内容



受入企業： 株式会社フォレストこいで 
 
担当者： 専務取締役 小出純平氏  
国際インターンシップ学生： 梶本夏未、竹内将志  
Co-op in Okayama 学生： ヘイリー・ゴン 

日程 実習内容 備考 

10月9日（月） 午後：岡山大学より移動 体育の日 

10月10日（火） 伐倒作業  

10月11日（水） 伐倒作業  

10月12日（木） 伐倒作業  

10月13日（金） 伐倒作業  

10月14日（土） 休業日  

10月15日（日） 休業日  

10月16日（月） 伐倒作業  

10月17日（火） 伐倒作業  

10月18日（水） 伐倒作業  

10月19日（木） 伐倒作業  

10月20日（金） 伐倒作業  

10月21日（土） 休業日  

10月22日（日） 休業日  

10月23日（月） 伐倒作業  

10月24日（火） 伐倒作業  

10月25日（水） 伐倒作業  

10月26日（木） 伐倒作業  

10月27日（金） 現地報告会  

資料24-5 就業内容（株式会社フォレストこいで） 
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５－１　受け入れ企業、機関での就業内容



受入企業： 銘建工業株式会社 
 
担当者： 総務部総務課 森田聖氏 
国際インターンシップ学生： 加賀美幹、中村和歌子  
Co-op in Okayama 学生： ベン・マッキノン 

日程 実習内容 備考 

10月29日（日） 午後：岡山大学より移動  

10月30日（月） オリエンテーション、会社概要説明  

10月31日（火） 安全教育、工場見学  

11月1日（水） 製材工場 高知おおとよ製材 

11月2日（木） 製材工場 高知おおとよ製材 

11月3日（金） 休業日 文化の日 

11月4日（土） 休業日  

11月5日（日） 休業日  

11月6日（月） 仕入れ、真庭流通センター見学  

11月7日（火） 午前：板削り工程 

午後：接着プレス工程 

本社小断面工場 

11月8日（水） 午前：仕上げ工程 

午後：小断面まとめ・レビュー 

本社小断面工場 

11月9日（木） 建物見学  

11月10日（金） CLT工場 CLT工場 

11月11日（土） 休業日  

11月12日（日） 休業日  

11月13日（月） CLT工場 CLT工場 

11月14日（火） CLT工場 本社工場 
11月15日（水） CLT工場 真庭バイオマス発電所 

11月16日（木） 施工現場見学  

11月17日（金） プレカット工場見学  

11月18日（土） 休業日  

11月19日（日） 休業日  

11月20日（月） 品質管理 本社工場 

11月21日（火） バイオマス 本社、真庭バイオマス発電 

11月22日（水） 研修まとめ  

11月23日（木） 休業日 勤労感謝の日 

11月24日（金） 現地報告会  

資料24-6 就業内容（銘建工業株式会社） 
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５－１　受け入れ企業、機関での就業内容



受入企業： 株式会社ウッディワールドのざき 
 

担当者： 総務部 國松禎紀氏 
国際インターンシップ学生： 小西加奈  
Co-op in Okayama 学生： ベン・アイズナー 

日程 実習内容 備考 

11月13日（月） オリエンテーション、住宅市場と事業、木材市場見学  

11月14日（火） 躯体設計（CAD） プレカット工場 

11月15日（水） 躯体設計（CAD） プレカット工場 

11月16日（木） 加工作業（機械） プレカット工場 

11月17日（金） 加工作業（機械） プレカット工場 

11月18日（土） 休業日  

11月19日（日） 休業日  

11月20日（月） 加工作業（手加工） プレカット工場 

11月21日（火） 加工作業（手加工） プレカット工場 
11月22日（水） モデルハウス見学、完成物件見学、建築中物件見学、古民家

見学 
 

11月23日（木） 休業日 勤労感謝の日 

11月24日（金） メーカーショールーム見学、研修まとめ、現地報告会  

資料24-7 就業内容（株式会社ウッディワールドのざき） 
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５－１　受け入れ企業、機関での就業内容



また、岡山大学環境生命科学研究科の3つの研究室でUBC生の受入を行った。 
岡山大学森林生態学研究室では、室内作業、野外調査およびデータ入力の補助を行った。いずれ

の場合も、作業に入る前に、担当している学生が研究の背景、目的、材料と方法およびこれまでに

分かっている成果を説明し、研究内容を理解してから実施した。 
室内作業では、「コナラの繁殖器官生産と種子生産の年変動」に関するプロジェクトの一環として、

リターを繁殖器官、種子およびその他の器官に仕分け、それぞれの乾燥重量を測定する過程を経験

した。この作業は野外調査に出かけていない日に実施し、1日に平均5時間ほどの作業であった。 
野外調査では、「ブナ原生林の林床に生育するチシマザサの生産特性」に関するプロジェクトの一

環として、岡山県西粟倉村においてチシマザサの個葉の光合成測定を補助した。この調査には日帰

りで2回参加した。「冷温帯落葉広葉樹林におけるブナ下層個体群の動態」に関するプロジェクト

では、鳥取県大山において林床のブナ実生と稚樹のセンサスおよび伐採によるサンプル採取を補助

した。この調査では鳥取大学演習林宿舎を利用した2泊3日の調査に1回、日帰りの調査に1回参

加した。「落葉広葉樹二次林における林冠木伐採後の再生課程」に関するプロジェクトでは、岡山県

真庭市の山間部において切り株からの萌芽シュートのセンサス調査を補助した。この調査では鳥取

大学演習林宿舎を利用した1泊2日の調査に1回参加した。 
データ入力では、野外調査で得られたデータをコンピュータに入力し、データ整理を補助した。 

以上の研究プロジェクトはまだ進行中であるが、今回の活動によって多くのデータを得ることがで

き、それらのデータを現在解析している。いずれも興味深い成果が得られると期待される。 
 岡山大学大学院環境生命科学研究科資源循環学専攻環境プロセス工学研究室では、2017年10月

30日から11月10日の2週間、インターンシップ生Hayley Gongを受け入れた。当研究室の既往

の研究で明らかとなっている、木質バイオマスの成分をプラスチック原料に転換する酸化反応を生

体膜ミメティクスであるリポソームが促進する機能について、特定の化学反応をケーススタディー

として、リポソームの膜の流動性を系統的に変化させた実験を実施した。リン脂質2種類の比率を

変えて混合した３つの系で結果が得られた。当研究室にとっても初めての知見である本結果は、我々

の今後の研究の足場となる成果となった。また、Gong氏と一緒に研究生活を送ったことで、当研

究室の学生の意欲が向上した。 
岡山大学流域水文学研究室では、11月13日から24日の2週間にわたり水循環を総合的に考究

する水文学の概要理解を目的として講義と演習を行った。水循環の概要に関する講義に加え、10年

に一度発生する雨量の統計的推定法、洪水ピーク流量の推定法、雨量から流量時系列を計算する流

出解析法について講義・演習を行い、その結果、11月24日の研究室内で行った成果報告会にて、

水文学の概要、各手法の目的・意義・具体的な適用法について理解を深めたことを確認した。 
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５－１　受け入れ企業、機関での就業内容



５－２ 様式類のオペレーション 

 目標設定シート、自己評価シート、活動日報、学生に対する企業からの評価シートについて、企

業、学生、大学がやり取りする流れを資料25に示す。 
 

資料25 様式類のオペレーション 
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５－２　様式類のオペレーション



５－３ 就業期間中のヒアリング 

 就業期間中の毎週末に、中間伺いと最終評価として、岡山大学の教職員が受け入れ企業・機関に

出向き、ヒアリングを行った。岡山大学生、UBC学生、企業から挙げられた感想、学び、課題に

ついて下記にまとめた。 
 
５－３－１ 岡山大学生 

５－３－１－１ 感想 

・企業には温かく迎え入れてもらい、本当に感謝している。 
・自分の英語力が不足していて、UBC生や企業の方が困っているのではないかと申し訳なく思う。 
・雨天が続き、屋外での作業ができない日があるのが残念である。 
・役場の仕事で 90 歳以上の高齢者の集まりを訪ね、一緒に食事をし、歌を歌った。皆さんがお元

気で生き生きと過ごされていることに驚いた。 
・構造物の強度に影響しない部分のデザインをさせてもらい、嬉しかった。デザイン画を学生が描

き、細工方法について皆で議論した。 
・共同生活をしながら働く環境にすっかり慣れた。岡山に戻り、下宿での生活を再開すると一気に

寂しく感じるだろう。 
 
５－３－１－２ 学んだこと 

・工場の安全教育が徹底している。他社に出向いて安全教育に関する話をすることもあり、話をす

ることが自社にとっての新たな発見になるのだと言われ、驚くと共に感心した。 
・自治体のパンフレットを分析、考察するという課題が難しく感じる。大学から「既に2週間滞在

し、住民に会い、運動会にも参加して、住民の生の声に接しているのだが、そこで得た情報や感覚

とパンフレットの仕事がつながるか」と聞かれ、なるほどと思った。村人との出会いや、そこで感

じたことが関係するのだと学んだ。 
・山の仕事は体力が必要だ。自分たちの体力が不足して仕事の足を引っ張っているところを、社員

の皆さんが配慮して助けてくださっている。 
・業務改善提案をすることが難しいと感じる。学生が少し見学して提案できるようなことは、企業

ではすでに検討されていると思うので、発想を自由にして考えるように努めた。 
・業務改善提案を出せるほどに業務を理解できているわけではないので、自分には何ができるかと

考えた。しっかり観察して、理由を理解することで改善策を考えようと思った。 
・自己評価シートを書き忘れた週があったが、後から書くのでは意味がないので反省した。 
・工場のラインが機械トラブル等で停止することがある。作業の手が止まるので、その間に社員に

質問するなどして、疑問を解消したいと思っている。 
 
５－３－１－３ 課題 

・日本語の分からない UBC 生にとっては、そのために辛い仕事があるようだ。自分たちはどうや

って助ければよいのか悩んでいる。 
・通訳することが難しく、つい黙ってしまうことがある。 
・見学の場合、自分も初めて見聞きすることを英語に訳すことが負担になる。不十分な通訳で、UBC
の学生にもどかしい思いをさせているのではないかと心配である。 

5 就業実習
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５－３　就業期間中のヒアリング



・伐木特別教育でチェーンソーの使い方は学んでいるが、その後、就業まで２か月近く空くため不

安である。 
・山中での仕事の際、女子はトイレの場所や使うタイミングを考慮する必要がある。 
・林業だけでなく、就業に必要な英単語にも触れておくべきだと思った。林業という業種だが、働

くことについての用語が必要だと思う。 
・岡大生が複数いる場合、UBC生の通訳をどちらがするか、負担が偏らないように工夫が必要。 
・良いことかそうでないか分からないが、互いに加工作業に集中している時は、UBC生と話すこ

とがあまりない。 
・体力がなく皆についていけず、悔しく悲しかった。自分が情けない。気持ちは前向きなのだが。 
・自炊できない場合、弁当を買ったりすることが続くので、栄養管理が課題である。 
 
５－３－２ UBC 生 

５－３－２－１ 感想 

・雨天が続き、山での仕事ができないのが残念。 
・工場で働いたことがなかったので、ラインの流れる速度に驚いた。 
・中には退屈だと感じる仕事もある。 
・忘れ物をしてしまったのだが、温かいメッセージとともに届けてもらい、ホスピタリティの豊か

さに感動した。 
 
５－３－２－２ 学んだこと 

・どの企業でも親切に接してもらっていて、外国で働くことの不安がない。 
・もし日本語が分かれば、もっと貢献できることがあるかも知れない。 
・安全教育が整っている。 
・工場内は整理整頓が徹底されているし、歩く距離が短くなるように動線が設定されている。 
 

５－３－２－３ 課題 

・日本の夏は蒸し暑いと聞いていたので、体調管理に気をつけている。 
・日本語が分からないので、ひとつひとつの会話が理解できないことがもどかしく感じる。 
・自分の技術を高めるために、もっと作業をしたい。 
 
５－３－３ 企業 

５－３－３－１ 感想 

・岡大生も UBC 生も礼儀正しく、好意的に迎えられている。態度や宿舎での過ごし方を見て、他

の方が褒めていた。「食品の買い出しに行くのも自転車では大変だろうから、自分の買い物のついで

に乗せて行ってあげよう」という申し出もあった。 
・岡大生は慣れない専門用語の通訳に苦しんでいるようだが、時間がかかっても UBC 生にしっか

り伝えようと必死でやっている。 
・雨が降る屋外の研修でも、真剣に質問したりメモを取ったりしている。 
・UBC生は技術も高く、体力もあり、安定した仕事ぶり。しかし同じことの繰り返しで飽きてい

