
TEL:03-1234-1111 
ご　 予　 約 
お問い合わせ 

開催
日時 ９月３日（土） 
９月４日（日） 

開催
場所 

目白大学／目白大学短期大学部 
新宿キャンパス 
（東京都新宿区中落合4-31-1） 

平成28年 

主　催：日本インターンシップ学会　　　後　援：文部科学省、経済産業省、東京都、目白大学 

プログラム 

９月３日（土） 

12:00-12:30　開会式 

13:00-13:45　基調講演 
「オリンピック・パラリンピックとボランティア 
　　－東京２０２０大会に向けた東京都の取組－」 
　▪︎東京都オリンピック・パラリンピック準備局 
　　運営担当部長　田中　彰氏  

12:00-　         受付 

14:20-16:20　シンポジウム 
「社会連携としてのインターンシップと人材育成」 
シンポジスト 
▪︎株式会社八芳園グループ総本社　齋藤 ゆき氏 
  「異なる視点から見たOMOTENASHIへの取り組み」 
▪︎フェスティバル/トーキョー実行委員会事務局　横井 貴子氏 
  「舞台芸術分野における専門型インターンシップの現状と課題 
　　　　　　　　　　　　　～フェスティバル/トーキョーの現場から～」 
▪︎西武信用金庫　和田 夏彦氏 
  「西武信用金庫の産学官金連携とインターンシップの取組みについて」 
▪︎首都圏インターンシップ推進機構　堀内 正博氏（青山学院大学） 
  「文部科学省補助事業『首都圏におけるインターンシップ等の拡大・高度 
   化』の経験」  

16:30-17:15　特別講演 
「地域連携組織によるインターンシップの推進に向けて」 
　▪︎経済産業省経済産業政策局産業人材政策室 
   　産業労働専門職　橋本　賢二氏 

8:30-　           受付 

9:00-9:30　    高良記念研究助成報告 

9:40-11:10　  研究発表（１） 

11:40-13:10　研究発表（２） 

お問い合わせ先 
日本インターンシップ学会第17回大会実行委員会　事務局 
目白大学社会学部メディア表現学科牛山研究室内 
 〒161-8539　東京都新宿区中落合4-31-1 
E-mail: jsi2016@nislab.jp 18:30-20:20 懇親会 

17:15-18:00 会員年次総会 

13:15-13:30　閉会式 

大会参加費 
会員　   4,000円（事前振込）／5,000円（当日支払） 
非会員　5,000円（事前振込・当日支払） 
＊懇親会費4,000円（事前振込）、5,000円（当日申込） 

９月４日（日） 

参加申込 
 
 
 
 
 
 

参加希望の方は、大会ウェブサイト
フォームより、必要事項をご記入の
上、お申込みください。 
＊会員以外の参加、当日参加も受け
付けております。 

http://jsi2016.mejirom.net/form/ 



TEL:03-1234-1111 
ご　 予　 約 
お問い合わせ 

日本インターンシップ学会第１７回大会 
［開催日］2016年９月３日（土）・４日（日） 

会場 A会場（10508） B会場（10509） C会場（10406） D会場（10408） E会場（10409） 
テーマ 長期インターンシップ 企業とインターンシップⅠ 職業とインターンシップ 海外インターンシップ・職業

教育 
インターンシップの教育効
果 

9:40 
- 

10:10 

A-1 B-1 C-1 D-1 E-1 
長期インターンシップ経験
がもたらす学習行動への影
響 

業界研究の新しい在り方～異
業種インターンシップの取り
組み～ 

職業訓練指導員養成時に実施
する長期インターンシップの
キャリア形成効果に関する考
察 

大学教育としての海外イン
ターンシップの役割 

インターンシップの教育効
果についての分析～学習意
欲向上効果と就業意識向上
効果の観点から～ 

高澤　陽二郎（新潟大学） 菊池　將人（菊池経営研究
所）佐野　薫(大阪学院大学) 

