
                                                         

なぜギャップイヤーで人材育成なのか！？ 

2019年3月25日 

ギャップイヤー・ジャパン 

        代表 砂田 薫 

（宇都宮大学特任准教授 

前・お茶ノ水女子大学特任准教授） 

～小樽商大のギャップイヤープログラムとの関係性～ 

小樽商科大学ギャップイヤー説明会 
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民 

朝日新聞社で30余年 

ビジネスマン（海外駐在含め） 

官 

お茶大大学院・宇都宮大等 

での常勤教員（キャリア教育） 

文科省検討会議メンバー 

国交省の委員等 
法案・政策 
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砂田 薫の自己紹介（４セクター横断状況） 

Non-profit 

Government Business 

ギャップイヤー・ジャパン 

社会起業支援 



    本日のお話の流れ 
 
１．そもそもギャップイヤーって、何？ 
２．なぜ、文科省はH27年度に、ギャップイヤー    
をAP（大学教育再生加速プログラム 長期学外
学修プログラム）に導入したのか？ 
３．なぜ、人材育成にギャップイヤーなのか？ 
４．総括 
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A gap year is therefore defined in this report as “any period of time 
between 3 and 24 months which an individual takes ‘out’ of formal 

education, training or the workplace, and where the time out sits in the 
context of a longer career trajectory 

２００４年ロンドン大学Andrew Jones教授の 

英国・教育技能省受託研究「ギャップイヤーの概念図」 

 定義：親元・教員から離れた非日常下での 
「ｲﾝﾀｰﾝ・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・国内外留学（課外）」（期間：3-24ヶ月） 

ボランティア 

インターン（アルバイト） 

国内外留学 

（課題持ったワーキングホリデー） 

（研修旅行、目的持ったバックパック） 
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（自分探しの旅、レジャー活動） 

（親元離れた、独立した） 

教育的 

（学修） 

余暇的 
（プログラムか自主的か） 



ギャップイヤーは、本来“不連続なキャリア”を社会に出る予行演習と
して意図的に創る機会。この期間に親元・教員から離れた非日常下で
、社会体験・就業体験を行う課外活動。おとなへの準備と鍛錬を行う。 
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Transitionの一つ 

（移行・転機） 
主体的・意図的な 

不連続なキャリア 

≒浪人は、結果的 

 にギャップイヤー 

高校 大学 就職、起業、大学院、転職 

・これまでの一本道の 

連続したキャリア（価値観） 
・今後は社会に出ると、 

無数の不安定なキャリア 

の転機を迎える（自主的転職、 

非正規雇用、人員削減、希望退職等） 

３ヵ月～ 

２４ヶ月 

３ヵ月～ 

２４ヶ月 

ギ
ャ
ッ
プ
イ
ヤ
ー 

ギ
ャ
ッ
プ
イ
ヤ
ー 

ギャップイヤーは、「空白」でなく「機会」の創出 



ギャップイヤーには、 
 
①プラン（個人が自主的に決める） 
 

②プログラム（大学・公共団体・支援機
関等が関与し、立案）  
がある。 

大学のプログラムの他、例えば、青年
海外協力隊、米国なら、TFA、Peace 
Corps（平和部隊） 
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“習慣化・個人”の英国（自主プラン） 
          対 
“制度化・組織”の米国（プログラム） 
 

 「英国のギャップイヤーは米国に比べてゆるく、組
織化されていない傾向にあり、しばしば“ビーチで
酔っぱらって終わり”とも評される」 

（米国ギャップイヤー協会イーサン・ナイト代表） 
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出所：2013年10月4日付ニューヨーク・タイムズ教育面「金がかかっても、高校と大学の間にギャップイヤーを」 

英国は、大学のギャップイヤー関与度は低く、 

「入学延期制度」で受入態勢はできている！ 



竹は、節があればこそ！ 

9 

竹は節があればこそ、まっすぐに成長し、風が吹いても反り返る。 

ギャップイヤーは人生の節目。この節目は、自ら入れる場合と、高校・
大学の接続の時など、若い人生の節目に、本格的な「社会体験」や
「就業体験」を入れていくことが、人を強くする。 

人生の“節”がギャップイヤー 



        

