
会場
（R棟）

1. 募集人数 Capacity：100名
2. 参加費 Fee： 
 研修参加費 32,000円
 学生 20,000円（フルタイムの勤務先のある方は対象外になります。）
 ＊ 協力・後援機関の個人会員は27,000円
  27日もしくは28日のいずれかのみに参加の方 18,000円
  （定員を大幅にオーバーした場合は、全日程参加できる方を優先する可能性があります）

〈その他〉
●26日のみに参加される場合、参加費は無料になります。
●別途、昼食代金（27日と28日で各500円）、26日夜の情報交換会
費（4,000円）が必要となります。
●27日夜の交流会（参加任意）は会費制（4,000円程度）を予定して
います。

Registration Fee 32,000 yen (Student: 20,000 yen; those who are in 
full-time employment are NOT ELIGIBLE for this fee.) 

Participants from supporting/ cooperating institutions / 
companies: 27,000 yen.
Other
• Participation solely on the 26th is FREE. 
• Lunch fees (500 yen each on the 27th and 28th) and information 

exchange meeting fee (4,000 yen; on the night of the 26th) will be 
charged separately. 

• You may also be asked to pay approximately 4,000 yen 
to join the optional exchange event on the night of the 
27th.

会場へのアクセス方法  Access to the Venue
南山大学（〒466-8673 愛知県名古屋市昭和区山里町18）　Nanzan University (18 Yamazato-cho, Showa-ku, Nagoya 466-8673 JAPAN)

【アクセス】
地下鉄名城線「八事日赤」駅または「名古屋大学」駅より徒歩約8分
地下鉄鶴舞線「いりなか」駅1番出口より徒歩約15分

Access
• Take the Meijo subway line to Yagoto Nisseki station or Nagoya University Station. It is a 8 minute walk.
• Take the Tsurumai subway line to Irinaka station. It is a 15-minute walk from Exit 1.

近年、大学国際化、グローバル人材育成、留学生リクルーティングに関連する業務が拡大する中、国際アドミッション、キャンパス環境の国際化、カリキュラ
ムの国際化、海外留学の成果分析などへの対応の遅れが指摘されています。また、こうした業務を推進する教員のFD、職員の育成・トレーニング（SD）も
喫緊の課題です。私たちRECSIE（一般社団法人 持続可能な国際教育のための研究コンソーシアム）は、昨年、大学国際化を支える教職員のための研修
を開始しました。2回目となる今年は、AIEA事務局長のDarla Deardorffさんをゲストに迎える他、国内・海外からの参加者を募って実施します。各種
ワークショップ、セッションを通じ、国際教育におけるプロフェッショナルとはどうあるべきか、について意見交換します。また、本大会を通じて、大学の垣根
を超えた人的ネットワークが形成されることも目標としております。

本研究大会では、特定のテーマについて、知識やノウハウについて学ぶだけでなく、実践的な課題を提示してインタラクティブに学びあう形式で研究会
をおこないます。参加者の皆様には次のテーマの中から１つのテーマを選んでいただきます（最大2つまで受講することができます）。

国際教育
夏季研究大会
2019

大会テーマ「国際教育におけるプロフェッショナリズムを考える」に関する多様なワークショップ、セッションをおこないます。

Dr. Darla Deardorff
Executive Director of the AIEA/Duke University

on International
Education, Japan (SIIEJ) 

主 催： 一般社団法人 持続可能な国際教育推進のための研究コンソーシアム（RECSIE）

共 催： 南山大学・東洋大学・関西大学IIGE (Institute for Innovative Global Education)

後 援： UMAP国際事務局・特定非営利活動法人JAFSA（国際教育交流協議会）・一般社団法人 大学行政管理学会・
 NPO法人学校経理研究会・大学マネジメント研究会

協 力： 留学生教育学会（JAISE）・BRIGDE Institute・
 科学研究費助成事業「国際教育プログラムの開発・普及・評価サイクルの構築：高大連携による学びの実質化」（研究課題：17H02688）

