（大会プログラム・発表要旨集録）

日本インターンシップ学会
第 14 回大会
テーマ 体験の先へ行くインターンシップ
－これからの広がりを考える－

会
会

期 ２０１３年９月７日（土）・８日（日）
場 北海道武蔵女子短期大学
（〒001-0022 札幌市北区北 22 条西 13 丁目）

大会プログラム（１日目）
【９月７日（土）
】全体会
１２：００～

受付（実行委員・学生）

３号館１階エントランスホール

※土足禁止のため玄関でスリッパに履き替えていただきます。
下足につきましてはホール内の下足置場もご利用ください。
１３：００～１３：１５
（１５
分）

【開会式】

３号館２階３２１教室

会長挨拶 吉本 圭一（九州大学）
歓迎挨拶 内田 和男（北海道武蔵女子短期大学学長）
司会（実行委員長）

１３：１５～１４：１５
（６０
分）

【基調講演】

３号館２階３２１教室

題

目「観光人材育成における阿寒の取り組み」

講

師

鶴雅グループ代表

大西 雅之氏
講師紹介（実行委員）

１４：１５～１４：３０

休

１４：３０～１６：００

【シンポジウム】

（９０
分）

憩（３号館２階３２２教室にお茶等を用意しております）
３号館２階３２１教室

テーマ「インターンシップの広がりを考える」
「商店街学生アイディアコンテストについて」
シンポジスト 平野 誠氏（札幌市経済局産業振興部産業振興課長）
「商業高校の体験的・実践的な学習について」
シンポジスト 藤田 和秀氏（北海道札幌東商業高等学校教諭）
「商大生が小樽の活性化について本気に考えるマジプロ」
シンポジスト 大津 晶氏（小樽商科大学准教授）
コーディネーター 亀野 淳（北海道大学）

１６：００～１６：１５

休

１６：１５～１６：４５

【高良記念研究助成報告】

（３０
分）

憩（３号館２階３２２教室にお茶等を用意しております）
３号館２階３２１教室

「看護師のインターンシップに関する研究－中小病院に焦点をあてて
－」
●鈴木

恵（横浜創英大学）

本多 和子（横浜創英大学）
古閑 博美（嘉悦大学）
牛山佳菜代（目白大学）
司会（高良記念研究助成審査委員会）
１６：４５～１６：５０

総会準備

１６：５０～１７：３０

【総

会】

３号館２階３２１教室

（４０
分）
※総会終了後、エレベーターを利用して５階懇親会場へ移動してください。
本大会期間中、広告協賛いただいた出版社による書籍展示を休憩場所で行います。

【９月７日（土）
】
１８：００～２０：００
（１２０
分）

懇親会
【懇親会】

３号館５階食堂

会長挨拶・乾杯 吉本 圭一（九州大学）
会場校挨拶・YOSAKOI の紹介（北海道武蔵女子短期大学）
YOSAKOI ソーラン演舞
（コンサフリーク with アクアクララ～北海道武蔵女子短期大学
～）
懇親会司会（実行委員）

※懇親会終了後、下記のルートでの無料送迎バスを準備いたしました。
20 時 20 分出発ですので、ぜひご利用ください。
（本学→地下鉄北 24 条駅→ＪＲ札幌駅→地下鉄大通駅→地下鉄すすきの駅→地下鉄中島公園駅）

大会プログラム（２日目）
【９月８日（日）
】 自由研究発表
８：３０～

受付（実行委員・学生）

３号館１階エントランスホール

※土足禁止のため玄関でスリッパに履き替えていただきます。
前日に受付をされた方は直接会場へお入りください。

【第１会場：３号館２階３２１教室】
司会：渡邊 和明（精華女子短期大学）
・土肥眞琴（追手門学院大学）
９：００～ ９：３０ 「地域活動における『一皮むけた経験』とは－地域創生学群第 1 期生
の足跡－」
●眞鍋 和博（北九州市立大学）
石谷百合加（北九州市立大学）
９：３０～１０：００ 「京都の大学政策と『京都版ギャップイヤー』事業の展開」
●杉岡 秀紀（京都府立大学）
１０：００～１０：３０ 「インターンシップ経験中の自律性充足が大学生のキャリア自信に
及ぼす影響」
●古田 克利（関西外国語大学）
１０：３０～１０：４５ 休 憩（３号館２階エレベーターホールにお茶等を用意しております）

【第２会場：３号館２階３２２教室】
前半司会：沢田 隆（北海道文教大学）
・和田佳子（札幌大谷大学）
９：００～ ９：３０ 「オランダにおける高等職業教育－ステンデン大学の教育事例をもと
に」
●椿 明美（札幌国際大学短期大学部）
沢田 隆（北海道文教大学）
和田 佳子（札幌大谷大学）

