
 

担当）による「産学連携によるシンガポール国立大学

ビジネススクールとの交流プログラム－交流プログラ

ムの連続性と効果－」でした。国外の連携先との交渉

や協力体制、産学連携のプログラムを運営する上での

具体的な事例や課題を、わかりやすく楽しく紹介して

くださいました。 
 次のシンポジウム「関西発グローバル人材育成教育

の現状と課題」は、勝又美智雄学会長を座長として、

3 名の先生方にご登壇いただきました。藤田直也先生

（近畿大学国際学部）には、近畿大学国際学部が目指

すグローバル人材育成について、留学必修化を軸とし

たプログラムの視点からお話いただきました。岩﨑裕

保先生（関西NGO協議会監事、開発教育協会監事、

帝塚山学院大学）には、2015年に国連で採択された 
SDGs（持続可能な開発目標）を行動原理とすることが

「グローバル人材」に求められるのだという視座を提

供いただきました。新田香織先生（特定非営利活動法

人「アイユーゴ―〈途上国の人とともに〉理事」、近畿

大学総合社会学部）は発展途上国支援活動に参加する

学生に必要とされる事前準備やコミュニケーション力

についてお話いただきました。 
 口頭発表のセッションでは、村井良野氏・樋口尊子

氏（NPO東大阪日本語教室HONK）による地元の外

国人への日本語教室の活動を通した多文化理解につい

てのご報告と、白石よしえ先生（近畿大学全学共通教

育機構）の模擬英語授業特別デモンストレーションの

2 件の招待発表を含む 8 種類 11 名によるご発表があ

りました。紙面の関係で全てをご紹介できないのが残

念ですが、詳細は学会ホームページをご覧ください。 
 パネルセッションは、「地域・世界を繋ぐ発展的継続

的学びの可能性」というテーマでした。まず、近畿大

学が文部科学省で採択された「大学の世界展開力強化

事業」に関連する「ロシア人交歓留学生の企業インタ

ーンシップ：日露間で活躍できるモノづくり中核人材

の育成」を西藪和明先生（近畿大学理工学部）がご紹

介くださいました。そして、米田尊行氏（株式会社松

井製作所）、濱田惠氏（濱田プレス工藝株式会社）の２

つの企業の方々が、国際インターンシップの具体的な

受け入れ事例についてお話しくださいました。「図面は

共通語であり、ことばは図面の中にある」というお言

葉が印象的でした。２つめの「日本の武道プログラム」

では、デイビッド・エックフォード先生（近畿大学語

学教育センター）が、交換留学生を対象とした日本の

武道を学ぶプログラムについての展望を述べられまし

た。武道は日本からの「輸出品」の１つであり現在 2
億の人々が武道に親しんでおられるということでした。

また、コミュニケーションと文化は分離できないこと

を認識する大切さをご指摘くださいました。 
ポスター発表７本のうち、５本は国際インターンシ

ップ、海外研修プログラム、外国人支援活動に参加し

た学生たちによるものでした。これらの学生を含む学

生・大学院生たちが学会の手伝いをしてくれましたが、

学会手伝いを通して非常に刺激を受け、異なる視点に

気づき、やる気が喚起されたことが、情報交換会時に

述べてもらった感想からも窺えました。支部大会への

参加が今後の各々の活動や学びの継続に繋がることを

期待しています。 
当初、学会長より、「近畿大学が目指すグローバル人

材育成教育や各種プログラムを紹介してほしい。また

地域性や関西らしさを出してほしい」というご要望を

受けました。新しくなった近畿大学東大阪キャンパス

での開催がベストだと考えたものの、実行委員長であ

る報告者の所属は和歌山キャンパスです。不安いっぱ

いでお引き受けしましたが、学長・副学長をはじめ、

学会理事や関西支部長のご協力やご助言、協力をいた

だき、さらに、多学部に亘る多くの先生方、学内の各

部署、学生さんたちの協力を得て、無事に終わること

ができました。 
反省点もたくさんありますが、会長からは、「内容が

盛りだくさんで充実しており、主会場もほぼいっぱい

で盛況であったので、大成功だといえる」とのお言葉

をいただき、ほっとしています。 
本支部大会に参加くださった皆さまが、相互行為に

より色々な気づきを得て、今後の研究や活動の発展に

繋げる切っ掛けを得ていただけたなら嬉しいなと思っ

ております。 
登壇をご快諾くださった発表者の皆さま、ご協力い

ただいた皆さまに、実行委員会を代表して心より感謝

申し上げるとともに、ここにご報告いたします。 
 

受付日2019年3月7日、受理日2019年3月16日 
 

 

