（大会開催要項）

日本インターンシップ学会
第 16 回大会
テーマ 地域協働・産学連携－関西のかたち

会 期 2015 年 9 月 12 日（土）・13 日（日）
会 場 近畿大学東大阪キャパス B 館
（〒577-8502 大阪府東大阪市小若江 3-4-1）

大会プログラム（１日目）
【９月１２日（土）】
１２：００～

受付（実行委員・学生）

（ご参考）
１２：３０～１２：４５

昼

Ｂ館１階エントランスホール

食（生協の食堂＜１１月ホールＢ1 階＞をご利用いただけます）

【開会式】

Ｂ館１階１０１教室

（１５分） 会長挨拶 吉本 圭一（九州大学）
歓迎挨拶 増田 大三（近畿大学 副学長）
総合司会（実行委員）
１２：４５～１４：４５

【基調報告会】

Ｂ館１階１０１教室

（１２０分） 大学コンソーシアム京都
講

師

同志社大学 教授

多田

みのる

実

氏

大学コンソーシアム大阪
講 師

きよし

大阪経済法科大学 教授

深瀬

澄

氏

大阪教育大学 特任准教授

田崎

悦子 氏

難波

祐美 氏

南大阪地域大学コンソーシアム
講 師

コーディネーター

大学生協 学びと成長事業協議会
講 師

事務局長

山本

下関市立大学生協 専務理事 中井

もとむ

求

まさる

傑

氏
氏

報告者紹介（実行委員）
１４：４５～１５：４５

【総 会】

Ｂ館１階１０１教室

（６０分）
１５：４５～１６：００

【休 憩・公開準備】

（１５分）
１６：００～１８：００

【シンポジウム】
（非会員にも公開します）

Ｂ館１階１０１教室

（１２０分） テーマ「大阪・兵庫・和歌山での地域連携の実例」
羽曳野市商工会

事務局長

杉本 茂樹 氏

阪本織布株式会社

代表取締役

阪本 壮一 氏

株式会社神戸新聞社 地域総研企画調査部 次長 箸本 史朗 氏
株式会社早和果樹園 取締役専務
司会

秋竹 俊伸 氏

新田 和宏（近畿大学 准教授）
すぐに懇親会場へ移動
（信号を渡って１１月ホールＢ1 階の食堂 Cafeteria November へ）

１８：１０～２０：１０

（非会員にも公開します）
【懇親会】

Cafeteria November

（１２０分） 会長挨拶・乾杯
開催校挨拶（近畿大学） 藤原 昭彦 キャリアセンター事務部長代理
懇親会司会（実行委員）
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大会プログラム（２日目）
【９月１３日（日）】

自由研究発表

８：３０～

受付（実行委員・学生）

Ｂ館１階エントランスホール

前日に受付をされた方は直接会場へお入りください。

会場

9:00～9:30

Ａ会場（B館１階101教室)

Ｂ会場（B館２階２０４教室）

Ｃ会場（B館４階４０２教室）

Ｄ会場（B館４階４０３教室）

現場力を考える

海外インターンシップ

事例報告Ⅰ

特徴的なインターンシップ
高橋秀幸（北海道武蔵女子短

古田克利（関西外国語大学） 田中 宣秀(電気通信大学)

亀野淳（北海道大学）

A-1
農村滞在･職住一体型インター
ンシップの体験日数適切感と効
果の関係
田崎 悦子
(大阪教育大学)

河合 理英子
（D.O.A.Australia pty.ltd.）

宮本 伸子
（ものつくり大学 学務部）

坂巻 文彩 （九州大学大学院
人間環境学府 大学院生）

B-2
就業体験としての海外インター
ンシップとワーキング・ホリデー
の比較考察
酒井 佳世
（久留米大学）

C-2
学校現場での就業体験を巡る
今日的課題(2) ―就業体験と
しての「学校支援ボランティア」
の在り方を巡って―
山口 圭介 （玉川大学）

D-2
自由応募型インターンシップに
ついての一考察

9:30～10:00 A-2
企業から見たキャリア ～異業
種インターンシップの取り組み
【気づき＝自己改革・心=感謝】～

菊池 将人
（菊池経営研究所）

期大学）
B-1
D-1
C-1
大学教育における海外インター ＰＢＬ型インターンシップ導入の 社会科学系分野における専門
ンシップの役割
対応型インターンシップ
効果について（事例研究）

川端 由美子
（お茶の水女子大学）

B-3
D-3 工学系大学におけるイン
10:00～10:30 Ａ-3
C-3
雇用レジームの変容と短期イン 中国、東南アジアのインターン 『企業活動スタディーコース』の ターンシップの特徴 ～インター
ンシップで言われていることは工
シップ
ターンシップの「現場力」
事例報告
新田 和宏
（近畿大学）

那須 幸雄
（文教大学）

粟野 武文
（山形大学）

学院系大学にあてはまるのか？工
学院大学を事例として検証する

二上 武生 （工学院大学）

10:30～10:40 会場移動・休憩（10分）

会場

Ａ会場（B館１階101教室)

Ｂ会場（B館２階２０４教室）

Ｃ会場（B館４階４０２教室）

Ｄ会場（B館４階４０３教室）

中小企業インターンシップ

海外の職業教育

事例報告Ⅱ

教育効果

新田和宏（近畿大学）

那須幸雄（文教大学）

田崎悦子（大阪教育大学）

眞鍋和博（北九州市立大学）

10:40～11:１0 A-4
B-4
C-4
D-4
低学年を対象とした「短期中小 カリキュラム比較による観光人 大学内キャリアサポート・オフィ 実践的インターンシップにおけ
企業インターンシップ」の取組 材教育の世界的潮流の研究
スにおける個別キャリア支援
る社会構成主義手法の有効性
～学生担当型キャリアサポーターの個 に関する考察
別キャリア支援の実際と課題～
松坂 暢浩
根木 良友
新目 真紀
髙道 正能（近畿大学キャリアサポーター） （職業能力開発総合大学校）
（山形大学）
（玉川大学）
11:10～11:40 A-5
中小企業インターンシップにお
けるコーディネーターの役割に
関する考察
松浦 俊介
（信州大学）

B-5
イギリスの職業教育の現状と課
題 ～Ｗｏｌｆ報告の提言とわが
国施策のあり方を念頭に
田中 宣秀
（電気通信大学）

C-5
大学コンソーシアム大阪｢あべ
の・天王寺まちづくり活性化プ
ロジェクト｣インターンシップに
みる学生成長要因の分析
山路 崇正 （大阪経済法科大学）

D-5
インターンシップによる教育効
果についての考察
三浦 一秋 （山梨英和大学 学
生サービス部）

11:40～12:10 A-6
中小企業におけるインターン
シップの現状と課題 ～採用定
着に資するインターンシッププ
ログラム構築に向けて～
古閑 博美 *1 （嘉悦大学）
12:10～12:20 会場移動・休憩（10分）
12:20～12:30 閉会の挨拶

日本インターンシップ学会 会長

■共同発表者
*1 牛山 佳菜代（目白大学 准教授）

※閉会後、「司馬遼太郎記念館見学ツアー」と「ならまちツアー」の２種類のエクスカーション・ツ
アーを予定しております（両方参加はできません）。ご希望があれば、お早めにお申し込み下さい。
※大会プログラムは 9 月 1 日現在のものであり、今後変更になる場合もございます。最新版は、
大会ウェブサイト（http://www.eco.kindai.ac.jp/abiko/jsi2015.htm）をご覧ください。
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