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日本インターンシップ学会 

第 22 回大会 

 

テーマ   ニューノーマルなインターンシップと 

  ポストコロナの新時代

会 期 2021（令和 3）年 9 月 18 日（土） 

会 場 オンライン開催 

開催校 札幌国際大学（札幌市清田区清田四条 1 丁目 4 番 1 号） 



 

大会開催に向けてのご挨拶 

記録的な猛暑は例年のことですが、増え続ける新型コロナウイルス感染者数のなか、東京オリンピック

も無事とは言い切れない状況で開催されました。本来であればその余韻を残しながら、肌寒い 9月の北海

道で日本インターンシップ学会第 22回大会を開催する予定でしたが、今回も前回大会同様、オンライン

での 1日開催となりました。今回こそ“ニューノーマル”ではなくノーマルでの開催を考えておりました

が、大会実行委員会発足直後には減っていた新規感染者数も、夏場から急速に増加し、幸か不幸かオンラ

イン開催という判断が正しかったこととなってしまいました。来道を楽しみにされていた会員の皆様に

は、大変申し訳ございませんが、諸事情、何卒ご了承いただければ幸いです。 

今大会のテーマは「ニューノーマルなインターンシップとポストコロナの新時代」です。数年前までこ

の国は、マスクをしている人には近づかない、風邪を移されたくないという国でした。しかし今はどうで

しょうか。マスクをしていない人には近づかない、というのが半ば常識となり、これがグローバルスタン

ダードとなりつつあります。前回大会では“withコロナにおけるインターンシップの在り方”ということ

で、共存と言いつつも、いずれはコロナ禍も収まる、という淡い期待を抱いていた会員の皆様も多かった

と推察します。 

しかし前回大会から半年以上が経ち、決定的な施策を打ち出せない政府、止まらない人流、地域によっ

ては進まないワクチン接種、そのような社会情勢のなかで、インターンシップもどうあるべきかが問われ

ています。大学、学生、受け入れ先も大きな変革を迫られており、もしかしたら数年後にはインターンシ

ップそのものが採用活動のなかに完全に組み込まれているかもしれません。 

絶望的な悲観的観測論しか出てこない今日の日本ですが、海の向こうでは一人の若者がメジャーリーグ

で大活躍しています。皆様ご存知の大谷翔平（アナハイムエンゼルス）です。彼もまたこれまでの常識を

覆した一人です。二刀流が是か非か、答えは歴史が判断するとして、今回はその彼を間近で見て、助言を

与えた阿井英二郎氏（元：北海道日本ハムファイターズヘッドコーチ／現：札幌国際大学教授）に基調講

演をお引き受けいただきました。コーチングやティーチングという言葉は、今でこそ当然のように使われ

ていますが、原点に返り本来の意味、実際の事例を基にお話しいただきます。 

本大会では例年と同じく、会員の皆様による研究発表、基調講演および個別研究発表（17件）、高良記

念研究助成報告とともに、年次総会につきましても、大会日程において開催の予定です。日頃の研究成果

をご参加される皆様とともに議論することができる、貴重な機会になると思いますので、「参加して良か

った」と思われる、充実した時間となることを祈念しております。 

最後になりますが、今大会、北は北海道から南は九州まで、多くの皆様のご協力により実現することが

できました。実行委員会メンバーを代表し、この場を借りて謝意を申し上げます。 

 

第 22回大会実行委員会委員長  原  一将（札幌国際大学） 

第 22回大会実行委員 一同 

 

  



 

大会の参加について （重要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ 接続環境の準備や設置、zoomのインストール操作等のご質問については、実行委員会ではお答えでき

かねますのでご了承ください。 

⚫ 大会実行委員会からのご連絡は、大会Webサイトでの告知、学会メールマガジンや申込時に記入され

たメールアドレスへのメールにて行います。メールの着信を確認できる状況をご準備ください。 

⚫ 大会当日の参加には、事前に実行委員会からメールで送付する「参加のご案内」に記載のパスワード

が必要となります。大会Webサイトより、各会場へのリンクを記載したページへご案内いたします。 

⚫ 通信料金等の費用については自己負担となります。 

⚫ 公共施設・無料Wi-Fiサービス等のセキュリティが保証されない環境下でのご参加はご遠慮ください。 

⚫ 今年度の開催につきましては、「大会開催要項」、「発表要旨集」は冊子形態での配布はいたしませ

ん。すべてPDFファイルとして、大会Webサイトに掲載いたしますので、ダウンロードしてご利用く

ださい。なお、発表要旨集へのリンクは「参加のご案内」に記載のパスワードが必要となります。 

大会参加については、上記を御了承の上、お申し込みくださいますようお願い申し上げます。 

 

日本インターンシップ学会 第22回大会 Webサイト  https://jsi2021.wixsite.com/main 

  

