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大会参加にあたってのお願い 
 

 本大会は、1日目はオンラインと対面の併用で、2日目はオンラインのみと、異なる開催形式で2日にわ

たって開催いたします。また、オンラインはZoomを使用します。 

2日間ともオンラインのみでの参加も可能です。また、1日目に会場で対面参加された方は、2日目も会

場にて参加（オンライン）可能です。ただし、感染状況等によっては、1日目もオンラインでの開催に変

更される可能性もありますので、ご了承ください。 

  

【大会録画について】 

運営記録のため、オンライン（Zoom）は録画いたします。特にシンポジウムの内容は編集後、研究年報

に掲載予定です。研究目的以外には一切使用いたしませんのでご了承願います。 

 

【オンライン(Zoom)での参加について】 

次の留意事項をよくお読みいただき、ご了承いただいたうえでご参加をお願いします。 

① 通信環境は、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ていない環境下でのご参加は

ご遠慮ください。 

② オンライン（Zoom）上での参加者の個人名および画像も録画されます。もしそれを望まない場合は、

個人名表示をイニシャルに変更、ビデオオフで画像が映らないようにするなどの対応でご参加くださ

い。 

③ オンライン（Zoom）で参加する場合は、事前にZoomをインストールし、最新バージョンにアップデー

トされていることを確認ください。なお、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、大会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。 

④ 本大会の参加申し込みは、Peatixシステムのみでの受付となります。 

 大会実行委員会からの参加に関するご連絡は、Peatix参加申込時に記載いただいたメールアドレス宛に

すべて届きます。また、大会当日に必要なZoomID等もすべてPeatixシステムを用いて配信されます。 

 

【会場参加者へのお願い】 

[禁煙のお願い] 

 久留米大学の敷地内はすべて禁煙です。 

 

［新型コロナウイルス感染対策についてのお願い］ 

① 会場で参加される場合は、半年以内にワクチン接種済の方、もしくは直前でのPCR検査、抗原検査等で

陰性の方のみでお願いします。それ以外の方は、オンラインでの参加をお願いします。 

② 会場入室前に必ず検温と手指消毒をお願いします。会場入口に非接触型体温計を設置しています。 

受付で「参加者カード」に体温と氏名をご記入ください。体温が書かれた「参加者カード」と引き換

えに、無線LANゲストアカウントを配布いたします。 

③ マスクは、「不織布マスク」を必ず鼻まで着用ください。 

④ 37.0度以上の熱がある場合（または平熱との差が大きい場合）は、会場での参加をお控えください。

また、咳、くしゃみ、喉の痛み、悪寒等の症状がある場合も、会場での参加をお控えください。 

⑤ 同居の方が新型コロナウイルスに感染していると疑わる場合、また濃厚接触者の場合は会場での参加

をお控えください。 

 

［2日目（8/28）に会場でオンライン参加を希望される方］ 

① 会場内でのハウリング防止のため、各自でマイク付きイヤホンを持参ください。また、オンライン参

加用の端末機器（ノートパソコン、タブレットなど）も各自でご準備いただき、ご持参ください。 

② 当日は、244教室（御井本館4F・エレベータ前）で検温、受付をお願いします。体温と氏名が書かれ

た「参加者カード」と引き換えに無線LANゲストアカウントと参加教室をご案内いたします。 
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大会参加のお申込み・参加費支払について  

 
                              

１．大会参加申込手順 
① 大会ウェブサイト（https://jsi-23th.com/）にアクセスし、右上の「申込み」

もしくはサイト内の「大会参加申込・参加費支払」アイコンをクリックして

ください 

②  Peatix（ピーティックス）システムサイトの第 23 回大会参加申込ページから

参加費（チケット）をお申込みください。なお、参加申込・参加費支払い

は、事前に Peatix の「新規登録」（アカウント作成）が必要です。 

③ 支払方法は、クレジットカード・コンビニ・ATM が使えます。 

 

※Peatix での参加申し込みが分かりづらい場合は、説明動画を参照ください。 

 ▼大会参加申込方法説明動画（4 分） 

https://youtu.be/ZeIGr_B6K9c 

 

  

 

 

