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日本インターンシップ学会 

第 20回大会 
 

テーマ グローバルな産学連携 
 

 

 

 

会 期 2019（令和元年）年 8 月 31 日（土）・9 月 1 日（日） 

会 場 近畿大学 東大阪キャンパス 
（〒577-8502 大阪府東大阪市小若江 3-4-1）



大会参加のお申し込みについて                          
 

「日本インターンシップ学会 第２０回大会」へ参加される方は、以下の手続きに従ってお申し込みください。 

本手続きは、会員・非会員を問わず、大会に参加される方は全員が対象となるものです。「自由研究発表」および、

「高良記念研究助成報告」でご発表の方も、必ず大会参加申込みのお手続きをお願いいたします。 

ただし、「基調講演」や「シンポジウム」などで大会実行委員からご登壇をお願いしている非会員の方は、この限り 

ではありません。 

 

１．申込方法について 

◆日本インターンシップ学会 第２０回大会 HP を開く 

http://jsi2019kindai.net/ 

 

◆「参加お申込み」ページより、「参加申し込みフォーム」に必要事項を入力し、送信する。 

 

*お名前 

姓 名  

 *フリガナ 

姓 名  （全角カタカナでお願いします） 

*ご所属（大学名・企業名） 

 
 *メールアドレス 

 
 *ご参加とお支払い方法 

 
 お振込のご予定日 

月 日  （大体のご予定で結構です） 

 

２．大会参加費用等について 

 大会参加費 懇親会費 

事前振込 当日支払 事前振込 当日支払 

学会会員（学生会員・ 

法人会員含） 

4,000 円 5,000 円 

4,000 円 5,000 円 
学会非会員 5,000 円 5,000 円 

本学学生・教職員 無料 

※ 近畿大学の関係者の参加費は無料です（要旨集は配布されません）。 

 

http://jsi2019kindai.net/


３．締切り及び事前お支払い手続きのお願い 

1) 参加申込及び事前支払い手続き締切り 

    8月15日（木）必着 

① 上記期日までに、参加申込及び事前お支払い手続きをお済ませください。振込確認の関係上、振込依頼は前

日の8月14日（水）までに行われますよう、お願い申し上げます。 

② 当日の参加申し込みも可能ですが、大会参加費などは当日料金となりますのでお気をつけください。 

③ 大会の円滑な運営にあたり、早めのお申込にご協力のほどお願いいたします。 

 

2) 大会参加費の事前お支払い手続きについて 

  以下のゆうちょ銀行口座に、参加費および懇親会費（ご参加の方のみ）をお振り込みください。 

  恐れ入りますが、振込手数料はご負担ください。 

 

    

    

 

 

 

3) 参加費等に関する注意事項 

①参加費等の領収書は、大会当日、受付でお渡しします。 

②お申し込み後の参加費等については、ご参加されない場合も返金いたしかねます。ご了承ください。 

 

４．その他 

¾ 宿泊の斡旋は行っておりません。また大学周辺には宿泊施設はございませんので、大阪市内の宿泊施設等をご利

用ください。航空券や宿泊予約が混雑する時期ですので、早めの予約をお勧めいたします。 

¾ 昼食は両日ともご用意はしておりません。特に初日（8/31）は、早めに昼食を済ませてご参加ください。 

¾ 本学は全面禁煙となっております。ただし、キャンパス内に1箇所喫煙所（11月ホールと36・37号館の間）がございま

す。喫煙の際は、必ずこちらをご活用ください。ご協力をお願いいたします。 

¾ 当日、会場ではコピーなどのサービスは行っておりません。研究発表者の方が予稿集以外の配布資料を使用され

る場合は、事前に必要部数（50部）をご準備の上お持ちください。 

¾ 大会初日（8/31、3号館1階）と二日目（9/1、18号館1階）で受付場所が異なります。大会プログラムにてご確認をお

願いします。また、他学会の大会が同日開催されるため、混雑が予想されます。予めご了承ください。 

¾ 会場の都合上、クロークのご用意がございません。各自お荷物の管理をお願いいたします。 

¾ 要旨集のみご購入の場合は大会事務局までご連絡ください（¥2,000）。大会終了後にお送りいたします。 

¾ 本大会におきまして、初日（8/31）の懇親会後のエクスカーションツアーはございません。懇親会終了後は、解散と

なります。 

ゆうちょ銀行以外からお振込の場合 

振込先名：   日本インターンシップ学会関西支部 

店名（店番）： 四四八（ヨンヨンハチ） 店番 448 

預金種目：   普通預金 

口座番号：   5016444 

 

ゆうちょ銀行からお振込の場合 

口座の名称：  日本インターンシップ学会関西支部 

口座記号番号： 記号 14430  番号 50164441 

 