   「日本版ｷﾞｬｯﾌﾟｲﾔｰ」３軸モデル 

ボランティア 

    インターン 

③利他意識・構想力 

醸成・文化理解・ 

時間管理・ 
等 

②ダイバーシティ理解・
スキルアップ・キャリア
マインド醸成等 

①コミュニケーション能力向上・社会
問題理解・地域地方理解・内省等 

課外の国内外留学 

（約３ヶ月～ 2年） 
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・生きる力（耐性をつける）、ライフス
キル、リーダーシップ、国際性等 

（限界集落・被災地・ 
国内外の課外留学等） 



         ギャップイヤーの４階層 

大学運営 

等のプログラム 

参加者が立案し、 

大学に提示 

（一部単位認定も） 

自主的・計画的に行う研修・社会修行 

（形態は、ワーキング・ホリデー、計画性ある 

バックパッカー、語学研修、スポーツ留学等） 

自分探しの国内外の旅、遊学、放浪、ヒッチハイク、レジャー 

（スキューバダイビング、トレッキング等） 

自由度・選択度 

（課外授業性） 

低 

高 

計画性・研修性 

単位認定可能性 

  （大学関与度） 

高 

低 

教育現場でのコンセンサスは、赤い破線の第３階層までか？文化・慣習として定着してくると 

第４層も認識される。第１階層はプリンストン大やTFA、第２層は国際教養大・東大等がモデル 

制度（学内・組織内･奨学金） 

文化・慣習 

copyright 定義：親元・教員から離れた非日常下での国内外での社会体験（ボランティア・
課外留学、旅等）や就業体験（インターン・ワーホリ等）［期間：3～24か月］   

※大学入学前の他、大学卒業 

後、転職間、休学等がある。 
ﾌﾟﾛｸﾞ
ﾗﾑ 

プラン 

出所：論文「ギャップイヤー導入による国際競争力を持つ人材の育成」（砂田 薫、日本学生支援機構、2012年３月）に加筆 
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日米主要大学の主なギャップイヤー・プログラム（＝制度） 
大学名（呼称） 内容（４階層別ｶﾃｺﾞﾘｰ） 募集人数 

 /１学年 定員 
支援体制（備考） 

プリンストン大学 

（ブリッジイヤー・プログ
ラム）※2009 年～ 

海外ボランティア（派遣国５ヵ国
もやるべき社会貢献活動も決め
られている（第１層） 

35人（将来
100人）/1200
人＝将来８％ 

各種費用は基本大学持ち。地元のＮＰＯと
提携するので、危機管理はそこが担う。Ｏ
Ｂも監督として関与の模様。 

ノースキャロライナ大学
チャペルヒル校 

（グローバル・ギャップイ
ヤー・フェローシップ） 
※2011年～ 

海外ボランティアやインターン、
研究の混合プログラムを大学側
にプレゼンし、決定。（詳細は、
別途資料参照。内容は自分でプ
レゼンする（第２層） 

7人/8200人 
＝0/085% 

$7,500 （約70万円）の奨学金。「教職員の
十分な指導と支援の下、参加者は社会奉
仕を中心としたギャップイヤーを自分で作
り出していく」 (GAPPLと呼ばれる、ギャッ
プイヤー終了生達による全学規模の学生
コミュニティからの支援」もある。 

エロン大学※2012年～ 
（ギャップ学期プログラム） 

半年国内外で、リーダーシップ
教育・サービスラーニング・国際
経験。１３週9単位（第１層） 

12人/1400人 
=0.8% 

教員も同伴移動するケースも。通常入学
する費用と同額で、学長奨学金同額が自
動に付与される模様。 

タフツ大学※2015年～ 
（１＋４プログラム） 

国内外両方で、ボランティア機
関に配属予定。（第１層） 

50人/3400人 
=1.4% 

事前オリエンを受け、その後も年間を通し
て教員と連絡。終了後に経験振り返り。
300万円奨学金付。 

セント・ノアバート大学 
（ギャップ経験ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ） 

1年のプログラムであるが、最初
の半年が学外。（第１層） 

20/500 
=4% 

渡航のための航空運賃は別だが、あとは
基本は学費で賄えるﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ。翌年２年生 

東大※2013年～ 
（ＦＬＹプログラム） 

自主テーマ（第２層） 11人/3000人 
＝0.36% 

特別休学制度。よって、翌年は１年生から。
最大５０万円の奨学金 

国際教養大※2008年～ 
（ギャップイヤー制度） 

自主テーマ（第２層） 12人/175人 
＝6.9% 

入学後に、インターンシップとして２単位認
定。 

（参考）文科省※2014～ 
「トビタテ！留学」 

プログラムの一部はギャップイ
ヤー（第２層） 

300人の募集
の内、30人？ 
=10% 

現在は海外だけでなく、国内（地方）留学も
ある。 
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日本におけるｷﾞｬｯﾌﾟｲﾔｰの動向～産官学民各セクターで進展 
  

