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2016 年度最初のニュースをお届けします。第 21 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、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）

新年度が始まり、多くの会員の皆様には新しい留学生の受入れや、新入学生を含めた海外留学
案内等、慌ただしい 4 月を過ごされ、一息をつかれた状況ではないかと推察いたします。しかし
ながら、九州地方では 4 月の熊本地震により大きな被害がもたらされ、多数の死傷者が発生した
ことは、大変残念な思いです。深く哀悼の意を表します。とくに、東海大学の学生アパートが倒
壊して、3 名もの学生が巻き込まれて死亡したことは、教育関係者として、深い同情と悲しみを覚
えざるを得ません。日本のどこにいても大地震が起こる可能性があることを改めて認識し、留学
生のためにも、阪神・淡路大震災や東日本大地震の教訓を生かし、地震・防災対策を更に真剣に
取り組んでいく必要があります。
今年 8 月の留学生教育学会・研究大会は、大阪大学を中心に大阪地区関係者が開催を引き受け
ていただき、
「学生獲得とキャリア戦略－地域で取り組む留学生教育」というテーマを設定してい
ただきました。魅力ある日本留学をアピールするべく、日本語教育機関、専門学校、大学そして
企業等の就職先との連携を意識した関西地区の先進的な取組み事例を中心に、様々な経験の交流
と議論を期待しております。尚、最近の外国人旅行者急増のため、大阪地区のホテル等の宿泊施
設が確保しにくいことが予想されます。早めの大会申し込みと宿舎の予約確保を強くお奨めいた
します。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。
昨年、学会発足 20 年を迎え、研究大会にて名誉会員規定を新設し、長年学会に在籍して学会活
動に貢献していただいた会員、あるいは学会において顕著な功績が認められた会員について、会
費の免除、研究大会・分科会参加費の減免を行う特典を設けました（但し、学会誌の配布は行い
ません）。本人の申請に基づき、理事会が資格を審査した上で推薦し、研究大会における学会総会
にて承認を受ける手続きとなっております。2015 年度分の申請手続きは、募集期間が短くなって
しまい大変申し訳ありませんが、希望の会員の方は 5 月 19 日までに学会事務局宛に申請していた
だくようにお願いいたします。
前号にニュースレターでも紹介しましたが、昨年の学会総会で、会費の値上げを提案し、承認
されました。この 4 年間で会員数が 1.5 倍に伸びており、事務局機能の強化の必要性が増してお
り、誠に恐れ入りますが 2016 年度からの会費の値上げをお願いする次第です。学会活動やその情
報発信等をさらに充実させていきたい所存ですので、何卒ご理解とご支援をよろしくお願いいた
します。
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Ⅱ．2015 年度留学生担当教職員研究分科会の開催報告
世話人代表
2015 年度の留学生担当教職員分科会（名古屋

