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令和元年度「インターンシップ専門人材セミナー ～基礎編～」の開催及び 
受講申込登録について（通知） 

 
 平素より日本学生支援機構の事業に御理解御協力を賜り、誠にありがとうございます。 

さて、当機構において、令和元年度「インターンシップ専門人材セミナー ～基礎編～」を開催いたし

ます。 

本年度も東京地区、関西地区の２地区でそれぞれ２日間のプログラムで開催し、２日間の全てのプログ

ラムを受講された方には、修了証をお渡しいたします。 

つきましては、下記の内容をご覧いただき、受講を希望される場合は、当機構のホームページより受講

の申込を行ってくださいますようお願い申し上げます。 

 
 

記 

１ セミナーの趣旨及び目的 

文部科学省高等教育局専門教育課より平成 30年 5月 31日付で事務連絡が発信された｢大学改革として

のインターンシップの推進に係る専門人材の育成・配置について｣に基づき、全国の大学等でインターン

シップ等のキャリア教育に携わる教職員及びインターンシップに関心のある教職員に対し、専門家によ

る講演やパネルディスカッション、先駆的なインターンシップ等の実施事例の紹介、グループワークを

通じて、参加者の知見を広め、インターンシップ専門人材として必要になる実践的なスキルの向上を図

ることとしています。本セミナーでは、文部科学省が示している「大学等におけるインターンシップの

推進に係る専門人材に必要な要素」の STEP１(説明できるレベル)までの理解・修得を目的に実施します。 
 

２ 期日・会場等（予定） 

地区 日程 会場 最大定員（名） 

関西地区 
８月２２日（木） 13：00～17：00 

８月２３日（金） 10：00～17：00 
兵庫国際交流会館 120 

東京地区 
９月 ５日（木） 13：00～17：00 

９月 ６日（金） 10：00～17：00 
タイム２４ビル 150 

 
３ プログラム（予定） 

【１日目】 

13:00～13:10 開会挨拶 統括コーディネーター＜小樽商科大学 大津 氏＞ 

13:10～13:40 行政説明 ｢インターンシップを取り巻く最近の動きについて(仮)｣ 

＜文部科学省高等教育局専門教育課＞ 

13:40～14:10 JASSO説明「『ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ専門人材』に関する基本的考え方について(仮)｣＜ＪＡＳＳＯ＞ 

14:10～14:20 休憩 

14:20～14:30 事前説明 

14:30～15:50 パネルディスカッション｢インターンシップ専門人材の具体的な役割と業務(仮)｣ 

進行役＜小樽商科大学 大津 氏＞、アドバイザー＜元京都産業大学 中川 氏＞ 

パネリスト＜静岡大学 宇賀田 氏＞、＜湘北短期大学 小島 氏＞ 

15:50～16:00 休憩 

16:00～17:00 １日目のまとめ 講師＜東京都市大学 住田氏＞ 

17:00～18:30 イブニングセッション（会費制・任意） 

裏面に続く 



【２日目】 

10:00～12:30 グループワーク 講師＜京都産業大学 松高 氏＞、＜岩手県立大学 高瀬 氏＞ 

｢インターンシップを説明するための実践｣ 

12:30～13:30 昼食・休憩 

13:30～16:00 グループワーク 講師＜九州産業大学 聞間 氏＞、＜国立教育政策研究所 立石 氏＞ 

｢インターンシップの業務の全体像を理解する｣ 

16:00～17:00 全体会 

 （全体会終了をもって解散） 

※STEP１(説明できるレベル)については、文部科学省高等教育局専門教育課より平成30年5月31日付発出の事

務連絡をご参照ください。 

 
４ 受講対象者 

①大学等でインターンシップ等のキャリア教育を担当する教職員 

②大学等でインターンシップに関心のある教職員 

※大学等における教育的効果の高いインターンシップ等のキャリア教育等の充実のためには、 

教務系、キャリア・就職系など複数の部署、また教員と職員の協働が必要と考えられます。 

教員と職員、複数の部署等でのご受講を推奨いたします。 
 
５ 受講申込 

（１）申込人数 
各地区１機関あたり上限３名、同一部署からは１名とさせていただきます。 

  （２）申込方法 
本セミナーの受講を希望される方は、下記WEBサイトの申込受付画面にログインしていただき、お申
し込みください。なお、申込方法の詳細は、6月下旬頃当該サイトに掲載いたします。 
【日本学生支援機構WEBサイト】 ○インターンシップ専門人材セミナー 
 [URL] https://www.jasso.go.jp/gakusei/career/event/senmonjinzai/index.html 

（３）申込受付期間（予定） 
東京・関西地区共に 令和元年7月9日（火）～17日（水）（土、日、祝日は受付いたしません。） 
※定員に達し次第、受付を終了いたします。 