 
２０１１年２月１６日 一般社団法人 日本ギャップイヤー推進機構協会（愛称：JGAP）設立 
６月１３日  ＪＩＣＡ・ＪＧＡＰ等が協賛してギャップイヤー啓発ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ実施（参加者数：３００名超、広尾） 
６月１６日  経団連「グローバル人材の育成に向けた提言」発表 
「英国等では、学生がギャップイヤーを取得し、一定期間（通常１年間）が推奨されている。わが国でも、学
生が国内外で本格的にボランティア活動等に従事できるよう、(中略)導入することも検討に値する。その
際、企業側には、そうした学生の多彩な経験を採用活動において積極的に評価する姿勢が求められる」と
記述され、ギャップイヤーをポジティブに評価 
６月２２日 政府「グローバル人材育成推進会議（議長：枝野官房長官）」の「中間まとめ」発表 
「海外へ出たことによる不利益の是正」の項目で、企業の雇用慣行として、卒後3 年以内の卒扱い、通年
採用、及びギャップイヤー等を普及・促進する」と表記。 
７月１日 東大「全学秋入学＋半年ｷﾞｬｯﾌﾟｲﾔｰ（和製英語：ｷﾞｬｯﾌﾟﾀｰﾑ）」構想の２点セット表面化 
７月１０日 「労働経済白書（厚労省）」に、「職業観養成にギャップイヤー導入が有効」と提言 
８月３日 朝日新聞全国版「私の視点」に、砂田薫「寄り道評価する～ギャップイヤー文化を」が掲載 

１２月２２日 国家戦略室「日本再生の基本戦略」でもギャップイヤーが議論 
２０１２年２月１日 NHKテレビ２１時「ニュース９」内で空白期間の積極的活用で、砂田コメント 
２月６日JGAPが、前年８月に続き、国家戦略室に対して「ギャップイヤー政策」をプレゼン。 
３月１２日 論文 「ｷﾞｬｯﾌﾟｲﾔｰ導入による国際競争力を持つ人材の育成」（日本学生支援機構） 
３月３１日 東大「全学秋入学＋半年ギャップイヤー構想」の最終報告書を浜田総長が受理 
４月１日 経産省が学生・若手社会人向けに海外無償インターンの「ギャップイヤー」予算付け 
７月３１日 野田政権が「日本再生戦略」を閣議決定。ギャップイヤーの普及・促進が入る。 
２０１３年４月 東大新１年生に対し、希望者から選考する奨学金付「ギャップイヤー制度」導入 
１０月４日 文科省「学事暦の多様化とギャップタームに関する検討会議」が立ち上がる。 
２０１４年４月 文科省他 海外留学支援制度「官民協働海外留学支援制度～トビタテ！留学JAPAN」始動 
５月２９日 報告書「学事暦の多様化とギャップイヤーを活用した学外学修プログラム」を文科相に提出 

２０１５年７月３１日 文科省APプログラムで１２高等教育機関（小樽商大含む）が選定される。（12/38） 
２０２０年３月３１日 同プログラム終了。４月小樽商大は、独自のギャップイヤー制度を導入。 



有識者会議立ち上げの背景（2013年） 

• 「教育再生実行会議第三次提言（平成25 年５月）」
や「日本再興戦略－Japan is BACK－（平成25 年６

月閣議決定）」において、秋入学など学事暦の柔軟
化に伴うギャップイヤー等を活用した、留学等の体
験活動への支援を抜本的に強化する方針が示さ
れたことを踏まえ、学事暦の多様化とギャップイヤ
ー期間中の活動を推進するために、海外のギャッ
プイヤーの状況や国内の先行事例の情報を収集
し、日本に相応しい環境整備の在り方について審
議を重ねてきた。このまとめの議論を踏まえ、最終
案を提示することとなった。 
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浅原 利正     広島大学長 
○市村 泰男   一般社団法人日本貿易会常務理事 
川村 隆       株式会社日立製作所取締役会長、 
           一般社団法人日本経済団体連合会副会長・教育問題委員長 
齊藤 斗志二   公益社団法人全国スポーツ推進委員連合会長、元臨時教育審議会委員 
島村 元紹     株式会社島村楽器代表取締役会長、 
           日本商工会議所教育委員会共同委員長 
 
