
 

大会プログラム（2019 年度後半期） 

 

第 5 回北海道支部大会 プログラム 

 

大会テーマ：地域のリソースを活かしたグローバ

ル人材育成 

開催日：2019 年 9 月 22 日（日） 

開催場所：北海道情報大学 

プログラム： 

12:30 開会式 
司会 伊藤 一正（北海道情報大学） 
グローバル人材育成教育学会会長挨拶 
勝又 美智雄（国際教養大学名誉教授） 
グローバル人材育成教育学会北海道支部長拶 
竹内 典彦（北海道情報大学） 

第1部 北海道企画 
司会 伊藤 一正（北海道情報大学） 
12:40-14:10 SGH（スーパーグローバルハイス

クール）指定校の実践 

「世界に通用する18歳～立命館慶祥のグローバ

ル人材育成の試み～」江川 順一（立命館慶祥中

学校・高等学校副校長） 

14:10-14:20 休憩 

第2部 招待発表 
14:20-14:50 招待発表（1） 
「外国人留学生と日本人学生の異文化交流実

践－地方における遭遇機会創出に向けた人的

資源シェアリング－」小野 真嗣（室蘭工業大学） 
14:50-15:20 招待発表（2） 

「北海道情報大学における学生の国際交流推

奨モデル」小田島 敬太（北海道情報大学）、

穴田 有一（北海道情報大学） 

15:20-15:35 出展企業によるプレゼンテーショ

ン 司会 尾田 智彦（札幌大学） 
15:35-15:45 休憩 

第3部 会員発表 

司会 尾田 智彦（札幌大学） 

15:45-16:15 会員発表（1） 

「英語が使えるグローカル人材育成のための

日英コーパス：「喜界島バイリンガルコーパス」

の試作」内田 富男（明星大学） 

16:15-16:45 会員発表（2） 

「地域のリソースとしての理工系学生」 

八木 智裕（一般社団法人 Global8） 

16:45-17:15 会員発表（3） 

「高校生による地域の観光の国際化に関する

提案～市役所との連携・協働を通して」 

山崎 秀樹（北海道千歳高等学校） 

17:15-17:25 休憩 

第4部 特別講演 

司会 竹内 典彦（北海道情報大学） 

17:25-18:10 「地域起こしとグローバル人材育成」

グローバル人材育成教育学会会長  

勝又 美智雄（国際教養大学名誉教授） 

18:25 閉会のことば 

司会 伊藤 一正（北海道情報大学） 

田原 博幸（札幌大学） 

18:30-20:00 情報交換会 

 司会 竹内 典彦（北海道情報大学） 

 

 

第 5 回中国四国支部大会 プログラム 

 

大会テーマ：成長を促す海外留学のスキーム 

開催日：2019 年 10 月 27 日（日） 

開催場所：広島文教大学 

プログラム： 

13:30-13:40 開会式・会場校挨拶 
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13:40-14:20 基調講演 1 
「Rites of Passage for Global Citizens」Cr
aig Anthony Nevitt（広島文教大学人間科学部

グローバルコミュニケーション学科講師） 
14:20-14:45 基調講演 2 
 「持続的成長実現に向けたアジアの課題」 
岩下 康子（広島文教大学人間科学部グローバ