大会プログラム（１日目） 8月31日（土）                                

12：00～ 受付 ※昼食は来学前にお済ませ下さい。           3 号館 1 階ホール 

13：00～13：15 

    （15 分） 

【開会式】                    3 号館 502 教室 

会長挨拶       折戸 晴雄 （日本インターンシップ学会 会長）  

会場校挨拶     土屋  孝次 （近畿大学 副学長） 

実行委員長挨拶  廣瀬 幸弘 （第 20 回大会実行委員長 前・立命館大学 教授） 

13：15～14：15 

（60 分） 

【基調講演】                                 3 号館 502 教室 

『企業理念の実践を加速する人材戦略/人財アトラクション（オムロンのケース）』 

講演者： 日戸 興史 氏 

 （オムロン株式会社 取締役 執行役員専務 CFO 兼グローバル戦略本部長） 

講演者紹介： 安孫子 勇一 （第 20 回大会実行委員長代行 近畿大学） 

14：15～14：30 休 憩 

14：30～16：20 

 （110 分） 

【シンポジウム】 3 号館 502 教室 

テーマ 「グローバル社会におけるインターンシップのあり方」 

 シンポジスト： 

  村田 弘司 氏  （株式会社日吉 代表取締役社長） 

  田中  寧     （京都産業大学 経済学部 教授） 

  田中 穂徳     （近畿大学キャリアセンター 次長） 

  廣瀬 幸弘    （第 20 回大会実行委員長 前・立命館大学 教授） 

ファシリテーター： 安孫子 勇一 （第 20 回大会実行委員長代行 近畿大学） 

16：20～16：40 

 （20 分） 

【高良先生の追悼行事】 3 号館 502 教室 

「高良先生の思い出」 講演者： 田中 宣秀 （前・名古屋大学大学院教育発達科学研究

科教授、前・日本インターンシップ学会理事） 

16：40～17：00 

  （20 分） 

【高良記念研究助成報告】 3 号館 502 教室 

「中国の専門職大学院におけるインターンシップモデルと学習効果に関する一考察」 

発表者 ： 王 佳 （九州大学大学院 人間環境学府）  

司会： 高良記念研究助成審査委員会委員長 

17：00～17：30 

（30 分） 

【槇本記念賞の表彰式】 3 号館 502 教室 

司会： 槇本記念賞ワーキンググループ委員長 

17：30～18：15 

（45 分） 

【会員年次総会】                  3 号館 502 教室 

18：30～20：00 

  （90 分） 

【懇親会】         THE LOUNGE ザ ラウンジ（近大マグロが食べられるレストランです。） 

会長挨拶    折戸 晴雄  （日本インターンシップ学会 会長）  

会場校挨拶   土屋  孝次 （近畿大学  副学長） 

乾杯       吉本 圭一  （九州大学 主幹教授） 

司会         永岡 俊哉  （羽衣国際大学 准教授） 



大会プログラム（２日目） 9月1日（日）                                

 
8：30～ 受付                        18 号館 1 階ホール 

＊前日に受付をされた方は直接会場へお入りください。 

9：00～11：40 【自由研究発表】 18 号館 2・3・4 階 

 

会場 

 

A 会場（203） 

 
インターンシップの実施

効果 

B 会場（204） 

 
インターンシップの概念 

C 会場（303） 

 
多様なインターンシップ 

 

D 会場（402） 

 
理工系学生のインター

ンシップ 

座長： 亀野 淳 座長： 牛山 佳菜代 座長： 古閑 博美 座長： 小林 純 

9：00～ 

9：30 

A-1 B-1 C-1 D-1 

インターンシップ・プロ

グラムの実施効果を高

める要因の考察 

戦前期の「職業体験実

習(インターン)」に関す

る一考察 

 生命科学教育における

理工系コーオプ教育プ

ログラムの実践 

畠 一樹 井上 敏孝  木村 成介 
（徳島大学） （常磐会学園大学）  （京都産業大学） 

9：30～ 

10：00 

A-2 B-2 C-2 D-2 

越境学習としてのイン

ターンシップの教育効

果－正統的周辺参加

論の視点からみた越境

学習の葛藤と学び－ 

事例で考えるインター

ンシップの成果 

外国人留学生のインタ

ーンシップにおける課

題 

多様なインターンシップ

の展開とインターンシッ

プを核としたキャリア支

援プログラム体系化の

取組～工学院大学の

事例 

董   莊敬 杉村 希世子 門間 由記子 二上 武生 
（文藻外語大学（台湾）） （リクルートキャリア就職

みらい研究所） 

（東北大学） （工学院大学） 

10：00～ 

10：30 

A-3 B-3 C-3 D-3 

インターンシップ参加学

生の学習動機づけと進

路に対する自己効力感

の関連について 

インターンシップの本質

を探る―「インターンシ

ップ」概念の再規定に

向けて― 

海外（ベトナム）インタ

ーンシップ トラブル事

例紹介 

 