２．大会参加費・申込締切について 

 
※要旨集録は、大会 1 週間前頃に参加登録手続きに記載された住所に郵送されます。大会参加者限定ペー

ジからも PDF 版をダウンロードできます。 

※8 月 1 日以降にお申込みいただいた方は、随時要旨集録を送付しますが、大会当日に間に合わない場合

もございます。何とぞご了承ください。 

 

＜参加費支払いの注意事項＞ 

① 会員対象の早割申込は、7 月 31 日（日）23：59 までです。（※クレジットカード、電子マネー以外

の決済方法を選択した場合は、7 月 31 日までに支払いを完了ください。） 

② 「コンビニ／ATM」決済の場合は、申し込み後 3 日以内に支払いを完了ください。支払い期限を過ぎ

るとキャンセル扱いとなり、再度申し込みが必要になりますのでご注意ください。 

③ 「コンビニ／ATM」決済の場合は、参加費とは別に 220 円の手数料負担が必要になります。 

大会参加費 早割（7/31まで） 一般(8/1～8/26)

個人会員・法人会員 4,000円 4,500円

学生会員 3,000円 4,500円

非会員

要旨集録のみ

5,000円

1,500円

※参加費には、要旨集録代が含まれています。
※要旨集録のみを希望される方、また協賛協力団体等の方で要旨集録を希望される方は、
「要旨集録のみ」を追加でお申込みください。

「日本インターンシップ学会 第23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」でのご発表の方、「シンポジウ

ム」関係者、協賛広告協力団体、開催校関係者も、必ずPeatixシステムから大会参加申込

の手続きをお願いいたします。 

https://jsi-23th.com/
https://youtu.be/ZeIGr_B6K9c
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■大会参加申込・参加費受付期間 

 （早割）2022 年 5 月 16 日（月）～7 月 31 日（日） 

 （一般）2022 年 8 月 1 日（月）～8 月 26 日（金）締切 
 

３．その他 
 領収書は参加費支払いが確認された後、Peatix サイトから各自電子ファイルで取得できます。

https://help-attendee.peatix.com/ja-JP/support/solutions/articles/44001821741 

 お申し込み後に参加を取りやめた場合、一度支払われた参加費の払い戻しはいたしかねます。ご了承

ください。 

 会場参加の場合、クロークのご用意はございません。各自お荷物の管理をお願いいたします。 

 1日目終了後の「交流会」は、会場参加者のみとなります。 

 

４．久留米市内のホテル情報 
 宿泊ホテルの斡旋は行っておりませんが、久留米市内のホテル情報を大会ウェブサイトで紹介してい

ます。 

 「西鉄久留米駅」周辺のホテルへの宿泊をおすすめします。 

（１）久留米ホテル エスプリ（パソコン等での作業が可能な広さの机があります） 

https://kurumehotel.co.jp/ 

アクセス：西鉄久留米駅西口（空港高速バス下車）→（駅を背にして）左へ徒歩250歩（約3分） 

（※豆腐料理「梅の花」本店の隣） 

（２）ハイネスホテル久留米 http://www.highnesshotel.co.jp/ 

   アクセス：西鉄久留米駅東口から徒歩3分 

（３）エンナンホテルフクオカ https://www.ennan.co.jp/ 

   アクセス：西鉄久留米駅西口から徒歩8分 

会長講演 

「職業統合的学習（WIL）と学会のあゆみ」 

 日本インターンシップ学会会長 吉本 圭一（滋慶医療科学大学教授／九州大学名誉教授） 

 