大会プログラム（2018 年度後半期） 

 

-5 周年記念-第 6 回全国大会 プログラム 

 

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～ 

開催日：2018年 10月 20日（土）、21日（日） 

開催場所：名城大学（ナゴヤドーム前キャンパス） 

プログラム： 

１日目 2018年 10月 20日（土） 

13:00–13:20 開会式 

13:20–14:00 基調講演「グローバル時代におけ

る大学教育の在り方を求めて～豊田工業大学

での試行錯誤を中心に～」榊裕之（豊田工業大

学学長） 

14:10–15:40 シンポジウム「産学・高大接続連携

から見るグローバル人材育成」 

 シンポジスト：福島茂（名城大学副学長）、梶

田朗（JETRO中部，地域統括センター長)、岩崎

政次（名城大学附属高等学校長）、榊裕之（豊

田工業大学学長） 

 モデレータ：大六野耕作（明治大学副学長） 

15:50–17:00 シンポジウム「企業のグローバル

化対応」 

 「歴史的な転換期におけるグローバル人材ビジ

ネスの役割」林隆春（アバンセコーポレーショ

ン社長） 

 「三菱商事における人材育成について」伊藤卓

司（三菱商事株式会社 中部支社 総務部総務・

人事・情報チームリーダー） 

「グローバル企業で働くこととは」川瀬 広行

（LEGOLAND Japan 株式会社 ヒューマンリ

ソースディレクター） 

 「ゴールから考えるグローバル人材育成プログ

ラム」万浪靖司（株式会社地球の歩き方、副社

長） 

17:05–17:35  賛助会員によるプレゼンテーショ

ン 

17:45–18:15  賛助会員ブース・ポスター見学 

18:30–20:00  情報交換会 

 

２日目 2018年 10月 21日（日） 

9:00–9:30 総会 

9:30–10:30 教育連携シンポジウム「高大連携の

理想モデルを探る」 

 シンポジスト：伊藤高司（名城大学附属高等学

校）、川名典人（札幌国際大学教授・観光学部

長）、髙城宏行（玉川大学准教授・国際教育セ

ンター副センター長） 

 モデレータ：奥山則和（学校法人桐蔭学園） 

10:40–11:40 グローバル化教育特別セッション 

 「産学連携による実用的なグローバル人材育成

の取り組み」土井康裕（名古屋大学総長補佐） 

 「既存の学校教育の枠組を超えて～東京都英語

村～TOKYO GLOBAL GATEWAY～」森晶子、瀧沢佳

宏（東京都教育庁指導部） 

10:40–11:40  高大接続連携学生シンポジウム

「学生たちが考えるグローバル化」名城大学附

属高校生×名城大学外国語学部生 

 コーディネータ：伊藤高司（名城大学附属高等

学校） 

11:40–12:40  一般発表 

11:40–12:40  シンポジウム「新設外国語学部に

おけるグローバル人材育成へのチャレンジ～

名城大学外国語学部の事例」アーナンダ ク

マーラ（名城大学外国語学部学部長）、柳沢秀
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郎、Paul Wicking、James Rogers、 Nicholas 

Boyes（名城大学） 

13:30–16:50  一般発表 

13:30–14:30  トークショー「グローバル人財育

成～今後の展望について思うこと」亀山郁夫

（名古屋外国語大学学長）、勝又美智雄（国際

教養大学名誉教授） 

14:40–15:40  シンポジウム「異文化対応力の測

定と海外研修プログラムの評価・参加学生の変

化」 

コーディネータ：小野博（昭和大学・西九州大

学他） 

「異文化対応力向上を目的とした教育方法の

提案」古村由美子（長崎大学） 

「日本人学生の特徴を考慮した異文化対応力 

測定法」青柳 達也（佐賀大学） 

「異文化対応力測定尺度作成の試み」工藤俊郎

（大阪体育大学） 

「異文化対応力の変化から見た海外研修プロ

グラムの評価と学生の変化」佐々木有紀（福岡

大学） 

15:10–16:50  中部地域の高等学校の事例紹介 

 「高等学校におけるグローバル人材育成の取り

組み～愛知高等学校：アカデミックプレゼン

テーション／名城大学付属高等学校：SGH事業」

五十嵐 真人、原田貴之（愛知高等学校）、羽石

優子（名城大学附属高等学校） 

17:00–17:30  閉会式 

 

