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2015 年度最初のニュースをお届けします。第 20 回研究大会とＪＡＩＳＥ奨励賞・功労賞の募
集についてお知らせいたします。本年度も充実した活動を続けていきたいと思います。会員の皆
様へは、学会誌『留学生教育』へのご投稿、研究大会へのご参加をお願いいたします。

Ｉ．巻頭言
会長

野水

勉（名古屋大学）

2011 年 5 月に廣瀬幸夫教授から会長職を引継ぎ、会員の皆様の力強いご支援により、本年 3 月
までに 2 期 約 4 年間の責務を終えたところですが、本年 3 月の理事会にて、続投の要請をいただ
きました。歴代の会長のご活躍に対して未だに不十分ですが、微力を注いでまいりますので、8 月
の研究大会の際に開催される総会にてご承認をいただければ幸いです。
会員皆様の活発な活動のおかげで、活動分野も拡がり、この 2 年間に本学会の全会員数は 25% 増
加しており、4 年前と比べると 55%増となっております。毎年夏に行われる研究大会（年次大会）
も、参加者が 100 名規模となり、研究発表件数も年ごとに増えております。学会誌「留学生教育」
への論文投稿数も同様で、内容も多分野に及び、会員の皆様の積極的な投稿に感謝申し上げます。
一方、学会誌編集委員会の皆様の多大なご苦労に、この場をお借りして改めて深く感謝申し上げま
す。
分科会活動としての「留学生担当教職員分科会」、「短期留学プログラム分科会」も毎年それぞれ
で活発な活動を続けているほか、今年 2 月には、松澤保理事をはじめとする、専門学校、日本語教
育機関関係の皆様のご尽力により、「日本語教育機関・専門学校等連絡会」を立ち上げていただき、
第 1 回(2/2) と第 2 回(6/26) と早速活発な活動を展開していただいております。
昨年の研究大会（8 月 8 日(金)-9 日(土)、於東北大学)では、
「震災から新生へ：国際教育・交流で
起こすイノベーション」をテーマとして、基調講演は、まず東北大学山口昌弘副理事・グローバル
ラーニングセンター長から、この 3 年間の地域でのご苦労や、留学生を念頭に入れた防災対策の重
要性と東北大学の先進的な国際組織構想をご紹介いただきました。次いで文部科学省高等教育局渡
辺正実学生・留学生課長からは、官民協働の海外留学支援や、大学等の国際化政策、留学生政策を
ご紹介いただき、最後にグローバル人材戦略研究所小平達也所長から、企業の考えるグローバル人
材とは何か、どのような要素や資質を持った人材が期待されるかをご説明いただき、その後のパネ
ルディスカッションでは、研究大会参加者との議論も含まれ、多くの方からの反響をいただきまし
た。この他にテーマ別ワークショップ、一般研究発表が行われ、充実した研究大会が実施できまし
た。
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今年の研究大会(8 月 28 日（金）～29 日(土))は、記念すべき 20 回大会となりますが、日本電子
専門学校に主催していただき、
「日本を通したグローバルキャリアと留学生のキャリアパス」をテー
マとしました。初日は、第一部基調講演として、文部科学省からオールジャパンとしての留学生受
入れ政策についてお話しいただくことを計画しており、廣瀬幸雄前留学生会長からは当留学生教育
学会の 20 周年を記念して、歴史的変遷を辿りながら当留学生教育学会が今後果たすべき役割や取
組みについて積極的な示唆をいただきたいと考えております。そして第二部のパネルディスカッシ
ョンでは、
「留学生にとってのキャリアパスとこれからの日本」と題し、台湾から日本電子専門学校
に留学した経験をもち、さらに米国留学を経たのちにソフト会社を立ち上げて成功している施文祥
氏、民間企業のグローバル人材・人事関係者からの経験や示唆をご紹介いただき、第 1 部講演者ら
とともに活発な議論を計画しております。
「日本語教育機関・専門学校等連絡会」が実施する留学生
満足度調査のパイロット調査結果の紹介も加える予定です。
二日目は、研究発表を予定しておりますが、例年の各人持ち時間 20 分を 30 分に拡大し、用意し
た発表テーマに合わせて時間帯を調整したいと考えております。留学生教育現場での様々な活動を
ご発表いただき、会員各位の研鑽と情報交換に大いに役立てていただければ幸いです。
是非、記念すべき第 20 回研究大会に、非会員の方もお誘いいただき、奮ってご参集下さるよう
にお願いいたします。