本学会は、三省合意によるインターンシップの政策的な導入・推進が始まった 1999 年に設立されま

した。日本における大学等でのインターンシップの模索と並行して、研究交流を進めてきました。イン

ターンシップがある程度普及すると、事例の探究においても自校紹介にとどまるものが増えてきます。

他方で欧米の採用に関わるインターンシップなどこそが「本来の姿」であり、それ以外はインターンシ

ップと呼ぶべきでないといった「べき論」の政策論議が続きます。本学会は、まずはそうした多様な現

実から一定の距離をおいて、それらを眺め相対化し学術的に把握しようとするスタンスで、2008 年、日

本学術会議の協力学術団体に登録しました。そしてインターンシップを、それと同等以上の機能を有す

る資格取得実習からアルバイト活動までをも含めて総合的に把握し、「職業統合的学習（work integrated 

learning：WIL）」という枠組みのもとで研究を展開するため、2013 年に学会英語名称を The Japan 

Society of Internship and Work Integrated Learning へと変更しました。 

2021 年『インターンシップ研究年報』第 24 号では、職業統合的学習（WIL）の特集を組み、本学会

における研究の問いと方法、これからの研究の方向性を検討しています。本講演では、「学術と職業の往

還」という職業統合的学習（WIL）のエッセンスを中心にお話をします。あわせて学会員のみなさん自身

の、研究者としてのまた実践者としての「学術と職業の往還」を応援していきたいと考えています。 

https://help-attendee.peatix.com/ja-JP/support/solutions/articles/44001821741
https://kurumehotel.co.jp/
http://www.highnesshotel.co.jp/
https://www.ennan.co.jp/
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大会プログラム（1日目）8月27日（土）オンラインと対面の併用 
 

 
 

  

御井本館2F　ラーニングコモンズ

オンライン受付【接続開始】

10:00-10:30 【開会式】 御井本館２F　１２A教室

　　　　（30分）

10：40-11：00 【会長講演】 御井本館２F　１２A教室

（20分）

11：10-12：00 【学会表彰委員会】 御井本館２F　１２A教室

　高良記念研究助成報告

　　（50分）

12：00-13：00

（60分）

13：00-14：00 【会員年次総会】 御井本館２F　１２A教室

（60分）

14:00-14:20
　　　　　（20分）

14:20-17:20 【シンポジウム】 御井本館２F　１２A教室

　（180分）

17：20-17：30
　　　　　（10分)

17：30-18：30 １F　芝生庭園

　　（60分） 　（※会場参加者のみ）

会場受付開始

　　　会長　　吉本 圭一　（滋慶医療科学大学 教授／九州大学名誉教授）

【交流会】

会長挨拶　　　　吉本 圭一（日本インターンシップ学会 会長）

会場校挨拶　　　荒井 功（久留米大学 副学長）

司会：眞鍋　和博（九州支部長／北九州市立大学）

「職業統合的学習（WIL）と学会のあゆみ」

休　憩

事務連絡

　実行委員長挨拶　江藤 智佐子（第23回大会実行委員長／久留米大学）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コーディネータ：江藤 智佐子（久留米大学 教授）

　　　　　　教職：山口 圭介（玉川大学 教授）

　　　　　　社会福祉：岡部 由紀夫（西九州大学 准教授）

　　　　　　看護：三橋 睦子（久留米大学 教授）

9:30～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会：井本 浩之（西九州大学 教授）

「リモートインターンシップに対する教員の認識変容プロセスに関する質的分析
－M-GTAを用いて－」

　昼　食

※[会場参加者]：会場入室前に体温と氏名が書かれた「参加者カード」を記入ください。
「参加者カード」と引き換えに、無線LANゲストアカウントを配布いたします。

　　　　　　インターンシップ：亀野 淳（北海道大学 教授）

　　　　　　ディスカサント：吉本 圭一（滋慶医療科学大学 教授／九州大学名誉教授）

　　　発表者：宮田 弘一（静岡産業大学）

　2022年度　高良記念研究助成　授賞式

司会：学会表彰委員会委員長　小林 純（札幌国際大学短期大学部 准教授）

テーマ「多様な職業統合的学習（WIL）をめぐる横断的な対話からの学び」

※［オンライン参加者］：大会1日目は、すべて同じZoom会場での参加となります。
大会ウェブサイト「参加者限定」ページに掲載されているプログラム上のZoomアイコンからご参加ください。
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大会プログラム（2日目）8月28日（日）オンライン 
 

 
 

