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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

「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

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～

長）
17:05–17:35

賛助会員によるプレゼンテーショ

ン

開催日：2018 年 10 月 20 日（土）、21 日（日）

17:45–18:15 賛助会員ブース・ポスター見学

開催場所：名城大学（ナゴヤドーム前キャンパス）

18:30–20:00 情報交換会

プログラム：
１日目

2018 年 10 月 20 日（土）

２日目

2018 年 10 月 21 日（日）

13:00–13:20 開会式

9:00–9:30 総会

13:20–14:00

9:30–10:30 教育連携シンポジウム「高大連携の

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

理想モデルを探る」

での試行錯誤を中心に～」榊裕之（豊田工業大

シンポジスト：伊藤高司（名城大学附属高等学

学学長）

校）、川名典人（札幌国際大学教授・観光学部

14:10–15:40 シンポジウム「産学・高大接続連携

長）、髙城宏行（玉川大学准教授・国際教育セ

から見るグローバル人材育成」

ンター副センター長）

シンポジスト：福島茂（名城大学副学長）、梶

モデレータ：奥山則和（学校法人桐蔭学園）

田朗（JETRO 中部，地域統括センター長)、岩崎

10:40–11:40

グローバル化教育特別セッション

政次（名城大学附属高等学校長）、榊裕之（豊

「産学連携による実用的なグローバル人材育成

田工業大学学長）

の取り組み」土井康裕（名古屋大学総長補佐）

モデレータ：大六野耕作（明治大学副学長）

「既存の学校教育の枠組を超えて～東京都英語

15:50–17:00

シンポジウム「企業のグローバル

化対応」

村～TOKYO GLOBAL GATEWAY～」森晶子、瀧沢佳
宏（東京都教育庁指導部）

「歴史的な転換期におけるグローバル人材ビジ

10:40–11:40

高大接続連携学生シンポジウム

ネスの役割」林隆春（アバンセコーポレーショ

「学生たちが考えるグローバル化」名城大学附

ン社長）

属高校生×名城大学外国語学部生

「三菱商事における人材育成について」伊藤卓

コーディネータ：伊藤高司（名城大学附属高等

司（三菱商事株式会社 中部支社 総務部総務・

学校）

人事・情報チームリーダー）

11:40–12:40 一般発表

「グローバル企業で働くこととは」川瀬 広行
（LEGOLAND Japan 株式会社
ソースディレクター）

ヒューマンリ

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）

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

13:30–16:50 一般発表
13:30–14:30

12:50-13:35

耕作（明治大学 副学長）

トークショー「グローバル人財育

13:40-15:20

シンポジウム「異文化対応力の測

成～今後の展望について思うこと」亀山郁夫

定と海外研修プログラムでの利用」

（名古屋外国語大学学長）、勝又美智雄（国際

コーディネータ：小野博（西九州大学・中村学

教養大学名誉教授）

園大学・昭和大学）

14:40–15:40

シンポジウム「異文化対応力の測

1.「異文化対応力とは」青柳達也（佐賀大学）

定と海外研修プログラムの評価・参加学生の変

2.「異文化対応力測定尺度作成の試み」 工藤俊

化」

郎（大阪体育大学）

コーディネータ：小野博（昭和大学・西九州大

3.「福岡大学の海外研修プログラムと異文化対

学他）

応力」佐々木 有紀（福岡大学）

「異文化対応力向上を目的とした教育方法の

15:20-15:30 展示企業紹介・休憩

提案」古村由美子（長崎大学）

15:30-16:30 一般発表（25 分×2）

「日本人学生の特徴を考慮した異文化対応力

「大学生が考える『グローバル人材』とは何か

測定法」青柳 達也（佐賀大学）

―留学生との共修・協働を経た学生のインタ

「異文化対応力測定尺度作成の試み」工藤俊郎

ビュー分析より―」岡田佳子（長崎大学）

（大阪体育大学）

「神戸大学の国際教育プログラムとグローバル

「異文化対応力の変化から見た海外研修プロ

人材育成（KUPES を例に）」橋田力（神戸大学）

グラムの評価と学生の変化」佐々木有紀（福岡
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

15:10–16:50 中部地域の高等学校の事例紹介

人材育成」松原大修（名城大学）

「高等学校におけるグローバル人材育成の取り

「１人の外国人としての異文化理解能力」森山

組み～愛知高等学校：アカデミックプレゼン

巳央（長崎大学）

テーション／名城大学付属高等学校：SGH 事業」

「グローバル人材を目指すための留学と英語

五十嵐 真人、原田貴之（愛知高等学校）、羽石

学習の取り組み」青山明日奈（西九州大学）

優子（名城大学附属高等学校）
17:00–17:30 閉会式

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 5 回九州支部大会

プログラム
第 4 回中国四国支部大会

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）

大会テーマ：「大学の国際交流における地域連携
の課題」

開催場所：長崎大学（片淵キャンパス）

開催日：2018 年 10 月 27 日（土）

プログラム：

開催場所：島根大学（松江キャンパス）

12:45-12:50 開会式・会場校挨拶 岡田裕正（長

プログラム：

崎大学経済学部長）
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基調講演１「国際交流次の一手～
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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

14:20-14:50 基調講演 2「地球時代を生きる個人

国立大学ビジネススクールとの交流プログラ

の資質と大学の国際交流の意義」佐々木亮（島

ム―国際交流プログラムの連続性と効果―」土

根大学国際交流センター

井康裕（名古屋大学総長補佐・国際化推進担当）

特任講師）

13:30

14:50-15:00 休憩
15:00-15:30

「日本における外国人教員の活動

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」

状況と満足度に関する研究」大膳司(広島大学

司会：勝又美智雄（元、国際教養大学）

高等教育研究開発センター教授)

「近畿大学国際学部が目指すグローバル人材

15:30-16:00 「IT 人材の国際間移動の動向に関

育成－留学必修化を軸としたプログラム構築

する研究」青晴海(島根大学国際交流センター

とその成果－」藤田直也（近畿大学国際学部）

教授)

「“グローバル市民”をはぐくむ“ＳＤＧｓ”」

16:00-16:20 「トビタテ！留学 JAPAN 地域人材

岩﨑裕保（関西ＮＧＯ協議会監事、帝塚山学院

コースを通じたインターンの経験と学び」梅木

大学）

太郎（島根大学）

「発展途上国の現場で必要とされる英語力・コ

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

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

理事、近畿大学総合社会学部）

語彙の選別方式と放送・教育・翻訳機への応用」

14:40-14:50 休憩

小野博（グローバル人材育成教育学会 会長）

14:50-16:50 口頭発表

17:00-17:05

閉会式 支部長挨拶 大膳司（広島

－途上国の人と共に」

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」

大学)

司会：服部圭子（近畿大学）

18：00-20：00 情報交換会

1,「ロシア人交換留学生の企業インターンシッ

第 5 回関西支部大会

プログラム

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

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-

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

開催日：2019 年 2 月 9 日（土）

田プレス工藝)

開催場所：近畿大学（東大阪キャンパス）

2,「日本の武道プログラム」デイビッド・エッ

プログラム：

クフォード（近畿大学語学教育センター）

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

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

におけるグローバル人材育成教育」藤原尚（近
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