2014 年度 第 22 回

日本グローバル教育学会全国研究大会（宮崎）のご案内
（二次案内）
2014 年 8 月 12 日
日本グローバル教育学会会長 今谷 順重
第 22 回大会実行委員長 吉村功太郎

時下，会員の皆様方におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
このたび，第 22 回日本グローバル教育学会全国研究大会を宮崎大学にて開催いたします。会員の皆様方
をはじめ，会員でない方におかれましても，お誘い合わせのうえご参加くださいますようお願い申し上げ
ます。

大会テーマ：「グローバル人材養成」とグローバル教育
本学会では、昨年度に「グローバル社会時代の学校教育の方向を考える－理論と実践の往還を踏ま
えて－」をテーマに研究大会を開催し、グローバル化の進展による学力形成や人材養成に関してこれ
までの研究や実践の成果を踏まえ、様々な観点からの検討を行いました。また、グローバル社会にお
いてグローバル化に対応し、その資質・能力を発揮していけるような「グローバル人材」の養成が叫
ばれ、教育機関の重要な課題として対応が求められてきています。このような状況において、他の教
育学会においてもグローバル化をめぐる教育の課題に関するテーマを掲げた研究大会が開催され、特
に今年度の日本公民教育学会においては「『グローバル人材』の育成と公民教育」をテーマに多様な
検討が行われることになっています。この「グローバル人材養成」は、グローバル教育に関する研究
団体である本学会にとっても重要な研究課題であることはいうまでもありません。本研究大会では、
これまでのグローバル教育に関する研究・実践の蓄積をふまえ、多様な視点からの議論を行っていき
たいと考えます。
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宮崎大学教育文化学部（宮崎市学園木花台西１－１）
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講演１・２
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７．参加申込及び問合せ
大会・懇親会への参加申し込みは，2014 年（平成 26）年９月１日（月）までにお願いします（第一次
案内よりも遅らせました）
。Ｅメールでのお申込みの場合は，所定の様式に準じて必要事項を送信下さい
（見出しを「グローバル教育学会参加申込」として下さい）。また，ＦＡＸや郵便の場合は，所定の様
式をご利用下さい。事前申し込みがなくても大会には参加できますが，資料準備の都合上，なるべく事
前にお申し込み下さい。当日申し込みの場合には，資料をご準備できなくなることがございますのでご
注意ください。
〒８８９－２１９２
宮崎県宮崎市学園木花台西１－１ 宮崎大学教育文化学部
第 22 回 日本グローバル教育学会全国研究大会実行委員会
吉村 功太郎
電 話：０９８５－５８－７４９０（研究室直通）
ＦＡＸ：同上
Ｅメール：kyoshimura@cc.miyazaki-u.ac.jp

８．大会及び懇親会の参加費
当日，受付でお支払い頂いても結構ですが、事前納入にご協力ください。振込先は以下の通りです。
振込手数料はご負担ください。なお、午後の行事のみの参加については、大学との共催行事のため、参
加費は必要ありません。
○大会参加費
○懇親会参加費

事前納入は 2,000 円、当日納入は 2,500 円
事前納入は 4,500 円、当日納入は 5,000 円

□事前納付先：2014 年 9 月 1 日までにお手続きください。
金融機関名：ゆうちょ銀行
店名：二二八（ニニハチ）
預金種目：普通
口座番号：０１１２６１４
口座名義 吉村功太郎（ヨシムラ コウタロウ）

店番：２２８

９．自由研究発表
①発表時間 原則として，発表 20 分，質疑応答 10 分の合計 30 分です。
②発表資料 発表者各自で配布分(30 部)をご用意の上，当日の自由研究発表開始 10 分前までに，
各会場の係員にご提出ください。
③発表機器 自由研究発表申込時にご連絡いただいた方に限らせていただきます。プロジェクター
には従来型のＶＧＡ端子のみがつながります。
必要に応じて変換器をご持参ください。
発表前に各自で機器の動作確認を行ってください。
④発表中止 発表を，万が一取りやめなければならない場合は，事前に大会実行委員会までご連絡
ください。なお，発表時間の繰り上げは行わない予定です。
１０. 昼食
大会当日は，大学内の食堂が営業しております。なお、大学周辺では、徒歩約 10 分のところにファ
ミリーレストラン、弁当屋、スーパーマーケット、コンビニエンスストアがございます。理事の方は，
理事会にご出席ください。
１１．懇親会
宮崎大学生活協同組合食堂
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１２．その他
１）学会当日は集中講義や教員免許状更新講習等が予定されており、一般学生等も授業などで出入りが
ある中での開催となります。本大会に利用できる部屋の数も限られております。実行委員会では，
ご参加いただいた先生方に大会当日ご不便をおかけすることがないように努力してまいりますが，
何卒ご容赦くださいますようお願い申し上げます。
２）学内は所定の場所を除いて全面禁煙です。おたばこの方は、離れた場所で申し訳ありませんが、喫
煙コーナーでお願いいたします（当日、ご案内いたします）
。
３）
実行委員会では宿泊施設や仙台までの交通機関等の斡旋は行いません。各自でお願い申し上げます。
１３．発表要旨原稿
自由研究発表の申込をされた方は，実行委員会まで発表要旨原稿をお送りください。８月２８日（水）
を締め切りとさせていただきます。
（１）書式：Ａ４版２枚以内，１枚は 40 字×40 行です。（余白は天地左右とも 2.5cm です。
）
（第１ページにはタイトル，氏名，所属の記載欄として 10 行を確保してください。
）
（２）送付方法：
①実行委員会の吉村宛Ｅメール（kyoshimura@cc.miyazaki-u.ac.jp）への「添付ファイル」（一太郎，
Word，PDF）にてご送信ください。
（一部レイアウトが原本と異なる場合もありますが，作業の簡略
化のため，この方法でのご提出にご協力ください。
）
②上記①の送付が難しい場合は，プリントアウト原稿を郵便等にてご送付ください締め切り日必着。
（送付していただいたプリントアウト原稿をそのまま印刷いたします。）
１４．大会会場案内
宮崎大学教育文化学部は、宮崎大学木花キャンパスにございます。市の中心部から 10km ほど南に位置
しています。宮崎交通のバスが便利です。お車での来学も可能です。詳しくは次の大学ＨＰをご覧くだ
さい。http://www.miyazaki-u.ac.jp/guide/map/kibana
なお、宮崎空港からは直通の公共交通機関はなく、タクシー（2500 円程度：約 20 分）になります。
１５．問い合わせ・申込先：
〒８８９－２１９２
宮崎県宮崎市学園木花台西１－１ 宮崎大学教育文化学部
第 22 回 日本グローバル教育学会全国研究大会実行委員会
吉村 功太郎
電 話：０９８５－５８－７４９０（研究室直通）
ＦＡＸ：同上
Ｅメール：kyoshimura@cc.miyazaki-u.ac.jp