◎鈴木 典比古  国際教養大学理事長・学長  
砂田 薫       一般社団法人日本ギャップイヤー推進機構協会代表理事、 
           お茶の水女子大学特任講師 
清家 篤       慶應義塾長 
萩原 なつ子     立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科教授 
秦  由美子     広島大学高等教育研究開発センター教授 
濱田 純一      東京大学総長 
藤沢 久美       シンクタンク・ソフィアバンク代表 
船橋 力           株式会社ウィル・シード取締役会長、学校法人河合塾顧問 
宮城 治男        NPO法人ETIC．代表理事 
山内 進        一橋大学長 
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「学事暦の多様化とギャップタームに関する検討会議」委員一覧 

内訳は、産（５）・官（１）・学（学長５、教授２）・民（２）の１５名 

（※2013年10月発足当時の肩書） 



この有識者会議は計５回開催され、大臣は全回出席 
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２０１４年５月２９日 報告書「学事暦の多様化とギャップイヤーを活用した学外学修プログラム」を文科相に提出 

 



学 

産 

民 

日商・東商・経団連・ 
同友会・日本貿易会等 

官 

大学・短大・高校・高専等 

文科省・経産省・ 

厚労省・国家戦略室等 

 

法案・政策 

３セクター横断のTri-sector leaderへの期待 

「民の知恵結集」とのストラテジック・アライアンスの構築 

「日本版ギャップイヤー」の制度や仕組み、価値観の構築 
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「産官学民」の知恵結集で、「ギャップイヤー」を大学の標準装備に！ 

Non-profit 

Government Business 



本日のお話の流れ 
 
１．そもそもギャップイヤーって、何？ 
２．なぜ、文科省はH27年度に、ギャップイヤー    
をAP（大学教育再生加速プログラム 長期学外
学修プログラム）に導入したのか？ 
３．なぜ、人材育成にギャップイヤーなのか？ 
４総括 
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21 
２０１１年６月１３日  ＪＩＣＡ・ＪＧＡＰ等が協賛してギャップイヤー啓発ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ実施（参加者数：３００名超、広尾） 



22 

・「かわいい子には、旅をさせよ！」 
 
 ・「情けは人のためならず」 
  
・「他人の釜の飯を食う」 
 
 
 
  
 

 社会修行の具現化が 

    “ギャップイヤー” 

インターン 

国内外留学 
（課外、正規外が基本） 

ボランティア 

社
会
体
験 

就
業
体
験 
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日本の「人材育成」に関する３つの諺（価値観） 



 

豪高校卒業後の学習意欲とその成績の関係調査（250人）

ギャップイヤー経験大学生＞未経験大学生 
 

①就学後のモチベーション②企画力③忍耐力④適応能力
⑤時間管理能力がいずれも高いことを統計的に立証。 
（2010年世界教育心理学会の査読論文。シドニー大学アンドレ―・マーティン教授） 

 
 

ハーバード・プリンストン・ＭＩＴ等米国の大学のギャップイヤー導入の目的は、「学生のバーン
アウトと中退防止効果」だったが、この論文の発表で、米国等で導入が積極的・加速的になる。 
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2010年に、画期的な研究成果が！ 



ギャップイヤーで身につく能力の可能性 

  

  • international Perspective 国際的視野 
 • Decision-making     意思決定力 
 • Relationship-building  関係性構築力 
 • Problem-solving and Resourcefulness  問題解決力と独創性 
 • Communication, especially across cultures 異文化コミュニケーション 
 • Organization and Responsibility  組織力と責任力 
 • Teamwork and Flexibility  チームワーク力と柔軟性 
 • Maturity and Self-Awareness  成熟と自覚 
 • Independence and Self-Confidence  独立性と自信 
 • Language Fluency  言語能力 