協 賛： 株式会社 JTB・株式会社 朝日ネット・Flywire合同会社・株式会社アチーブゴール

Organizer: Research Consortium for the Sustainable Promotion of International Education (RECSIE)

Co-sponsors: Nanzan University, Toyo University, Kansai University IIGE (Institute for Innovate Global Education)

Supported by: UMAP International secretariat, JAFSA (Japan Network for International Education), 
 Japan Association of University Administrative Management, 
 Education Institution Accounting Study Group/ University Management Study Group
With the cooperation of: Japan Association for International Student Education (JAISE), BRIDGE Institute, 
 Grant-in-Aid for Scientific Research, 
 “The construction of a development, dissemination, and evaluation cycle for international education programs: towards the substantiation 

of learning through collaboration between senior high schools and  universities” (research problem: 17H02688)

Endorsed by: JTB Corp. , ASAHI Net, Inc., Flywire Japan, Achievegoal Co.,Ltd.

竹村牧男 東洋大学学長、濱名篤 関西国際大学学長、ブルース・ストロナク テンプル大学ジャパンキャンパス学長〈賛同人〉

星野 昌裕 南山大学副学長(国際担当)、堀江 未来 立命館大学 国際教育推進機構 教授、横田 雅弘 明治大学国際日本学部教授、佐藤 智
之 立命館アジア太平洋大学 入学部(International)、筆内 美砂 立命館大学 国際教育推進機構 国際教育担当嘱託講師

〈呼びかけ人〉

芦沢 真五 東洋大学国際学部 教授、太田 浩 一橋大学全学共通教育センター 教授、阿部 仁 一橋大学国際教育交流センター センター長、白
石 勝己 公益財団法人アジア学生文化協会 理事長、末松 和子 東北大学総長特別補佐（国際交流担当）／東北大学 高度教養教育・学生支援機構 
教授、米澤 由香子 東北大学 国際連携推進機構 准教授、近藤 祐一 立命館アジア太平洋大学 入学部長、池田 佳子 関西大学 国際部 教授
／グローバル教育イノベーション推進機構 (IIGE)副機構長、水松 巳奈 東北大学 高度教養教育・学生支援機構 助教、大澤 優隆 南山大学 国
際センター事務室 国際戦略係長、加藤 真理子 南山大学 国際センター事務室、松崎 久美 愛知県立大学 学務部学生支援課国際交流室 主
査、川平 英里 立教大学 グローバル教育センター教育研究コーディネーター、赤松 茂利 早稲田大学 国際教養学部 入試係主任、星野 晶成 
名古屋大学 国際機構 国際教育交流センター講師、新見 有紀子 東北大学 高度教養教育・学生支援機構 講師、南里敬三 大分大学国際教育推
進センター教授、難波尚子 大阪学院大学国際センター

〈実行委員〉

Monday, August 26 – 

Wednesday, August 28, 2019

Date

Nanzan University
18 Yamazato-cho, Showa-ku, Nagoya 466-8673 JAPAN

Venue

2019年 8月26日（月）・27日（火）・28日（水）開催日時

南山大学
〒466-8673 愛知県名古屋市昭和区山里町18

開催場所

2019 Sum
m

er
Institute注意事項

●申込にあたっては、スケジュールを確認の上、分科会セミナーを１つ、ワーク
ショップを1つ（最大で2つ）を選んでください。また、セッションについてもワーク
ショップと重ならないように選択してください。セッションについては4つまで選
ぶことができます。

●こちらに記載された内容に基づいて本研究大会は運営されますが、予見しえな
いアクシデントや講師の都合などにより、内容の一部が変更されることがありえ
ますので、ご承知おきください。

Important Notes: 
• Please check the program schedule and select one seminar and one 

workshop theme (from Theme A-D) (up to two) when applying. Also, please 
choose sessions (①−⑦ on both days), ensuring that they do not overlap 
with each other. You can choose up to four individual sessions.