樋原 智恵 山口 圭介 三木 隆弘  
（北海道大学・院生） （玉川大学） （阪南大学）  

10：30～ 

10：40 
休 憩 



 

 

会場 

 

A 会場（203） 

 
インターンシップの学修

成果 

B 会場（204） 

 
コーディネーターの役割 

 

C 会場（303） 

 
PBL 型インターンシップ 

 

D 会場（402） 

 
企業規模に着目したイン

ターンシップ 

座長： 見目 喜重 座長： 高橋 秀幸 座長： 稲永 由紀 座長： 眞鍋 和博 

10：40～ 

11：10 

A-4 B-4 C-4 D-4 

資格系実習の評価方法

と学修成果に関する研

究 

インターンシップコーディ

ネーターの役割～好事

例に共通する３つの要

件～ 

地方創生インターンシッ

プの実現に向けたカリキ

ュラム要件（教育課程を

用いた事例の考察） 

大学生のインターンシッ

プを受け入れる企業の

予備的調査―企業規模

による受入れ目的とプロ

グラム内容の違い― 

江藤 智佐子 永川 幸子 鈴木 誠二 山本 美奈子*2 
（久留米大学） （四天王寺大学） （法政大学） （山形大学） 

11：10～ 

11：40 

A-5 B-5 C-5 D-5 

非資格系分野における

インターンシップと学修

成果 

就活ルール廃止へ向け

たインターンシップとコー

ディネーターに求められ

る役割の変化‐企業と学

生の行動変化からの考

察－ 

企業と協働する PBL 型

インターンシップの仕組

みの考察 

低学年を対象とした中小

企業インターンシップの

実践事例 

吉本 圭一*1 野村 尚克 今永 典秀 松坂 暢浩*3 
（九州大学） （MOVER&COMPANY） （名古屋産業大学） （山形大学） 

■ 共同研究者 

*1 亀野 淳、江藤 智佐子 

*2 松坂 暢浩 

*3 山本 美奈子 

 

 

11：50～12：30 

（40 分） 
【閉会式】 18 号館 201 教室 

 

会長挨拶        折戸 晴雄  （日本インターンシップ学会・会長） 

実行委員長挨拶   廣瀬 幸弘  （第 20 回大会実行委員長 前・立命館大学 教授） 

実行委員会挨拶   安孫子 勇一 （第 20 回大会実行委員長代行 近畿大学） 

次回開催校挨拶 

 

 

※大会プログラムは 8 月 8 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 Web サイト（http://jsi2019kindai.net/）をご覧ください。 

 

 

 

http://jsi2019kindai.net/
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キャンパス案内・フロアマップ                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初日 8 月 31 日（土） 12：00～受付開始 3 号館 1 階ホール
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（会場に変更があります。） 

会場： 3 号館 5 階 501 教室 

控室： 3 号館 5 階 502 教室（13：30 まで） 

2 日目 9 月 1 日（日） 8：30～受付開始 18 号館 1 階ホール 

 

会場： 18 号館 2・3・4 階 203、204、303、402 教室 

控室・閉会式会場： 18 号館 2 階 201 教室 



 

近鉄大阪線・長瀬駅からの経路（徒歩約 10 分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近鉄奈良線・八戸ノ里駅からの経路（徒歩約 20 分、バス約 6 分） 
※直行 100 円バスは夏期休暇の間は運休です、通常のバスとなります。 



 

会場までのアクセス                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 新大阪駅からお越しいただく方へお勧めルート 

JR 新大阪駅→JR 俊徳道駅（乗り換え）近鉄俊徳道駅→近鉄長瀬駅 

 

 

★ 新大阪駅からお越しいただく方へお勧めルート 

JR 新大阪駅→JR 俊徳道駅（乗り換え）近鉄俊徳道駅→近鉄長瀬駅 

 

 

 

日本インターンシップ学会 第 20 回大会実行委員会 事務局 

大会ウェブサイト URL   http://jsi2019kindai.net/ 

近畿大学 経済学部 安孫子研究室 

〒577-8502 大阪府 東大阪市 小若江 3-4-1 

☎ 06-6721 -2332（近畿大学 代表番号）内線番号：7041 

E-mail: jsi2019@eco.kindai.ac.jp  ※ご連絡はできる限りメールでお願い申し上げます。 

        

mailto:jsi2019@eco.kindai.ac.jp