る様子もうかがえる。岡大生は一生懸命に技術を習得しようとしている。 
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・学生が来てくれて、社内の雰囲気が変わった。コミュニケーションもよい。 
 
５－３－３－２ 効果 

・受入3年目となり、よい意味での慣れやマンネリズムがある。各工程の初日は現場リーダーが仕

事について説明をする。マネージャークラスには、社員の特性の違った一面が見える機会となって

いる。 
・社員の安全意識向上に学生が貢献している。 
・UBC生の日本語力が急速に伸びていると感じる。 
 
５－３－３－３ 課題 

・UBC生に大学のシステムのことや、日本の地方創生のことなど、少し社会的な話題を振ってみ

ると、堰を切ったように話す。岡大生とそういう話までできればよいのだが。 
・活動日報をメール提出に変更したため、UBC生とやりとりする英文メールに苦心している。 
・学生同士は非常に仲がよく、社員とのコミュニケーションもよいのだが、休憩時間に日本語で社

員とも話が盛り上がってしまい、日本語の分からないUBC生が静かになってしまうことが気がか

りである。 
・経験者と初心者がいる場合、どうしても初心者である岡大生に対する作業指示が長くなるため、

経験者である UBC 生と話す時間が短くなる。話をし続けることが大事なのではなく、仕事の空

間を共有することや、折々のまとめを共有することが大事だと思うので、気をつける。日本人同

士ならそんなに気にしていないと気づいたので、UBC 生だからと言って、意識しすぎないよう

にしたい。 
・岡大生には英語力を高めてほしい。UBC 生に十分に伝わっていないのではないかと思うことが

ある。 
・UBC 生が質問してくれることを期待しているが、質問をためらってしまっている様子がうかが

える。専門的な知識があるので質問しなくてもわかっている場合と、岡大生の通訳の負担を考慮

して遠慮していることもあるようだ。 
 
 

5 就業実習

48

５－３　就業期間中のヒアリング



６．事後教育 

６－１ カリキュラム 

就業実習を終えた学生から順に個別指導を行った。11 月 29 日（水）の成果発表会で報告する内

容を各自が作成し、内容の適切さ、論理展開の適切さ、プレゼンテーションの質を、教員が指導し

た。1 回あたりの指導時間は概ね 1 時間程度であり、学生によっては 3～5 回程度指導した（資料

26）。 
成果発表会の様子は7－1から7－5を参照されたい。 

 
事後教育 

（対象：国際インターンシップ学生、Co-op in Okayama 学生） 
月日 時間 授業名 担当者 

10月10日（火）～

11月28日（火） 

個別指定時

間 

学習まとめ 吉川賢 岡山大学地域総合研究センター 特任教授 

 

11月29日（水） 午後 成果発表会 吉川賢 岡山大学地域総合研究センター 特任教授 

 
事後教育 

（対象：国際インターンシップ学生） 
月日 時間 授業名 担当者 

12月20日（水） 5限～6限 振返り 山田一隆 岡山大学地域総合研究センター 准教授 

1月9日（火）  レポート提出期限 山田一隆 岡山大学地域総合研究センター 准教授 

資料26 事後教育のカリキュラム 
 
６－２ 講義内容 

岡山大学の学生に対しては12月20日（水）に振り返りを行った。受講生ワークブックで配布し

ていた「事後学習のためのワークシート」に各自が記入したうえで授業に参加し、グループワーク

を通して、本プログラムでの自分の学びを言語化し、今後の大学での学びにどう生かすかを考える

時間を持った。その後、１月9 日（火）を期日としてレポートを提出し、すべての学習を終えた。 
 
６－３ レポート 

 今後の目標として学生が挙げた主なものを下記に記す。 
 
・専門分野の知識があるだけでは、社会に出てからの問題解決能力を得ることができないというこ

とを痛感した。 
・働く際には生産性をあげるための行動を自分で考えてしなくてはいけないことや、様々な同業者

と円滑な関係を保つために会話力が必要であること、また、全ての自分の行動は会社の利益に関わ

るため責任を持たなくてはいけないことを知った。 
・植林はしないのですかと質問をしてみたところ、植林にかかる費用と得られる利益を考えたらで

きないと言われた。講義で「日本の木材は安い輸入材に押されている」と学んだが、実際に現場で

聞くと実感となって現れた。 
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・初めてチェーンソーを触ったり、山の中で作業をしたり、重機の整備をしたりした。初めてのこ

とがほとんどで、毎日反省することばかりだった。 
・事前学習で自分がしようと考えていることや目標についてみんなで一緒に考える時間が多く、目

標や行動計画について具体的に考えたので、就業実習では沢山挑戦できたように思います。何かに

ついて事前に努力しておくという姿勢は何においても役に立つと思います。 
・事後学習での振り返りによって、私は興味を持ち続けられるものや、絶対にこの時間は、または

この場所ではこうする、と決めておくと怠けることなく目標に向かって努力し続けられるのだとい

う自分の傾向のようなものを分析することができました。 
・以前の自分なら興味がないと参加しなかった講演会やイベントに、何か得ることができるのでは

ないかと思って足を運んだり、講義やニュースで林業のことが出てきたりすると、前よりももっと

興味や関心を持って自分の知識と照らし合わせながら、見たり聞いたりすることができていると感

じる場面が増えた。 
・インターン期間中は社員の方と気軽に話せる機会が多くあり、また、様々な部署を見学させても

らったため、多くの方と話すことができた。そして、よく話題にのぼったのが「大学で何を勉強し

ているか」という事であった。答えは一見簡単だが、実際に答えるときに戸惑った。大学で毎日勉

強しているにもかかわらず的確に答えるだけの知識が足りないと感じた。一方、社員の方々の会社

の製品に対する知識の広さを知り、自分自身に対する危機感を覚えた。自分がいかに大学の講義な

どを「単位」のために過ごしていたのか痛感した。原因は、目的薄、受動的、そもそも受講する科

目への興味関心の低さなどが考えられる。社会で働くということは、何かのプロフェッショナルに

なることだと分かった。 
・出来ないこと・やったことのないことをするときにどう動くかを考えるきっかけになりました。

具体的には、分からないことがあれば素直に確認すること、その一方で聞いてばかりではなく、出

来る人を見て真似てみること、そして、出来る人を見ていれば効率的に作業ができるヒントも見え

てくるので、自分なりに次の行動を考えながら動くこと、を意識するようになりました。 
・このプログラムに参加していなければ、ただ何も考えずに漠然と就業体験をしていただけだった

かもしれないと思います。事前に目標を設定し、実習中にも日々振り返りを行い、発表会として自

分が得られたもの・学んだことを整理して、事後学習で他の人の意見も取り入れられる、という本

プログラムに最初に参加できたことは、今後、他のインターンシップに参加してもたくさんのこと

が学べると思います。 
・今回のようなインターンシップや留学、異文化交流の場を大切にし、大学生だからこそあるチャ

ンスを有効活用していきたいと思いました。 
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６－４ 自己評価 

国際インターンシップの受講者に対して、事前（事前学習終了時）と就業中、事後（就業体験終

了時）に同一の調査票「自己評価シート」（資料 27）に基づいて態度特性に対する自己評価を行っ

た。 
態度特性の各項目のうち、特徴的なものについて、事前学習開始前、事前学習終了後、就業1週

目、就業最終週の態度特性の平均を、項目ごとに時系列にみたところ、これらの変化は、1)右肩上

がり、2)「N」字型、3)「へ」の字型、4)「U」字型の4つに大別される。変化が主に意味するとこ

ろを以下に示す。 
項目によって変化の仕方が違う。典型的なものとして、図4に見られるような右肩上がりの変化

は、「05. 体験型授業を通じて大学での学びは深まると思う。」、「11. 大学で学んでいることは、私

の人生に役に立っている。」、「27. 私は近い将来、自分が暮らす地域社会をよくするための取り組み

に参画するつもりである。」の3項目で見られた。事前学習での学びを踏まえ、就業という体験型

学習を通して学びが深まり、自分の人生に引き寄せて考え、地域社会を考える方向に変化している

ことがうかがえる。 
一方、「25r. 【反転】大学で学んでいることが、私の日常生活にとって何か意味があるとは思え

ない。」、「10. 私は、自分が住んでいる地域が今どんな課題を抱えているのか具体的に知っている。」

の2項目では（図5）、事前学習を通して学びは深めたが、実際の就業現場で、予想や想像とは異な

る事態に遭遇し、葛藤があった。しかし、就業終了時にはそれを克服できたことを示している。就

業初期は、大学で学んできた既有知識が通用しない事態に戸惑ったものの、現場での活動によって

これまでの知識が活用できるようになったものと考えられる。 
 
 

  
図4 右肩上がりの例 

05. 体験型授業を通じて大学での学びは深ま

ると思う。 

図5 「N」字型の例 
25r. 【反転】大学で学んでいることが、私の日

常生活にとって何か意味があるとは思えない。
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資料27 自己評価シート 

6 事後教育

52

6 － 4　自己評価



７．成果報告会 

平成 29 年11 月29 日（水）13 時より 17 時 30 分まで、岡山大学一般教育棟E21 講義室にて、

国際インターンシップ及びCo-op in Okayama成果報告会を開催した（資料28～30）。 
 

資料28 成果報告会ポスター（左：表面、右：裏面） 
 
報告会は開会挨拶と本プログラムの概要説明から始まった。その後、国際インターンシップに参

加した学生 16 名による成果報告を行った。16 名のうち 3 名はUBC 生をリサーチアシスタントと

して受け入れた研究室に所属する学生である。成果報告は、就業した企業ごとに学生たちが行った

業務の説明と、各人の学修目的と振り返りを報告する形で行い、発表に対して受け入れ企業、機関

の担当者からコメントを頂いた。 
続いて、Co-op in Okayamaに参加したUBC生3名が成果報告を行った。1名あたり15分間の

プレゼンテーションを行い、Ben Eisnerは新庄村、岡山大学森林生態学研究室、株式会社ウッディ

ワールドのざきでの就業について、Hayley Gongは院庄林業株式会社、株式会社フォレストこいで、

岡山大学環境プロセス工学研究室、岡山大学流域水文学研究室での就業について、Ben McKinnon
は服部興業株式会社、倉敷木材株式会社、銘建工業株式会社での就業について、それぞれ報告した。

発表形式は、UBC 学生が作成した英語版のスライドを投影して、英語でプレゼンテーションを行

い、あらかじめ和訳しておいた日本語版のスライドを別のスクリーンに投影した。また、UBC 生

は英語で発表を行ったが、日本語への通訳は発表時にはつけず、その後の質疑応答のみ通訳をした。

発表の後には、受け入れ企業、機関の担当者から英語や日本語でコメントを頂いた。 
続いて総合討論を行った。受け入れ企業、機関の担当者、関連する自治体、前年度参加学生など、

さまざまな立場からのコメントが寄せられた。UBC 生も通訳をつけて討論に参加した。最後に閉

会挨拶があり、成果報告会は終了した。 

2017年11月29日（水）

13：00-17：30
岡山大学 一般教育棟Ｅ棟
２階 Ｅ２１講義室

教養教育科目（実践知） 「国際インターンシップ」
同時開催： カナダ国ブリティッシュコロンビア大学海外就業プログラム「Co-op in Okayama」

「国際インターンシップ」は、大学での学びを社会的見地から振り返り、社会人としての振
舞い方や考え方を学ぶことで、大学での学びを深化させることができ、自身と社会の関係
を意識し、大学卒業後の自分の姿を先取りして考える就業体験プログラムです。
「林業教育コンソーシアム」に参加している企業の協力のもと、カナダ国ブリティッシュコロ
ンビア大学（UBC）による「Co-op in Okayama」と連携し、本年9月～11月の3か月間、県
内の林業・林産業企業にて実習を行いました。参加した岡山大学生、院生、UBC学生が
林業・林産業の現場で学び、考えた成果を報告します。

平成29年度

国際インターンシップ
成果報告会

問合せ／岡山大学地域総合研究センター(AGORA)
電話＆FAX 086-251-8491
E-mail: info-agora@okayama-u.ac.jp
HP http://agora.okayama-u.ac.jp/

教養教育科目（実践知）

国際インターンシップ

実践型科目
UBC, Forestry Co-op Program
（カナダ・ブリティッシュコロンビア大学)