今大会は、新型コロナウイルス（COVID-19）の感染拡大を防止する観点より、オンライン

での開催とさせていただきます。 

そのため、 

① インターネットへの常時接続環境 

② パソコン、スマートフォンなどの端末 

③ オンライン会議用のアプリケーションソフト（zoom）のインストール 

が必要となります。 

 

参加に向けた準備や当日の端末操作等は、各参加者ご自身にて実施をお願いいたします。 

 



 

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

１．申込方法 

 

今大会は「大会Webサイト」からの「参加申込フォーム」による申込とさせていただきます。 

STEP1：大会Webサイトを開く 

「第22回大会 Webサイト」より、参加申込フォームへ進むことができます。 

https://jsi2021.wixsite.com/main 

STEP2：参加申込フォームに必要事項を入力して、送信する 

参加申込フォームに必要事項を記入して、送信してください。 

STEP3：大会参加費用を払い込む 

金融機関等より口座振替等を利用して、参加費用をお支払い願います。 

参加費用の納金をもって参加申込完了とさせていただきます。 

2．大会参加費用 

学会会員（法人会員・学生会員含む） ：1,000 円 

学会非会員    ：1,500 円 

3．参加費用の支払方法 

口座振替で送金する 

次のゆうちょ銀行口座に、参加費をお振込ください。恐れ入りますが、振込手数料はご負担ください。 

◆郵便局（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第22回大会実行委員会 

口座記号番号  ：（総合）19020-49832371 

口座名称（カナ） ：ニホンインターンシップガッカイダイニジュウニカイジッコウイインカイ 

  

「日本インターンシップ学会 第22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。 



 

◆郵便局（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第22回大会実行委員会 

銀行名  ：ゆうちょ銀行 

店名（店番）  ：九〇八（キュウゼロハチ）店 (908) 

預金種目  ：普通 

口座番号  ：4983237 

定額小為替で送金する 

銀行口座からの振込をご希望にならない方は、郵便局の定額小為替を参加費用分購入いただき、実行委員

会事務局へ郵送いただくことも可能です。恐れ入りますが、手数料、郵送料はご負担ください。 

定額小為替は何も記入をせずにご送付ください。 

 

定額小為替送付先： 日本インターンシップ学会第22回大会実行委員会事務局 

〒004-8602 札幌市清田区清田4条1丁目4-1  札幌国際大学短期大学部  小林 純 

 

※ 郵便局で現金から口座へ入金すると、電信払込扱いとなり手数料が高額（550円）になりますので、口

座振替での送金をおすすめいたします。 

4．参加申込締切及び参加費支払のお願い 

参加申込 及び 参加費支払  締切   9月10日（金） 

⚫ 上記期日までに、参加申込及び参加費の支払手続きをお済ませください。お振り込みを完了されてい

る方にのみ、参加ご案内（Zoomに関する参加に必要な情報）をメールにて発信いたします。締切を過

ぎますと、ご案内が開会前に届かない恐れがございます。 

5．その他 

⚫ 参加費の領収書は、後日無記名のものをPDFファイルにて送信いたします。印刷してご利用ください

ますようお願い申し上げます。 

⚫ 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。 

  



 

大会プログラム 9月18日（土） 

 

9：00～ 接続開始                         

9：30～9：50 

（20 分） 
【開会式】                    Zoom A 会場 

会長挨拶    折戸 晴雄（2019-2020 日本インターンシップ学会会長）  

会場校挨拶   蔵満 保幸（札幌国際大学 学長） 

実行委員長挨拶 原 一将   （第 22 回大会実行委員長・札幌国際大学） 

10：00～11：15 

（65 分） 
【個別研究発表（午前）】                                 Zoom A～D 会場 

11：15～12：00 
休 憩 

12：00～13：00 

（60 分） 
【基調講演】                                 Zoom A 会場 

『自己成長を促すセルフリーダーシップ ～大谷翔平が世界で活躍する理由～』 

講演者：阿井 英二郎 氏                        

（元 北海道日本ハムファイターズヘッドコーチ・現 札幌国際大学 教授） 

講演者紹介：沢田 隆（日本インターンシップ学会北海道支部顧問・札幌国際大学） 

13：15～15：15 

（120 分） 
【個別研究発表（午後）】                                 Zoom A～D 会場 

15：30～16：50 

  （70 分） 
【学会表彰委員会】 Zoom A 会場 

高良記念研究助成報告 

『With コロナ時代のインターンシップの可能性 

―コロナ禍における中小企業のインターンシップの現状から―』 

発表者：柴田 仁夫（岐阜大学） 

槇本記念賞 

「秀逸なるインターンシップ」発表・表彰式 

司会：学会表彰委員会 

16：50～17：40 

（50 分） 
【会員年次総会】                  Zoom A 会場 

17：40～18：00 

  （20 分） 
【閉会式】 Zoom A 会場 

会長挨拶 折戸 晴雄（2019-2020 日本インターンシップ学会会長） 

次回開催校挨拶 

 