• Although the institute will take place based on the contents 
described in the program schedule, please be aware that some of the 
contents may be changed due to unforeseen incidents or the 
circumstances of the instructor.

3. 申し込み方法 How to Apply
「一般社団法人 持続可能な国際教育推進のための研究コンソーシア
ム」のウェブサイト 
http://recsie.or.jp/2019summer/overview/
よりお申し込みください。
Please apply from our website 
http://recsie.or.jp/2019summer/overview/ 

4. 申し込み期間 Application Period
 2019年6月10日（月）～7月26日（金）
 Monday, June 10th, 2019-Friday, July 26th, 2019

Distinguished Speakers

米国デューク大学リサーチフェロー、国際教育アドミニストレーター協会（AIEA）事務局長、国内外の多くの大学の招聘教員

を歴任。これまでドイツ、スイス、日本における居住経験、また、中国、日本、アメリカ、南アフリカなど世界各国の大学で教鞭を

取った経験を持つ。国際教育および異文化コミュニケーション能力評価に関する著書・論考を60以上発表。代表著書に、

「SAGE Handbook of Intercultural Competence」（2009年）、「SAGE Handbook of International Higher 

Education」（2012年）および「Building Cultural Competence: Innovative Activities and Models」（2012年）な

ど多数。

山本　甫氏
元関西外国語大学理事・国際交流部長・教授

1971年に関西外国語大学の理事長・学長の特命により、国際交流の仕組みの推進役として着任。同大において、主として米

国大学におけるJunior Year Abroad Programに参加する学生の受け皿となる日本のプログラムを創設し（現在の同大学

留学生別科：Asian Studies Program）、外国人留学生受入れと日本人海外派遣が両輪のごとく機能する教育交流システ

ム（今日ほとんどの大学が活用している交換留学モデル）を構築した。そして、在職40年間、50カ国、333大学のネットワーク

を基盤にして、当時では最大規模と言える北米中心の受入れプログラムを運営してきた。人数にして、当時の国内トップの規

模である、年間約700人の外国人留学生受入れ、交換留学生を含め約1,700人の日本人学生を海外に派遣。

大会テーマ
「国際教育におけるプロフェッショナリズムを考える」

表面

■国際教育夏季研究大会2019_リーフレット



■ 分野： カリキュラムの国際化と国際共修
■ 講師： 末松和子（東北大学高度教養教育・学生支援機構, 教授）／Kazuko SUEMATSU 

(Professor, Institute for Excellence in Higher Education, Tohoku University)

 北出慶子（立命館大学文学部, 教授）／Keiko KITADE (Professor, College of Letters, 
Ritsumeikan University) 

 米澤由香子（東北大学国際連携推進機構, 准教授）／Yukako YONEZAWA 
(Associate Professor, Tohoku University) 

 水松巳奈（東北大学高度教養教育・学生支援機構, 助教）／Mina MIZUMATSU 
(Assistant Professor, Institute for Excellence in Higher Education, Tohoku 
University)

□ 概要： 国際化の取組みと既存のカリキュラムを融合させるモデルとカリキュラム設計について
学びます。また、留学生と日本人を中心とする国内学生がともに学ぶ授業や活動のデザ
インと学生の学習効果を最大化するためのペダゴジーについて、事例研究を通して体験
的に学習し考察します。

Workshop A カリキュラムの国際化と国際共修について実践しながら学ぶ
〈使用言語：日本語〉 

■ Field：Teacher Training / Innovative Pedagogy 
■ Instructors：
 IKEDA Keiko(Kansai University/ Vice-Director, Institute for Innovative Global Education, 
Kansai University)／池田佳子（関西大学国際教育イノベーション推進機構・副機構長）

 BYSOUTH Don(Kansai University/ Associate Professor, Institute for Innovative Global 
Education, Kansai University)／バイサウス・ドン（関西大学国際教育イノベーション推進機構）

□ Abstract
The workshop will introduce Collaborative Online International Learning (COIL) as 
a way to tackle the challenge of EMI-bound faculty development. COIL is a 
pedagogy which does not necessarily require English to be its medium of 
communication. However, in many of the courses that have been carried out, 
English has been used to either coordinate and plan for the COIL course, or to have 
the participating students to use English to communicate and collaborate among 
the global peers. Based on the past experiences in training for COIL projects at the 
instructors’ affiliated university and its network, we have learned that English 
language training which is customized for COIL projects is on high demand by the 
local teachers. 

