
 

大会プログラム（2017 年度後半期） 

 

第 4回中部支部大会 プログラム 

 

大会テーマ：トランプ政権誕生から考えるグロ

ーバル人材教育：地域共同体作りの担い手とし

てのコスモポリタン 

開催日：2017年 10月 28日（土）  

開催場所：金沢工業大学（扇が丘キャンパス）  

プログラム： 

10:00-12:00 異文化対応力育成研究専門部会 

13:00-13:05 開会の挨拶 

13:05-13:35 ＜基調講演＞ 

「大学のグローバル化におけるこれからの教育

の役割を考える」小野博（本学会会長） 

13:40-15:55 ＜第一部 シンポジウム＞ 

「コスモポリタン教育の核心：『内にコスモス

を持つ者』たちの軌跡とその展望」 

 司会：鈴木繁夫（名古屋大学） 

13:45-14:35 コスモポリタンの原点 

 「金沢工業大学の教育改革と夢考房」 福田謙

之（金沢工業大学） 

 「Think local、Act local：定員割れから志願

者 5倍, 入学者 2倍に。金沢星稜大学改革 10

年の軌跡」堀口英則（金沢星稜大学女子短期大

学部） 

14;35-15:25 世界へ発信するコスモポリタン 

 「Learning Express：東南アジア圏におけるソ

ーシャルイノベーション活動を通じたグローバ

ルマインドの涵養」坂本宗明（金沢工業大学） 

 「いのち輝く車いす人形劇団の国際・国内活

動：願いの実現を支援する人のつながりはどう

生まれたか」南寿樹（愛知県立大府特別支援学

校） 

15:25-15:55 パネルディスカッション 

16:15-17:55 ＜第二部 研究発表＞ 

  

司会：糸井重夫（松商学園短期大学） 

 「Improving Critical Thinking and Media Aw

areness Through CLIL」REVIS Curtis, JOHNSO

N Benjamin, and AMANAI Kazuhito（徳山工業

高等専門学校） 

 「グローバル人材育成を目指した大学生の長期

留学の意義：韓国留学を通じた異文化接触によ

る自己変容の観察・分析を中心に」服部圭子・

武知薫子・酒勾康裕・高橋朋子（近畿大学） 

 「英語 e-learning教材の効果的な活用方法に

ついての考察：異なる２つの学習目的の教材利

用の比較から」村田美穂・太田絵里（東京工業

大学） 

 「日本・タイの異文化交流を通じた課題解決型

講義により育成される素養に関する比較分析」

太田絵里（東京工業大学） 

17:55-18:00 閉会の挨拶 

18:00-19:30 ＜第三部 情報交換会＞ 

 司会：田中忠芳（金沢工業大学） 

 

 

第 3回中国四国支部大会 プログラム 

 

大会テーマ：大学における国際化推進の課題 

開催日：2017年 12月 2日（土）  

開催場所：広島大学高等教育研究センター（東

広島キャンパス） 

プログラム： 

13:30-13:35 開会式・会場校挨拶 

大膳司（広島大学高等教育研究開発センター

長） 

13:35-14:20 ＜基調講演＞ 

 「英語学位プログラムで大学は国際化するの

か」小竹雅子（広島大学職員、博士教育学） 

14:30-17:00 ＜一般発表・学生発表＞ 

 「海外留学の教育効果－社会人基礎力形成を中

心として－」大膳司（広島大学）・長岡朋子

（広島大学教育学研究科院生） 

 「地域産官学協働によるインドとの大学連携の

展望と課題」青晴海（島根大学） 

 「広島修道大学『グローバル・コース』に参加

して」石井ひかり・東奈々香（広島修道大学

学生） 

 「新サークル発足までの道のり」山田紗季（広

島文教女子大学学生） 

 「中四国国際協力学生連合発足と今後の展望」

松井 稜弥・猪野蕗子（広島大学教育学部学

生） 

 「私たちが目指す国際協力活動」松本誠也（広

島市立大学学生）・山崎汐里（安田女子大学

学生） 

17:15-17:35 会長挨拶 

17:35-17:40 閉会式・支部会長挨拶 

 三上貴教（広島修道大学） 

18:00-19:30 情報交換会 

 

 

第 4回関西支部大会 プログラム 

 

大会テーマ：グローバル人材を育成する国際教

育プログラムの学習効果：留学や学習活動で

「何」を習得したのか 

開催日：2018年 2月 17日（土）  

開催場所：関西大学（千里山キャンパス） 

プログラム： 

10:00-12:00 異文化対応力育成専門部会 ミー 

ティング 

13:30-13:35 開会式・会場校挨拶 

 前田裕（関西大学国際部部長／副学長） 

 

 

 

 

13:35-14:20 ＜特別講演＞ 

 「異文化対応力測定方法開発の試み：カテゴリ

ーと質問項目の観点から」古村由美子（長崎大

学） 

14:30-15:30 ＜シンポジウム＞ 

 「国際教育プログラムと成果測定・評価を考え

る」 

 ファシリテーター：小野博（本学会会長） 

 登壇者：古村由美子（長崎大学）・青柳達也

(佐賀大学)・服部圭子（近畿大学）・横川綾子

（明治大学）・池田佳子（関西大学） 

15:30-17:40 ＜一般発表＞ 

 「日米の海外体験プログラムのあり方から考え

る−海外派遣プログラムの果たす役割と異文化

理解教育」根本斉（国際教育交換協議会,CIE

E） 

 「留学生というグローバル人材の育成」古川智

樹（関西大学）・吉田圭輔(関西大学 success- 

osaka推進コーディネーター) 

 「キャンパスの国際化『海外と繋げて共修する

COIL』」エルヴィタ ウィアシー（関西大国際

部 KU-COILアシスタント・コーディネータ

ー）・池田佳子（関西大学）他 

「米国非営利教育機関から見た 1学期・1年間の

留学経験のアセスメント」ブレット・ラミンジ

ャー（SAF日本事務局 ディレクター）・藤本 

実千代（プログラム運営・学生支援 マネージ

ャー） 

17:40-17:50 会長挨拶 

17:50-17:55 閉会式・支部長挨拶 

 池田桂子（関西大学） 

18:30- 情報交換会 
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