24 

南アフリカの高等教育人材養成学校 African Leadership Academyの 

「ギャップイヤー・プログラム」で身につくとされるソフトスキル資質 

ギャップイヤーはグローバル人材、社会的課題解決型人材、 

リーダーシップの創出と親和性が極めて高い！ 



25 小樽商大は、プリンストン大系のギャップイヤー・プログラム！ 

入学合格者に、１年の人材育成プログラム（９か月を途上国）を用意！ 

異文化において思考の枠組みを大きくする 

入学前に一息ついて、集中する 

大学の存在理由である社会への奉仕の精神への第一歩 



Universities (e.g. Harvard, Princeton, Tufts, Elon) heavily support gap years for 
admitted freshmen. 
It addresses issues of academic burnout and re-kindles curiosity. In fact, studies show 
that students who successfully complete a structured gap year tend to earn 1-2 GPA 
points higher than traditional freshmen. 
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出所：http://www.examiner.com/article/advice-for-those-considering-a-gap-year  

 米国のハーバード大やプリンストン大、タフツ大、エロン大
などは、新入生に、強くギャップイヤーを支援・推奨している。
学術的なバーンアウト防止と好奇心を呼び起こすためだ。 

 

 実際、組織化されたギャップイヤーをうまく経験した学生は、
普通の新入生に比べ、GPA（成績評価値）が１、２点高い傾
向にある。 

                （出所：エグザミナー・ドットコム） 

米国 
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今、どういう人材が求められているか？ 

• 1980年代まで（100を110にする可能性ある学生） 

 Japan as No.1 で、「大量生産・大量消費」の安定構

造を支える優等生（モノ・サービスを国内・先進国で
作れる、売れるポテンシャルある新卒。職制がしっ
かりしているので、白いカンバスのまま入社させOJT
で育てあげる） 

 

• 21世紀以降（「失われた20年」で0を1にできる学生） 

 GDP低迷の中、組織がフラットになり、「特徴ある商
品・サービス」を創り、BOPマーケットでもこじ開けら
れるポテンシャルやスキルある新卒 
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2013年度から、東大は自主財源で、「ギャップイヤー制度」を確立！ 

出所：東京大学公式ウェブ 
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出所：東京大学公式ウェブ 



本日のお話の流れ 
 
１．そもそもギャップイヤーって、何？ 
２．なぜ、文科省はH27年度に、ギャップイヤー    
をAP（大学教育再生加速プログラム 長期学外
学修プログラム）に導入したのか？ 
３．なぜ、人材育成にギャップイヤーなのか？ 
４．総括 
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 多くの人が、“ギャップイヤー”を人生を変
える経験”や“ターニング・ポイント”と言う。 

そして価値は完全には測りきれないが、そ
の人の残りの人生に配当をもたらすだろう 
（ハーバード大学入試担当・財務支援官） 

• "Many speak of their year away as a 'life-altering' experience or a 'turning 
point.' Most feel that its full value can never be measured and will pay 
dividends the rest of their lives." 

Deans of Admissions and Financial Aid at Harvard University William 
Fitzsimmons and Marlyn E. McGrath 

（出所： http://www.usagapyearfairs.org/speakers   ） 
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ギャップイヤーで人生変わる！？ 
 

http://www.usagapyearfairs.org/speakers


コンフォートゾーンから抜け出すため 

32 

あなたのコンフォートゾーン（安全地帯・ぬるま湯）から抜け出すた
めのギャップイヤー・プログラムとその考え方 

（休みを取るのではなく、ギャップを取ること！） 

例えば、グーグル検索すると、以下のような見出しや記事が多数出てくる！！ 
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コンフォートゾーンって、何？ 

コンフォートゾーンは、いわば「安全地帯・ぬるま湯・居心地よい日常」。 

冒険もチャンスもリスクも取らず、ただ現状にしがみつくこと 



自分に対する負荷を意識的にかけ、マネ
ジメントすることが成長につながる！ 
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    ストレッチゾーン 

（背伸び領域、ラーニング・ゾーン） 

 

 コンフォートゾーン 
（安全地帯、ぬるま湯、日常） 

 

パニックゾーン（混乱領域） 



「アメリカでは僕は外国人ですから・・・。 

外国人になったことで、人の心をおもんばかったり、人の痛みを想像したり、今までな
かった自分が現れたんですよね。 
 

この体験というのは、本を読んだり、情報を取ることはできたとしても、体験しないと
自分の中からは生まれないので。孤独を感じて苦しんだことは多々ありました。あり
ましたけど、その体験は未来の自分にとって大きな支えになるんだろうと、今は思い
ます。 
 

だから、辛いこと、しんどいことから逃げたいと思うのは当然のことなんですけど、で
もエネルギーのある元気なときにそれに立ち向かっていく、そのことはすごく人として
重要なことなのではないかなと感じています」 
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イチローさんの85分間の引退会見（3月21日） 
 

