
グローバル人材育成教育学会 第７回全国大会プログラム 

2019 年 12 月 7 日・8 日 芝浦工業大学芝浦キャンパス 
 

 

12 月 7 日（土）午後 

13:00 
～ 

13:10 

開会あいさつ 

グローバル人材育成教育学会会長 勝又美智雄 
芝浦工業大学学長 村上雅人 

802 教室 

13:10 
～ 

14:20 

シンポジウム 

【大会テーマ（3）国際間の大学協力の壁 に挑戦する】 ※ 英語・通訳なし 
「国際協力によるグローバル人材の育成とイノベーションの創出」 
司会：井上雅裕 (芝浦工業大学副学長、第 7 回全国大会実行委員長) 
Weerapong Pairsuwan (タイ・スラナリー工科大学 学長) 
Kadarsah Suryadi (インドネシア・バンドン工科大学 学長) 
Tran Van Top (ベトナム・ハノイ理工大学 副学長) 
Mohammed Rafiq bin Abdul Kadir (マレーシア工科大学 工学部長) 

802 教室 

 
分科会：一般発表 

 
English Track  

  301 教室 
コンピテンシー  

 306 教室 
実践報告  

    307 教室 

14:30 
～ 

14:55 

Khwanruethai Rawboon,  
山崎敦子 
(芝浦工業大学) 
A Survey and Assessment of 

Global Competencies for 

Engineering Students 

高橋秀彰 
(関西大学) 
グローバル人材に必要な外国

語は英語だけなのか？  

建宮努 
(第一工業大学) 
アジアグローバルで結果につ

ながるパーソナルマーケティ

ングプロセスの研究 
 
※著者急病により中止 

14:55 
～ 

15:20 

Miryala Muralidhar,  
村上雅人 
(芝浦工業大学) 
Promotion of Global 
Leadership at SIT: 
International High School 
Internship Program 

相原総一郎, 吉久保肇子,  
織田佐由子, 橘雅彦,  
山崎敦子, 井上雅裕 
(芝浦工業大学) 
芝浦工業大学におけるグロー

バル•コンピテンシーの評価

—MGUDS-S 試行調査 2019
年の報告— 

塩原佐和子, 藤田あき美 
(信州大学) 
グローバルリーダー育成を目

指して：Global Cafe の試み 

 

15:30 
～ 

16:00 

展示企業プレゼンテーション                         802 教室 
※展示スペースは 8 階のオープンスペース（ホワイエ） 

1. 株式会社エル・インターフェース 
2. 株式会社ステライノベーションズ 
3. IBC パブリッシング株式会社 
4. 一般社団法人Ｇｌｏｂａｌ８ 
5. 株式会社アルク 
6. 一般財団法人 日本スタディ・アブロー

ド・ファンデーション（JSAF） 

7. 株式会社エヌ・ティ・エス 
8. 一般社団法人 CIEE 国際教育交換協議会 
9. 株式会社 TOKYO GLOBAL GATEWAY/

株式会社 学研プラス 
10. 株式会社 桐原書店 
11. 株式会社 日経メディアマーケティング 

 



12 月 7 日（土）午後 つづき 

16:00 
～ 

16:50 

基調講演① 

【大会テーマ（2）日本語・日本文化と外国語・他文化との壁 に挑戦する】 
「日本と世界の壁を超える人材の育成を：俳句の世界文化遺産登録運動の中で考

える」 
有馬朗人・国際俳句交流協会会長（元文部科学大臣、元東京大学総長、理学博士） 

802 教室 

17:00 
～ 

17:40 

基調講演② 

【大会テーマ（1）初中等教育と高等教育の壁 に挑戦する】 
「英語教育の視座から大学入試を考えるー話す力とは何か」 
鳥飼玖美子・立教大学名誉教授 

802 教室 

17:50 
～ 

18:50 

緊急討論会 

「大学入試への英語外部試験の導入の延期（中止？）をどう考えるか」  
高等教育関係者による討論 

802 教室 

19:00 
～ 

20:30 

情報交換会 8 階 
ホワイエ 

 
 

