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大会プログラム（１日目）
【９月６日（土）】
１０：００～

受付（実行委員・学生）

本館Ａ１０１教室

１０：３０～１０：４５
【開会の挨拶】
（１５分） 会長挨拶 吉本 圭一（日本インターンシップ学会 会長）
歓迎挨拶 近藤 倫明（北九州市立大 学長）
総合司会（実行委員）
１０：４５～１２：００
【高良記念研究助成報告】
（７５分） 「中国高等職業教育の教員養成課程における教育実習と企業実習の効果
－卒業生のインタビュー調査を中心として－」
張 琳（同済大学・本科における職業教育教員養成の資源開発プロジェクト）
「大学生のインターンシップに対する意識と参加動向
－1 年生を対象にしたアンケート調査から－」
川端 由美子（新潟大学）
「インターンシップにおける社会人基礎力の意義
－「結節点」としての社会人基礎力－」
松尾 哲也（島根県立大学）
司会（高良記念研究助成審査委員会 委員長）
１２：００～１３：００
【昼休み】
（６０分）
１３：００～１４：５０
【学生による活動成果発表会】
（１１０分） 地域と協働した実践活動や企業と連携したインターンシップについて、
その活動概要、成果について担当者、学生それぞれから発表します
［発表者］
・
「キャリアスクーププロジェクト」 福岡中小企業経営者協会
・
「猪倉農業関連プロジェクト」 北九州市立大学地域創生学群
・
「YAHATA HAHAHA PROJECT」 北九州市立大学地域共生教育センター
・
「小倉ハロウィンプロジェクト」 北九州まなびと ESD ステーション
１５：００～１６：１５
【シンポジウム「地域協働・産学連携のかたち」
】
（７５分） ［テーマ］ 地域型「Work Integrated Learning」の実体に迫る！
［パネリスト］九州インターンシップ推進協議会 事務局長 古賀 正博
八幡駅前開発株式会社 代表取締役 井上 龍子
北九州市立大学地域創生学群 准教授 片岡 寛之
［コメンテーター］
法政大学 教授 長岡 健
九州大学 主幹教授 吉本 圭一

１６：３０～１７：００
（３０分）

［コーディネーター］
【会員総会】

北九州市立大学 准教授 見舘 好隆

終了後すぐに懇親会場へ移動
１７：００～１９：００
【懇親会】
本館地下パーラー
（１２０分） 会長挨拶・乾杯 吉本 圭一（九州大学）
会場校挨拶・小倉祇園太鼓の紹介（北九州市立大学）
小倉の伝統的な祭り「小倉祇園太鼓」の演舞
懇親会司会（実行委員）
１９：００～２２：００
【エクスカーション 小倉の夜を満喫！角打ちめぐり】
※エクスカーションにご参加の方は、閉会時会場にてお待ちください。
（約１８０分）
スタッフが迎えに参ります。

大会プログラム（２日目）

【９月７日（日）】
8:30 - 9:00
会場
9:00 - 9:30

9:30 - 10:00

10:00 - 10:30

10:30 - 10:40

会場
10:40 - 11:10

受 付

A会場（C-202教室）
学習成果Ⅰ

B会場（C-203教室）
産学連携教育

11:40 - 12:10

酒井 佳世
（久留米大学）

新目 真紀
*2
（青山学院大学）

傅 振九
（北海道大学大学院博士後期課
程）

A-2
就職決定結果からみる就業観醸
成型インターンシップの効果分
析
－工学院大学の事例からみる－

B-2
C-2
D-2
低年次向け教育プログラムとし プロジェクト学習を通じたリー インターンシップによる教育と
ての複数企業取材型インターン ダーの成長プロセス
その学内展開
シップ

E-2
学生の経験に基づく海外イン
ターンシップの学習効果の検討
-学生へのグループインタ
ビューによる考察-

二上 武生
（工学院大学）

南田
豊倉

古田

山路 崇正 *4
（大阪経済法科大学）

修司（NPO法人G-net）*3 石谷 百合加
完治（NPO法人G-net） （北九州市立大学）

髙橋 秀幸
（北海道武蔵女子短期大学）

松本
玉田

翔伍（京都産業大学）
春昭（京都産業大学）

克利（関西外国語大学）

河合 理英子（大阪府立大学大
学院博士前期課程）

A-3
インターンシップ実施に関する
中小企業の意識分析-アンケー
ト調査、ヒアリング調査を踏ま
えて-

C-3
D-3
５大学連携東京PBL合宿「おも 学校現場での就業体験を巡る今
てなしプログラム」
日的課題(1) -教師塾の普及・
促進がもたらす影響を中心とし
て-