第 5 回九州支部大会 プログラム 

 

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 

開催日：2018年 9月 29日（土）  

開催場所：長崎大学（片淵キャンパス）  

プログラム： 

12:45-12:50 開会式・会場校挨拶 岡田裕正（長

崎大学経済学部長） 

12:50-13:35 基調講演「グローバル人材の育成

にかかる費用をどうマネージするか？」大六野

耕作（明治大学 副学長） 

13:40-15:20 シンポジウム「異文化対応力の測

定と海外研修プログラムでの利用」 

 コーディネータ：小野博（西九州大学・中村学

園大学・昭和大学） 

1.「異文化対応力とは」青柳達也（佐賀大学） 

2.「異文化対応力測定尺度作成の試み」 工藤俊

郎（大阪体育大学） 

3.「福岡大学の海外研修プログラムと異文化対

応力」佐々木 有紀（福岡大学） 

15:20-15:30 展示企業紹介・休憩 

15:30-16:30 一般発表（25分×2） 

「大学生が考える『グローバル人材』とは何か

―留学生との共修・協働を経た学生のインタ

ビュー分析より―」岡田佳子（長崎大学） 

 「神戸大学の国際教育プログラムとグローバル

人材育成（KUPESを例に）」橋田力（神戸大学） 

16:35-17:20 学生発表（15分×3人） 

「大学生の学部連携と学生主体のグローバル

人材育成」松原大修（名城大学） 

「１人の外国人としての異文化理解能力」森山

巳央（長崎大学） 

「グローバル人材を目指すための留学と英語

学習の取り組み」青山明日奈（西九州大学） 

17:35-17:40 閉会式 

17:40-17:50 支部総会 

18:30-20:30 情報交換会 

 

第 4 回中国四国支部大会 プログラム 

 

大会テーマ：「大学の国際交流における地域連携

の課題」 

開催日：2018年 10月 27日（土） 

開催場所：島根大学（松江キャンパス） 

プログラム： 

13:30-13:40 開会式・会場校挨拶 

13:40-14:20 基調講演１「国際交流次の一手～

留学費用をどうマネージするか～」大六野耕作

（明治大学国際交流担当副学長） 

14:20-14:50 基調講演 2「地球時代を生きる個人

の資質と大学の国際交流の意義」佐々木亮（島

根大学国際交流センター 特任講師） 

14:50-15:00 休憩 

15:00-15:30 「日本における外国人教員の活動

状況と満足度に関する研究」大膳司(広島大学

高等教育研究開発センター教授) 

15:30-16:00 「IT 人材の国際間移動の動向に関

する研究」青晴海(島根大学国際交流センター

教授) 

16:00-16:20 「トビタテ！留学 JAPAN 地域人材

コースを通じたインターンの経験と学び」梅木

太郎（島根大学） 

16:20-16:40 「ワーキングホリデーを通じた学

びと自己変革」北川一稀（島根大学） 

16:40-17:00 会長挨拶「外国語力を超える難解

語彙の選別方式と放送・教育・翻訳機への応用」

小野博（グローバル人材育成教育学会 会長） 

17:00-17:05 閉会式 支部長挨拶 大膳司（広島

大学) 

18：00-20：00 情報交換会 

 

第 5 回関西支部大会 プログラム 

 