Co-op in Okayama

平成29年度教養教育科目（実践知）

「国際インターンシップ」成果報告会

2017年度受入企業・機関
院庄林業株式会社 （津山市）
株式会社ウッディワールドのざき （岡山市）
株式会社フォレストこいで （真庭市）
倉敷木材株式会社 （倉敷市）
新庄村 （真庭郡新庄村）
服部興業株式会社 （岡山市）
銘建工業株式会社 （真庭市）
岡山大学森林生態学研究室 （岡山市）
岡山大学環境プロセス工学研究室 （岡山市）
岡山大学流域水文学研究室 （岡山市）

13:00～13:05  開会挨拶 高橋 香代 （理事・副学長（企画・評価・総務担当））

13:05～13:10 プログラム概要説明 吉川 賢 （地域総合研究センター 特任教授）

13:15～16:05  第一部 「国際インターンシップ」成果報告
報告者： 岡山大学学生、院生、受入企業・機関

[学生] 荒木さくら、中西晴香 [企業] 院庄林業株式会社
[学生] 小西加奈 [企業] 株式会社ウッディワールドのざき
[学生] 梶本夏未、竹内将志 [企業] 株式会社フォレストこいで
[学生] 伊藤蒼 [企業] 倉敷木材株式会社
[学生] 岡田奏、竹本実加 [自治体] 新庄村
[学生] 小川未由季、村上響、望月悠里 [企業] 服部興業株式会社
[学生] 加賀美幹、中村和歌子 [企業] 銘建工業株式会社
[学生] 梶河千紘 川井優宏、山田和宏、山林英果 [機関] 岡山大学森林生態学研究室
[学生] 永冶恭司、脇本雅也 [機関] 岡山大学環境プロセス工学研究室
[学生] 刈谷成希、難波愛 [機関] 岡山大学流域水文学研究室

16:05～17:05  第二部 「Co-op in Okayama」成果報告
報告者： カナダ国ブリティッシュコロンビア大学学生

Ben McKINNON （服部興業株式会社、倉敷木材株式会社、銘建工業株式会社）
Ben EISNER （新庄村、岡山大学森林生態学研究室、株式会社ウッディワールドのざき、）
Hayley GONG （院庄林業株式会社、株式会社フォレストこいで、岡山大学環境プロセス工学研究室、

岡山大学流域水文学研究室）

17:05～17:25  第三部 総合討論と講評
司会： 吉川 賢

17:25～17:30 閉会挨拶 三村 聡 （地域総合研究センター長）

開催日時： 2017年11月29日（水） 場所： 岡山大学一般教育棟Ｅ棟２階Ｅ２１講義室

53

7成果報告会



資料29 成果報告会への参加者 

 

資料30 報告会入場者が記入する誓約書  

氏名 所属 氏名 所属

1 頼本　維樹 独立行政法人日本学生支援機構 30 内山　栞 岡山大学法学部（学生）
2 清水　隆明 独立行政法人日本学生支援機構 31 小川　未由季 岡山大学法学部（学生）
3 實原　将治 真庭市 32 中西　晴香 岡山大学法学部（学生）
4 大久保　陽平 倉敷木材株式会社 33 中村　和歌子 岡山大学法学部（学生）
5 國代　健介 倉敷木材株式会社 34 納冨　佑枝 岡山大学法学部（学生）
6 船曳　政也 倉敷木材株式会社 35 加賀美　幹 岡山大学マッチングプログラムコース（学生）
7 服部　俊也 服部興業株式会社 36 望月　悠里 岡山大学マッチングプログラムコース（学生）
8 川原　洋平 服部興業株式会社 37 岡田　優希
9 安藤　翔 服部興業株式会社 38 敷田　千紗奈

10 森田　聖 銘建工業株式会社 39 寅本　和輝
11 池田　洋文 新庄村 40 中山　友博
12 黒田　眞路 國六株式会社 41 西山　真史
13 後閑　勝元 株式会社ウッディワールドのざき 42 松葉　一朗
14 正藤　理那 株式会社ウッディワールドのざき 43 丸尾　啓太
15 武用　康男 岡山県農林水産総合センター森林研究所 44 脇本　雅也
16 Ben Eisner ブリティッシュコロンビア大学（学生） 45 高橋　香代 岡山大学　理事・副学長
17 Ben McKinnon ブリティッシュコロンビア大学（学生） 46 木村　邦生 岡山大学
18 Hayley Gong ブリティッシュコロンビア大学（学生） 47 木村　幸敬 岡山大学
19 荒木　さくら 岡山大学医学部（学生） 48 近森　秀高 岡山大学
20 Cao Thi Khanh Chi 岡山大学環境生命科学研究科（学生） 49 坂本　圭児 岡山大学
21 伊藤　蒼 岡山大学環境生命科学研究科（学生） 50 三村　聡 岡山大学
22 刈谷　成希 岡山大学環境生命科学研究科（学生） 51 前田　芳男 岡山大学
23 小西　加奈 岡山大学環境生命科学研究科（学生） 52 吉川　賢 岡山大学
24 永冶　恭司 岡山大学環境生命科学研究科（学生） 53 吉川　幸 岡山大学
25 梶本　夏未 岡山大学教育学部（学生） 54 林　忠行 岡山大学
26 竹内　将志 岡山大学工学部（学生） 55 物部　和彦 岡山大学
27 竹本　実加 岡山大学農学部（学生） 56 真田　明 岡山大学
28 村上　響 岡山大学農学部（学生） 57 奥井　伸二朗 岡山大学
29 岡田　奏 岡山大学文学部（学生） 58 近藤　亜希子 岡山大学

 

誓 約 書 
 

                                                        平成 29 年 11 月 29 日 

 

国立大学法人岡山大学 学長殿 

 

私は、次の事項を誓約することを条件に「国際インターンシップ」成果報告会会場に入場します。 

 本会場において知り得た研究発表の情報（研究内容、研究に関するデータ、メモ、コピー、電子記録媒

体、及び成果有体物に関する情報等を含む）については、今後３年間、秘密を厳守します。 

 

上記誓約の証として、下欄に自署いたします。 

 

入場者署名欄 

「国際インターンシップ」成果報告会 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

別紙様式 
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７－１ 開会挨拶 

高橋 香代（岡山大学理事・副学長（企画・評価・総務担当） 
 岡山大学のグローバル実践型教育である「国際インターンシップ」

は今期で3回目を迎えました。実施にあたっては幾多の困難があっ

たと聞いておりますが、関係者の献身的ご努力の甲斐あって、今期

もこのように成果報告会の日を迎えられたことを大変嬉しく思って

おります。特に、学生たちに就業機会を提供してくださった受入企

業・機関の皆さま、全面的にサポートしてくださった林業教育コン

ソーシアムの皆さま方には厚く御礼申し上げます。カナダのブリテ

ィッシュコロンビア大学との共同実施の実践型社会連携教育プログ

ラムであり、カナダの学生にとっても本学の学生にとっても、このような経験は望んでもなかなか

得られるものではありません。 
本学では実践型社会連携教育の取組を進めており、グローバル化が前提となっている昨今にふさ

わしい教育のあり方を実践しようとしております。グローバル化は、ボーダーをなくすものだと思

います。ボーダーの一つは国境です。それぞれの国が、それぞれの教育システムで、それぞれの国

の次の世代を育てるという時代ではなく、これからは国境にとらわれない学びの場の重要性がます

ます高まるものと思います。 
もう一つは、教育機関と地域社会との垣根です。教育機関だけが次の世代を育てる場ということ

ではなく、社会全体が人材育成の場であるという方向に進みつつあります。本学でも、NPO など

地域社会で活動している団体の活動に学生が参画させていただき、教員の指導のもとで、学生であ

る自分と地域社会の関わりを考え、大学時代に自分はどう学ぶのかを省察して理解を深めるという

学び方が始まっています。 
このように考えますと、本プログラムは先進的な教育の形を先取りしたものであると思います。

今後、このプログラムがさらに効果を発揮するためには、学内はもとより、企業の方々、地域の方々

に積極的に参画していただきたいという思いを強く持っております。新しい教育の姿を、このプロ

グラムを起点に作り上げていくという夢をもって、今後も発展させていきたいと思っております。 
 
７－２ プログラムの概要説明 

吉川 賢（岡山大学地域総合研究センター 特任教授） 
 岡山大学とブリティッシュコロンビア大学の学生交流協定の元で、

UBC から今年は 3 名の学生が参りました。岡山大学の実践型教育

科目「国際インターンシップ」を履修している学生と共に、林業教

育コンソーシアムに参加していただいている企業、機関のところで

就業実習をさせていただいています。実践型教育科目は実社会の課

題を感知し、その課題の解決策を考え、その経験を大学での学びに

反映し、これから大学で学ぶ際にそうした実践での経験を生かして

何を学ばなければならないのかを考える力をつけることが狙いで

す。 
 今年は UBC の学生が 3 名ですが、過去 2 年間は 2 人ずつでした。岡大の学生は 9 名、14 名、

21 名と徐々に増えてきております。UBC の学生は専門が森林学ですが、岡大については全学へ募

写真1 高橋香代理事 

写真2 吉川賢特任教授 

写真 1   高橋香代理事

写真 2   吉川賢特任教授
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集しておりますので、学部や研究科を問わず、あらゆる分野の学生たちが参加しています。 
彼らは 3 つの班に分かれて就業実習をしました。UBC の学生たちは 3 か月に渡って 3 か所から

4か所で実習し、岡山大学の学生は2週間ないし3週間、長いもので4週間実習しました。なぜ岡

大生の実習期間が2週間ないし3週間になるかというと、現在は授業をしている期間ですから、国

際インターンシップに参加しますと、その期間、他の授業を休まなければならないという問題が生

じます。これは解決しなければならない一番大きな問題点となっています。そのような中での学習

成果を発表させていただきます。 
 
７－３ 学生による発表 

 学生の報告順と内容を表5に示す。 
 

表5 学生発表の順番と時間 
 報告者 受け入れ企業、機関 報告時間

1 竹本実加（農学部1年生） 
岡田 奏（文学部1年生） 

新庄村 15分 

2 中村和歌子（法学部2年生） 
加賀美幹 
（マッチングプログラムコース1年生）

銘建工業株式会社 15分 

3 荒木さくら（医学部1年生） 
中西晴香（法学部2年生） 

院庄林業株式会社 15分 

4 伊藤蒼（環境生命科学研究科1年生） 倉敷木材株式会社 10分 
5 梶本夏未（教育学部4年生） 

竹内将志（工学部1年生） 
株式会社フォレストこいで 15分 

6 村上響（農学部1年生） 
望月悠里 
（マッチングプログラムコース2年生）

小川未由季（法学部3年生） 

服部興業株式会社 
 

20分 

7 小西加奈（環境生命科学研究科1年生） 株式会社ウッディワールドのざき 10分 
8 カオ ティ カン チ 

（大学院環境生命科学研究科留学生） 
岡山大学森林生態学研究室 
 

10分 

9 永谷恭司 
（大学院環境生命科学研究科１年生） 

岡山大学環境プロセス工学研究室 10分 

10 刈谷成希（環境理工学部４年生） 岡山大学流域水文学研究室 10分 
11 Ben Eisner（UBC） 

 
新庄村 
岡山大学森林生態学研究室 
株式会社ウッディワールドのざき 

15分 

12 Hayley Gong（UBC） 院庄林業株式会社 
株式会社フォレストこいで 
岡山大学環境プロセス工学研究室 

15分 
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岡山大学流域水文学研究室 
13 Ben McKinnon（UBC） 服部興業株式会社 

倉敷木材株式会社 
銘建工業株式会社 

15分 

 
７－３－１ 竹本実加・岡田奏（新庄村） 

    
 

竹本実加（農学部 1 年生）、岡田奏（文学部 1 年生）の 2 名は、新庄村における実習の報告を行

った。最初に岡田が実習内容について述べ、新庄村での就業実習は、役場内のほか、株式会社BMD、

國六株式会社、「スマイルサロン」、「キュリオスクール」などの村内の事業所で行われたことを紹介

した。 
 続いて、竹本、岡田がそれぞれの学びと提言を述べた。竹本は林業や異文化に対する理解を深め

たいという目標を持って、村内の林業企業である國六株式会社での伐木業務を行い、作業者の負担

の大きさを理解するとともに、林業従事者を増やしたり、村への移住・定住を促進したりするため

には、林業のイメージ改善が重要であると感じた。また、作業中は自身や周囲の安全を守るために、

周囲の状況を把握しつつ、目の前の作業に集中することの難しさと、それが出来つつあるのではな

いかという手ごたえを感じた。UBC 生との交流を通じ、日本の政治や歴史に関する知識が浅く、

質問に答えられなかった経験を紹介し、多様な知識を身につけたいと述べた。 
 岡田は、森林と人間の関係に着目し、森林について学ぶことにより、異なる側面から人間の理解