会場でのオンライン参加　受付開始 御井本館４F　244教室

〇発表者

会場 A会場 B会場 C会場 D会場

テーマ 学修成果とコンピテンシー 中小企業と地域 インターンシップと社会とのかかわり DXと人材育成

平尾 元彦（山口大学） 古賀 正博（福岡中小企業経営者協会） 亀野 淳（北海道大学） 古田 克利（立命館大学）

和田 佳子（札幌大谷大学） 上岡 史郎（目白大学短期大学部） 岩井 貴美（近畿大学） 見目 喜重（豊橋創造大学）

ホスト 江藤 智佐子（久留米大学） 坂田 美和子（九州インターンシップ推進協議会） 小嶋 紀博（別府大学） 岡本 信弘（博多工業高等学校）

9：30-10：00 A-1 B-1 C-1 D-1

第1セッション

インターンシップへの接続に関する授
業科目の学修成果
-A地方国立大学の学生インタビューを
とおして-

コロナ禍における中小企業のインター
ンシップ受入理由と感染防止対策

2015年の就活スケジュール後ろ倒しが
大学生の就職活動に与えた影響

数学、理科教育を重視して発展した米
国のSTEM教育の歴史から学ぶこと
-キャリア教育研究を基盤にわが国幼児
教育、初等教育におけるSTEM教育を検
討する-

（発表20分） 〇渡邊 和明（鹿児島大学） 〇松坂 暢浩（山形大学）*1 〇杣川 義之介（株式会社ディスコ） 〇田中 宣秀（元名古屋大学）
（質疑応答10分）

10：00-10：10
（10分）

10：10-10：40 A-2 B-2 C-2 D-2

第2セッション

事前・事後研修にSDGsを取り入れたイ
ンターンシップの効果分析
-市民の立場から社会を俯瞰的に見る態
度や姿勢の育成を目指して-

コロナ禍における新しいインターン
シップの可能性
-大川印刷におけるオンラインインター
ンシップの事例-

低学年次の長期インターンシップ経験
がもたらす能力観の変化
-計量テキスト分析を用いた事前事後ア
ンケートの比較-

インターンシップガイダンスに参加し
た理系学生の意識の変化

（発表20分） 〇中井 咲貴子（京都精華大学） 〇柴田 仁夫（岐阜大学） 〇高澤 陽二郎（新潟大学） 〇山本 美奈子（山形大学）*3

〇伊藤 文男（追手門学院大学）

（質疑応答10分） 〇大串 恵太（追手門学院大学）

10：40-10：50
(10分）

10：50-11：20 A-3 B-3 C-3 D-3

第3セッション

 理論と実践の往還的学修としてのイン
ターンシップの可能性
-玉川大学教育学部におけるインターン
シップの実践より-

地域中小企業の魅力発見に向けた複数
社連携の体験プログラム
-地域中小企業への調査より-

長期インターンシップのプログラム設
計と就業力育成
-熊本学園大学における長期インターン
シップの実践より-

データサイエンス人材育成インターン
シップの構築

（発表20分） 〇濵田 英毅（玉川大学） 〇今永 典秀（名古屋産業大学）*2 〇嶋田 文広（熊本学園大学） 〇二上 武生（工学院大学）*4

〇佐久間 裕之（玉川大学）

（質疑応答10分） 〇山口 圭介（玉川大学）

11：20-11：30
(10分）

11：30-12：00 A-4 B-4 C-4 D-4

第4セッション
介護等体験におけるカリキュラム・マ
ネジメント

企業・施設の受入担当者からみる大学
生インターンシップの成熟段階

正課インターンシップを導入する人文
学部の教育成果と課題
-部内行事運営スタッフを活かしたカリ
キュラムの実践報告-

NGO協働によるキャリア開発教育
-オンライン型海外実習の教育実践事例
から-

（発表20分） 〇市橋 真奈美（関西福祉大学） 〇角光 通子（宇部フロンティア大学） 〇新居田 久美子（神戸学院大学） 〇三田 貴（京都産業大学）
（質疑応答10分）