大会テーマ：留学・国際交流活動を通した学び-プ

ログラム構築と学修の継続性- 

開催日：2019年 2月 9日（土） 

開催場所：近畿大学（東大阪キャンパス） 

プログラム： 

10:00-12:00 異文化対応力育成研究専門部会 

研究会 

12:00 開会式、支部挨拶：服部圭子（支部長代理、

理事・開催校実行委員長/近畿大学） 

12:05 開催校 挨拶および基調講演 1「近畿大学

におけるグローバル人材育成教育」藤原尚（近

畿大学副学長、グローバル推進検討委員会委員

長） 

12:40 基調講演 2「産学連携によるシンガポール

国立大学ビジネススクールとの交流プログラ

ム―国際交流プログラムの連続性と効果―」土

井康裕（名古屋大学総長補佐・国際化推進担当） 

13:30 シンポジウム「関西発グローバル人材育

成教育の現状と課題」 

司会：勝又美智雄（元、国際教養大学） 

「近畿大学国際学部が目指すグローバル人材

育成－留学必修化を軸としたプログラム構築

とその成果－」藤田直也（近畿大学国際学部） 

「“グローバル市民”をはぐくむ“ＳＤＧｓ”」

岩﨑裕保（関西ＮＧＯ協議会監事、帝塚山学院

大学） 

「発展途上国の現場で必要とされる英語力・コ

ミュニケーション力」新田香織（特定非営利活

動法人「アイユーゴー －途上国の人と共に」

理事、近畿大学総合社会学部） 

14:40-14:50 休憩 

14:50-16:50 口頭発表 

14:50-16:50 パネルセッション「地域・世界を繋

ぐ発展的継続的学びの可能性」 

 司会：服部圭子（近畿大学） 

 1,「ロシア人交換留学生の企業インターンシッ

プ：『日露間で活躍できるモノづくり中核人材

の育成』を目指して」西籔和明（近畿大学理工

学部）、米田尊行（株式会社松井製作所グローバ

ル事業推進カンパニーrapport 部）、濱田恵(濱

田プレス工藝) 

 2,「日本の武道プログラム」デイビッド・エッ

クフォード（近畿大学語学教育センター） 

17:40-18:10 ポスター発表 

18:10 展示企業紹介 

18:20 閉会式、会長挨拶：勝又美智雄（会長/国

際教養大学） 

18:30-20:00 情報交換会 

62 グローバル人材育成教育研究　第6巻第2号　(2019)

62



郎、Paul Wicking、James Rogers、 Nicholas 

Boyes（名城大学） 

13:30–16:50  一般発表 

13:30–14:30  トークショー「グローバル人財育

成～今後の展望について思うこと」亀山郁夫

（名古屋外国語大学学長）、勝又美智雄（国際

教養大学名誉教授） 

14:40–15:40  シンポジウム「異文化対応力の測

定と海外研修プログラムの評価・参加学生の変

化」 

コーディネータ：小野博（昭和大学・西九州大

学他） 

「異文化対応力向上を目的とした教育方法の

提案」古村由美子（長崎大学） 

「日本人学生の特徴を考慮した異文化対応力 

測定法」青柳 達也（佐賀大学） 

「異文化対応力測定尺度作成の試み」工藤俊郎

（大阪体育大学） 

「異文化対応力の変化から見た海外研修プロ

グラムの評価と学生の変化」佐々木有紀（福岡

大学） 

15:10–16:50  中部地域の高等学校の事例紹介 

 「高等学校におけるグローバル人材育成の取り

組み～愛知高等学校：アカデミックプレゼン

テーション／名城大学付属高等学校：SGH事業」

五十嵐 真人、原田貴之（愛知高等学校）、羽石

優子（名城大学附属高等学校） 

17:00–17:30  閉会式 

 

第 5 回九州支部大会 プログラム 

 

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 

開催日：2018年 9月 29日（土）  

開催場所：長崎大学（片淵キャンパス）  

プログラム： 

12:45-12:50 開会式・会場校挨拶 岡田裕正（長

崎大学経済学部長） 

12:50-13:35 基調講演「グローバル人材の育成

にかかる費用をどうマネージするか？」大六野

耕作（明治大学 副学長） 

13:40-15:20 シンポジウム「異文化対応力の測

定と海外研修プログラムでの利用」 

 コーディネータ：小野博（西九州大学・中村学

園大学・昭和大学） 

1.「異文化対応力とは」青柳達也（佐賀大学） 

2.「異文化対応力測定尺度作成の試み」 工藤俊

郎（大阪体育大学） 

3.「福岡大学の海外研修プログラムと異文化対

応力」佐々木 有紀（福岡大学） 

15:20-15:30 展示企業紹介・休憩 

15:30-16:30 一般発表（25分×2） 

「大学生が考える『グローバル人材』とは何か

―留学生との共修・協働を経た学生のインタ

ビュー分析より―」岡田佳子（長崎大学） 

 「神戸大学の国際教育プログラムとグローバル

人材育成（KUPESを例に）」橋田力（神戸大学） 

16:35-17:20 学生発表（15分×3人） 

「大学生の学部連携と学生主体のグローバル

人材育成」松原大修（名城大学） 

「１人の外国人としての異文化理解能力」森山

巳央（長崎大学） 

「グローバル人材を目指すための留学と英語

学習の取り組み」青山明日奈（西九州大学） 

17:35-17:40 閉会式 

17:40-17:50 支部総会 

18:30-20:30 情報交換会 

 