E-3
キャリア理論の分類に関する一
考察 -時代と社会の要請を念頭
に-

古閑 博美 *1
（嘉悦大学）

田中 久美子
（山口大学）

田中 宣秀
（電気通信大学）

*5

山口 圭介
（玉川大学）

会場移動・休憩（ 10分）

A会場（C-202教室）
学習成果Ⅱ

B会場（C-203教室）
地域連携教育

A-4
インターンシップの教育効果
-参加学生の否定的な意見に着
目して-

B-3
C-4
D-4
京都におけるギャップイヤーの 中期実践型インターンシップの インターンシップの前段階とし
実際と課題 –京都ギャップイ 効果検証と課題・展望
ての「読書合宿」の効果
ヤー–

C会場（D-201教室）
D会場（D-202教室）
中・長期インターンシップ 教育プログラムⅡ

杉岡 秀紀（京都府立大学）
久保 友美（地域公共人材開発
機構）
A-5
B-4
大学・短大・専門学校の学習成 低学年次事業所見学の実践、効
果とインターンシップ
果と課題

木村
山﨑

吉本 圭一（九州大学）
竹内 利明
椿 明美 （札幌国際大学短期 （電気通信大学）
大学部）
B-5
農村滞在･職住一体型インター
ンシップの影響と効果

亮介（和歌山大学）
泉 （和歌山大学）

E会場（D-203教室）
教育プログラムⅢ
E-4
観光インターンシップにおける
キャリア開発をめぐる課題
-日米独の観光系学生のアン
ケートなどから-

増野 浩子
（梅光学院大学）

太田
千葉

和男（武蔵野学院大学）
隆一（文京学院大学）

C-5
大学におけるキャリア教育と先
進校の長期インターンシップの
動向

D-5
栄養士インターンシップの基礎
力評価と学生ピア・サポート導
入の試み

E-5
産学連携による観光人財育成海
外インターンシップ研究
–現状と課題–

那須 幸雄
（文教大学）

宮田 篤
（青森中央短期大学）

髙橋 修一郎
（神田外語大学）

C-6
プロジェクト型長期インターン
シップにおける基盤的能力に対
する評価

E-6
日米の大学の比較調査による観
光人材教育に関する考察

廣瀬 幸弘
（岐阜大学）

根木

良友（玉川大学） *6

会場移動・休憩（ 10分）

12:20 － 12:40 【閉会の挨拶】
【エクスカーションツアー
13:00 － 17:00

E会場（D-203教室）
海外研究
E-1
中国の院生区分政策における教
育内容と職務遂行能力の結び付
き

田崎 悦子
（大阪教育大学）

12:10 - 12:20

D会場（D-202教室）
教育プログラムⅠ

A-1
B-1
C-1
D-1
インターンシップ後の就業観・ 実践的インターンシップの産学 大学コンソーシアム大阪プロ 高校生の短期インターンシップ
職業観の変化についての一考察 連携体制に関する考察
ジェクト型インターンシップに という学び
おける教育効果
-あべの・天王寺まちづくり活
性化プロジェクトの事例から-

平尾 元彦
（山口大学）

11:10 - 11:40

C会場（D-201教室）
プロジェクト型学習

C-201教室
日本インターンシップ学会 会長 吉本 圭一

小倉の歴史、文化をまちあるき体験】

※エクスカーションに参加の方は、閉会時会場にてお待ちください。スタッフが迎えに参ります。
※プログラムは都合により変更する可能性があります。

■共同研究者
*1 牛山 佳菜代（目白大学）・鈴木 恵（横浜創英大学）
*2 玉木 鉄也（※非会員・：青山学院大学）・田中 義信（※非会員：生活協同組合東京インターカレッジコープ）
*3 秋元 祥治（NPO法人G-net）
*4 深瀬 澄（※非会員：大阪経済法科大学）・崎本 武志（大阪観光大学）
*5 小笠原 茂(※非会員：松山東雲女子大学）・荒谷 美治（※非会員：徳山大学）・福永 美佳（※非会員：梅光学院大学）
*6 折戸 晴雄（玉川大学）

