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Ⅰ．第２１回研究大会のお知らせ
第２１回研究大会及び総会は、２０１６年８月２６日（金）
、２７日（土）に開催いたします。
皆様のご参加、ご発表をお待ちしております。プログラム等詳細決まり次第 Newsletter、ホーム
ページ、ML 等にてお知らせいたします。
なお、訪日外国人の増加などにより、大阪地区のホテル不足が続いています。ご参加を予定さ
れる場合は早めの宿泊先確保を強くお勧めします
研究大会スケジュール 【予定】
主 催 留学生教育学会（ＪＡＩＳＥ）
後 援 特定非営利活動法人 JAFSA（国際教育交流協議会）
公益社団法人東京都専修学校各種学校協会
会 場 大阪大学 中之島センター（大阪府大阪市北区中之島 4-3-53）
https://www.onc.osaka-u.ac.jp/
日 程 ２０１６年８月２６日（金）
13：00～ 開会式／奨励賞・功労賞授与式
14：00～ 特別講演
15：45～ パネルディスカッション
18：00～ 懇親会（～20：00）終了後解散
２０１６年８月２７日（土）
09：00～ 総会
09：30～ 研究発表会
16：30～ 閉会式

Ⅱ

学会誌『留学生教育』第２１号の原稿受付開始
学会誌『留学生教育』第 21 号の原稿受付を開始いたします。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 21 号の投稿締め切りは，2016 年 4 月 30 日（日本時間 23 時 59 分必着）です。
【原稿送付及び問合せ先】
〒739-8524 広島県東広島市鏡山 1-1-1
広島大学大学院教育学研究科 松見法男
E-mail: nmatsu@hiroshima-u.ac.jp TEL: 082-424-6871

FAX: 082-424-524

Ⅲ

メーリングリストの利用方法を変更します
これまで専用の URL にアクセスいただき、個別の ID と PW を入力してご利用いただいていた
［JAISE＿ML］ですが、システム変更によりメーリングリスト用アドレスに送信いただくことによ
り配信可能となりました。会員相互の情報交換ツールとして是非ご活用ください。

送信先メールアドレス

ml@jaise.org

2016 年 4 月 11 日（月）より利用可能
［ご注意ください］
事前にお知らせいただいているメールアドレス以外からの投稿はできません。
ML からのメールに返信すると全会員に配信されます。
ファイル添付や HTML 形式での送信はできません。テキスト形式で配信ください。

Ⅳ. 理事会からのお知らせ
1.新理事追加の報告
昨年 8 月の研究大会における総会の第 5 号議案として、2015・2016 年度役員人事を承認いた
だきましたが、12 月の理事会にて理事の追加提案があり、下記のお二方を理事に加えることにつ
いて審議の結果、承認されました。今後お二方に加わっていただいて理事会運営を行い、学会活
動を更に発展させていきたいと思いますので、会員の皆様にはご了解のほどお願い申し上げます。
今年の研究大会における総会にて、改めて承認をいただく予定です。前回の Newsletter(12 月発
行)で本件をご報告できず、ご報告が遅れたことをお詫びいたします。
(1) 大阪 YMCA 理事 佐藤 裕幸 氏
(2) 株式会社ベネッセコーポレーション 数野 惠治 氏
【追加理由】
(１)（佐藤氏）本年 8 月に大阪地区で研究大会（於大阪大学）を開催するにあたり、昨年発足し
た「日本語教育機関・専門学校等連絡会」を関西地区においても更に発展させ、研究大会の
特別セッションにもつなぎ、さらに研究大会後も関西地区での日本語教育機関・専門学校等
関係の活発な活動を展開していく必要があります。そのため、関西地区にて同分野の留学生
教育を積極的に展開されている、大阪 YMCA 佐藤氏に、学会理事に是非加わって推進力に
なっていただくことを大いに期待しています。
(２)（数野氏）従来より、ベネッセコーポレーション社には、会社をあげて留学生教育学会の学
会活動に積極的に参加していただいているほか、大学の一部と連携して留学生プログラムを
進めていただいています。また、（公財）アジア学生文化協会と共同運営している「Japan
Study Support」を、同氏が中心になって大きく発展させ、留学生リクルーティングや留学
生教育に大きく貢献しています。さらに、同社独自の留学生意向調査なども実施しており、
それらのノウハウを是非学会活動に反映して推進していただくことを大いに期待しています。
2.次期学会会長の推薦・決定手順と次期役員体制の決定時期についての提案
現在の学会会則の細則によれば、学会会長と理事の推薦・決定に関する規定は下記の通りです。
3. 会長は理事の互選により選出され、就任について総会で承認を受けなければならない。
4. 新任理事は、一般会員の中から会長又は理事により推薦され、理事会の承認を経て決定される。
就任について総会で承認を受けなければならない。

そして、従来、学会の次期会長は、2 年任期の最後の理事会(3 月)にて、理事の互選により推
薦・決定され、続く 5 月の理事会までに、会長から理事推薦の連絡を行い、5 月理事会に集まっ
た理事会にて役員体制が承認され、その後の夏に行われる研究大会における総会にて、会長並び
に役員体制が承認を受ける形となっていました。
しかし、総会の承認を受けていない会長が、3～5 月に限られた時間で理事を推薦することや、
同時に 3～5 月期は理事会の空白期が発生してしまう問題点がありました。そこで、学会長の推
薦・決定時期と次期役員体制の推薦・決定時期を下記の形に変更すること 3 月の理事会で提案い
たしました。次期会長を任期開始半年前の研究大会・総会で承認を受け、任期開始直前の 3 月理
事会で次期役員体制の承認・決定し、任期開始の 4 月から次期体制が動けるようにする案です。
会員の方から強いご異議が無ければ、5 月の理事会にて決定する予定ですので、ご承知いただ
ければ幸いです。
次期学会会長の推薦・決定手順と次期役員体制の決定時期の修正案
2016 年 5 月 第 1 回理事会において現職理事からの自薦・他薦による会長候補者の推薦
2016 年 8 月 第 2 回理事会（総会前）において会長の内定承認。
総会における次期会長としての承認
2117 年 3 月
第 4 回理事会で次期会長から次期役員の推薦。理事会の承認。
2117 年 8 月
総会における新任理事・役員体制の承認
（文責
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1.年会費のご請求について
2016 年度の会費ご請求は Newsletter49 号（5 月発刊予定）に同封してお送りいたします。
当学会の会計年度は会則により毎年４月１日～翌年３月３１日です。
～２０１５年度
会員

一般

学生

機関

海外

入会金

２，０００円

１，０００円

２，０００円

年会費

５，０００円

３，０００円

１０，０００円

２０１６年度から年会費が変更となります
会員
一般
学生

機関

無料
２，０００円

海外

入会金

２，０００円

１，０００円

２，０００円

年会費

７，０００円

４，０００円

３０，０００円

無料
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.会員数（2016 年 3 月 1 日現在）
一般３１３、学生７７、海外２２、機関２３
3.新入会員のお知らせ [2016 年 1 月～入会順
一般会員
山林 伸江 愛知淑徳大学
学生会員
二子石 優 一橋大学大学院
成澤

伸幸

東北電子専門学校

計４３５
敬称略]
田中

京子

名古屋大学

柾木

史子

法政大学大学院