イチローはコンフォートゾーンをこれまで意識してきたのではないか！ 



「アメリカでは僕は外国人ですから・・・。 

外国人になったことで、人の心をおもんばかったり、人の痛みを想像したり、今までな
かった自分が現れたんですよね。 
 

この体験というのは、本を読んだり、情報を取ることはできたとしても、体験しないと
自分の中からは生まれないので。孤独を感じて苦しんだことは多々ありました。あり
ましたけど、その体験は未来の自分にとって大きな支えになるんだろうと、今は思い
ます。 
 

だから、辛いこと、しんどいことから逃げたいと思うのは当然のことなんですけど、で
もエネルギーのある元気なときにそれに立ち向かっていく、そのことはすごく人として
重要なことなのではないかなと感じています」 
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イチローさんの85分間の引退会見（3月21日） 
 

コンフォートゾーン（安全地帯、ぬるま湯、日常）から、 

ストレッチゾーン（背伸び領域、ラーニング・ゾーン）へ 

これこそ、ギャップイヤーの神髄 
 



Ｑ：ギャップイヤーは、「ゆとり教育」回帰？ 

Ａ：そうではなく、メリハリをつけること。 

オン状態だった受験高校生や、「就活」で
疲弊した大学４年生（また、職歴なき既卒
未経験者・卒業３年未満退職者）が主体。 

厳しい「社会修行」をするのが基本で、再
学習を要する生徒や学生は、対象外。 

問題意識ある大学からの導入が肝要。 37 

①春入学の秋始業になれば、海外での３ヶ月のサマーセミナーや、語学留学、 

国内の限界集落・被災地ボランティア、長期インターンシップ等が可能 

②ギャップイヤーは必ずしも「休学」を要しない。半年で海外一周で４年で卒業もいる 

 

【ご参考：砂田の回答】 



Ｑ：日本にギャップイヤー制度が育たなかった理由は？ 

38 

 

・大学側の理解と意欲の欠如（自ら動くメリットの欠如、管理の 

 困難懸念。学生が休学することによる減収） 

・行政、雇用者（経済団体）の推進力の脆弱性、低位な優先順位 

・保護者、親の無理解（経済的負担懸念、危険性） 

・体験希望者の不安 

（単位不足の懸念、休学・遊学・留年のネガティブイメージ等） 

・社会の認知力欠如と無理解 

・体験者の発信の欠如 

・ギャップイヤーの単位認定・認証のあり方の検討不足 
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Ｑ：ギャップイヤー導入のメリットは（その１）？ 

 
①英国に見られるように中退率の低下や、米国ハーバード大が推奨する理由の「五月病」（バーンアウ
ト）防止 

 

②2010年豪の高校生2500人追跡調査で明らかになったように、大学就学前ＧＹを行うと、入学後の大
学での学習意欲・職業選択能力が高まり、就学力と卒業時の就労力も高まる。 

また、１日に２時間、１年に２ヶ月程度、本業の問題解決を考えず、他のことをすると、その期間ないし
本業復帰後に”ひらめき”が起こる可能性が高まると脳科学者が指摘する 

効果も期待できる。 

 

③期間が４－９月と半年で「単位認定」をすると、４年で卒業するも４年半で卒業するもよしとなり、学生
の修学の選択肢が増え、多様な要求に応えることになる。 

参考：国際教養大学の中嶋学長は、「入学後の本人の学習意欲や職業選択能力を高める効果もある」
（２０１１年７月１日付「大学新聞」対談で語る）。 

 

④大学は修学（研究・教育）というこれまでの「縦軸」機能にプラスして、ギャップイヤーを「横軸」として
編みこんで、社会が要請する「社会人の完成形」として学生を卒業させることを目指すことになる。小手
先のキャリアセンター対応でなく、各大学が実情に応じてギャップイヤープ・ログラムを構築する真の
「大学生の人材育成プログラム」につながる。 

 

⑤企業側が「失われた２０年」のコストカットでフラットな組織に移行の中、「鬼軍曹」や「主任・係長」と
いった中間管理職不在で、ＯＪＴや未就労経験者を育てる環境がない中、ギャップイヤーの就業体験・
社会体験がその解決策になる。また、就活勝ちでも「３年で３割辞める」現状や粗製乱造の大学生の成
長につながる。 
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Ｑ：ギャップイヤー導入のメリットは（その２） 
 