Workshop B EMI(English as Medium of Instruction) Training for 
COIL (Collaborative Online International Learning) 
〈in English〉 

■ 分野： 異文化理解
■ 講師： BRIDGE Institute
 堀江未来（立命館大学 国際教育推進機構 教授)／Miki HORIE（Professor, Ritsumeikan 

University） 

 星野晶成（名古屋大学 国際教育交流センター 講師）／Akinari HOSHINO（Associate 
Professor, Nagoya University）

 川平英里（立教大学 グローバル教育センター 教育研究コーディネーター）／Eri KABIRA
（Education & Research Coordinator, Rikkyo University）

□ 概要： このセッションは様々な立場で国際教育・異文化交流に携わる方や、この分野での活躍を
目指す方を対象にし、異文化接触を通じて学生が成長するとはどういうことか、理論と実
践の両側面から検討します。経験学習や異文化理解に関わる理論を学び、実践につなげ
ることを目的とし、特に自らのプログラム開発・実施の現場を振り返る中で、その質を向上
させるための教育的アプローチを話し合います。最後に、海外留学プログラム開発のロー
ルプレイを通して、開発にどのような教職員が関わり、プログラム成立まで至るのかを体
験します。理論や実践以外に、アクティブラーニングや協働学習を主体とした参加者同士
の学び合いを通して、今後の国際教育・異文化交流分野を支える豊かなネットワークを構
築することも狙いとします。

Workshop C 異文化体験を通した学びの場作り─海外留学プログラミング─
〈使用言語：日本語〉 

■ 分野： 外国人留学生募集、渡日前入学許可、外国学歴資格評価、大学入学資格判定
■ 講師： 白石勝己（公益財団法人アジア学生文化協会 理事長）／Katsumi SHIRAISHI(Director 

General, The Asian Students Cultural Association)
 赤松茂利（早稲田大学国際教養学部 入試係主任）／Shigetoshi AKAMATSU(Senior 

Advisor of Admissions, School of International Liberal Studies, Waseda University)
 近藤祐一（立命館アジア太平洋大学 入学部長）（オンラインによる参加）／Yuichi Kondo(Dean 

of Admissions, Ritsumeikan Asia Pacific University )
□ 概要： このセッションは、海外からの直接出願の促進など、より高等教育の国際通用性を高め、多様な

国・地域から優秀な留学生を受け入れるための方策を学ぶことを目的とします。特に、海外から
の直接出願にあたって「学歴」「学位」「資格」「成績」などを的確に評価することが喫緊の課題と
なっています。また、本年2月には「高等教育の資格認証に関するアジア太平洋規約（東京規
約）」が発効し、外国学歴評価の枠組みの再構築が課題となっています。

　 本セッションでは留学生の受け入れに携わる教職員が、国内外の留学生リクルーティングの最
新動向を学びつつ、外国学歴評価と大学入学資格判定のワークショップを通じて、実践的に自ら
の現場と業務を振り返り、今後、質の高い留学生獲得に向けて、どのような方策を取るべきかに
ついて明らかにしていきます。本セッションを通じて、参加者が留学生アドミッションに関わる実
践的な応用力を身に付けられるよう工夫すると共に、参加教職員のネットワークを構築します。

