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授業の目標（Course Objectives） 

就業体験を通じて企業活動の現場を体感し，大学での「学び」の意義を再確認するとともに，自分自身のこれからのキャリアや生

き方について具体的に考えていくことができるようにしていきます。 

 

Experiencing business activities firsthand through work experience opportunities gives students the opportunity to fully realize 

the significance of what they learn in the university while also providing them the opportunity to think specifically about their 

future careers and the way they want to live. 

Through business activities at companies, this course gives students the opportunity to fully realize the significance of what 

they should learn in the university, while also provide them the opportunity to think specifically about their future careers and 

the way they want to live. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期はインターンシップに参加する前提として，インターンシップの目的，参加の心構え，ビジネスマナー講習などを中心に，事

前準備学習を行います。インターンシップは原則として夏季休暇中(8 月初旬～9 月上旬)に 2週間(10 日間)の予定で行いますの

で，履修者は夏季休暇中の予定を調整できるようにしておいて下さい。秋学期では，インターンシップを通じて得た知見や経験を

履修者全員で共有化することを目的に体験報告を行い，それぞれが就業体験を通じて得たものを定着させていきます。また，体

験報告レポートを作成します。（レポートの構成やコンテンツ執筆、スケジュール管理なども履修者に主体的にディレクションし、プ

ロジェクトマネジメントについて一緒に学びます） 

尚，インターンシップ派遣先は，立教経済人クラブ等の協力のもと，本学が独自に確保する企業への派遣が中心となります。 

 

During the spring semester students study to prepare for participation in a business internship by learning about the purpose of 

business internships, participation mindset, and business manners. In principle, internships will be conducted for 2 weeks (10 

days) during the summer vacation (Mid-August to the end of September), so students wishing to do internships should adjust 

their plans during summer break accordingly.  

During the fall semester, the students will make reporst and presentations to share the knowledge and experience they gained 

from their internships with all the other students and to help solidify what they gained from the work experience. In addition, at 

the end of the semester the experience reports will be compiled into an internship report. Most of the internships will be 

conducted at companies independently arranged by the faculty with the cooperation of Rikkyo Club of Executives & 

Professionals and others. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. インターンシップの目的と意義理解，自己紹介 

2. チームビルディング,輪読／ディスカッション① 

3. チームビルディング，輪読・ディスカッション② 

4. キャリアセンター職員から「インターンシップ・就職活動」の実態をインタビューする 

5. 教えて先輩！（社会人から「働くこと」「経験価値」の○○を聴く）  

6. 社会で活かしたい自分の強み，克服したい弱み（課題）について考える 

7. 人事に「会いたい」「一緒に働きたい」と思ってもらえる自己表現について考える 

8. 必要書類【基本事項】の相互添削＆ブラッシュアップ 

9. ビジネスマナー講習① 

10. ビジネスマナー講習② 

11. インターンシップ派遣企業の紹介，業界・企業研究 

12. インターンシップ先で就業するにあたっての心構え 

13. 就業先企業マッチング 

14. インターンシップ就業先における行動目標設定と発表 

15. インターンシップ体験の振り返りと相互フィードバック（モチベーショングラフの活用） 

16. インターンシップの体験報告とグループ議論① 

17. インターンシップの体験報告とグループ議論② 



18. インターンシップの体験報告とグループ議論③ 

19. インターンシップの体験報告とグループ議論④ 

20. 外部企業講師による講話 

21. インターンシップ体験を基にしたディスカッション① 

22. 学びの定着と専門領域との結び付ける 

23. インターンシップレポートの作成① 

24. インターンシップレポートの作成② 

25. インターンシップレポートの中間発表 

26. インターンシップレポートの発表 

27. 発表の振り返り＆相互フィードバック 

28. 授業総括・目標設定と宣言 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

◆インターンシップ体験報告（個人プレゼンテーション）並びにレポート作成については，授業外での準備・個人作業・クラスメンバ

ー同士での打ち合わせなどが必要となりますので，あらかじめ留意しておいてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

受講態度，リアクションコメントの提出，発表，レポート作成等(100%) 

※原則として全回出席することが必要。欠席回数が 3 回目になった時点で D 評価。なお，遅刻 2 回で欠席 1 回分とみなす。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定はありませんが，授業時のディスカッションの素材として，書籍の購入を求めることがあります。 

 

参考文献（Readings） 

なし 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【履修定員】：最大 12 名 

【履修対象者】：2, 3, 4 年生 

 

◆授業ガイダンス（履修登録前）について◆ 

【実施日時】 2022 年 3 月 22 日（火） 13:00〜14:00  

【開催形式】ハイブリット形式 

 ※池袋キャンパス（教室：10 号館 X305 教室）で対面、もしくはオンライン(Zoom）いずれかの方法で参加が可能です。 

https://rikkyo-ac-jp.zoom.us/j/89903907869 

ミーティング ID: 899 0390 7869 

パスコード: 257428 

【内容】  

13:00-13:10 はじめに「なぜキャリア形成と英語は重要なのか？」  

13:10-13:30 キャリア系科目について（翁）  

13:30-13:50 経済英語系科目について（宮越）  

13:50-14:00 質疑応答  

【ガイダンス参加申し込み】下記のリンクよりご登録ください。  

https://forms.gle/HRJ1mqLkx4nmVmN39 

 

これまでの授業内容や履修生の様子を資料等で確認できる機会となりますので, 履修を検討している学生は可能な限り参加して

ください。詳細は立教時間並びに経済学部キャリア教育サイト「STORY」に追って掲示いたします（2 月中旬以降を予定）。 

 

◆事前レポートによる履修者選抜について◆ 

本科目履修にあたっては, 事前レポートによる選抜があります。 

【レポート課題テーマ】：「インターンシップ授業を履修する目的と授業で議論したいことや履修者と共に学びたい事（※その理由を

必ず盛り込むこと）」 

【形式】word/800 以上 1,000 字以内 

【提出期間/提出先】：詳細は R Guide・立教時間で行います。 

【履修許可者の発表】：詳細は R Guide・立教時間で行います。 

 

【第 1 回目の授業】 

・初回から対面での実施を予定 

 

【授業運営について】 

・本科目ではビジネスチャット Slack を利用します。 

・資料配布、課題の提出, リアクションペーパーの記入／提出、授業についての告知／変更事項については Slack／Blackboard



上で告知／実施するので、常にチェックしてください。 

・毎回の授業への持参物:授業中に調べ学習やプレゼンテーションの準備を行うので, 必ず毎回 WiFi に接続可能なパソコンを持

参してください。図書館やメディアセンターでパソコンを借りる必要がある場合には, 必ず授業が始まる前に借りてきてください。

（原則としてスマホでの代用は不可とします。個別のご相談は担当教員までメールでご連絡ください） 

・外部講師招聘/授業内容は, スケジュール調整及び講師都合により，登壇授業回の変更並びに内容を変更することがある旨を

あらかじめご了承ください。 

・その他授業全般について：この授業ではグループワーク, プレゼンテーションを適宜行います。積極的な受講態度が期待されま

す。 

 

◎キャリアセンターで開催されるインターンシップ・キャリア開発関連のイベントなどは，『立教時間』を積極的活用して情報収集

し，参加してください（授業内で参加指示することがあります。例：インターンシップガイダンス・社会を知る講座・ES入門など） 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、インターンシップや学外活動等の実践的な学びを中心に構成する授業である。 