 
６ 受講者の決定  

（１）決定方法  先着順といたします。 

（２）決定通知 
①申込時にお知らせいただく「連絡担当者」宛に電子メールにて通知いたします。 
②申込手続きの完了後に自動送信される「受講申込登録 兼 受講決定通知」をもって受講決定とい
たします。 
メールの写しを印刷し、当日、必ずご持参ください。文書による通知は行いません。 
 

７ 修了証について 
   ２日間の全てのプログラムを受講された方には、お渡しいたします。 
 

８ 費用等 
（１）受講料は、無料です。 

（２）旅費等その他の費用については、各大学等または受講者の負担といたします。宿泊先についても、
各大学等または受講者で手配してください。 

（３）イブニングセッションは、会費制（1人4,000円）にて任意参加となります。 
（軽食をとりながら講師と参加者で意見交換を行います。） 

 
９ 受講条件 
  以下の文書をお読みいただき、申込手続き後に送付する事前課題を記入し、当日持参すること。 
  ・｢ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟの更なる充実に向けて 議論の取りまとめ｣(平成29年6月 ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟの推進等に関する調査研究協力者会議） 

   ・｢大学改革としてのｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟの推進に係る専門人材の育成・配置について －組織的なｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟの推進に向けた、専門

人材の役割の明確化－｣（平成30年5月31日 文部科学省高等教育局専門教育課長） 

 
10 問合せ先 

独立行政法人日本学生支援機構 学生生活部 学生支援企画課 キャリア教育室 
〒135-8630 東京都江東区青海２－２－１ 
TEL：03-5520-6170、FAX：03-5520-6047、E-mail：internship@jasso.go.jp 



◆ 講師等略歴 ◆ 

統括コーディネーター・ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ モデレーター担当講師 

小樽商科大学 商学部 准教授・学長特別補佐（アクティブ・ラーニング開発担当）  

大 津  晶（おおつ しょう）※ 
2006年より教育開発センター（現グローカル戦略推進センター教育支援部門）においてキャリア教育プログラムの開発・実践を

担当し、現在は初年次キャリア教育や長期学外学修（地域連携・産学連携教育プログラム／インターンシップ等）の運営ならびに

効果検証に取り組む。2009 年に開講した全学地域連携 PBL 科目が日本インターンシップ学会 2015 年度槇本記念賞「秀逸なるイン

ターンシップ」選定。学外では、北海道 150 年みらいワーキング委員、小樽市都市計画審議会委員などを務める。筑波大学大学院

社会工学研究科修了（博士（社会工学））、専門は都市計画。 

 

１日目 ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ アドバイザー 担当講師 

元京都産業大学 理事兼学長特命補佐    中 川  正 明（なかがわ まさあき）※ 
・大学在任中は学校法人の運営管理を担うと共に、大学のキャリア形成支援教育や就業力育成事業（就業力事業・産業界ニーズ

に対応した教育改善・充実体制事業等）並びに社会人基礎力育成事業（2008・09年度「体系的な社会人基礎力育成・評価システム

開発・実証事業」経済産業省採択プログラム）の企画・運営、インフラ構築や学生指導等を担当。また、特に、日本型コーオプ教

育（産学協働教育）の定着に向けて、各種フォーラムを開催すると共に講演を通して参画連携企業等を開拓してきた。大学進路セ

ンター（旧就職部）においては就職支援プログラムの開発やキャリア教育研究センターの企画・連携・運営に取り組んできた。 

・文部科学省「インターンシップ推進方策実行ワーキンググループ」委員・座長（2017年度） 

・文部科学省「大学等におけるインターンシップ表彰選考委員会」委員（2018年度） 

・日本学生支援機構「キャリア教育・就職支援事業・ワークショップ」協力者（2015年度から現在） 

 

１日目 ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ パネリスト 

 静岡大学 学生支援センター キャリアサポート部門 准教授 

宇賀田  栄次（うがた えいじ） 
民間企業での人事責任者、採用支援企業の代表を経て大学教員に。大学ではインターンシップのほか、キャリア教育、就職支援、

地域連携プロジェクト学習などを担当する。藍澤證券と共同開発した「クロスボーダー型インターンシップ」は地方創生に資する

金融機関等の「特徴的な取組事例」として 2016年内閣府地方創生担当大臣より表彰。 

公益社団法人ふじのくに地域・大学コンソーシアム インターンシップ推進委員会委員長 

 

１日目 ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ パネリスト 

湘北短期大学 インターンシップセンター オフィスコーディネーター 

小 島  裕 子（こじま ゆうこ） 
商社勤務等を経て、2007年より現職。営業アシスタント経験を生かし、実習先企業の開拓や実習プログラム開発も担当。キャリ

アコンサルタント、産業カウンセラーの立場から、学生相談と指導も行う。また、インターンシップコーディネーターとして企業

と連携し、学生を使ったイベント企画、運営にも取り組んでいる。著書に『ワークで学ぶインターンシップリテラシー』（西文社）

がある。 

 