12 月 8 日（日）午前 

9:20～ 
9:50 

学会総会 802 教室 

10:00～ 
12:30 分科会：A 各支部・研究部会の推薦発表・企画、B 一般発表、C ポスター発表を平行開催 

 
A 各支部・研究部会からの推薦発表・企画 

 
支部からの推薦発表 

     801 教室 
支部・研究部会からの企画 

      802 教室 

10:00 
～ 

10:50 

北海道支部企画 
「地域とのコラボレーションによる、地

域資源を生かした高等学校の「グローカ

ル」な学びの機会づくり 
山崎秀樹（北海道千歳高校教諭） 

中部支部企画・シンポジウム 
「人材完成から振り返るグローバル教育‐新設学

部完成年度を迎えてー」 
教員代表：アーナンダ・クマーラ, 柳沢秀郎, 

ポール・ウィキン（名城大学外国語学部） 
学生代表：松下あかね,板倉百優,永谷恵,大口真史 

10:50 
～ 

11:40 

関西支部企画 
「日本武道の実践と英語教育」 
David Eckford（近畿大学講師） 
＊11:00～11:50 

教育連携部会企画・シンポジウム 
「ボーダーは必要以上に高くないか？－高校 1 年

留学者が直面する進路の問題について語ろう－」 
奥山則和・教育連携部会長・桐蔭学園 
高城宏行・玉川大学 
西川朋子・文部科学省トビタテ！担当 
宮瀬慎也・法政大学入学センター 

11:40 
～ 

12:30 

 
 
 
 

教育連携・高大連携企画 
「高大連携教育におけるサロン的学習の構築」 

伊藤高司・名城大学附属高等学校教諭  
坂本拓登・名城大学附属高等学校２年 

 