外国人留学生募集戦略と大学入学資格評価
〈使用言語：日本語〉 Workshop D

研究大会スケジュール Pr ogr am Sc hedule

8/26第1日 同時通訳付

12:30
-13:00

受付（Registration）

時間 R49教室（ワークショップのみ分科会形式）

15:30
-16:00

休憩　Break

パネルディスカッション①
「国際教育におけるプロフェッショナリズム」
Panel Discussion ① “Professionalism in international 
education”
海外の専門機関からの招へいゲストと日本の国際教育関係者が、国際教
育における専門性と職能開発の在り方について意見交換します。
Dr. Darla DEARDORFF （AIEA事務局長/米国・デューク大学）
Executive Director of the AIEA/Duke University
─パネリスト─
太田浩（一橋大学全学共通教育センター 教授）
Hiroshi OTA, Professor, Center for General Education, 
Hitotsubashi University
澤谷敏行（元関西学院大学国際連携機構事務部長）
Toshiyuki SAWATANI, Former Administrative Head of 
Organization for Worldwide Collaboration, Kwansei Gakuin 
University
堀江未来（立命館大学 国際教育推進機構 教授） 
Miki HORIE, Professor, Ritsumeikan University

16:00
-17:30

8/27第2日

時間

9:00
-12:00

パネルディスカッション②「協定校開拓の現場─過去・現在・未来─」
Panel Discussion② “Expanding Agreements with Partner Institutions -Past・Present・Future-
日本の大学にとって海外のパートナーを開拓し、良い関係を維持していくことは、非常に重要です。協定校の開発と関係維持の秘訣
や難しさなど、経験豊富なプロが対話形式で語ります。
─パネリスト─
山本甫　元関西外国語大学理事・国際交流部長・教授（在職時の役職）
Hajime YAMAMOTO, former member of the Board of Trustees, Dean of the Center for International 
Education, Professor, Kansai Gaidai University
小幡浩司　福井大学 国際地域学部副学部長 教授（元国際教養大学 国際センター長）
Koji KOBATA, Professor, Vice Dean of School of Global and Community Studies, University of Fukui (former 
Director of the Center for International Affairs, Akita International University)
坂本友香　東北大学 高度教養教育・学生支援機構 グローバルラーニングセンター 特任准教授
Yuka SAKAMOTO, Specially Appointed Associate Professor, Institute for Excellence in Higher Education, 
Global Learning Center, Tohoku University
─モデレーター─
星野晶成　名古屋大学　国際教育交流センター 講師
Akinari HOSHINO, Associate Professor/Study Abroad Adviser, International Education & Exchange Center, 
Nagoya University

12:50
-14:00

14:00
-17:00

Room
1

Workshop A（前半）
カリキュラムの国際化と国際共修について実践しながら学ぶ
担当：末松和子（東北大）・北出慶子（立命館大）・米澤由香子（東北大）・水松巳奈（東北大）

Room
2

Workshop B（前半）
EMI(English as Medium of Instruction) Training for COIL (前半)
担当：Keiko IKEDA（Kansai U.）・Don BYSOUTH (Kansai U.）

Room
3

Workshop B（後半）
EMI Training for COIL
担当：Keiko IKEDA（Kansai U.）・Don BYSOUTH (Kansai U.）

Room
2

Workshop A（後半）
カリキュラムの国際化と国際共修について実践しながら学ぶ
担当：末松和子（東北大）・北出慶子（立命館大）・米澤由香子（東北大）・水松巳奈（東北大）

Room
1

14:00-15:30（90分）
Concurrent Sessions (3)

15:30-17:00（90分）
Concurrent Sessions (4)

Session①～⑨（90分）※Session⑩のみ180分
Session①-⑨ (90 minutes each) ＊Session ⑩: 180 minutes
●各セッションのタイトル、担当者および概要については左の一覧もしくはRECSIEのHP（http://recsie.or.jp/2019summer/）でご確認ください。
●Please check the list on the left for session titles and presenters. The RECSIE website will also have a list of 
abstracts for each session.  RECSIE website: http://recsie.or.jp/2019summer/