ルコミュニケーション学科講師） 
14:45-14:55 休憩 
14:55-15:20 「海外留学の効果」大膳 司（広島

大学高等教育研究開発センター） 
15:20-15:45 「相互短期派遣を伴う異文化 PBL
による学生の意識変化」村上 理映（東京工業大

学）、太田 絵里（東京工業大学）、Proadpran
 P. Punyabukkana（チュラロンコン大学）、

後藤 直子（東京工業大学） 
15:45-16:10 「留学の動機付けおよび意思決定を

促す留学入門科目とは」髙城 宏行（玉川大学） 
16:10-16:35 「賛助会員として海外留学の効果を

考察する」八木 智裕（一般社団法人 Global8） 
16:35-16:45 休憩 
16:45-16:10 「フィリピン大学との連携による高

大連携型のグローバル人材育成」隅田 学（愛媛

大学教育学部）、菅谷 成子（愛媛大学法文学部）、

安藤 俊子（愛媛大学附属高等学校）、根岸 漂
（愛媛大学附属高等学校） 

16:10-17:25 「大学時代にアジアを知ることの意

味」桑原 伶奈（広島文教大学 3 年） 
17:25-17:40 「ベトナムインターンシップを経験

して」江藤  大輝（広島文教大学 1 年）、

品川 祐哉（広島文教大学 1 年）、木下 渚（広

島文教大学 1 年）、桑原 美咲（広島文教大学 1
年）、大野 智子（広島文教大学 2 年） 

17:40-17:55 会長挨拶 
 勝又 美智雄（グローバル人材育成教育学会会

長） 
17:55-18:00 閉会式 
支部長挨拶 大膳 司（広島大学） 

18:00 情報交換会 

第 7 回全国大会 プログラム 

 

大会テーマ：さまざまなボーダー（壁）を乗り越

える試みと成果――（1）初中教育と高等教育の

壁（2）日本語・日本文化と外国語・他文化との

壁（3）国際間の大学協力の壁（4）大学教育と

社会が求める人材像との壁、に挑戦する 

開催日：2019 年 12 月 7 日（土）、8 日（日） 

開催場所：東京・芝浦工業大学芝浦キャンパス 

 

プログラム： 

6 日（金） 
15:00 プレ・イベント 
会場校である芝浦工業大学が開催する GTI（G
lobal Technology Initiative）コンソーシアム

によるシンポジウム（東南アジアの工科大学と

の産官学の技術交流事業） 
 
7 日（土） 
13:00 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 
 招待講演：大会テーマ（3）を中心に 
 「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」（英語・通訳なし） 
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）、GTI メンバーである東南ア

ジア大学代表 4 名による報告 
14:30-15:20 一般発表① 
 GTI members、外国人教員、留学生らによるイ

ンターナショナル・トラック発表（英語・通訳

なし） 
15:30-15:55 展示企業プレゼン 
16:00-16:50 基調講演① 大会テーマ（2）を中

心に 
 「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、東大総長、理学博士） 
17:00-17:40 基調講演② 大会テーマ（1）を中

心に 
 「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） 
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をど

う考えるか」高等教育関係者による討論 
19:00-20:30 情報交換会 
 
8 日（日） 
9:20-9:50 学会総会 
10:00 開会 
【午前の部・発表を中心に】 
10:00-12:30 各支部・研究部会からの企画及び推

薦発表 
 －支部からの推薦発表 
 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） 
 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） 

 －支部・研究部会からの企画 

 中部支部企画・シンポジウム「人材育成から振

り返るグローバル教育 ～新設学部完成年度を

迎えて～」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 

 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） 

教育連携・高大連携プログラム「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） 

10:00-12:30 一般発表②、ポスター発表 
【午後の部・大会テーマ（4）を中心に】 

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） 
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）、司会 大六野 耕作

（明治大学副学長） 

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） 

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（グローバル人材育成教育学

会会長（兼司会）） 

17:10 頃 閉会式 

 

 

大会プログラムは、グローバル人材育成教育学会

ウェブページより転載（2020 年 2 月 10 日） 

URL：http://www.j-agce.org/ 
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13:40-14:20 基調講演 1 
「Rites of Passage for Global Citizens」Cr
aig Anthony Nevitt（広島文教大学人間科学部

グローバルコミュニケーション学科講師） 
14:20-14:45 基調講演 2 
 「持続的成長実現に向けたアジアの課題」 
岩下 康子（広島文教大学人間科学部グローバ