を深めたいという目標を紹介し、村内の小中学生が学ぶ「キュリオスクール」や、介護予防を目的

とした「スマイルサロン」での活動に参加し、臨機応変に適切なサポートをすることについての気

づきを述べ、自分自身の中にある対応方法のレパートリーを増やしたいと述べた。 
受入機関からは、就業期間中の真摯な態度やメモを取って聞き漏らさないようにする姿勢に感心

したことと、この経験を大学での今後の学びに活かしてほしいとのコメントがあった。 
 
  

写真3 竹本実加 写真4 岡田奏 写真 3   竹本実加 写真 4   岡田奏
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７－３－２ 中村和歌子・加賀美幹（銘建工業株式会社） 

    
  
 
中村和歌子（法学部 2 年生）、加賀美幹（マッチングプログラムコース 1 年生）の 2 名は銘建工

業株式会社における実習の報告を行った。最初に中村が実習内容について述べ、銘建工業株式会社

での就業実習は、本社工場はじめ各工場の見学、高知県のおおとよ製材への出張で事業の全体像を

理解することから始まり、各工場での深い学習を行ったことを紹介した。 
続いて、中村、加賀美がそれぞれの学びと提言を述べた。中村は、企業と地域住民や自治体との

関係に着目した。法学部で会社法を学んでいるが、会社というものが具体的には理解できていなか

ったところ、銘建工業の関連企業であるおおとよ製材についての出資比率と、出資者である株主の

利益を守るための仕組みについて学んだ。また、高知県では木材需要拡大のために、県産材利用に

関する条例が議員立法で制定されており、社会全体が林業に関心を持つことの意義を考えた。 
英語環境で育った背景を持つ加賀美は、林産業を学ぶ中で、英語を話すことと通訳することの違

いに気づいたことを述べた。通訳すること以前に林産業の専門用語が理解できず、まず日本語で専

門用語を理解しなければ、適切な英語で表現することができず、自身も周囲も忍耐を要するプロセ

スであったことを振り返り、その言語でしか表せない概念があり、言語と文化と考え方が強く繋が

っていることを、語学の面からも、専門用語の面からも感じた。 
受入企業からは、大学での専門分野とつなげた学習ができていることや、英語でのコミュニケー

ションについて視野が広がったと学生が述べたことについて、受入企業として嬉しく思うとのコメ

ントがあった。 
 
  

写真5 中村和歌子 写真6 加賀美幹 

７－３－２ 中村和歌子・加賀美幹（銘建工業株式会社） 

    
  
 
中村和歌子（法学部 2 年生）、加賀美幹（マッチングプログラムコース 1 年生）の 2 名は銘建工

業株式会社における実習の報告を行った。最初に中村が実習内容について述べ、銘建工業株式会社

での就業実習は、本社工場はじめ各工場の見学、高知県のおおとよ製材への出張で事業の全体像を

理解することから始まり、各工場での深い学習を行ったことを紹介した。 
続いて、中村、加賀美がそれぞれの学びと提言を述べた。中村は、企業と地域住民や自治体との

関係に着目した。法学部で会社法を学んでいるが、会社というものが具体的には理解できていなか

ったところ、銘建工業の関連企業であるおおとよ製材についての出資比率と、出資者である株主の

利益を守るための仕組みについて学んだ。また、高知県では木材需要拡大のために、県産材利用に

関する条例が議員立法で制定されており、社会全体が林業に関心を持つことの意義を考えた。 
英語環境で育った背景を持つ加賀美は、林産業を学ぶ中で、英語を話すことと通訳することの違

いに気づいたことを述べた。通訳すること以前に林産業の専門用語が理解できず、まず日本語で専

門用語を理解しなければ、適切な英語で表現することができず、自身も周囲も忍耐を要するプロセ

スであったことを振り返り、その言語でしか表せない概念があり、言語と文化と考え方が強く繋が

っていることを、語学の面からも、専門用語の面からも感じた。 
受入企業からは、大学での専門分野とつなげた学習ができていることや、英語でのコミュニケー

ションについて視野が広がったと学生が述べたことについて、受入企業として嬉しく思うとのコメ

ントがあった。 
 
  

写真5 中村和歌子 写真6 加賀美幹 写真 5   中村和歌子 写真 6   加賀美幹
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７－３－３ 荒木さくら・中西晴香（院庄林業株式会社） 

     
 
 
 
 
 
 
 
  

 
荒木さくら（医学部 1 年生）、中西晴香（法学部 2 年生）の 2 名は院庄林業株式会社における実

習の報告を行った。最初に荒木が実習内容について述べ、院庄林業株式会社での就業実習は、会社

概要理解、安全教育、工場見学などののち、集成材工場での作業であったことを紹介した。 
続いて、荒木、中西がそれぞれの学びと提言を述べた。荒木は、多くの工程を経て物が作られる

際、各工程内の協力と、次工程での作業を考えて動くこと、しっかりしたチェック体制が、良い連

携を生むことを知ったと述べた。医療の世界でも近年は「チーム医療」という表現が頻繁に使われ、

スタッフ各人がしっかりとした知識・技術を持ち、相互に連携することが大切で、就業実習を通じ

て実感を持つことができた。また、海外の方とは価値観の違いがあるという先入観を持っており、

UBC生との共同生活に不安を持っていたが、実際にはそうではなく、Hayleyと自分の間に存在す

る違いは、他の日本人との間にも感じられる程度であり、他人とのコミュニケーションは個人とし

て捉えることが大切だと理解した。 
中西は、製材工程について学ぶ中で、特に仕入れと出荷について関心を持ったことを紹介した。

仕入れ先に対して3か月前に発注するというリードタイムを要すること、仕入れた木材の質を落と

さず、良くするためにはクレームの形で連絡することがあること、JAS規格などの基準を満たして

いることの検査を行っていることについて気づいた。また、林業資源に関わる法規制の内容、危険

を回避するために規制していることや、解決策について提案した。 
  
７－３－４ 伊藤蒼（倉敷木材株式会社） 

 伊藤蒼（環境生命科学研究科1年生）は倉敷木材株式会社におけ

る実習の報告を行った。最初に実習内容について述べ、倉敷木材株

式会社での就業実習は、木造住宅の5分の1サイズの上棟キットの

組み立てによる伝統工法の実習と、遊具のデザインと作成であった

ことを紹介した。その後、学びと提言を述べた。 
伊藤の学習目標は、社会で働く際に必要となる考え方を身に着け

ること、英語でコミュニケーションを取れるようになること、カナ

ダと日本の違いを知ること、の3つであった。就業実習で普段とは

違う環境に身を置き、社会で働くうえで必要となる考え方が身につ

いたこと、英語を話すことへの抵抗感が少なからず払拭されたと述べた。大工作業という慣れない

作業を行い、経験のない作業を行うときにどう行動すべきかを考えるようになった。分からないこ

写真9 伊藤蒼 

写真7 荒木さくら 写真8 中西晴香 写真 7   荒木さくら 写真 8   中西晴香

写真 9   伊藤蒼
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とがあれば確認する一方で、熟練者の動きから学び、真似てみることで効率よく作業するヒントが

見えるので、次の行動を考えながら動くことを意識できるようになったことや、一つのミスが大怪

我につながることがあるので慢心は禁物であること、人の挙動や物の配置にも注意を払うべきであ

ると気づいた。 
受入企業でからは、インターンシップでの最大の学びは何かという質問があり、伊藤が、「何かに

気づかなければならない」と思っていたときに、「興味を持っていれば気づくことができるし、気に

なることが出てくる」と教えていただいたことが、言われたことをするだけの段階から、自分で考

えて行動するという段階に移行するために必要だと感じたと答えた。 
 
７－３－５ 梶本夏未・竹内将志（株式会社フォレストこいで） 

     
 
 
 
 
 
 
 

  
 

梶本夏未（教育学部 4 年生）、竹内将志（工学部 1 年生）の 2 名は株式会社フォレストこいでに

おける実習の報告を行った。最初に梶本が実習内容について述べ、株式会社フォレストこいでの業

務は伐木と搬出、林道建設、木材チップ加工であることを紹介し、就業実習は伐木作業であったこ

とを紹介した。 
続いて、梶本、竹内がそれぞれの学びと提言を述べた。梶本は将来のフィールドとして目標にし

ている教育現場において、生徒の就業意識や就業への興味関心をどのように育むかをイメージしな

がら参加したと述べ、経験を言語化することで具体的に理解できるようになったことや、実感を伴

う職業観は非常に重要な学びであると述べた。さらに、林業の後継者問題に触れ、若者の職業選択

時の視野に林業が入っていないことや、知っている職業だけが生活を支えているわけではないこと

に目を向けるべきであることに気づいた。 
竹内は、専門家の話をできるだけ多く聞くために、積極的に質問をし、林業従事者の視点から林

業の現状や課題を知ることができたと述べた。また、英語が得意でなくてもコミュニケーションは

非言語手段を用いるなどすれば可能であることや、実践を経たからこその向上に向けての工夫につ

いて考えた。 
 
 
 
 
 
 

写真10 梶本夏未 写真11 竹内将志 写真 10   梶本夏未 写真 11   竹内将志
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７－３－６ 村上響・望月悠里・小川未由季（服部興業株式会社） 

 
 村上響（農学部1年生）、望月悠里（マッチングプログラムコース2年生）、小川未由季（法学部

3 年生）の 3 名は服部興業株式会社における実習の報告を行った。最初に村上が実習内容について

述べ、服部興業株式会社山林部の業務は山林管理であり、就業実習は間伐作業、チェーンソーの目

立てやワイヤー編み、測量、害獣対策、防草シート設置、機械整備、松茸収穫であったことを紹介

した。 
続いて、村上、望月、小川の順でそれぞれの学びと提言を述べた。村上は、日本とカナダの林業

の違いについて、地形的な問題による作業方法の違いや、木材の価格の決め方が異なることなどを

知ったことや、社員が林業に従事した動機や理由を聞き、職業選択方法やスキル習得などに関心を

持ったことなどについて述べた 
 望月は、伐倒した木を山に残し出荷しない切り捨て間伐の理由が生産性であることを知り、作業

効率や生産性は利益を生み出すためには重要なことであることを学んだことや、仕事に必要なスキ

ルとして、観察力、思考力、行動力であると考えるようになったと述べた。また、山の仕事のマイ

ナス面についても見ることができたことや、やりがいがマイナス面を上回っていると感じた。自分

の進路選択にも反映して考えた。 
小川は、協力して仕事することを学んだが、実践することが難しかった理由として、自身の体力

不足と作業遂行方法の課題をあげ、業務内容に適した体力が必要であることや、次の工程を考えて

仕事をすることの重要さを学んだと述べた。 
受入企業からは、本プログラムは企業にとっても学ぶことがあり、社員の様子を見た学生から、

「仕事は自分を磨いていくもので、やりがいが大事であると学んだ」との意見が聞かれたことが嬉

しい、とのコメントがあった。また、学生たちが、仕事の効率や正確性をあげようと努力し、会社

に貢献しようとする姿勢はとても嬉しく思ったとのコメントがあった。 
 
  

写真14 小川未由季 写真12 村上響 写真13 望月悠里
写真 12   村上響 写真 13   望月悠里 写真 14   小川未由季
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７－３－７ 小西加奈（株式会社ウッディワールドのざき） 