⑤入試合否が決定した３月末から入学の秋まで、入学前に貴重な就労・社会体験を行うこ
とで、自らを深く見つめ考え、社会の擬似「荒波」の中で、問題設定・解決力、情報収集・分
析力、コミュニケーション力等の胆力・能力開発になる（Early Exposure）。特に人文・社会科
学分野では（医師養成の医学や法曹界養成の法学部と違い）、就労に直結する修学が期
待しにくく、人材としての競争力が得にくいので有効と考える。 
 
⑥日本にはこれまで、例えば「１年休学して国際機関にインターンやボランティア」に行って
も、外形的には留年・休学・遊学といった「ネガティブ」な言葉しかなかったが、ギャップイ
ヤーという言葉が正しく理解されるプロセスの中、若者を「褒める」「評価する」言葉、ポジ
ティブな「いいね！」の承認文化を一つ創ることになる。 
 
⑦ハーバード、ケンブリッジなど世界の競争力ある大学間との競争に取り残される危機感
があるが、ギャップイヤー導入で、「追いつく」要素がひとつできることとなる。ギャップイヤー
を利用し、学生が多様な社会経験・就業体験を積め、それが評価する社会になることは、
日本が国際社会の仲間入りの条件である「多様性」の概念を醸成できる。 
 
⑧大学により、春入学や秋入学となると、「新卒一括採用」が「通年採用」へ、「就活」期間
が晩期化・短期化へ改良へ等、人材育成とは程遠い窮屈な現在の労働慣行に刺激を与え、
人材評価の価値基準を変えるきっかけとなる。 
 
 



高等教育サイト「QSトップ・ユニバーシティズ」が伝えるギャップイヤー６つのメリット 
 

1. Get an advantage with your university application （大学の願書に有利） 

洒脱な例としては、生徒Aは、完璧な願書、成績、魅力的な人物証明書、生徒Bは同様でボラ
ンティアをしていたら、Bが射止める。とりわけ、将来の専攻に関係するものなら強い。 

 

2. Cultural exposure and getting out of your comfort zone（異文化にさらされることと安全地
帯から抜け出せること） 

親元を離れ遠方で暮らすことは、ワクワクもするが精神的にきつい。そしてそれがめげない大
切さを学ぶ。新しい文化を経験すると生涯忘れないし、語学も習熟できる 

 

3. Make new friends and meet new people（新しい友人や知人ができる） 

 

4. Improve your people skills（人間関係スキルを向上できる） 

 

5. Come back with great stories - and bragging rights!（土産話で、大きく出られること） 

 

6. Preparation for the future（将来に備えられること） 

どんな経験をするかにもよるが、ボランティアなら、履歴書の見栄えもよくなり、採用プロセスで
加点がされる。だから、ギャップイヤーを無駄に過ごしては何もならない。恐れず、将来探究や
研究するための準備を行い、オープン・マインドでありたい。 

出所：http://www.topuniversities.com/blog/benefits-volunteering-gap-year 
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Ｑ：ギャップイヤーが日本に定着すると、どんな
ロールモデルが誕生するか？ 

社会的問題発見・解決能力、 

ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟがある人材育成 

グローバル対応型人材 

山口絵理子、村田早耶香 

 

日本・地域問題解決型人材 

清水康之、小暮真久（ＴＦＴ） 
 

税所篤快 

※敬称略 

社会的課題をビジネスの手法を用い、解決していこうとする社会起業家や社内起業家を創出 

ギャップイヤーの定義：親元・教員から離れた非日常下での 

インターン・ボランティア・課外の国内外留学。期間は3－24ヶ月 

ＥＴＩＣ受託の内閣府社会起
業育成委託事業 

3期60名のうち、７割 
が、ギャップイヤー経験者 
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自殺防止運動のNPO「ライフリンク」 



大学の授業とギャップイヤーの関係性 
（砂田の解釈） 

座学 

 

ＰＢＬ 

（課題解決型授業） 

• サービス・ラーニング 

• アクション・ラーニング 

• アクティブ・ラーニング
etc. 

 

ギャップイヤー 

（社会体験・就業体験） 

•プログラム型 

•完全自主活動型 
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・教員・家族関与度 

・正課目 

・comfort zone 
（ぬるま湯・恵まれた環境） 

・非日常性 

・課外授業 

・社会修行 
大学の門を出るプロセス 



ご清聴ありがとうございました！ 

44 
Sunada 