Ⅱ．第２０回研究大会（年次大会）のお知らせ
第２０回を迎える研究大会（年次大会）及び総会は、次の通り開催いたします。教員・職員・学生
等の職責あるいは機関業種に関わらず、皆様のご参加・ご発表をお待ちしております。
主 催

留学生教育学会（ＪＡＩＳＥ）

共 催

学校法人電子学園 日本電子専門学校

後 援

特定非営利活動法人 JAFSA（国際教育交流協議会）

（申請予定）

公益社団法人東京都専修学校各種学校協会

会 場

日本電子専門学校 第 7 号館（〒169-0074 東京都新宿区北新宿１丁目４−２）
最寄駅：JR 総武線「大久保」駅南口より徒歩４分

テーマ

日本を通したグローバルキャリアと留学生のキャリアパス

日 程

２０１５年８月２８日（金）
13：00～ 開会式／奨励賞・功労賞授与式
13：30～〈第一部〉基調講演
基調講演 文部科学省高等教育局・生涯学習政策局（予定）
前留学生教育学会長

廣瀬幸雄氏（東京工業大学名誉教授・特任教授）

14：45～（第二部〉協議テーマ：
「留学生にとってのキャリアパスとこれからの日本」
「日本への留学とキャリアパス」 施文祥氏（ＣＧＣＧ社社長）
「なぜ留学生は日本に来るのか？」寺脇保氏（日本電子専門学校常務理事）
パネルディスカッション
「日本を通した留学・キャリアの魅力とは」
・企業経営人事コンサルタント 竹内上人氏（元 EPSON 人事部長・国際戦略部長）
・企業人材育成コンサルタント 柏木元氏基（元日産自動車・組織改革担当）
17：30～ 総会
18：00～ 懇親会
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２０１５年８月２９日（土）
9：30～ 一般発表（留学生教育、日本語教育、留学生支援、留学生獲得、総合テーマ）
16：15～ 閉会式（～16：45）
今回から、一人あたりの発表時間が長くなり、夕方までの開催となります。何卒、ご理解・ご
協力をお願いいたします。

１）研究大会（年次大会）参加申込方法
本大会に参加をご希望の方は、本学会の Webpage（www.jaise.org）より申し込みください。
★参加費：学会会員無料、機関会員所属の個人 1,000 円
非会員（一般）
：2,000 円、非会員（学生）
：1,000 円
懇親会費：一般：4,000 円、学生：1,000 円
支払方法：お手数ですが、大会当日に、ご氏名・ご所属をお書きいただいた封筒に必要金額を入
れて、お名刺 2 枚と一緒に受付にご提出ください。なお、当日は、釣銭の用意があり
ませんので、ご協力をお願いいたします。また、封筒は使用済みのものをご利用くだ
さい。
２）研究報告・参考事例等の一般発表者（1 件あたり口頭発表 20 分＋質疑応答 10 分）の募集について
今年度研究大会（年次大会）では、留学生教育あるいは留学生支援に関する研究報告あるいは参
考事例等の一般発表者を募集致します。一般発表の希望者は、発表タイトルと発表要旨（300 字程
度）を準備の上、本学会の Webpage（http://www.jaise.org）より申し込みください。
発表申込は、学会会員のみに限定され、締切りは、７月２３日（木）１７時までとなります。
なお、発表タイトルは、具体的な問題や対象、並びに、発表の狙いや効果（情報共有、提案・警
鐘、協議等）などが分かるように設定し、発表要旨は、300 文字以内で、具体的な問題点と対象、
問題の背景や理由、そして、発表の狙いや効果（情報共有、提案・警鐘、協議）などが分かるよう
にお書きください。
採択通知は、７月３１日（金）までにお送りいたします。採択された方は、指定書式・指定書体
（MS Word）によりＡ４用紙２枚の発表原稿をご用意いただきます。
３）問合先