小林 純（札幌国際大学短期大学部）

９：３０～１０：００ 「中国における大学院生のインターンシップ経験によるエンプロイア
ビリティの向上効果と就職活動への影響」
●傅 振九（北海道大学大学院博士課程）
１０：００～１０：３０ 「インターンシップとコンピテンシー形成 －短大・専門学校卒業生
調査より－」
●吉本 圭一（九州大学）
椿

明美（札幌国際大学短期大学部）

１０：３０～１０：４５ 休 憩（３号館２階エレベーターホールにお茶等を用意しております）
後半司会：長尾博暢（鳥取大学）
・長谷川
１０：４５～１１：１５

修（札幌国際大学）

「インターンシップ仲介機関・仲介業者の在り方に関する一考
察」
●和田 佳子（札幌大谷大学）
椿

明美（札幌国際大学短期大学部）

沢田

隆（北海道文教大学）

小林

純（札幌国際大学短期大学部）

１１：１５～１１：４５ 「私立文系大学におけるインターンシップ・キャリア教育の意識－教
育機関アンケート調査結果から－」
●小林

純（札幌国際大学短期大学部）

吉本 圭一（九州大学）
椿

明美（札幌国際大学短期大学部）

亀野

淳（北海道大学）

沢田

隆（北海道文教大学）

稲永 由紀（筑波大学）
和田 佳子（札幌大谷大学）
江藤智佐子（久留米大学）
１１：４５～１２：１５ 「企業の採用活動とインターンシップとの関連に関する定量的分析」
●亀野

淳（北海道大学）ほか

【第３会場：３号館３階３３３教室】
前半司会：江藤智佐子（久留米大学）
・薬師丸正二郎（立教女学院短大）
９：００～ ９：３０ 「アンケート調査からみるインターンシップに対する認識」
●川端由美子（新潟大学）
９：３０～１０：００ 「社会人基礎力研究－インターンシップ類型における社会人基礎力分
析－」
●松尾 哲也（愛知淑徳大学）
１０：００～１０：３
０

「就業観醸成型インターンシップの効果の再検証と事前･事後研修の
効用」

●二上

武生（工学院大学）

長谷川祐子（工学院大学）
松村 直樹（株式会社リアセック）
磯村

優（株式会社リアセック）

１０：３０～１０：４５ 休 憩（３号館２階エレベーターホールにお茶等を用意しております）
後半司会：藤原邦彦（山梨学院大学）
・齋藤麻美世（北海道武蔵女子短大）
１０：４５～１１：１５ 「2011 年教育法とキャメロン連立政権の教育政策の行方」
●田中 宣秀（電気通信大学）
１１：１５～１１：４５ 「ニュージーランドの高等教育機関におけるインターンシップ」
●酒井 佳世（久留米大学）
１１：４５～１２：１５ 「フランスのインターンシップによるキャリア開発効果の検証」
●五十畑浩平（中央大学）

【第４会場：４号館３階４３８教室】
前半司会：牛山佳菜代（目白大学）
・浦野和昭（北海道ｷｬﾘｱﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ）
９：００～ ９：３０ 「非農家出身者への就農支援－農業系高等教育機関の実習比較－」
●田崎 悦子（大阪教育大学）
９：３０～１０：００

「中小企業インターンシップ研究－現状と課題－」
●古閑 博美（嘉悦大学）
牛山佳菜代（目白大学）
鈴木

恵（横浜創英大学）

本多 和子（横浜創英大学）
北川 宣子（ｶﾘﾀｽ女子短期大学）
佐藤美津子（多摩大学）
１０：００～１０：３０

「インターンシップにおける『合同説明会』の役割」
●吉澤 茉帆（山口県立大学）

１０：３０～１０：４５

休

憩（３号館２階エレベーターホールにお茶等を用意しております）

後半司会：田崎 悦子（大阪教育大学）
・古田 克利（関西外国語大学）
１０：４５～１１：１５

「経営サイドからみた観光インターンシップ発展のための課題とキャ
リア開発」
●太田 和男（武蔵野学院大学）
千葉 隆一（文京学院大学）
那須 幸雄（文教大学）

１１：１５～１１：４５

「専門高校におけるキャリア教育とインターンシップ」
●森谷 一経（慶応義塾大学）

１１：４５～１２：１５

「インターンシップを中核としたキャリア教育の多様な展
開」
●根木 良友（玉川大学）
折戸 晴雄（玉川大学）

【９月８日（日）
】全体会
１２：１５～１２：３０
（１５分）

【閉会式】

３号館２階３２１教室

会長挨拶 吉本 圭一（九州大学）
司会（実行委員長）