Room
3

Room
4

Room
4

Session①～⑨（90分）※Session⑩のみ180分
Session①-⑨ (90 minutes each) ＊Session ⑩: 180 minutes
●各セッションのタイトル、担当者および概要については左の一覧もしくはRECSIEのHP（http://recsie.or.jp/2019summer/）でご確認ください。
●Please check the list on the left for session titles and presenters. The RECSIE website will also have a list of 
abstracts for each session.  RECSIE website: http://recsie.or.jp/2019summer/

9:00-10:30（90分）
Concurrent Sessions (1)

10:30-12:00（90分）
Concurrent Sessions (2) 

Session①～⑨（90分）※Session⑩のみ180分
Session①-⑨ (90 minutes each) ＊Session ⑩: 
180 minutes

●各セッションのタイトル、担当者および概要については左の一覧もしくは
　RECSIEのHP
　（http://recsie.or.jp/2019summer/）でご確認ください。
●Please check the list on the left for session titles and 
presenters. The RECSIE website will also have a list of 
abstracts for each session.  RECSIE website: 
　http://recsie.or.jp/2019summer/

9:00-10:30（90分）
Concurrent
Sessions (5)

10:30-12:00（90分）
Concurrent
Sessions (6) 

Session①～⑨（90分）※Session⑩のみ180分
Session①-⑨ (90 minutes each) ＊Session ⑩: 
180 minutes

●各セッションのタイトル、担当者および概要については左の一覧もしくは
　RECSIEのHP
　（http://recsie.or.jp/2019summer/）でご確認ください。
●Please check the list on the left for session titles and 
presenters. The RECSIE website will also have a list of 
abstracts for each session.  RECSIE website: 
　http://recsie.or.jp/2019summer/

13:00-14:30（90分）
Concurrent
Sessions (7)

14:30-16:00（90分）
Concurrent
Sessions (8) 

12:00
-12:50

昼食　Lunch

17:00
-18:00

全体会合　Plenary session

8/28第3日

時間

9:00
-12:00

13:00
-16:00

Room
1

Workshop C（前半）
異文化体験を通した学びの場作り
─海外留学プログラミング─
担当： 堀江未来 (立命館大)・星野晶成（名古屋大）・
 川平英里（立教大）

Room
2

Workshop D（前半）
外国人留学生募集戦略と大学入学資格評価
担当： 白石勝己（アジア学生文化協会）・赤松茂利（早稲田大）・
 近藤祐一（立命館アジア太平洋大）

Room
3

Room
4

12:00
-13:00

昼食　Lunch

16:00
-17:00

全体会合・閉会　Plenary session & Closing

Workshop C（後半）
異文化体験を通した学びの場作り
─海外留学プログラミング─
担当： 堀江未来 (立命館大)・星野晶成（名古屋大）・
 川平英里（立教大）

Room
1

Workshop D（後半）
外国人留学生募集戦略と大学入学資格評価
担当： 白石勝己（アジア学生文化協会）・赤松茂利（早稲田大）・
 近藤祐一（立命館アジア太平洋大）

Room
2

Room
3

Room
4

13:30
-14:15

Keynote Speech 基調講演
“Research to practice: using research to further 
international education”
Dr. Darla DEARDORFF (Executive Director of the 
AIEA/Duke University)
ダーラ・ディアドルフ氏（AIEA事務局長／米国・デューク大学）

14:15
-15:30

分科会セミナーI：
COILワークショップ／Seminar I: COIL workshop
池田佳子（関西大学 グローバル教育イノベーション推進機構 (IIGE) 
副機構長）

Keiko IKEDA (Vice-Director, Institute for Innovative 
Global Education, Kansai University) 

分科会セミナーII： 
国際教育交流におけるコンソーシアムの役割
Seminar II: Role of consortia in International 
education exchange
芦沢真五 （東洋大学国際学部 教授）
Shingo ASHIZAWA (Professor, Faculty of Global 
and Regional Studies Toyo University)