大会事務局 taikai20@jaise.org

Ⅲ ＪＡＩＳＥ奨励賞・功労賞・優秀論文賞について
2015 年度ＪＡＩＳＥ奨励賞及び功労賞を自薦・他薦問わず募集中です。
同封の募集要項及び申込書・ホームページをご確認のうえ、ご応募ください。
2013 年度より創設された「優秀論文賞」については前年度学会誌に掲載された論文等の中から選定
されます。受賞した方は、奨励賞・功労賞と同様に、研究大会にて表彰いたします。

Ⅳ 学会誌『留学生教育』第 20 号の原稿受付中
学会誌『留学生教育』の原稿は本年度より、例年 4 月 30 日までの受付としておりましたが、会員の
皆様への周知が不足しているというご指摘もあり、6 月 30 日まで受付を延長いたしました。投稿をご
希望の方は、ホームページにて詳細をご確認のうえ、ご投稿願います。
＊第 20 号への掲載は、9 月 30 日までに採用が確定した場合となります。
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Ⅴ 事務局より
１）年会費のご請求について

同封の請求書をご確認のうえ、7 月 31 日（金）ま

年会費 2010 年度以降

でにご入金ください。なお、本年 6/1 までに年会費
をお振り込みいただいている会員の皆様につきまし
ては、請求書を同封しておりません。

一般

５，０００円

学生

３，０００円

機関・賛助

１０，０００円

海外

２，０００円

※２年間未納の場合は、自動的に退会扱いとなります

２）新入会員のお知らせ [2015 年 3 月～入会順]
○一般会員（敬称略）

○学生会員（敬称略）

中島 玲奈

横浜市立大学

伊藤 亜希

広島大学大学院

菊地 晋一

九州工業大学

黄均鈞

一橋大学大学院

森田 桂花

お茶の水女子大学

秦松梅

お茶の水女子大学

前田 新造

資生堂美容技術専門学校

堀内喜代美

東京国際大学

Bui Phuong Anh 東京外国語大学
東京外国語大学
辻
好文
東京外国語大学大学院

尾栢 英明

東京未来大学

張

結城 恵

群馬大学

李羽てつ

早稲田大学

田中 旬一

アジアマーケティング株式会社

小松 奈々

ソウル大学

新居佐和子

日本獣医生命科学大学

呉 佳穎

首都大学東京大学院

小林 由子

北海道大学

安 婷婷

東京大学大学院

佐藤 良子

愛知大学

韓

曉

広島大学大学院

堀江 学

一般財団法人国際教育交流フォーラム

陳

嬋

東京外国語大学大学院

飯野 令子

常盤大学

嶋原 耕一

平田 歩

梅光学院大学

佐藤 有紀

関東学園大学

喬 ギョウイン
一橋大学
一橋大学大学院
竇
碩 華 東京工業大学大学院

浅井 静代

立命館大学

○海外会員（敬称略）

織田 寿文

東京ひのき外語学院

仙石 祐

クアラルーンプール大学

山本 晋也

徳山大学

木田佳与子

アンダーウッドインターネショナルカレッジ

○機関会員

日本外国語専門学校

麗

３）会員数（2015 年 6 月 1 日現在）
一般 ２８８、学生 ７２、海外 ２２、機関 ２１
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計４０３

広島大学

東京外国語大学大学院