小西加奈（環境生命科学研究科1年生）は株式会社ウッディワー

ルドのざきにおける実習の報告を行った。最初に実習内容について

述べ、株式会社ウッディワールドのざきでの就業実習は、柱などの

木材が建築現場で組み立てるだけで済むようにあらかじめ加工する

プレカット工場での設計作業、機械加工作業、手加工作業であり、

小屋を実際に作り上げた様子を紹介した。その後、学びと提言を述

べた。 
小西の学習目標は、英語への苦手意識を払拭すること、林業とは

どのようなものか理解すること、働くとはどのようなことかを知るこ

と、の3つであった。日常生活では英語を使う機会が少なく、具体的

な目標を持てずにいたために苦手意識があったが、英語を話さざるを得ない状況に自分を追い込み、

ジェスチャーや簡単な単語を組み合わせて意思疎通ができたことや、自分の英語が伝わる喜びを感

じることができた。また、家づくりの工程に関わったことで、家は人生で一番大きな買い物であり、

それゆえに丈夫で長持ちするものでなければならないことや、一本の木材ができるまでに多くの人

が関わっていることを実感し、家の命ともいえる木材を製造する仕事に伴う責任と危険を理解する

ことができた。 
受入企業からは、本プログラムに参加してどのような変化があったと感じるかとの質問があり、

小西が、本プログラムに参加すること自体が大きな挑戦であり、今後の人生においても挑戦するこ

とを大事にしたいと思うようになったと回答した。 
 
７－３－８ カオ ティ カン チ（岡山大学森林生態学研究室） 

 カオ ティ カン チ（大学院環境生命科学研究科留学生）は岡

山大学森林生態学研究室において UBC 生の Ben Eisner を受け入

れて行った研究の報告を行った。最初に研究室の概要について述べ、

Ben Eisnerを迎えて行った研究内容について紹介した。その後、学

びと提言を述べた。研究内容については５－１を参照されたい。 
 UBC生を迎えての活動では、UBC生にとっては日本で実践的な

経験を積むことができる点が最も重要であり、実際に手を動かして

研究を行うことやカナダでの経験を生かした考察、日本での仲間と

の協力といったチームビルディングを経験することができる。また、

受け入れる側にとっても、UBC 生からの実務面での協力を得るこ

とができ、自身の研究内容を英語で詳細に説明する経験ができた。また、カナダのことや、自身の

母国であるベトナムのことを共有し合い、交流することができた。 
受入教員からは、UBC 生を研究室に受け入れて、学生の研究に参加してもらうためには、学生

自身が UBC 生に研究内容、背景、目的などを英語で説明する機会であり、非常によい訓練機会と

なることや、このような貴重な機会をより多くの研究室や学生にも広げてほしいとのとのコメント

があった。 
 
 

写真 15 小西加奈

写真16 
カオ ティ カン チ 

写真 15   小西加奈

写真 16　　　　　　　
カオ  ティ  カン  チ
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７－３－９ 永谷恭司（岡山大学環境プロセス工学研究室） 

 永谷恭司（大学院環境生命科学研究科1年生）は岡山大学環境プ

ロセス工学研究室においてUBC生のHayley Gongを受け入れて行

った研究の報告を行った。最初に研究室の概要について述べ、

Hayley Gong を迎えて行った研究内容について紹介した。その後、

学びと提言を述べた。研究内容については５－１を参照されたい。 
 Hayley は非常に勉強熱心で、初めて使う機器などについても積

極的かつ自主的に学んでおり、勤勉な性格は研究室に所属する学生

の手本となり、非常に刺激になった。木質バイオマスを用いた物質

生産プロセスの中でも化学的な部分を体験してもらうことで、受入

側は、改めて説明をすることでの気づきも得られた。また、実際に

英語で話したいり聞いたりすることは難しく、特に研究のことを話し合うのはとても大変だったと

の感想を述べた。それでも、短い期間の中で難しい研究内容を理解しようとする姿勢は見習うべき

だし、Hayleyの専門分野である森林学についても学びたいと感じた。 
 
７－３－10 刈谷成希（岡山大学流域水文学研究室） 

 刈谷成希（環境理工学部4年生）は岡山大学流域水文学研究室に

おいてUBC生のHayley Gongを受け入れて行った研究の報告を行

った。最初に研究室の概要について述べ、Hayley Gongを迎えて行

った研究内容について紹介した。その後、学びと提言を述べた。研

究内容については５－１を参照されたい。 
研究面のサポートは近森教授に頼っていたが、サポートする役割

を担い、海外の優秀な学生と研究について会話できる機会は大変貴

重であると感じると述べた。しかし、自分自身に英会話の経験が乏

しく、話しかけるのに勇気が必要だと感じたり、言いたいことが思う

ように伝わらず、歯がゆく感じたりし、研究を進めるために必要なスピーキング力の無さを痛感し

た。 
受入教員からは、水循環に関する研究を行っているために Hayley の専門分野とは異なるが、

Hayley は飲み込みが非常に早く、課題をきちんとこなすことができ、感心したことや、大雨が降

った時の流量計算をするために研究室内でコンピュータに向き合う時間が長く、退屈したのではな

いかと心配しているとのコメントがあった。また、優秀な海外の学生を研究室に迎えることは教員

や学生にとってはおおいに刺激になり、研究内容を伝達することは、学生にとっては日本語でも英

語でも良い経験であると思うとのコメントがあった。 
 
  

写真17 永谷恭司 

写真18 刈谷成希 

写真 17   永谷恭司

写真 18   刈谷成希
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７－３－11 Ben Eisner 

 Ben Eisnerは新庄村、岡山大学森林生態学研究室、株式会社ウ

ッディワールドのざきでの実習について報告を行った。 
 3 か所の実習先について、機関や企業の紹介と担当した業務の

概要を説明し、カナダとの比較を行った。 
最初の研修先である新庄村では、村民が勤勉で互いに助け合い、

村の様々な行事に取り組んでいる。また、村内にある國六株式会

社での伐木作業と、村の定住人口や交流人口を増やすためのパン

フレットの改訂作業を通して、新庄村にとっての課題である林業

従事者の増加と人口減少問題について紹介した。カナダにも大

学卒業者が地方に就業せず、地方の人口が減少するという傾向

があり、人口減少はまだ顕在化していないものの、将来直面する課題であると述べた。 
岡山大学森林生態学研究室では、智頭町での林業学校や乾燥地研究センターでの学びを通じて日

本の狩猟史と獣害について学び、シカの増加とハンターの減少の関係から、カナダではオオカミを

守ることで生態系のバランスを保っていることを紹介し、日本にも応用できるのではないかと述べ

た。研究室では野外調査に参加し、調査結果をまとめるための室内作業を行った。 
株式会社ウッディワールドのざきでは、プレカット工場で躯体設計と加工作業を行った。大工技

術を学んで小屋を建て、上棟式に参加した。上棟式は職人への敬意を尊重する式典であると感じ、

仕事への満足度が高まった。カナダではこのような儀式は近年行われておらず、ネイティブアメリ

カンによるトーテムポールの設置式典がある程度であるが、トーテムポールを設置することで、作

業者のチームワークを称え、努力に敬意を表する行為は、日本の上棟式にも通じるものがある。 
 最後に、各職場では言語の壁があったが、非言語コミュニケーションを活用したり、様々な職務

に携わる人々とのチームワークを経験したりしたことは、自分にとっては大きな成長につながった。

また、閑谷学校の見学や、智頭町の古民家を改装したゲストハウスでの滞在は日本文化に触れる重

要な機会であった。手助けを必要としている際には日本人が躊躇なく助けてくれたことから、日本

社会の寛大さを知り、それはカナダに持ち帰りたいことの一つである。 
 受け入れ機関や企業から質問やコメントがあり、國六株式会社からは「将来、ぜひ新庄村に戻っ

てきてほしい」、岡山大学森林生態学研究室からは研究室の活動に熱心に参加してくれたことへの 
謝意が伝えられ、この経験をカナダに持ち帰り、日本との交流を続けてほしいとのコメントがあっ

た。 
 
７－３－12 Hayley Gong 

 Hayley Gongは、院庄林業株式会社、株式会社フォレストこいで、岡山大学環境プロセス工学研

究室、岡山大学流域水文学研究室での実習について報告を行った。 
 4 か所の実習先について、機関や企業の紹介と担当した業務の概要を説明し、カナダとの比較を

行った。 
最初の実習先である院庄林業株式会社では、集成材製造に従事した。ムラ取り、フィンガージョ

イント、品質管理などの工程で作業を行った。小さな木材であっても集成材として生かすことがで

き、樹皮や枝葉は木質バイオマスエネルギーに変換されるため、資源を持続可能かつ効果的に生か

す方法を学んだ。 

写真19  Ben Eisner 
写真 19   Ben Eisner
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株式会社フォレストこいででは、チェーンソーとウインチを使っ

た伐採により、より多くの光が林床に届き、林分を健全な状態に保

つための作業を行った。また、日本の林業は専門知識や技量を持つ

労働者の力に依存していることを知った。訪問したチップ工場では

複数の企業が同じ施設を共有していることを知り、カナダでは企業

間の競争があり、このような協働形態を見ることがないために非常

に驚いた。また、薪の販売が行われていることを知り、エネルギー

源として薪が使用されることは少ないが、日本が再生可能エネル

ギーの使用を志向していることを知った。 
岡山大学環境プロセス工学研究室では、木質バイオマスの成分

をプラスチック原料に転換する酸化反応を生体膜ミメティクスであるリポソームが促進する機能に

ついて、ある化学反応をケーススタディーとして、リポソームの膜の流動性を系統的に変化させた

実験を実施した。 
 岡山大学流域水文学研究室では、水循環を総合的に考究する水文学の概要理解を目的として、水

循環の概要に関する講義を受け、10年に一度発生する雨量の統計的推定法、洪水ピーク流量の推定

法、雨量から時系列流出水量を算出する解析法について講義を受け、演習を行った。カナダと日本

の考察で、両国は水などの再生可能エネルギーを効果的かつ持続的に利用するための独自の計画を

持っており、水はより環境に優しい国を作る上で非常に重要であると述べた。 
 最後に、日本での就業実習を通じて外国語実践をした経験に触れ、周囲の人々が英語でコミュニ

ケーションしておおいに助かったと謝意を述べ、自身のフランス語学習での失敗談も交え、間違い

を恐れずに練習しなければならないが、そのことにより、より理解が深まると述べた。 
 会場参加者や受入機関からは、「言葉には文化が表れる。美しい日本語を覚えてくれてありがとう」、

「研究室活動に参加してくれたことで学生の意欲喚起につながった」とのコメントがあった。共に

就業した学生からは「好奇心が旺盛で、どこに行っても誰とでも仲良くなれることが素晴らしい。

旅行で来日した時と、本プログラムに参加したことで日本の印象は違うのか」との質問があり、「旅

行では大都市に短期間滞在するが、本プログラムでは長期間に渡り、日本の各地から岡山大学に進

学した学生と知り合うことができて本当に良かった」と答えた。 
 
７－３－13 Ben McKinnon 

 Ben McKinnonは、服部興業株式会社、倉敷木材株式会社、銘

建工業株式会社での実習について報告を行った。自己紹介で、日

本でのプログラムに参加した動機は、カナダ以外の地域で林産業

について学び、外国の職場で自分の技術を鍛え、異文化を探索す

る機会を得たかったからであると述べた。 
 3 か所の実習先について、機関や企業の紹介と担当した業務の

概要を説明し、カナダとの比較を行った。 
 服部興業株式会社では、日本の林業の一翼を担う会社での森林

管理手法を学びながら、伐木や林産物製造について学んだ。倉敷

木材株式会社では日本の伝統的な建築技術を実践を通じて学び、

銘建工業株式会社では、日本の CLT と大断面集成材のリーディングカンパニーとしての経営を垣

写真20  Hayley Gong 

写真21  Ben McKinnon

写真 20   Hayley Gong

写真 21   Ben McKinnon
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間見ることができた。 
林産学を学んでいるため、製材所は非常に興味深い観察対象であり、銘建工業株式会社の社員と

同行して訪問したおおとよ製材所は、クリーンな施設、効率的な生産ラインを持つ、日本で最大規

模の製材所であるが、カナダの製材所よりも規模は小さい。カナダでは少品種を大きなロットで製

造するのが常であるのに対し、多品種小ロットでの製造ラインであることに驚いた。また、ここで

使用されている技術は最先端のものばかりであった。建築工法の違いにも言及し、カナダでは枠組

み工法だが、日本では軸組工法をであるという建築工法の違いが、このような製造ラインの違いに

繋がっているのではないかと述べた。倉敷木材株式会社で学んだ伝統工法による建築では、柱を接

合するための継ぎ手の工夫があったが、カナダでは使用するものに違いがある。また、訪問した建

設現場のすべてが整頓され、整っていることに感心した。 
銘建工業でのサプライチェーンについて学んだことは特に興味深く、厳しい品質管理やスケジュ

ール管理がなされていることに驚いた。また、政府の関与、税金、貿易制限、ビジネスに与える全

体的な影響についても学ぶことができた。 
 最後に、他の国を訪れる際に考えるのは、人々が日常的に行っている行動や事柄であり、日本で

は道を誰かに尋ねると、そこまで一緒に歩いて連れて行ってくれるという親切な社会である。日本

は暮らしてみたいと思える国であり、日本で就業実習に参加できたことは本当に幸運であると思う。 
 受け入れ機関や企業から質問やコメントがあり、服部興業株式会社からは「楽しみながら学ぶと