※ 大会プログラムは 8 月 13 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（https://jsi2021.wixsite.com）をご覧ください。



 

個別研究発表プログラム 午前の部（10：00～11：15） 

会場 A 会場 B 会場 C 会場 D 会場 

10：00～ 

10：30 

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

静かに浸透するキャリ

ア教育運動の動向を考

察する 

「企業と考えるオンラ

イン・インターンシッ

プの構築」の事例紹介 

教員指導方式のインタ

ーンシップの開発と効

果 

高校インターンシップ

事例にみる目的と役割

ー総合的な学習の時間

と特別活動の視点から

ー 

田中 宣秀 岩井 貴美 栗原 由加 渡邊 和明 

（元 名古屋大学） （近畿大学） （神戸学院大学） （鹿児島大学） 

10：45～ 

11：15 

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

豪州における職業統合

的学習(WIL)実施大学

の比較研究 

全員参加型経営におけ

るインターンシップの

事例～産学連携のない

プログラム効果～ 

インターンシップの事

前学習プログラムの設

計と運営  

低学年向けインターン

シップの教育的意義～

SDGs を学修目的の一

部に掲げたインターン

シップの取組～ 

椿 明美*1 樋原 智恵*2 山本 美奈子 *3 伊藤 文男 *4 

（札幌国際大学） （北海道武蔵女子短期大

学） 

（山形大学） （追手門学院大学） 

個別研究発表プログラム 午後の部（13：15～15：15） 

会場 A 会場 B 会場 C 会場 D 会場 

13：15～ 

13：45 

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

職業統合的学習とイ

ンターンシップ研究 

コロナ禍における、オ

ンラインインターンシ

ップの実施方法と成果

について 

正課に位置づけた 5 日

間インターンシップの

実践報告 

学生アスリートが抱え

るステロタイプ―学習

の阻害要因に関する一

考察― 

江藤 智佐子 *5 森山 達央 細田 咲江  中沢 正江 *7 

（久留米大学） （株式会社スパイスアッ

プ・アカデミア） 

（大東文化大学） （京都産業大学） 

14：00～ 

14：30  

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

ビジネス系大学教育

における職業統合的

学習 

留学生の地域定着にお

ける共創型インターン

シップの効用 

長期実践型インターン

シップの成果と課題 

短期大学の正課のイン

ターンシップとキャリ

ア支援プログラム―名

古屋経営短期大学の未

来キャリア学科の事例

より― 

手嶋 慎介 *6 門間 由記子 眞鍋 和博 今永 典秀 *8 

（愛知東邦大学） （東北大学） （北九州市立大学） （名古屋産業大学） 

14：45～ 

15：15 

A-5 ■ 共同研究者 

*1 江藤 智佐子（久留米大学）・手嶋 慎介（愛知東邦大学） 

*2 原 一将（札幌国際大学） 

*3 松坂 暢浩（山形大学） 

*4 大串 恵太（追手門学院大学）・中井 咲貴子（追手門学院大学） 

*5 椿 明美（札幌国際大学）・手嶋 慎介（愛知東邦大学） 

*6 椿 明美（札幌国際大学）・江藤 智佐子（久留米大学） 

*7 伊吹 勇亮（京都産業大学）・松尾 智晶（京都産業大学）・松本 翔

伍（京都産業大学） 

*8 藤島 正史（名古屋経営短期大学） 

職業統合的学習(WIL)

の研究にかかる問い

と方法 

吉本 圭一 

（滋慶医療科学大学） 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本インターンシップ学会 第 22 回大会 実行委員会 

 実行委員長 原 一将  （札幌国際大学） 

 実 行 委 員 石田 麻英子 （札幌国際大学短期大学部） 

 （五十音順） 亀野 淳  （北海道大学） 

   後藤 真澄 （有限会社プロ・アシスト） 

   齋藤 麻美世 （北海道武蔵女子短期大学） 

   沢田 隆  （札幌国際大学） 

   髙橋 秀幸 （北海道武蔵女子短期大学） 

   田崎 悦子 （きゃりあ工房） 

   椿 明美  （札幌国際大学） 

   樋原 智恵 （北海道武蔵女子短期大学） 

   和田 佳子 （札幌大谷大学） 

 事 務 局 小林 純  （札幌国際大学短期大学部） 

 

日本インターンシップ学会 第 22 回大会実行委員会 

札幌国際大学 原 一将研究室内 

  〒004-8602 札幌市清田区清田 4 条 1 丁目 4 番 1 号 

 大会ウェブサイト: 

https://jsi2021.wixsite.com/main 

 E-mail: js.internship.2021@gmail.com 

※ お問い合わせはメールにてお願いいたします。 

 