１６．その他
追加のご案内などはＨＰに掲載させていただきます。学会のＨＰもどうかご覧ください。
（「日本グロ
ーバル教育学会」で検索できます）
http://www.global-educa.org/
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プログラム
１．受付（9:30～）
：教育文化学部本館２階ロビー（エレベーター前）にて行います。
２．自由研究発表：
（10:00～11:30）
《第一分科会》 L２１４教室
司会
調整中
（１）10：00 Massive Online Courses and the Unintended Consequences of Education for All
大規模オンライン講座と万人教育の予期せざる結果
William R. Stevenson III：ウィリアム・ロバート・スティーブンソン III
（同志社大学）
（２）10：30 グローバル教育における歴史と英語の教授法
川西俊吾（北陸先端科学技術大学院大学）
（４）11：00 グローバル意識の可視化手法の検討：テキストマイニングの応用可能性をめぐって
石川慎一郎（神戸大学）

《第二分科会》 L３１３教室
司会
調整中
（１）10：00 グローバル学習を通した高大の学びの接続

石森広美（宮城県仙台二華高等学校）
（２）10：30 社会系教科におけるグローバルな視点に基づく原子力発電の教育内容開発
-「ＦＵＫＵＳＨＩＭＡ以後の世界と私」を通して
松井克行（西九州大学）
（３）11：00 グローバル教育用テキスト「地球に住む仲間として」作成の取り組み
笠井正隆（関西外国語大学短期大学部）

《第三分科会》 L３１４教室
司会
調整中
（１）10：00 大学生の“グローバル人材”に対する認識－質問紙調査の結果を元に－
末澤奈津子（神戸大学大学院）
（２）10：30 グローバル化に対する学力－ATC２１ｓに見られる学力
藤崎さなえ（英会話 LEO Language）
（３）11：00 グローバル社会における教育観を探る
満都拉（ベネッセ教育総合研究所 高等教育研究室）
樋口健（ベネッセ教育総合研究所 高等教育研究室）
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３．理事会（11:45～12:45）
：第一会議室（本館１階 正面玄関入って正面）
理事の方は，自由研究発表終了後，お集まりください。
４．講演（13:00～14:15）
：L３０１教室（教育文化学部講義棟３階）
□講演１：
「グローバル教育が目指してきたグローバル人材としての資質とは－人材像の変遷」
西村 公孝（鳴門教育大学）
□講演２：
「教育実践プランとしての“Get Global”
－アクティブラーニングとしてのグローバル・シティズンシップの育成－」
藤原 孝章（同志社女子大学）

５．シンポジウム（14:30～16:45）
：L３０１教室（教育文化学部講義棟３階）
□テーマ：学校教育におけるグローバル人材養成
○「二華中等教育学校が考えるグローバル人材」
石森 広美（宮城県仙台二華高等学校）SGH 指定校
○「五ヶ瀬中等教育学校が考えるグローバル人材」
西山 正三（宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校）SGH 指定校
○「
『価値観の多様性』に基盤をおいたグローバル人材育成」
谷口 和也（東北大学）専門領域におけるグローバル人材養成プロジェクト
＊SGH：文部科学省 スーパーグローバルハイスクール
（http://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/sgh/1346060.htm）

６．総会（16:45～17:15）
：L３０１教室（教育文化学部講義棟３階）

７．懇親会（17:30～）
：宮崎大学生活協同組合食堂
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2014(平成 26)年

月

日

〒８８９－２１９２ 宮崎県宮崎市学園木花台西１－１ 宮崎大学教育文化学部
第２２回 日本グローバル教育学会全国研究大会実行委員会
吉村 功太郎 行
ＦＡＸ ０９８５－５８－７４９０（送信状不要）
第２２回日本グローバル教育学会全国研究大会 参加申込用紙

（フリガナ）
お名前

（

）

ご所属
〒
ご連絡先

電 話 番 号：
ＦＡＸ番号：

（自宅・勤務先）
（自宅・勤務先）

Ｅメールアドレス

該当する□にレ印をご記入ください。
□ 第２２回日本グローバル教育学会全国研究大会に参加します。
□ 懇親会に参加します。

締切：2014(平成 26)年９月１日（月）
この申込用紙に，必要事項を記入の上，ＦＡＸ または 郵送等 にてお申し込み下さい。Ｅメール
での申し込みも可能です。Ｅメールの場合，上記の様式に準じてご送信下さい（見出しを「グローバル教
育学会参加申込」として下さい）
。
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