いう姿勢から教えられることが多く、我々も大変勉強になった」、倉敷木材株式会社からは「製作し

た遊具が市民対象イベントで好評であった。仕事だけでなく、コミュニケーションも大切にした働

き方に助けられた」とのコメントがあった。銘建工業株式会社からはプログラム内容についての要

望はあるかとの質問があり、「もっと長い期間、就業することができれば、既有知識を生かしてもっ

と貢献できたのではないかと思う」と答えた。 
 
 
７－４ 総合討論と総評 

 
 学生による発表に続き、総合討論が行われた。 
 
吉川：学生たちの発表を聞いていただいてのご意見やご感想があれば

お願いします。 
 
納冨：私は昨年このプログラムに参加したのですが、プログラムがさ

らに充実し、自治体での研修や他の県での学習機会も増えていること

がよいと思いました。私もまた参加したいと思います。 

 
 
 
 
 
 

写真22 納冨佑枝写真 22   納冨佑枝
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内山：私は昨年、院庄林業でインターンシップをさせていただきまし

た。今年はポテンシャルの高い学生が集まっていると思いました。私

は住まいだけの視点しか出せず、安全に注意することまで考えること

ができなかったのですが、今年の発表を聞いていると、地域、国、政

策といった面からも考えておられる点が素晴らしいと思いました。私

ももっと勉強したいと思います。 
 
吉川：ぜひまた参加してください。今年度初めて学生を受け入れてい

ただいた企業、機関の方はいかがでしょうか。 
 
後閑：株式会社ウッディワールドのざきの後閑です。一番の戸惑いは、

資料を英語で準備することでした。言葉の壁という問題もあるのです

が、社内では、資料をある程度作っておいて、予め勉強してきてもら

えれば、作業がスムーズに出来たのではないかと言う意見が出ました。

どうしても当日にいろいろと訳すことになるので、手間取ったという

のが反省としてあります。もっと早めに準備すればよかったと思いま

した。 

 
吉川：研究室はいかがでしょうか。 
 
木村：環境生命科学研究科の木村です。UBC で林学を学ぶ学生を 2
週間受け入れました。私の研究室はバイオマスを対象とはしています

が、領域としては化学なので、UBC 生は苦労したのではないかと思

います。興味はあっても学問領域としては別なので、ご本人にとって

はどうだったのだろうかと気になります。また、受入期間として2週

間は短いと思います。研究の概要を理解したうえで作業するとなると、

結果を出すには5 日間ほどしかありません。3 週間か4 週間あると、

様々なことを議論しながら研究できると思います。留学生を受け入れ

るのは、研究室の学生にとっても大変刺激になります。 
 
近森：環境生命科学研究科の近森です。水文学という分野は、UBC
生にとっては新しい領域であり、興味を持ってもらえるかと心配して

いました。しかし、非常に理解が早く、大変助けられました。私の研

究室ではコンピュータに向かってずっと計算しているような面があり、

退屈ではなかったかと心配しています。今後このような機会があれば、

フィールドを見るために外に行くことも考えたいと思います。2 週間

では少し短いとも思いました。 
 
吉川：本日は独立行政法人日本学生支援機構からもお二方がお見えく

写真26 近森秀高教授

写真23 内山栞 

写真24 後閑勝元氏

写真25 木村幸敬教授

写真 23   内山栞

写真 24   後閑勝元氏

写真 25   木村幸敬教授

写真 26   近森秀高教授
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ださいました。学生生活部長の頼本維樹様よりコメントをお願いしたいと思いますが、いかがでし

ょうか。 
 
頼本：日本学生支援機構は奨学金事業だけでなく、インターンシップ

の振興も重要な任務としており、全国の先進的な取り組みを調査して

います。岡山大学の「国際インターンシップ」は、林業関係に特化し、

UBC 生とも交流するという、数々の要素を組み合わせたもので、他

に例をみない取組だと思います。学生の皆さんは初めての就業経験で、

しかも英語も使わなければならず大変だったと思いますが、学業や就

職活動、今後の人生に、一過性でない形でぜひ活かしていただきたい

と思います。企業や自治体の皆さんが学生を献身的に受け入れてい

ただいています。同様の場が全国的にも広がっています。3 点、コ

メントさせていただきます。 
 1 点目は、今日発表された学生の大半が女性であるということです。なぜ男子学生はもっとチャ

レンジしないのでしょうか。全国的にも同じ傾向です。 
2 点目は、この成果報告会自体は大変素晴らしいものなのですが、その割には関係者ばかりで、

岡山大学の他の学生や教職員がいないのが残念だと思いました。他の大学の例では、同様なところ

もあれば、ある私立大学では大勢の学生だけでなく、その大学を目指したいという高校生も来てい

るという例があります。当機構もいくつかの事例を収集しているので、もし参考になるようであれ

ば紹介させていただきます。岡山大学についても、当機構のウェブサイトで紹介しているのでご活

用いただきたいと思います。 
3 点目は、企業や自治体の皆さんが学生の発表の最後に質問や意見をおっしゃり、学生を大変褒

めてくださるのですが、本当は、一緒に過ごす数週間の間に様々なことがあり、最初は非常に頼り

ない学生がこんなふうに成長したという話があるのだろ思います。そのような生の励ましを聞かせ

ていただければ尚良かったのではないかと思います。 
 
吉川：ありがとうございました。 
 
黒田：國六株式会社の黒田です。岡山県内の木材産業は非常に盛ん

ですがニッチなので、学生の皆さんに来てもらいたいと思って、最

初から参加しました。林業はスポットライトが当たらない業種です

し、世間一般の方に理解してもらえるのはなかなか大変です。こう

して回数を重ね、良い学生がカナダから来てくれています。岡大生

もこれにチャレンジしようという気持ちのある学生が積極的に外に

出て行っており、プレゼンテーションも年々上手になっていると思

います。お一人がおっしゃっていましたが、社会のことや会社のこ

とが、大学で学んでいることとつながって非常に刺激になったという

報告を聞くと、協力して本当によかったなと思います。我々も初心に返ることができます。 
 
吉川：男子学生の比率が低いことについてはどうですか。今年参加した竹内さん、どう思いますか。 

写真27 頼本維樹氏 

写真28 黒田眞路氏

写真 27   頼本維樹氏

写真 28   黒田眞路氏
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竹内：このプログラムを知らない学生が多いのではないでしょうか。岡山大学にはこの取り組み以

外にも、イギリスやアメリカなど海外留学プログラムが多数あり、学内掲示やメール配信がなされ

ていますが、掲示に気づかなかったり、メールを読まないままに締切日になってしまったりするこ

とがあるのではないでしょうか。私も「インターンシップに行っていた」というと、そのようなプ

ログラムがあるのかと驚かれます。この成果報告会についても、メール配信がされています。 
 
吉川：運営側の努力を理解してくれていてありがとうございます。告知はいろいろに出しているの

ですが、反応が薄いです。来年度の告知活動にぜひ協力してくださいね。 
 
７－５ 閉会挨拶 

三村 聡 
（岡山大学 地域総合研究センター長、社会文化科学研究科教授） 
岡山大学のグローバル人材育成のキーワードは、異文化、異分野、

異社会です。その中でも実践型教育は、教室の中では得られない学

びを得ようというものです。本プログラムでは、カナダの優秀な大

学である UBC から学生を迎え、岡山大学の学生たちがどこまでつ

いていけるのかと言ったことも大きなテーマとして取り組んでいま

す。 
本日の UBC 生による発表では、日本と母国を比べた報告がありま

した。例えば人口減少問題です。カナダは世界で一番寛容な心で移民

を受け入れていますが、日本は逆で、基本的には移民を受け入れていません。多文化共生とは言う

ものの、日本の学生が実際に説明できるかというとなかなか難しいのです。大学教育の中できちん

と教えていませんから、自分の国のことを紹介できないという課題があります。獣害対策も同様で

す。日本でもシカによる獣害が問題になっている中で、カナダでもオオカミによる獣害があり、カ

ナダとの比較が報告されました。このように、国も文化も違い、国情や社会そのものも違う中で、

共通するものを見つけていくというところでの学びが、このプログラムの大きな目標です。 
また、IoT（Internet of Things、モノのインターネット）や人工知能といった技術や、家を作る

といった技能の伝承というのがあります。UBC 生の発表の行間から伝えられているという印象を

受けました。例えば、地鎮祭というのはカナダにはないとか、閑谷学校にも行ったとかの話の中で、

Generosity（寛容さ）というキーワードが出てきました。日本の寛容さと、カナダの人たちが持つ

寛容さを、就業実習で寝食を共にする間に、企業や自治体の方とも共有することができるようなプ

ログラム、教員もそれを支えるようなプログラムに進化させていきたいと思います。 
今回は岡山大学の 3 つの研究室も本プログラムに参加しました。岡山大学には 11 学部 7 研究科

があり、UBC にはさらに多くの学部、研究科があります。関係を深めながら、県内の企業や自治

体にも協力いただき、世界で通用するグローバルな視野を持った学生を、世界にも、県内にも輩出

したいと思っています。 

写真29 三村聡教授写真 29   三村聡教授
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写真30 集合写真 写真 30　集合写真
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８．平成29 年度に実施したプログラムの成果と課題 