１日目 全体会 担当講師 

東京都市大学 学生支援部 部長       住 田  曉 弘（すみだ あきひろ）※ 
大手情報企業において、人事、就職・進学事業、キャリア開発事業などに携わる。その後キャリアコンサル業を起業、教育コン

サル企業の役員などを経て 2011年 1月より東京都市大学に在籍。 

キャリア支援、学生支援の責任者、また教育開発機構の室員として低学年からの正課内外における学生の成長機会の提供と、 

ディプロマ・サプリメントを活用した学修成果の可視化に取り組んでいる。 

キャリアコンサルタント技能士２級、日本私立大学協会就職委員会副委員長 

 



 

 

２日目 午前プログラム（インターンシップを説明するための実践）担当講師 

京都産業大学経営学部准教授 兼キャリア教育研究センター/進路・就職支援センター運営委員 

松 高  政（まつたか まさし）※ 

教育サービス系企業において、大学におけるキャリア教育に関する調査研究、企画開発に携わり、2007年 4月より京都産業大学

に在職。現在の研究テーマは、産学協働教育、学校から職業への移行、若年層のキャリア形成・職業能力開発。京都産業大学にお

いてキャリア形成支援科目を中心的に担うとともに、産学協働教育（コーオプ教育）のプログラム化・推進を図っている。産学協

働教育の普及推進を目的とした全国的組織として「一般社団法人産学協働教育人材育成コンソーシアム」を設立し、代表理事に就

任。経済産業省「教育的効果の高いインターンシップの普及に関する調査委員会」委員（平成 24年 4月～平成 26年 3月）。文部科

学省「インターンシップの推進等に関する調査研究協力者会議」委員（平成 28 年 6 月～現在）。日本キャリアデザイン学会理事。

一般社団法人産学協働人材育成コンソーシアム代表理事。 

 
 

２日目 午前プログラム（インターンシップを説明するための実践）担当講師 

岩手県立大学 高等教育推進センター 准教授 

高 瀬  和 実（たかせ かずみ）※ 

人材開発関連企業にて、組織内人材育成、キャリア形成支援の企画開発・啓発普及に携わり、2011年 4月より岩手県立大学に在

職。全学本部と各学部の協働によるキャリア教育と就職支援の体制整備、企画開発、運営実施を担う。2015年より必修のキャリア

教育科目において地域企業との連携プロジェクトを推進し、3 年連続で商品開発から販売までの一連の取り組みを実施。2014 年に

は東北地区における大学主導のインターンシップ推進組織「東北インターンシップ推進コミュニティ」、ポータルサイト「インター

ンシップ in東北」を立ち上げ、産学協働の教育を目的としたインターンシップの普及拡大はもちろん、現在の地方創生インターン

シップの動きを先取りした。 

 
 

２日目 午後プログラム（インターンシップの業務の全体像を理解する）担当講師 

九州産業大学 商学部長・教授       聞 間  理（ききま おさむ）※ 

九州産業大学商学部教授。専門は経営組織論、組織学習論、組織コミュニケーション論。プロジェクトを活用した経営学の実践

教育にも注力し、レゴ®シリアスプレイ®トレーニング修了認定ファシリテーターでもある。福岡女子大学「イノベーション創出力

を持った女性リーダー育成プログラム」など、学外の研修講師も多数。学部長を務める商学部では 2019年度より所属学部生が全員

参加可能な 500名規模のインターンシップを導入予定。 

 
 

２日目 午後プログラム（インターンシップの業務の全体像を理解する）担当講師 

国立教育政策研究所 高等教育研究部 主任研究官 

  (併)生徒指導・進路指導研究センター 主任研究官 

立 石  慎 治（たていし しんじ）※ 

専門は高等教育論。初職の東北大学（教育関係共同利用拠点）では、FD・SDの企画・提供、大学教員のキャリア形成の研究に従

事。現職で携わることになった初等中等教育におけるキャリア教育と、高等教育におけるキャリア教育をつなげることを目指して

活動中。日本学生支援機構「インターンシップに係る調査に関する協力者会議」協力者（平成 26年度）、「学生支援の取組状況に関

する調査協力者会議」委員（平成 27年～現在）、教職員支援機構「キャリア教育指導者養成研修」講師（平成 28年～現在）、「カリ

キュラム・マネジメント指導者養成研修」講師（平成 28年度）。 

 

※2019年度日本学生支援機構キャリア教育・就職支援事業に係る協力者 

 