18:00- 夕食・情報交換会
Reception （南山大学内カフェテリア／Nanzan University Cafeteria）

18：30 夕食・交流会（交流会は任意参加）  Networking event (optional)
地元の大学関係者が選んだ、名古屋ならではのお店で、楽しく交流。

13:00
-13:30

開会あいさつ・全体会合・来賓あいさつ（文部科学省）（予定）
Orientation
 (including opening  remarks, message from MEXT)

注意： ●各セッションの日時は、参加者が決定次第、正式にお知らせいたします。
 ●Date, time, and frequency of each session will be officially 

announced once all participants have decided.

Date, time, and frequency of each session will be officially 
announced once all the participants decided their sessions.

Session①〈使用言語：日本語〉 
国際化は誰のために、何のために進めるのか？─国際化評価指標から考える─
担当：渡部由紀（東北大）／太田浩（一橋大）
Yuki WATABE (Tohoku U.)/ Hiroshi OTA (Hitotsubashi U.) 

Session②〈in English〉 
Career readiness and global internships:
developing strong professional and leadership skills
担当：Federico LING/ Jung Ran LIM/ Peter J. STEPHENS (The Washington Center)

Session③〈in English〉 
Ensuring diversity: best practices of education abroad consortia
担当：John LUCAS (ISEP)/ Angie LEE (Hanyang U.)/ Shingo ASHIZAWA (Toyo U.)

Session④〈使用言語：日本語〉 
大学とパートナー団体との“外部連携”の可能性について
担当：高橋清隆（東洋大）／藤本実千代（米国非営利教育財団 SAF）／平出暁美（CIEE）／渥美修一郎（アチーブゴール）
Kiyotaka TAKAHASHI  (Toyo U.)/ Michiyo FUJIMOTO/ Study Abroad Foundation (SAF)/ Akemi 
HIRAIDE (CIEE)/ Shuichiro ATSUMI (Achievegoal)

Session⑤〈使用言語：日本語〉 
国際寮の拡充に向けた協働体制づくり その可能性とチャレンジ
担当：阿部仁（一橋大）／植松希世子（横浜国立大）
Jin ABE (Hitotsubashi U.)/ Kiyoko UEMATSU (Yokohama National U.)

Session⑥〈使用言語：日本語〉 
オンラインと対面を融合させたハイブリッド型国際教育交流～NU-COILの取り組み～
担当：藤掛千絵（南山大）／西尾知恵（ノースジョージア大）／トーマス・ビーリ（南山大）／山岸敬和（南山大）
Chie FUJIKAKE（Nanzan U.）/ Tomoe NISHIO (U. of North Georgia)/ Thomas BIERI (Nanzan U.)/ 
Takakazu Yamagishi (Nanzan U.)

Session⑦〈使用言語：日本語〉 
TOEFL iBT®とIELTSの受験アドバイスについて
─語学要件をクリアさせるための取り組み事例─
担当：村山かなえ（立命館大）／平慶彦（公益財団法人 日本英語検定協会）
Kanae MURAYAMA (Ritsumeikan  U.)/ Yoshihiko TAIRA (Eiken Foundation of Japan)

Session⑩〈in English〉 
The changing paradigm of international education outcomes 
assessment
担当： Darla DEARDORFF (AIEA/Duke U.)

Session⑧〈使用言語：日本語〉 
留学プログラムの学習効果測定─BEVI-jを用いた留学プログラムの質保証･PDCA─
担当：西谷元（広島大）／クレッグ・シーリー（ジェームスマディソン大）
Hajime NISHITANI (Hiroshima University)／Craig SHEALY (James Madison U.)

Session⑨

Session⑪〈in English〉 　※このセッションは180分です。
Tools for developing intercultural competence 
担当： Darla DEARDORFF (AIEA/Duke U.)

■国際教育夏季研究大会2019_リーフレット


