1．大会プログラム
＜1日目＞ 2022年6月11日（土）
09:30-09:40

開会式・大会実行委員長

09:50-10:20

日本ビジネス実務学会

10:20-10:30
10:30-12:00

挨拶
総会

ホスト・ゲスト接続タイム

基調講演:「ニューノーマル時代の会社－ガイアックスの取り組みをもとに－」
木村 智浩 氏（株式会社ガイアックス チーフ・カルチャー・オフィサー）

12:20-12:30

ホスト・ゲスト接続タイム

ランチョンセッション

12:30-13:00

※詳細は P.2 をご覧ください
研究発表

13:00～16:40
会場

A会場

B会場

C会場

D会場（学会奨励賞対象会場）

座長

見舘 好隆
（北九州市立大学）

北村 雅昭
（大手前大学）

石橋 慶一
（中村学園大学短期大学部）

坪井 明彦
（高崎経済大学）

13:00-13:10
A-1
元炭鉱地域の男女共同参画アン
第1セッション ケートに見る現状と課題
13:10-13:40
（発表20分） 井上 奈美子
（質疑10分） (福岡県立大学)

ホスト・ゲスト接続タイム

B-1
秘書技能検定が大学生のキャリ
アレディネスに及ぼす効果
〇髙松 直紀
(大阪樟蔭女子大学)*1

13:40-13:50
A-2
多様な働き方に関する実態調査
第2セッション 研究－テレワークの実態と推進
13:50-14:20 手法に関して－
（発表20分）
（質疑10分） 〇竹内 治彦 *3
(岐阜協立大学)

C-2
2年生による秘書検定準1級面接
講座の実践報告
坂上 牧子
(金城大学短期大学部)

北村 雅昭
(大手前大学)

〇梶山 亮子
(千葉経済大学短期大学部)*2

D-2
◎コロナ禍における新たなPBLの
挑戦～震災10年を未来に繋げる
『陸前高田SDGs物語』作成とク
ラウドファンディング～
安齋 徹
(清泉女子大学)

ホスト・ゲスト接続タイム

B-3
COVID-19禍における大学生への
キャリア教育が一般性自己効力
感に与える影響

C-3
短大における多様な進路ニーズ
に対応した支援システムに関す
る研究～編入学に着目して～

水野 武
(摂南大学)

〇石橋 慶一
(中村学園大学短期大学部)*5

D-3
◎秘書の職務における感情労働
－アンケート調査からの考察－
周藤 亜矢子
(宇都宮大学大学院)

ホスト・ゲスト接続タイム

B-4
大学生を対象としたアンコン
シャス・バイアスへのSDGs教育
の取組み－IATテストを用いた気
づき教育－

C-4
短期大学における秘書からビジ
ネスへのプログラム展開過程－
「変容期（1996-2010年）」を中
心に－

〇上野 真由美
(名古屋女子大学短期大学部)*6

江藤 智佐子
(久留米大学)

15:40-15:50
A-5
英文タイトルの落とし穴：「提
第5セッション 案」と「影響」には気をつけろ
15:50-16:20
（発表20分） 堀口 誠信
（質疑10分） (徳島文理大学短期大学部)

D-1
地域との連携によるプロアク
ティブ行動促進について

ホスト・ゲスト接続タイム

15:00-15:10
A-4
就職活動相談におけるキャリ
第4セッション ア・コンサルタントの支援に関
15:10-15:40 する事例紹介－インタビュー調
（発表20分） 査－
（質疑10分）
岩井 貴美
(近畿大学)

中路 真紀
(東京工芸大学)

B-2
大学生を対象とするキャリア・
アダプタビリティ尺度の予測的
妥当性の検証－短大生の就職活
動ストレスとの関係に注目して－

14:20-14:30
A-3
技能実習生等のキャリア形成モ
第3セッション デルの提案－大学生との交流の
14:30-15:00 可能性を視座にして－
（発表20分）
〇見舘 好隆
（質疑10分）
(北九州市立大学)*4

C-1
クリエーティブ業界を目指す学
生を対象としたキャリア教育の
実践報告

D-4
◎販売実習がもたらすビジネス
パーソンの資質・能力育成－商
業高校生の調査結果より－
名和 晋也
(岡山県立新見高等学校)

ホスト・ゲスト接続タイム

B-5
初年次教育におけるロジカル・
シンキングの授業検討
米本 倉基
(東海学園大学)

C-5
学生の就業意識醸成に向けた経
済団体との取り組み～北海道商
工会議所連合会との6年間を振り
返って～

D-5
◎大学生のロールモデルとキャ
リア探索との関連
湯口 恭子
(近畿大学)

〇原 一将
(札幌国際大学)*7

16:20-16:30

ホスト・ゲスト接続タイム

16:30-16:40

事務連絡

<共同研究者>
*1 兒島 尚子(大阪樟蔭女子大学) 苅野 正美(近畿大学) 若生 眞理子(滋賀短期大学)
福井就(大手前短期大学) 樋口 勝一(甲子園大学)
*2 手嶋 慎介(愛知東邦大学)
*3 河合 晋(岐阜協立大学) 見舘 好隆(北九州市立大学) 山本 重人(岐阜協立大学)
*4 河合 晋(岐阜協立大学) 竹内 治彦(岐阜協立大学)
*5 藤井 厚紀(福岡工業大学短期大学部)
*6 山本 恭子(名古屋学芸大学) 米本 倉基(東海学園大学)
*7 石田 麻英子(札幌国際大学短期大学部) 小林 純(札幌国際大学短期大学部)

〇主発表者
◎学会奨励賞エントリー発表

※1日目 12:30～13:00

ランチョンセッション

（会場担当校）

Ａ会場

『ニューノーマル時代の地域連携を考える
－大学は何を考えるべきか:愛知東邦大学の事例をもとに－』
舩木 恵一

手嶋 慎介

寺島 雅隆（愛知東邦大学）

（株式会社学文社様 ご協力）

『書籍紹介「実務と教養をつなぐ 秘書教育プログラムの成立と変容」』
Ｂ会場
田中 千津子 様 （株式会社学文社 代表取締役）
江藤 智佐子
（久留米大学）
座長：米本 倉基（東海学園大学）
（株式会社マイナビ様 ご協力）

『現在のキャリア・就職環境を考える』
Ｃ会場

Ｄ会場

フリー会場

＜2日目＞ 2022年6月12日（日）
シンポジウム

9:30～12:30

テーマ：「ニューノーマル時代のビジネス実務」

9:30-11:15

コーディネーター

大島 武 氏

シンポジスト

深澤

（東京工芸大学芸術学部教授・学部長）

了 氏（むすび株式会社代表取締役）

谷口 正博 氏（愛知東邦大学経営学部准教授）
上條 憲二 氏（愛知東邦大学経営学部教授）
11:15-11:25

休憩

11:25-12:25

ブレイクアウトセッションと全体での質疑応答

12:25-12:30

ラップアップ

12:30-12:45

閉会式