本プログラムを継続的に実施するためには、大学、学生、企業、機関にとっての意義が共有され

ている必要がある。就業期間中に学生や企業、機関から聞き取った意見や、企業、機関および大学

での成果報告会での振り返りなどを元に、本プログラムに関する効果と課題をまとめる。 
 
８－１ 大学 

８－１－１ 効果 

本プログラムを含む岡山大学の「実践型社会連携教育」科目では、学生はキャンパスの外の社会

の様々な活動を知り、学問的探究心と社会への関心を原動力に実践知（実践の現場で適切な判断を

下すことができる能力）を育成することを目的とする。 
本プログラムでは地球環境保全に不可欠な森林の機能と特性を理解し、森林資源の持続的利用に

ついて考えることをテーマとしており、林業、林産業関連の企業での就業はそのための最適なフィ

ールドである。また、多くの企業が継続して本プログラムに参加してくれているので、就業実習の

中に教育的な配慮がなされており、高い教育的効果が期待できる。 
座学として実施する事前教育では就業実習中に感得し、体得すべき内容をより高度にするための

林学、林産学および就労意識喚起や就労についての基礎的知識を教授し、事後教育では合理的な振

り返りの実習を行い、その後の大学での学びにフィードバックさせる道筋を示した。学生は就業先

企業の経営理念や事業内容に触れるとともに、就業先企業での担当者をはじめとする様々な人々と

の出会いや対話を通じて日々新しい知見を得ることができる。そうした体験を活動日報としてまと

めることで一日の活動を振り返り、就業実習そのものの修正や、学問的探究心の深化を図ることが

できる。また、派遣が決まったあとの学生に対する事前学習は、過年度の課題を踏まえ、今年度は

参加目的を深慮し、グループワークを通して自己の参加目的を言語化する活動を増やした。また就

業期間中の教職員による中間伺いでは、個々の学生の目標設定に関連づけた声掛けを行い、意識喚

起を試みた。 
以下のような学生、企業からのメッセージを基に判断する限り、いずれも満足すべき成果を得た

と考えられる。 
学生からは「現場の空気を吸うこと、そこで活躍されている方々や地域の方々と交流すること、

作業を体験することにより、良い意味で自分の常識を覆された」、「事前学習で自分の目標や行動計

画について考えたり発表したりしたので、就業先企業で様々な挑戦をすることができた」、「多くの

方から『大学で何を勉強しているか』と聞かれたが、大学で毎日勉強しているにもかかわらず的確

に答えられないと感じ、危機感を持った」、「仕事は個人ではなくチームでするものだと痛感した」、

「作業速度と時間のバランスを考えた現実的なプランを立てることは、調査、実験、勉強など非常

に様々な場面で必要とされる」などの学びを得たことが報告された。 
また、企業からは、UBCとの連携は企業にとっても歓迎すべきことであり、実習の実施に対す

る大学のフォロー体制が満足すべきレベルであるとの評価を得た。さらに、本プログラムが地域や

産業を理解しようとする姿勢を持つ次世代育成に寄与する可能性があるとの意見が寄せられた。企

業との間でのプログラムの目的、意義についての意見交換を進めることで、本プログラムの効果が

さらに向上すると期待できる。 
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８－１－２ 課題 

 「実践型社会連携教育」では大学と就業先の企業、機関が綿密に連携し、良質なプログラムとす

るための不断の努力が不可欠である。 
今年度は複数回の説明会を行うとともにその説明会に参加できなかった学生に対しては個別に対

応することで、できるだけ多くの学生が応募できるようにした。説明会に参加した学生のうち、実

際に応募した学生は23％に留まったが、非応募者の主な理由は、夏季休業期間に別の計画があり事

前教育や就業実習に参加できない、3学期の授業期間と就業実習が重なり大学を離れにくい、林業

での就業に不安を覚えるといった、日程調整上の理由やプログラム内容に関わるものであった。

UBCの授業スケジュールと連動しているために、この問題は簡単に解決できるものではないが、

何らかの対策を検討する必要はあると考える。なお、9月は夏季休業期間であり、集中講義や海外

語学研修、インターンシップ等が行われるが、それらと競合しながら本プログラムに応募する学生

数を増やすために、説明会の開催を周知する方法、参加しやすい日時での開催等、工夫する余地は

あると考える。 
 派遣が決まったあとの学生の学習に対する事前学習では、企業研究の度合いに個人差があり、就

業時に企業の事業概要を十分理解していなかったり、専門用語が理解できなかったりしたとの指摘

があった。林業や林産業に関する専門知識を持つUBC生と比べ、岡大生は日本語での説明であっ

ても専門知識がないために理解しづらく、ましてやそれを英語で表現することに課題があることが、

学生と企業の双方から指摘された。短期間での学習内容を決定するにあたり優先順位付けを余儀な

くされるため、プレゼンテーション力や英語力不足は指摘するのみにとどまり、具体的な改善には

至らなかった。来年度も事前学習から就業までほとんど時間のない学生もいるので、採択決定後に

実施するガイダンスでの指導が重要になると考える。事前教育プログラムの強化に向けた検討が必

要である。 
 
８－２ 学生 

８－２－１ 効果 

 岡山大学の学生が挙げた効果としては、林業をより深く知ることができたこと、就業することが

持つ意義を理解できたこと、地域の課題への関心が向上したこと、コミュニケーションの難しさや

大切さを実感したこと、英語力向上や専門分野の学修への意欲が向上したことなどである。さらに、

UBCの学生たちの意欲と能力の高さと、豊富な経験や熟慮する姿勢から多くのことを学んだよう

である。特に、UBCの学生の真摯な取り組みの姿勢や就業・生活態度は刺激的であったと思われ

る。 
全学部、全研究科から参加を募ったため、参加者の中には林学、林産学と関連する専門分野の学

生は少なかった。それでも、自分の専門分野の知識を生かして、林業、林産業の課題の発見やその

改善方法についての考察を行っていた。むしろ専門外の学生であることで新鮮な発見や指摘を企業

に対して示すことができた面も大きい。 
各企業での積極的で教育的な指導が岡山大学の学生への教育的効果は極めて高いものにした。ま

た、企業風土や従業員の意識を感得することは、就業観の形成に大きく貢献したと考えられる。 
UBCの学生との交流を通して、林業を取り巻く世界情勢や事業環境を学び、環境保全や森林資

源の持続的利用への関心が高まり、自らの大学での学びがどのように社会形成に貢献するかを考え

るきっかけになることが今後も期待される。 
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８－２－２ 課題 

説明会や個別説明により本プログラムに関心を示した学生は多数いたものの、応募数が増えない

最も大きな理由は、就業期間が第３学期の授業期間と重複することと、60分クオーター制導入に伴

う欠席できる回数の減少である。授業期間中に大学を離れることの困難さを克服するためには、よ

り多くの大学院生や高学年の学生に参加を促す必要がある。また、クオーター制の利点を生かした

長期学外研修を可能にするカリキュラム編成への提言を進めることで本プログラムへの参加のハー

ドルが低くなる。夏季休業期間の9月は参加しやすい時期であり、この期間の積極的な活用方法を

検討する必要がある。 
なお、UBCの学期編成が1学期（9～12月）、2学期（1～4月）、夏学期（5～8月）となってい

るため、岡山大学の4学期制との接続が困難であるが、引き続き解決に向けてUBCと交渉を続け

る。 
 応募数を増やすためには、学生への広報を拡充する必要がある。さらに、学内の教職員への周知

と本プログラムへの理解を高めるために、告知方法だけでなく、岡山大学で取り組んでいる実践型

社会連携教育科目群の全体としての動きと連動した活動を再考すべきである。 
 また、学生の英語力は一定以上の基準を満たすものの、UBC生が受け入れ先とスムーズにコミ

ュニケーションを取るためのサポートとしては不十分であることは否めず、さらなる研鑚が求めら

れる。企業からは、学生のプレゼンテーション力と高い英語力への要望が引き続き出されている。 
 
８－３ 企業・機関 

８－３－１ 効果 

学生が毎日提出する活動日報には、当日の業務内容の他に、気づき、業務改善のための提案など

を含んでいる。学生からの指摘は的外れであることもあるが、日常の業務の中では当然と考えて見

過ごされがちな点を問い直すようなものもあり、企業の業務改善に繋がる場合もある。その上、現

場の社員が学生の指摘に対して改めて作業などの意義を説明することが、社員自身の業務意識の向

上につながると認識されている。また、学生を指導する社員の指導スキルの向上や基本事項の再確

認、業務技術の向上につながっているとの指摘もあった。 
 UBCの学生の専門的知見やカナダの林業、林産業の事情を社員や経営者が直接知る機会となっ

ている。彼我の違いや共通点について考えたり議論したりするで、社員の仕事への関心に良い影響

を与えると企業は考えている。企業がその点をさらに活用することが望まれる。UBCの学生と日

常的に接することで、社員も英語を使う必要性や利点を理解し、キャリアアップのきっかけになっ

ている。 
 また、林業を経験させることで、若い世代が林業に親しむきっかけになるのではないかという期

待がある。林業では女性労働者数が少ないという現状があるが、女子学生を受け入れることで、長

期的にどのような実務が可能か、配慮すべき点は何かといった雇用課題を考えるきっかけにもなっ

ている。 
 総じて、次の課題に示すような負担は少なくないが、それ以上に企業活動の活性化、社内人材の

育成に資するものであり、取組を継続するメリットは十分にあるという意見が多くの企業から寄せ

られた。本プログラムの地域への貢献度は高く、プログラムのさらなる充実が期待されている。 
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８－３－２ 課題 

学生を受け入れるための企業の負担は小さくない。そのため、事後の振り返りで「事前の準備が

大変」、「負荷がかかる煩わしさは正直なところ否めない」という声があった。負担の内容を精査し、

新しい試みであるために起こるものと、これから続けて受け入れてもらうことで永続的に負担とな

る部分とを分けて、解決策を協議する必要がある。 
UBCの学生が日本語を話せないため、英語版の資料の作成や、翻訳アプリなどを使った説明な

ども、日本人学生でないための負担は大きいと思われる。岡山大学の学生の英会話能力の向上を含

めた対策を企業と協議していかなければならない。 
 
８－４ 岡山大学生と UBC 生の関係 

 共同生活を通して、就業に関することだけでなく、互いの気づきや考えを話し合う時間を持つこ

とができるのは、本プログラムの特長の一つである。岡山大学の学生はUBCの学生との英語での

交流に期待を持って参加している。就業中の活動日報や事後レポートからは、英語でのコミュニケ

ーションが出来たという手ごたえと、意思疎通のためにはより高い英語力を持つ必要があるという

反省がうかがえる。 
岡山大学の学生とUBCの学生が交流する機会は、就業する時期を除けば、来日直後の顔合わせ

（9月3日）と成果発表会（11月29日）のみである。また、岡山大学の学生同士も、事前教育と

事後教育の時以外は、就業先が違えば顔を合わせる機会は限られているため、先に就業した学生の

経験や、UBCの学生の日本での生活や就業についての経験を知る機会がない。UBCの学生が日本

での生活や就業に慣れていく様子を共有し、先に就業した学生がどのような生活を就業中過ごして

いるのかを学生同士が知ることは、プログラムの理解を深め、自らの学びの質を向上させるために

必要である。そこで、昨年度に試行を開始したFacebookグループを継続運営することとした。グ

ループは非公開とし、今年度参加している学生と地域総合研究センターの教職員が参加できるよう

にした。昨年度から参加している学生も引き続き閲覧や投稿が可能であり、参加年度を越えて交流

することも可能となった。自転車で通勤する様子、宿舎での生活や食事、食品の買い出し、休日の

息抜きの様子などが、学生や教職員によって投稿された。また、昨年度参加したUBC生も引き続

き参加しており、交流をサポートするツールともなっている。 
学生たちの中には積極的な関わりを持とうとする者もおり、UBCの学生への導入教育へのオブ

ザーバーとしての参加や、キャンパスツアーや食事、休日の小旅行や野外イベントなどを自主的に

行い、親睦を深めていた。 
 
８－５ 広報 

 本プログラムの実施と成果発表会の開催を知らせる目的で、プレスリリースを２回発行した（資

料31）。 
 
８－６ 移動手段と経費 

８－６－１ 移動手段 

 就業先への移動は、公共交通機関での移動が困難な場所が多いため、地域総合研究センターの教

職員が共用車で送迎した。就業開始前日の午後に地域総合研究センターに集合し、共用車で宿舎に

向かい、途中で食品の買い出しを行った。 
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 就業実習最終日には、就業先での成果報告会に同席した教職員が、学生の終業を待って共用車で

宿舎に立ち寄り、学生を連れ帰った。 
 就業先での移動手段として使用する自転車の輸送は、昨年度と同様、運送業者に委託した。 
 

 

資料31 成果報告会開催を案内するプレスリリース 
 

  

 
 
  
  
 
   
   
PRESS RELEASE 

岡山大学記者クラブ加盟各社 御中

平成 29 年 11 月 21 日

平成 29 年度「国際インターンシップ成果報告会」を開催

＜概要＞

名称：国際インターンシップ成果報告会

日時：11 月 29 日（水）13:00～17:30
場所：本学津島キャンパス 一般教育棟 E 棟 2 階 E21 講義室

※国際インターンシップについて

本学は、平成 26 年度文部科学省「スーパーグローバル大学創成支援（Top Global University 
Project）」事業に採択され、我が国のグローバル化を牽引する大学として、世界で活躍でき

る『実践人』を育成することに取り組んでいます。これは、本学の学生が、異文化・異分

野・異社会に関わることで、教養教育と語学力の強化を図り、グローバルな現場で通用す

る実践知教育、国際社会に繋がる専門知識を修得させようというものです。この方針のも

と、平成 27 年度より国際インターンシップを実施しています。

＜お問い合わせ＞

岡山大学地域総合研究センター

実践型教育プランナー 吉川 幸

（電話番号）086-251-8932
（FAX番号）086-251-8491
（メール）info-agora@okayama-u.ac.jp 

岡山大学は 11 月 29 日、「国際インターンシップ成果報告会」を津島キャンパスで開

催します。本インターンシップは、大学での学びを社会的見地から振り返り、社会人と

しての振る舞い方や考え方を学ぶことで、大学での学びを深化させることができ、自

身と社会の関係を意識し、大学卒業後の自分の姿を先取りして考える就業体験プログ

ラムです。

「林業教育コンソーシアム」に参加している企業の協力のもと、カナダのブリティッ

シュコロンビア大学（UBC）による「Co-op in Okayama」と連携し、本年 9～11 月の 3
か月間、県内の林業・林産業企業にて実習を行いました。参加した本学の学部生と大学

院生、UBC の学生が林業・林産業の現場で学んだ成果と気付きを報告します。

当日の取材・報道方よろしくお願いいたします。
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８－６－２ 会計報告 

 本プログラムの会計報告を資料32に示す。 
 

  

資料32 会計報告 

 

Co-op in Okayama 12月14日 現在

費目 単価 数量 金額 備考 費目 単価 数量 金額 備考

受入企業からの寄付金 150,000 5 750,000 UBC学生奨学金 60,000 9 540,000 3人×3ヵ月

受入研究室の負担金 60,000 3 180,000 UBC学生旅費 3 545,010

学都基金 750,000 1 750,000 UBC学生宿泊費（国際交流会館） 22,000 9 200,333
3人×3ヵ月
光熱水量9月分まで含む

運営費交付金 372,131 寝具レンタル 8,373 3 25,119

UBC学生宿泊費（就業中） 238,711

家電レンタル料 1 111,080

車輌費 1 79,720
他部局公用車使用分
10月まで

自転車運搬費 182,168

教員宿泊費 3,590

講師謝金 126,400

導入教育教材費 1,847 3 5,541

2,052,131 2,052,131

収入 支出

国際インターンシップ

校費 12月14日 現在

費目 単価 数量 金額 備考 費目 単価 数量 金額 備考

教養教育科目実施経費 岡山県労働基準協会会費 5,200 1 5,200

地域総合研究センター経費 伐木教育講習費 6,480 7 45,360

伐木教育教科書 2,700 7 18,900

事前教育講師謝金 117,500

消耗品費等 165,771

自転車 6 51,565 修理代含む

404,296 404,296

学生私費 12月14日 現在

費目 単価 数量 金額 備考 費目 単価 数量 金額 備考

参加費 10,000 35 350,000 1名1週10,000円 学生宿泊費（就業中） 351,410

交通費 4,230

350,000 355,640

収入 支出

404,296

収入 支出
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９．平成30 年度以降の実践型社会連携教育プログラムの展望  
 文部科学省の「産学連携によるグローバル人材育成推進会議」がまとめた報告書（2011）によれ