第 4 回中国四国支部大会 プログラム 

 

大会テーマ：「大学の国際交流における地域連携

の課題」 

開催日：2018年 10月 27日（土） 

開催場所：島根大学（松江キャンパス） 

プログラム： 

13:30-13:40 開会式・会場校挨拶 

13:40-14:20 基調講演１「国際交流次の一手～

留学費用をどうマネージするか～」大六野耕作

（明治大学国際交流担当副学長） 

14:20-14:50 基調講演 2「地球時代を生きる個人

の資質と大学の国際交流の意義」佐々木亮（島

根大学国際交流センター 特任講師） 

14:50-15:00 休憩 

15:00-15:30 「日本における外国人教員の活動

状況と満足度に関する研究」大膳司(広島大学

高等教育研究開発センター教授) 

15:30-16:00 「IT 人材の国際間移動の動向に関

する研究」青晴海(島根大学国際交流センター

教授) 

16:00-16:20 「トビタテ！留学 JAPAN 地域人材

コースを通じたインターンの経験と学び」梅木

太郎（島根大学） 

16:20-16:40 「ワーキングホリデーを通じた学

びと自己変革」北川一稀（島根大学） 

16:40-17:00 会長挨拶「外国語力を超える難解

語彙の選別方式と放送・教育・翻訳機への応用」

小野博（グローバル人材育成教育学会 会長） 

17:00-17:05 閉会式 支部長挨拶 大膳司（広島

大学) 

18：00-20：00 情報交換会 

 

第 5 回関西支部大会 プログラム 

 

大会テーマ：留学・国際交流活動を通した学び-プ

ログラム構築と学修の継続性- 

開催日：2019年 2月 9日（土） 

開催場所：近畿大学（東大阪キャンパス） 

プログラム： 

10:00-12:00 異文化対応力育成研究専門部会 

研究会 

12:00 開会式、支部挨拶：服部圭子（支部長代理、

理事・開催校実行委員長/近畿大学） 

12:05 開催校 挨拶および基調講演 1「近畿大学

におけるグローバル人材育成教育」藤原尚（近

畿大学副学長、グローバル推進検討委員会委員

長） 

12:40 基調講演 2「産学連携によるシンガポール

国立大学ビジネススクールとの交流プログラ

ム―国際交流プログラムの連続性と効果―」土

井康裕（名古屋大学総長補佐・国際化推進担当） 

13:30 シンポジウム「関西発グローバル人材育

成教育の現状と課題」 

司会：勝又美智雄（元、国際教養大学） 

「近畿大学国際学部が目指すグローバル人材

育成－留学必修化を軸としたプログラム構築

とその成果－」藤田直也（近畿大学国際学部） 

「“グローバル市民”をはぐくむ“ＳＤＧｓ”」

岩﨑裕保（関西ＮＧＯ協議会監事、帝塚山学院

大学） 

「発展途上国の現場で必要とされる英語力・コ

ミュニケーション力」新田香織（特定非営利活

動法人「アイユーゴー －途上国の人と共に」

理事、近畿大学総合社会学部） 

14:40-14:50 休憩 

14:50-16:50 口頭発表 

14:50-16:50 パネルセッション「地域・世界を繋

ぐ発展的継続的学びの可能性」 

 司会：服部圭子（近畿大学） 

 1,「ロシア人交換留学生の企業インターンシッ

プ：『日露間で活躍できるモノづくり中核人材

の育成』を目指して」西籔和明（近畿大学理工

学部）、米田尊行（株式会社松井製作所グローバ

ル事業推進カンパニーrapport 部）、濱田恵(濱

田プレス工藝) 

 2,「日本の武道プログラム」デイビッド・エッ

クフォード（近畿大学語学教育センター） 

17:40-18:10 ポスター発表 

18:10 展示企業紹介 

18:20 閉会式、会長挨拶：勝又美智雄（会長/国

際教養大学） 

18:30-20:00 情報交換会 
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