12：00-12：10
（10分）

12：10-12：40 A-5 B-5 C-5 D-5

第5セッション
資格養成系分野における学修成果と職
業統合的学習（WIL）
 -保育・介護・看護の社会人調査より-

中小企業における課題解決型プログラ
ム
-熊本県立大学における「ガチカリ」の
実践事例を中心に-

経済団体との連携による、地域人材育
成の可能性
-北海道商工会議所連合会との連携事例
を中心に-

学生のインターンシップ参加へのハー
ドルを下げる事前学習の開発
-「オンラインしごと体験」を事例にし
て-

〇吉本 圭一（滋慶医療科学大学） 〇濱本 伸司（一般社団法人フミダス） 〇小林 純（札幌国際大学短期大学部） 〇窪 貴志（エンカレッジ）

（発表20分） 〇原 一将（札幌国際大学） 〇牛山 佳菜代（目白大学）

（質疑応答10分） 〇石田 麻英子（札幌国際大学短期大学部）

12：40-12：45
（5分）

【共同研究者】
*1 山本 美奈子（山形大学）
*2 棚瀬 規子（NPO法人G-net）・南田 修司(NPO法人G-net）
*3 松坂 暢浩（山形大学）
*4 眞野目 悠太（株式会社MOVER&COMPANY）・松坂 暢浩（山形大学）・山本 美奈子（山形大学）

12：45-13：00 【閉会式】 ZoomA会場
御井本館５F　254教室

（15分）

9:00～

記念撮影

オンライン受付【接続開始】

　※「参加者限定」ページのプログラム上に記載されている、各会場のZoomアイコンからご参加ください。

　※244教室（御井本館4F）で検温、受付をお願いします。「参加者カード」と引き換えに無線LANゲストアカウントと参加教室をご案内いたします。

※大会プログラムは、7月10日時点のものです。感染状況や都合により変更になる場合がございます。ご了承ください。
　最新版は、大会ウェブサイト（https://jsi-23th.com/）をご覧ください。

【研 究 発 表】　9:30～12:40

 司会：古賀 正博（九州インターンシップ推進協議会／九州支部副支部長）

接続タイム

接続タイム

接続タイム

接続タイム

  会長挨拶  吉本 圭一（日本インターンシップ学会 会長）

  次回開催校挨拶

接続タイム

司会
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シンポジウム 

 

「多様な職業統合的学習（WIL）をめぐる横断的な対話からの学び」 
  

本学会はインターンシップから職業統合的学習（Work Integrated Learning: WIL）へと研究領域の拡充を目指

し、2013 年に The Japan Society of Internship and Work Integrated Learning に英語名称が変更されました。この

職業統合的学習（WIL）には、インターンシップだけでなく国家資格等の取得にかかわる実習など多様な学びが

含まれています。 

 本シンポジウムでは、職業統合的学習（WIL）の新たな可能性を探究するために、看護、教職、社会福祉など

の資格系実習と人文社会科学系インターンシップとを比較しながら、学修成果の向上をめぐる教育プログラム

のあり方について対話し、学びあうことを目的とします。 

 

          司会：井本 浩之（西九州大学 教授） 

          コーディネータ：江藤 智佐子（久留米大学 教授） 

 

 
＜シンポジスト：看護＞ 

三橋 睦子 氏 

久留米大学医学部看護学科教授（看護学科長）／博士（医学） 

専門分野：看護学、成人看護学、感染症看護、災害看護学、公衆衛生、救急看護 

日本看護研究学会、日本感染看護学会、日本災害看護学会、日本救急看護学会、日本看護系大学協

議会 他 

 
＜シンポジスト：教職＞ 

山口 圭介 氏 

玉川大学教育学研究科教職専攻・教育学部教育学科教授（教職大学院科長）／修士（教育学） 

専門分野： 教育哲学、道徳教育学 

日本ペスタロッチー・フレーベル学会、教育哲学会、日本道徳教育方法学会他 

 

 

＜シンポジスト：社会福祉＞ 

岡部 由紀夫 氏 

西九州大学社会福祉学科准教授／修士（健康福祉学） 

専門分野： 権利擁護、成年後見制度、地域福祉、被災地支援 

日本社会福祉学会、日本成年後見法学会、日本地域福祉学会他 

 

 

＜シンポジスト：インターンシップ＞ 

亀野 淳 氏 

北海道大学高等教育推進機構 教授 (高等教育推進機構副機構長、高等教育研究部長)／キャリアセン

ター センター長／修士（経済学） 

専門分野：人材開発・キャリア教育 

日本高等教育学会、日本労務学会、人材育成学会他 

 