宮崎悦子（金沢大学）

トのキャリアパスも選択できること、第四に、

分科会）を 2016 年 2 月 19～20 日に名古屋大学

荒木氏に留学のご経験がなかったにも関わらず、

国際教育交流センターで開催した。テーマは、

日々の自己研鑽に取り組み、英語圏で研修・ヒ

「キャンパス・グローバル化への挑戦～『変化

アリング・発表されるなど挑戦を続けておられ

に強い』組織・人材づくりを焦点として～」で

ることである。同氏の「事務職員に大学を背負

あり、初日は①「国際教育・支援に関わる教職

う覚悟がある」、「大学が定期的な海外高等教育

員の力量の長期的・継続的な形成と開発」（龍

研修を予算化している」、「同期のキャリア入職

谷大学グローバル教育推進センター・荒木利雄

組みでグループを作って研修を続けている」と

氏）、②「国際教育交流部署に求められる専門

いった言葉から、キャンパス・グローバル化と

性と人財」
（名古屋大学国際教育交流センター・

いう変化に適応していくために、個人や組織で

渡部留美氏及び星野晶成氏）の２つの講演が行

積極的に学び、連帯し助け合って業務を担って

われた。二日目は、本テーマに関わる以下の５

いく姿勢を感じることができた。

つの報告が行われた。①「留学生担当職員の専

また、環太平洋大の小川氏は、米国の前任大

門職制への問題提起～人事異動を例にして～」

学の国際化戦略やジェーン・ナイトの理論を元

（河合塾広島校・冨山徹氏）、②「地方私立大学

にした国際化戦略を策定し、担当部局の全学生

のグローバル化への挑戦と課題～岡山の私立大

を 1 年次に 1 年間ニュージーランド留学させる

学の実践を参考に～」
（環太平洋大学・小川正人

ほか、多文化共修の授業、海外インターンシッ

氏）、③「国公立と私立ならびに海外の大学職員

プ、TOEIC850 点以上の英語力の育成などに挑

の人事・研修の制度差異」
（横浜国立大学・鈴木

戦する熱い報告であった。

雅久氏）、④「国際系事務職員の専門性：
「英語」

「キャンパス・グローバル化」とは多様でダ

に着目して」（千葉大学・大西好宣氏）、⑤「海

イナミックな活動であるため、その全体像を把

外リクルーティングに関する教職員協同への提

握し理解することは難しい。しかしながら、本

案：名古屋大学「名大巡講」の取り組みを事例

分科会の 7 件の報告によるそれぞれの視点から、

に」（名古屋大学・伊東章子氏）

キャンパス・グローバル化の現状と課題をある

本研究分科会の初日の講演と 2 日目の資料は

程度描き出すことができた。今後の課題は、国

ウェブで掲載される予定なので、詳細はそれを

際教育交流担当教職員の非正規雇用化が一層進

ご覧いただきたいが、ここでは 2 つの報告を紹

む中、仕事の可視化と発信を進めていく必要が

介する。まず、龍谷大荒木氏による講演は大変

あること、変化に対応するために学び協力する

聞き応えがあった。その理由は、第一に、龍谷

組織文化をどう創るかである。

大学「国際ビジョン 2020」は、高等教育の外部

最後になったが、過去最高の 42 人という参

環境・内部環境、学内資源・体制（ハード＆ソ

加者のスムーズな受け入れのために尽力してく

フト）の把握・分析が綿密になされた総合的な

ださった受付・総務担当世話人の鈴木雅久氏（横

戦略であること、第二に、龍谷大学が個人や組

浜国大）と会場担当世話人の渡部留美氏（名古

織で学習するための文化を有しており、職員が

屋大）に心から感謝申し上げたい。

研修企画の中心を担っていること、第三に、職
員はゼネラリストだけではなく、スペシャリス
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Ⅲ．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】
テーマ

優秀な留学生獲得と，キャリア戦略

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

Ⅳ.ＪＡＩＳＥ奨励賞・功労賞・優秀論文賞について
2016 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。
「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。

Ⅴ.名誉会員の推薦について
2015 年度の総会にて承認された名誉会員について募集します。学会 HP のダウンロードサイトから
要項を確認いただき、申請ください。締切までに推薦のあった名誉会員候補について理事会で確認の
上、8 月の総会で承認されます。名誉会員は、承認以降の年度の年会費を免除し、本会主催の研究大
会・分科会等会合の参加費が減免されます。学会誌は配布されず、電子ファイルによるニュースレタ
ーの受信を受けることができます。詳細は要項をご確認ください。
2016 年度分名誉会員の推薦締切；2016 年 5 月 19 日（木）
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Ⅵ.メーリングリストをご活用ください
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。

ml@jaise.org

送信先メールアドレス
［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。

Ⅶ.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、6 月 30 日（月）までにご入金ください。なお、本年 4/30 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。
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。
２０１６年度から年会費が変更となりました
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

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 5 月 1 日現在）
一般２９２、学生６８、海外２２、機関２３

計４０５

3.新入会員のお知らせ [2016 年 4 月～入会順]
○一般会員（敬称略）

吉崎 奈々

学校法人情報文化学園

水松 巳奈

東北大学

富岡 良子

名古屋大学

松田 輝美

久留米大学

○学生会員（敬称略）

高橋恵利子

目白大学

石田 若菜

日本大学大学院

岩本

綾

信州大学

蘇

広島大学

伊藤 春子

星城大学
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振軍

