
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