ルコミュニケーション学科講師） 
14:45-14:55 休憩 
14:55-15:20 「海外留学の効果」大膳 司（広島

大学高等教育研究開発センター） 
15:20-15:45 「相互短期派遣を伴う異文化 PBL
による学生の意識変化」村上 理映（東京工業大

学）、太田 絵里（東京工業大学）、Proadpran
 P. Punyabukkana（チュラロンコン大学）、

後藤 直子（東京工業大学） 
15:45-16:10 「留学の動機付けおよび意思決定を

促す留学入門科目とは」髙城 宏行（玉川大学） 
16:10-16:35 「賛助会員として海外留学の効果を

考察する」八木 智裕（一般社団法人 Global8） 
16:35-16:45 休憩 
16:45-16:10 「フィリピン大学との連携による高

大連携型のグローバル人材育成」隅田 学（愛媛

大学教育学部）、菅谷 成子（愛媛大学法文学部）、

安藤 俊子（愛媛大学附属高等学校）、根岸 漂
（愛媛大学附属高等学校） 

16:10-17:25 「大学時代にアジアを知ることの意

味」桑原 伶奈（広島文教大学 3 年） 
17:25-17:40 「ベトナムインターンシップを経験

して」江藤  大輝（広島文教大学 1 年）、

品川 祐哉（広島文教大学 1 年）、木下 渚（広

島文教大学 1 年）、桑原 美咲（広島文教大学 1
年）、大野 智子（広島文教大学 2 年） 

17:40-17:55 会長挨拶 
 勝又 美智雄（グローバル人材育成教育学会会

長） 
17:55-18:00 閉会式 
支部長挨拶 大膳 司（広島大学） 

18:00 情報交換会 

第 7 回全国大会 プログラム 

 

大会テーマ：さまざまなボーダー（壁）を乗り越

える試みと成果――（1）初中教育と高等教育の

壁（2）日本語・日本文化と外国語・他文化との

壁（3）国際間の大学協力の壁（4）大学教育と

社会が求める人材像との壁、に挑戦する 

開催日：2019 年 12 月 7 日（土）、8 日（日） 

開催場所：東京・芝浦工業大学芝浦キャンパス 

 

プログラム： 

6 日（金） 
15:00 プレ・イベント 
会場校である芝浦工業大学が開催する GTI（G
lobal Technology Initiative）コンソーシアム

によるシンポジウム（東南アジアの工科大学と

の産官学の技術交流事業） 
 
7 日（土） 
13:00 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 
 招待講演：大会テーマ（3）を中心に 
 「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」（英語・通訳なし） 
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）、GTI メンバーである東南ア

ジア大学代表 4 名による報告 
14:30-15:20 一般発表① 
 GTI members、外国人教員、留学生らによるイ

ンターナショナル・トラック発表（英語・通訳

なし） 
15:30-15:55 展示企業プレゼン 
16:00-16:50 基調講演① 大会テーマ（2）を中

心に 
 「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、東大総長、理学博士） 
17:00-17:40 基調講演② 大会テーマ（1）を中

心に 
 「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） 
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をど

う考えるか」高等教育関係者による討論 
19:00-20:30 情報交換会 
 
8 日（日） 
9:20-9:50 学会総会 
10:00 開会 
【午前の部・発表を中心に】 
10:00-12:30 各支部・研究部会からの企画及び推

薦発表 
 －支部からの推薦発表 
 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） 
 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） 

 －支部・研究部会からの企画 

 中部支部企画・シンポジウム「人材育成から振

り返るグローバル教育 ～新設学部完成年度を

迎えて～」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 

 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） 

教育連携・高大連携プログラム「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） 

10:00-12:30 一般発表②、ポスター発表 
【午後の部・大会テーマ（4）を中心に】 

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） 
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）、司会 大六野 耕作

（明治大学副学長） 

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） 

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（グローバル人材育成教育学

会会長（兼司会）） 

17:10 頃 閉会式 

 

 

大会プログラムは、グローバル人材育成教育学会

ウェブページより転載（2020 年 2 月 10 日） 

URL：http://www.j-agce.org/ 
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