新目　真紀 
（職業能力開発総合大学校） 

河合　理英子 
（D.O.A.Australia pty.ltd.） 

三浦　一秋 
（山梨英和大学） 

10:10- 
10:40 

A-2 B-2 C-2 D-2 E-2 
長期インターンシップの現
状～学生アンケートから見
る長期インターンシップの
リアル 

大学生のインターンシップに
関する現状 

新規就農研修の現状と課題～
北海道内の農業指導者調査結
果から～ 

イギリスにおける
Apprenticeships の発展過程
に関する一考察　 
~Modern Apprenticeship 
以降の変遷に注目して 

インターンシップの教育効
果についての考察 

二上　武生 
（工学院大学） 

岡崎　仁美 
（株式会社リクルートキャリ
ア） 

田崎　悦子 
（北海道大学大学院） 

田中　宣秀 
（電気通信大学） 

松本　茂樹 
（関西国際大学） 

10:40- 
11:10 

A-3 B-3 C-3 　 E-3 
大学生の就職活動からみた
インターンシップの効果 長期インターンシップを可

能とするNGOの「現場力」
に関する研究 

裾野を広げる“短期インターン
シップ”の取り組み事例 

日本版デュアルシステムコー
スの職場内訓練（OJT） 

新田　和宏 
（近畿大学） 

杉村　希世子 
（株式会社リクルートキャリ
ア） 

奥田　美都子 
（港湾職業能力開発短期大学
校横浜校） 

平尾　元彦 
（山口大学） 

11:10- 
11:40 ティーブレイク 

会場 A会場（10508） B会場（10509） C会場（10406） D会場（10408） E会場（10409） 
テーマ 専門教育とインターンシッ

プ 
初等・中等教育におけるイン
ターンシップ・キャリア教育 

企業とインターンシップⅡ 地域における実践 大学における実践 

11:40- 
12:10 

A-4 B-4 C-4 D-4 E-4 
専門教育実践型インターン
シップの開発と試行 

小学校におけるインターン
シップ「読書から広がる将来
の夢」実践報告～親子の絆を
深める職場体験～ 

企業が感じるインターンシッ
プ・PBLの効用と課題調査報
告 

いしかわインターンシップの
現状と課題 

低年次インターンシップに
おける一考察　―近畿大学
を事例として― 

玉田　春昭（京都産業大
学）荻野　晃大（京都産業
大学）、穂崎　良典（京都
産業大学） 

小宮　恭子 
（昭和学院短期大学） 

木村　亮介（和歌山大学） 
山﨑　泉（学習院大学） 

門間　由記子 
（石川県人材確保・定住推進
機構） 

岩井　貴美 
（近畿大学大学院） 

12:10- 
12:40 

A-5 B-5 C-5 D-5 E-5 
学校現場での就業体験を巡
る今日的課題(3)　―教員養
成における教育実習の意義
と役割― 

高等学校商業教育における実
践的・体験的な学び 
-先導的な取り組みに向けての
教員の考え方- 

「ビジネススキルへの一考察　 
～飲み物の異物混入へのある
ファストフード店の対処から
～」 

短大連携による職業・キャリ
ア教育の実践―短期大学コン
ソーシアム九州の取り組み― 

体験学習としてのインター
ンシップの可能性と課題 

山口　圭介 
（玉川大学） 

高橋　秀幸 
（北海道武蔵女子短期大学） 

古閑　博美 
（嘉悦大学） 

藪　敏晴（佐賀女子短期大
学）、中濵　雄一郎（香蘭女
子短期大学）、武藤　玲路
（長崎女子短期大学） 

齋藤　百合子 
（明治学院大学） 

12:40- 
13:10 

A-6 B-6   
　 

D-6 E-6 
栄養士インターンシップ体
験学生による事後活動 
～ピア・サポート活動の試
み～ 

高校普通科におけるキャリア
教育のコーディネーターの有
用性についての実践研究－進
路多様校での効果的なキャリ
ア教育の実践的検証－ 

インターンシップ前後の自己
評価と地域志向の変化－中
国・四国圏域12大学のイン
ターンシップ参加者へのアン
ケート調査を中心として－ 

低学年を対象とした「短期
中小企業インターンシッ
プ」の追跡調査 

宮田　篤 
（青森中央短期大学） 

森　順子 
（株式会社ハッピーアロー） 

田中　久美子 
（島根大学） 

松坂　暢浩 
（山形大学） 

９月４日（日）研究発表タイムスケジュール 

ローソン
改札口

日高屋

会場アクセス 

・西武新宿線・都営地下鉄大江戸線「中井」駅よ
り 徒歩8分 
※西武新宿線「中井」駅へは「各駅停車」にお乗
換えください。 
・都営地下鉄大江戸線「落合南長崎」駅より 徒
歩10分 
・東京メトロ東西線「落合」駅より 徒歩12分  