12 月 8 日（日）午前 つづき 
B 一般発表 

 
英語教育＋実践報告 

301 教室 
国際連携＋実践報告 

306 教室 
実践報告 

307 教室 

10:00 
～ 

10:25 

太田絵里, 村上理映 
(東京工業大学) 
国際教育コースへの参加動機

と学習成果：グローバル理工

人育成コースの事例 

吉岡大輔 
(日本スタディ・アブロード・

ファンデーション JSAF) 
学部留学効果測定—グローバ

ル人材育成における学部留学

の効果— 

坂本宗明, 栃内文彦, 渡邊勲, 
河並崇, 林晃生 
(金沢工業大学) 
異分野•異文化連携に基づく

ソーシャルイノベーション型

国際共創教育プログラムの実

践と運用 

10:25 
～ 

10:50 

後藤直子, 村上理映,  
太田絵里 
(東京工業大学) 
英語学習支援の構築—グロー

バル理工人育成コースの事例 

二上武生 
(工学院大学) 
工学院大学「ハイブリッド留

学」を通じたグローバル人材

の育成〜英語苦手意識を持つ

理工系学生たちの異文化適応

への挑戦 

佐々木有紀 
(福岡大学) 
外国人留学生を活用したグロ

ーバル•マインド研修—福岡

市職員のグローバル人材育成

教育の取り組み 

10:50 
～ 

11:15 

八木智裕 
(Global 8) 
ボーダーを乗り越える会話力

の可視化への試みと成果 

今井夏子 
(国連大学サステイナビリテ

ィ高等研究所) 
アフリカにおけるグローバル

人材育成事業(Global 
Leadership Training 
Programme in Africa: 
GLTP)の成果と目指し続ける

アプローチ 

市村真希 
(立命館大学) 
学部主導型海外インターンシ

ップと参加者数増加への取り

組み 

11:15 
～ 

11:40 

小野博, 吉村賢治, 佐々木 
有紀, 乙武北斗, 青柳達也 
(西九州大学, 福岡大学, 佐賀

女子短期大学) 
多読アシストシステム•教材

作製システムの開発 

三牧純子 
(JICA) 
独政府による SDGs 達成に向

けた若手リーダー人材育成 

勝又美穂子 
(大阪大学) 
大阪大学カップリング•イン

ターンシップ実施中における

学生の変化について 

11:40 
～ 

12:05 

村山眞理【依頼発表】 
(東京農工大学) 
個別ケアで「語学の壁」を克

服する英語カリキュラムの構

築  

イネステーラー笠章子,  
山崎敦子, 井上雅裕  
(芝浦工業大学) 
グローバル経営人材教育にお

けるダイバーシティー環境と

テクノロジー教育の重要性 

永田浩一, 仙石祐 
(信州大学) 
国際共修授業履修動機の違い

による教育効果について（大

学初年次生を対象） 

12:05 
～ 

12:30 

  武知薫子, 酒勾康裕,  
服部圭子 
(近畿大学) 
EQ の変化に見る海外研修で

の学びの考察 

12 月 8 日（日）午前 つづき 



C ポスター発表                                   3 階ロビー 

＊展示時間 10:00～12:30 
＊奇数番の発表者は 12:30～13:00、偶数番の発表者は 13:00～13:30 に、自身のポスター前で質疑応答

に対応します。 
 
 

12 月 8 日（日）午後 

【大会テーマ（4）大学教育と社会が求める人材像との壁 に挑戦する】 
13:30 
～ 

14:20 

特別講演① 

「グローバル時代の日本に求められる人材とは」 
福川伸次・東洋大学総長（元通産事務次官、電通総研社長） 

802 教室 

14:30 
～ 

15:40 

シンポジウム 

「世界で活躍できるビジネス・エリートの育て方」 
佐藤信雄・ハーバード・ビジネス・スクール日本リサーチセンター長 
中村知哉・グロービス経営大学院経営研究科長 
大六野耕作・学会副会長、明治大学副学長（兼司会） 

802 教室 

15:50 
～ 

16:20 

特別講演② 

「日米両国で一流企業の幹部研修をしてきた経験からの助言」 
渥美育子・グローバル教育研究所理事長 

802 教室 

16:20 
～ 

17:00 

座談会 

「日本人がグローバル人材を目指す意味と意義」 
渥美育子・グローバル教育研究所理事長 
島田和大・ユニバーサル ミュージック執行役員 
勝又美智雄・学会会長、国際教養大学名誉教授（兼司会）  

802 教室 

17:10 閉会式 802 教室 

 

10:00 
～ 

13:30 

1. 天内和人 (徳山工業高等専門学校) 
高等専門学校におけるグローバル人材育成と質保証への取り組み 
2. 渡辺若菜 (立命館アジア太平洋大学) 
留学生の日本企業に対するイメージ－それでも私は日本企業で働きたい－ 
3. 井上朋子, 川﨑由花 (兵庫教育大学) 
小学校「外国語」におけるグローバル教育の検討 

4. 駒澤希帆, 中村寛太朗, 宮代莉奈, 雨甲斐芽吹 (産業能率大学・経営学部３年) 

タイ・バンコクにおける鉄道広告の提案～北陸製菓（株）の「抹茶ハードビスケット」の販売

促進～ 

5. 坂みなみ, 大久保拓磨, 中村有希, 西島光利 (産業能率大学・経営学部３年) 
日本の米菓、タイ進出のための広告提案 ～電車広告に注目して～ 
6. 五位渕雄大, 内藤寛乃, 今泉里菜, 市村綾花, 関澤広大 (産業能率大学・経営学部３年) 
日本のキャラクター商品菓子の広告戦略～バンコク駅構内における３D アートの提案～ 

7. 鈴木天翔, 佐々木一咲, 赤池祐香, 齊藤圭亮 (産業能率大学・経営学部３年) 
バンコク市場における電車広告提案 ～健康志向の高い日本製菓のプロモーション～ 