 

＜ディスカサント＞ 

吉本 圭一 氏 

滋慶医療科学大学教授／九州大学名誉教授／博士（教育学） 

専門分野：教育社会学、高等教育論、職業教育学、キャリア教育論 

日本インターンシップ学会会長、日本職業教育学会会長 他 
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【アクセスマップ】 https://www.kurume-u.ac.jp/soshiki/3/access.html 

 
■西鉄をご利用の場合（新幹線、JR 利用の場合も、「西鉄久留米駅」からのアクセスが便利です） 

 西鉄久留米駅下車 

    ↓ 

 西鉄バス系統番号 1・1-1・2・7・9 

（久留米大学前、信愛学院 久留米、竹の子行にて朝妻または久留米大学前下車） 

 ＜所要時間＞西鉄久留米駅から約 15 分 

 

■JR をご利用の場合 

 ＪＲ久留米大学前駅下車（徒歩約 3 分） または ＪＲ久留米駅下車 

                           ↓ 

 西鉄バス系統番号 1・7・40・48（信愛学院 久留米行にて朝妻または久留米大学前下車） 

 ＜所要時間＞ＪＲ久留米駅から約 25 分 

 

■福岡空港から高速バスをご利用の場合（西鉄高速バスが乗り換えなしで便利です） 

https://www.nishitetsu.jp/bus/highwaybus/rosen/airkurume/ 

（福岡空港～西鉄久留米下車。所要時間 53 分。片道 1260 円） 

「西鉄久留米」下車。西鉄久留米駅からバスもしくはタクシーをご利用ください。 

 

■自家用車の場合（学内に無料駐車場があります） 

久留米インターから約 5 分 

久留米インターから久留米市街方面（左方向）へ下ります。右車線に入り 86 号線を直進（下り坂）後、高架下をく

ぐり最初の信号（右手に高良大社のやぐらがある）を右折します。しばらく進むと正面に御井キャンパスが見えま

す。東門、北門へは「高良山入口」の信号を右折、南門へは信号を左折後、最初の角を右折してください。 

 

御井キャンパス 

〒839-8502 福岡県久留米市御井町 1635 

℡  0942-43-4411（代表） 

会 場 

https://www.kurume-u.ac.jp/soshiki/3/access.html
https://www.nishitetsu.jp/bus/highwaybus/rosen/airkurume/
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【会場案内図】 https://www.kurume-u.ac.jp/soshiki/3/mii-campus.html 

 

大会 1 日目と 2 日目の受付場所が異なります。 

 

 
 

 

 

久留米大学御井学舎 学内マップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

御井本館（会場） 

1 日目 入口 
２日目 入口 

1 日目 12A 教室 

２日目  

4F 244 教室受付 

ローソン 

セブン 

イレブン 

https://www.kurume-u.ac.jp/soshiki/3/mii-campus.html


9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本インターンシップ学会 第 23 回大会 実行委員会 

 実行委員長 江藤 智佐子（久留米大学） 

 実行委員  井本 浩之（西九州大学） 

 （五十音順）  岡本 信弘（博多工業高等学校） 

    古賀 正博（九州インターンシップ推進協議会） 

     坂田 美和子（九州インターンシップ推進協議会） 

     嶋田 文広（熊本学園大学） 

     平尾 元彦（山口大学） 

     眞鍋 和博（北九州市立大学） 

    吉本 圭一（滋慶医療科学大学） 

 協賛広告担当 小嶋 紀博（別府大学） 

    濱本 伸司（一社 フミダス） 

     渡邊 和明（鹿児島大学） 

 

                  

デザイン 岡本 信弘 

 
 

 

 

日本インターンシップ学会 第 23 回大会実行委員会 

  久留米大学 文学部 情報社会学科 江藤研究室内 

 〒839-8502 久留米市御井町 1635  

  

大会ウェブサイト：https://jsi-23th.com/ 

e-mail: jsi.23th@gmail.com 

※お問い合わせはメールでお願いいたします。 

https://jsi-23th.com/
mailto:jsi.23th@gmail.com