ば、グローバル人材とは、「世界的な競争と共生が進む現代社会において、日本人としてのアイデ

ンティティーを持ちながら、広い視野に立って培われる教養と専門性、異なる言語、文化、価値を

乗り越えて関係を構築するためのコミュニケーション能力と協調性、新しい価値を創造する能力、

次世代まで視野に入れた社会貢献の意識などを持った人間」となる。本プログラムはそうした人材

となるための実践知教育を目指している。 
 前章では今年度の成果と課題を大学、学生、企業・機関に分けて点検した。本プログラムによっ

て高い成果を得て、就労実習は有意義な活動であると、いずれもが認識できるものとなるためには、

課題の整理とその克服のためのプログラムの改善が欠かせない。もとより本プログラムは開始して

まだ3年しか経っていないために、様々な新しい課題が毎年明らかとなっており、本プログラムの

構造を根本的な部分から変更することを検討しなければならないような面もうかがえる。プログラ

ムを走らせながら課題をフィードバックさせる過程は、本プログラムをより精緻で教育効果の高い

授業とするためきわめて重要である。また、それが将来全学の教育研究分野で本プログラムに準じ

た就業実習のプログラムが実施されるという目標に近づくための道である。就業期間中の学生の感

想や企業、機関および大学での振り返りなどを元に、来年度以降に向けた課題および展望をまとめ

ると以下のようになった。 
 

９－１ 事前教育 

 昨年度から事前教育の充実を図ってきたが、その結果として、前章でも課題として取り上げたよ

うに、その教育内容について多くの検討課題が明らかとなった。 
 本年実施した事前教育は、1．就業実習のための教養教育、2．就業の目標設定、3．専門教育と

その技能習得に大別できる。就業実習の意義やそのためのマナーなどは欠かせない教育内容である

が、受け入れ先が多岐にわたるので、全ての受講生に一律に授業することについて検討する必要が

ある。就業の目標設定については、特に高学年の受講生については本人の専門分野との関係を重視

した意識を持たせる必要であり、1 年生から大学院生までを含む受講生に対してきめ細かな指導が

求められている。ほとんど全ての受講生にとって森林・林業・林産業は異分野であり、就業実習に

は基本的な専門知識の習得が欠かせない。しかし、教育しなければならない分野は広く、短期間に

全てをカバーしようとすると、網羅的になって教育効果がなくなるので、科目設定を検討しなけれ

ばならない。就業先によって必須となる技能修得（チェーンソー操作技術）は欠かせない科目であ

るが、経費や時間などについて検討を要する。 
 このように、就業実習が受講生の持つ教養と専門知識に広い視野を与えることができるようにす

るために、事前教育の内容を引き続き検討していかなければならない。 
 

９－２ 就業実習 

９－２－１ 英会話力 

 国際インターンシップの学生を選抜するにあたって、語学力についての基準は定めているが、学

生個人の学習意欲に期待するところが大きいため、必ずしも厳密に運用していない。その結果、受

け入れ先から、UBC 生とのコミュニケーションをサポートする能力の不足が指摘され、岡大生に

より高い語学力が求められている。また、UBC 生との協働の中での、英語による意思疎通は異文
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化に触れるための重要なツールである。短期の語学研修なども方策として考えられるが、語学力は

簡単に向上するものではない。 
 したがって、派遣する学生の語学力を高くするためには、高い語学力を持った学生の応募を促進

するための方策が必要である。高い語学力を持った学生しか本プログラムに参加出来ず、しかも受

講することが留学や就職などその後のキャリア形成に資するところが大きいことを学生に認識して

もらう必要がある。それがひいてはグローバル人材としての能力を向上させる自助努力のインセン

ティブになると期待される。 
 

９－２－２ 実習の内容 

 初めの年から参加してもらっている企業ではすでに3年目となり、受け入れ期間中の就業内容に

ついて、毎年微修正を加えながら、安定した作業手順ができあがりつつある。そうした情報を企業

間で共有すれば、学生の受け入れにかかる負担を軽減させることが出来る。大学のコーディネータ

ーの最も重要な役割の一つと考え、さらなる取り組みを進めていく予定である。 
 自治体での受け入れは本年度が初めてのケースであり、どのような形の就業が自治体、学生の双

方にとって望ましいものであるのか、詳細に検討する必要がある。特に自治体での作業の中にはデ

スクワークも少なからず含まれるが、公務員を志望する岡大生にとっては得がたい経験であり、今

後拡大していくことが望まれる。一方、UBC 生にとっては、数値データの入力などを除いて、多

くのデスクワークは、日本語の問題があって、ハードルの高い作業となる。そのため岡大生とUBC
生を自治体で協働させるために、野外作業や住民ケアなどが中心となると、自治体の活動を岡大生

が十分体験する機会がなくなることが危惧される。こうした点を克服できるように、自治体への派

遣は岡大生だけとすることも視野に入れた検討が必要である。 
 研究室での受け入れでは所属学生、特に大学院生と協働しながら研究補助業務を体験した。今年

度は森林、環境、木材に関係する研究室での作業であり、UBC の林学部の学生にとっては得ると

ころの多い体験であったと考えられる。ここで協働した学生の中に UBC への留学を希望する者が

多数出て来ることを期待している。しかし、経済的、時間的制約があって、今年度は UBC への留

学を希望する学生が出てこなかった。学生たちが海外留学を躊躇する要因がどのようなものである

のかを精査し、留学のための環境を整備することは大学全体としての喫緊の課題である。 
 

９－３ 成果報告会 

 本年度の成果報告会では参加した学生 13 名と 3 研究室が成果を口頭発表したため、報告会は午

後1時から5時半まで大変長時間にわたった。それぞれの学生にとっては得がたい経験であったの

で、成果は出来るだけ詳細に報告してもらいたいが、長時間、多数の発表を聞くためには大変な集

中力を要する。そこで、次年度以降は口頭発表とポスターセッションを組み合わせて、受講生と聴

衆の交流をより促進できるように工夫する必要があると痛感した。さらには、ボランティアを募っ

てのパネルディスカッションで自由な生の声を聞く試みも検討に値すると考えている。 
 なお、成果報告会には総数で 58 名が参加したが、そのほとんどは受講生と受け入れ先や本プロ

グラムの関係者であった。森林、林業以外の教育分野へ本プログラムを拡大するためにも、またグ

ローバル人材養成のために本プログラムが如何に有効であるかを広く全学、さらには学外に知って

もらうためには、聴衆が仲間内に限られていてはならない。広報の仕方を検討すると共に、成果の

情報発信の方策を検討しなければならない。 
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９－４ 受け入れ先と派遣の形態 

 これまで 3 年間の本プログラムの実施にあたって、学生の受け入れをしていただいたところは 8
企業、1自治体、1研究機関、3研究室で、本年度はその中の6企業、1自治体、3研究室で就業実

習を行うことが出来た。受け入れ先は順調に増えているし、毎年受け入れを続けてくれている企業

からは、学生と協働することは社員の意識改革などに多大な効果があると好意的に受け取ってもら

っている。 
 しかし、課題も多い。特に規模の小さな企業では2名から3名の学生を2週間から3週間受け入

れて作業を行うのは負担が大きい。特に、現場作業に専門的技能が必要な場合には、学生は作業補

助員かそれ以下の見学者になってしまうことがあり、企業にとってのメリットを見つけ出し難い。

またUBC生を受け入れるために寄附をお願いしているのも、経済的負担となっている。その結果、

毎年連続した受け入れを辞退する企業も出てきている。 
 こうした課題を克服するためには、受け入れ先の企業、機関、研究室を増やし、隔年で学生を受

け入れるとか、岡大生だけを受け入れるというような、受け入れパターンにオプションを作ること

が出来るようにするのが有効ではないかと考えている。学生と受け入れ先との関係を柔軟に考える

ことで、実践型教育に様々な可能性が生まれる。 
 

９－５ UBC との関係強化 

 これまで3年間でUBCから7名の学生が来日し、"Co-op in Okayama"を受講し、岡大生と協働

で就業実習を行った。いずれも3ヶ月間の滞在期間中に3から4カ所の異なる作業現場での体験を

通じて、日本の林業、林産業、森林研究の概要を体得した。UBC では毎年 1 月から 2 月にその年

に派遣した 50 から 60 名の学生の中から選抜した学生 10 名ほどに就業実習の成果を口頭で発表さ

せるCo-op Nightを催している。本学に来た学生の半数以上がそこで口頭発表を行っており、UBC
の本プログラムに対する期待の大きさがうかがえる。また、本年度はじめに協議した UBC の人文

学部、工学部、農学部などはいずれも、現在林学部が岡山大学と実施しているCo-op programを高

く評価し、すぐにでも参加できる意向を示している。本学側の体制整備を急ぐ必要がある。 
 また、本年度の6月に"Student mobility agreement"が締結され、本プログラムで来日したUBC
生と同数の学生を UBC へ正式留学生として派遣できるシステムが整った。学部学生、大学院生を

問わずUBCへ留学することで岡大とUBCの関係強化を図っていかなければならない。 
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10．むすび 

  
グローバル人材とは、日本の国際化に資する人材としてだけではなく、身につけた高い専門性を

武器に、国境を越えたキャリア形成を志向し、グローバルな社会を渡っていこうとする覚悟を持っ

た人材です。そのためにこそ文部科学省が示す「日本人としてのアイデンティティー」「広い視野

に立った教養と専門性」「コミュニケーション能力と協調性」「新しい価値を創造する能力」「社

会貢献の意識」が求められています。 

 本プログラムはグローバル実践型教育のひとつとして、異文化（UBC生との協働）、異分野（林

業・林産業）、異社会（企業での就業）と関わることで実践知（自分とは違うものの見方や考え方

をする人がいるという多様性を常に意識できる能力）の獲得を期待しています。短期間の就業実習

で多くは期待できませんが、実践知獲得に向けた自助努力を始めるためのインセンティブを受講生

に与えることが出来たかどうかが、本プログラムを評価する基準となります。最終的な評価は受講

生たちの将来の活躍の場を見るまで下せません。しかし、彼らの自己評価から、インセンティブの

一部は与えることが出来たのではと自負しています。特に、日本とカナダの違いから日本人として

のアイデンティティーの醸成、就業の場でのコミュニケーション能力と協調性の重要さの認識、森

林と林業に触れて次世代まで視野に入れた社会貢献の意識などが育まれ始めていると思われます。 

 しかし、本プログラムを梃子に締結することが出来たUBCとの学生交流協定を利用して留学し

ようとする受講生から出てこないのは、運営側の広報の不足も含めて、改善しなければならない点

です。この学生交流協定はグローバル人材を育てるには格好のシステムであり、戻ることを前提と

した留学だけでなく、UBCへ行ったきりになる転学さえも志向する学生が出現することが望まれま

す。さらに、現在はUBCの林学部との間での受入・派遣ですが、他の教育分野の学生も受け入れ

ることが出来るように本プログラムの幅を広げることは、様々な専門性を持った本学学生がUBC
へ留学する機会を享受するために解決しなければならない喫緊の課題です。 

 教養と専門性を広い視野に立って育むには、本プログラムに参加するときの受講生の専門的知識

の多寡が重要な要因となります。つまり、本科目は教養教育科目であるのか、あるいは専門教育科

目として意味があるのかが問われています。グローバル人材には広い視野に立って培われる教養と

専門性という両方の能力が求められているので、本科目は全学部、研究科の全学年を対象として開

講しています。しかし、一人の学生の側から見ると、教養科目として低学年で受講すると共に、専

門科目として卒業前に受講できれば、獲得できる実践知はさらに深くなります。UBCでは 5年間繰

り返してCo-op科目を受講することになっています。本学でも少なくとも 2回（低学年時と高学年

時）受講するシステムについて検討を始めてもよいのではないかと考えています。 

 グローバル人材の育成という目的から見てまだ道半ばですが、毎年実施内容や方法を修正し、さ

らにスリム化を図ることで、教育効果の高い、汎用性のある科目としての体制を整えつつあります。

これは多大な労をいとわず毎年学生を受け入れていただいている企業、機関、研究室のご助力に負

うところが大きいです。一旦始めた試みは継続することでさらなる高みへと深化することが出来ま

す。引き続き本プログラムへのご協力をお願いします。 

 

 

岡山大学地域総合センター 

特任教授 吉川 賢 
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