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ニューズレターをお届けいたします。 

今回は、 

(1) 理事会報告 

(2) 2018年度総会の報告 

(3) 第 6回全国大会の開催報告 

(4) 支部大会の開催報告 

(5) 支部大会の開催予定 

(6) 学会設立 5周年記念書籍の刊行 

(7) 学会 HP「会員の本」コーナー 

(8) 学会誌への投稿募集 

(9) 年会費納入のお願い 

についてお知らせいたします。 

 

【理事会報告】 

 理事会では、原則として毎月 1回、メールによる

審議を行っています。また 10 月 20 日の全国大会開

催時に第 2回臨時理事会を開催しました。 

1. 2018年 9 月度定例理事会 

議案 1 新規会員 17 件（正会員 13 名、学生会員

4 名)の入会が承認されました。 

2. 2018年 10月度定例理事会 

議案 1 新規会員 7 件（正会員 5 名、学生会員 1

名、賛助会員 1 件)の入会が承認されました。 

議案 2 本部・理事会における役員の分業体制を

確立するため、新たに理事長と常任理事を置く

こととする会則の改正案が承認されました。 

3. 2018年第 2回臨時理事会 

議案 1 2017年度事業報告が承認されました。 

議案 2 2017年度決算・監査報告が承認されまし

た。 

議案 3 2018 年度事業計画が承認されました。 

議案 4 2018 年度予算が承認されました。 

議案 5 年会費の値上げに関して「日本学術会

議協力学術研究団体」の登録に伴い、会員への

サービス向上等を目的として、正会員の年会費

を2019年4月より5,000円とする案が承認されま

した。 

議案 6 会則改定に伴う役員の選出を行いました。  

 理事長 ： 小野 博 理事 

 会長  ： 勝又 美智雄 理事 

 常任理事： アーナンダ・クマーラ 理事 

       内田 富男 理事 

 任期は 2018年度総会から 2020年度総会まで 

議案 7 新規会員（正会員 1 名)の入会が承認され

ました。 

 

【2017年度総会の報告】 

10月 21日の全国大会開催時に総会を開催し、審

議事項はいずれも承認されました。 

【審議事項】 

1. 2017年度決算報告 

2. 2017年度事業報告 

3. 2018年度予算案・事業計画 

4. 理事長、会長、常任理事の承認 

【報告事項】 

1. 2017年度学会論文賞 市村光之「海外で

活躍する「グローバル人材」に求められ

る要件の構造（海外駐在経験者へのイン

タビュー調査から）」 

2. 2017年度若手奨励賞  該当なし  



 

【第 6回全国大会の開催報告】 

 第 6 回全国大会（5 周年記念全国大会）を 2018 年

10 月 20 日(土)、21 日(日)に名城大学ナゴヤドーム

前キャンパスにおいて開催しました。5 周年記念に

ふさわしい充実したプログラムが用意され、参加者

は 2 日間で延べ 374 名、盛況で実り多い大会となり

ました。情報交換会にも多数の方が参加し、有意義

な時間を過ごしました。 

大会テーマ： グローバル人材教育のこれまで、そ

してこれから～連携する高大、産官学からグローバ

ル人材へ～ 

主なプログラム： 

・ 前日プログラム 

・ 総会 

・ 基調講演 

・ シンポジウム 5件 

・ 学生シンポジウム 

・ 特別セッション 

・ トークショー 

・ 高校の事例紹介 

・ 一般発表 32件 

・ ポスター発表 6件 

・ 出展企業・賛助会員のプレゼンテーション 

・ 賛助会員ブース・ポスター展示 

・ 情報交換会 

 

【支部大会の開催報告】 

第 5回九州支部大会 

   2018年9月29日(土)に長崎大学片淵キャンパスに

おいて開催し、34名が参加しました。情報交換会に

は15名が参加しました。 

大会テーマ： グローバル人材育成と大学のブラン

ド力向上 

主なプログラム： 

・ 基調講演 

・ シンポジウム 

・ 一般発表 

・ 学生発表 

・ 情報交換会 

 

【支部大会の開催予定】 

第 4回中国四国支部大会 

2018年10月27日(土)に島根大学国際交流センター

において開催します。 

大会テーマ： 大学の国際交流における地域連携の

課題 

主なプログラム： 

・ 基調講演 

・ 一般発表・学生発表(募集中) 

・ 情報交換会 

 

【学会設立 5周年記念書籍の刊行】 

学会設立 5周年を記念して、『グローバル人材育

成教育の挑戦—大学・高校での実践ハンドブック』

（グローバル人材育成教育学会編・IBC パブリッシ

ング、本体 2800円）を刊行しました。５周年記念

全国大会で販売を開始しました。 

 

【学会 HP「会員の本」コーナー】 

学会 HPのトップ画面（右側）に「会員の本」の

コーナーを設けました。本学会の正会員・大学会員

が執筆したグローバル人材育成教育関連の著作（学

術書、教育書、語学教材等）をご存知でしたら、事

務局にお知らせ下さい。自薦他薦を歓迎します。 

URL： http://www.j-agce.org/novel/ 

 

【学会誌への投稿募集】 

学会誌『グローバル人材育成教育研究』第 6 巻第

1 号を 9月末に発行し、学会 HP に掲載しました。最

新号は学会 HPにログインして閲覧してください。ま

た、最新号およびバックナンバーの印刷冊子を全国

大会・支部大会の会場で販売します。 

第 6巻第 2号（2019 年 3月末発刊予定）への投稿

を 2019 年 1 月 15 日（火）まで受け付けています。

詳細は、学会 HP の｢投稿規程｣「原稿執筆・投稿ガイ

ドライン」｢原稿テンプレート｣をご確認ください。

多数のご投稿をお待ちしております。 

 

【年会費納入のお願い】 

 2018年度の会費をまだ納入をされていない方は、

納入をお願いします。 

【会費】 

正会員3,000円、学生会員1,000円、大学会員

http://www.j-agce.org/novel/


10,000円、賛助会員30,000円、フェロー10,000円 

【振込先】 

ゆうちょ銀行 

口座記号番号：01700-0-126765 

加入者名：グローバル人材育成教育学会 

ゆうちょ銀行以外の金融機関から振込の場合 

銀行名：ゆうちょ銀行(金融機関コード 9900) 

店名：一七九（イチナナキュウ）店 

預金種目：当座預金 口座番号：0126765 

 

【文責】小野 博 【編集】宮内ミナミ 


