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今回は、 

(1) 理事会報告 

(2) 全国大会開催報告 

(3) 支部大会開催報告 

(4) 年会費納入のお知らせ 

についてお知らせいたします。 

 

【理事会報告】 

理事会では、原則として毎月 1 回、メールによる審

議を行っています。 

 

1. 2021 年 1 月度定例理事会 

議案１2020 年度総会をメール審議による総会 

にすることが承認されました。 

議案 2 2021 年度役員等（任期 2021.4-2023.3）

が承認されました。 

・常任理事 宮内ミナミ理事  

・副会長 内田富男理事  

・副会長 アーナンダ・クマーラ理事  

・副会長 原 隆幸理事  

・編集委員長 糸井重夫理事 

議案 3 委員会の新設（2021.4 から）が承認さ

れました。 

①  国際交流委員会」（仮称） 

② 「学会設立 10 周年記念事業（2023 年）準

備委員会」 

議案４ 会則変更が承認されました。（2021 年

4月 1日発効） 

① 推薦理事の定数について  

「第１１条の二 理事のうち５名以内は、理事

の居住する地域及び研究分野の均衡等を考慮

して、理事会が推薦し、総会の承認を受ける

（以下「推薦理事」という。）。」 

→下線部を「10 名以内」に変更する。  

② 理事及び監事の任期について  

「第１２条 理事及び監事の任期は、２年とす

る。但し、再任を妨げない。  

→下線部を「２年とし、再任を妨げない。但し、

原則として連続 2 期を超えて選任されない

ものとする」に変更する。 

（「②の任期」については次期理事・監事（2021 

年度内に選挙実施） の選任の年度     を第

一期（2022 年 4 月から翌年 3 月）とする） 

議案 2 新規会員 4 件（正会員 4 名)の入会   

が承認されました。 

報告１ 管理事務局の呼称変更 管理事務局 ⇒ 

管理事務室とします。 

 

2. 2021 年 2 月度定例理事会 

    議案１ 2021 年度 副会長担当が承認されまし   

た。   

・全国大会担当 原 隆幸副会長  

・国際交流担当 アーナンダ・クマーラ副会長  

・「学会設立 10 周年記念事業」準備委員会担

当内田富男副会長 

    議案 2 新設委員会委員長が承認されました。 

① 国際交流委員会委員長 園部ニコル会員  

③ 「学会設立 10 周年記念事業準備委員会」

委 員長 内田富男副会長兼任 

    議案 3 新規会員 3 件（正会員 2 名・学生会員  

1 名)の入会が承認されました 

 



3. 2021 年 3 月度定例理事会 

    議案１ 2020 年度総会資料が承認されました。 

    議案 2 新規会員 2 件（正会員 2 名)の入会が

承認されました。 

    議案 3 2021 年度外部委託業務（管理事務室分）

が承認されました。 

   

【全国大会の開催報告】 

第 8回全国大会・第 1回国際遠隔会議を 2021 年 2月

6日（土）、7日（日）に鹿児島大学に会場を設置し、

遠隔会議方式の特性を活かして開催しました。オン

ラインで開催ということで、海外の大学の先生方に

参加いただき、リアルタイムでご発表いただきまし

た。また、通常は複数の会場に分かれて行われる一

般演題と賛助企業の発表ですが、今回は非同期型プ

ログラムとして位置づけ、オンデマンド型の⼀般演
題と賛助企業の発表の形式にして行いました。発表

が採択された方は、事前に発表動画を録画し、それ

を YouTube に限定公開でアップし、そのリンク先を

プログラムに掲載する形にしました。指導学生発表

も同様の方法で行いました。そのため、参加者は、

期間中は空いている時間にそれぞれの URL にアクセ

スし、発表を聞くことができました。参加者は 2 日

間で国内外含め、延べ 200 名以上、盛況で実り多い

大会となりました。情報交換会もオンラインという

ことで Zoomのブレイクアウトセッションを使用し、

いくつかのルームを自由に行き来しながら、交流を

育む場となりました。 

大会テーマ： 

アジア・太平洋最新教育事情と国際交流のニューノ

ーマル～現地の COVID-19・大学の授業状況・派遣と

受入留学の現状～ 

主なプログラム：  

・九州支部研究会・専門部会活動報告 2 件 

・特別記念講演 

・学会論文賞授賞式 

・九州支部総会 

・招待講演（English Session） 

・教育連携部会の企画 

・招待講演（日本語セッション） 

・指導学生発表（選抜） 5 件 

・一般演題発表 17 件 

・学生発表 12 件 

・賛助会員プロモーションビデオとプロモーション 

3 件 

・情報交換会（Zoom 使用） 

 

【支部大会の開催報告】 

第６回北海道支部大会を２０２１年２月２７日(土)

１３時から、北海道情報大学を大会本部として、Zoom

（オンライン）で開催しました。勝又会長による開

会の挨拶から始まり、４名が実践報告や研究発表を

した後で、実践報告を含む４名によるパネルディス

カッションを持ちました。最後に理事の福沢先生に

閉会の挨拶を頂きました。休憩時間を利用した 2 名

の大学生の発表を含め、参加者は３６名となり、ア

ンケートでもよい評価をいただきました。ご参加く

ださりありがとうございました。 

大会テーマ：「新型コロナ以前と以後のグローバル人

材育成教育」 

主なプログラム：研究発表１名、実践・事例報告 5

名（パネルディスカッション内の報告を含む）、（非

公式プログラム）学生研究発表 2 名。 

 

Zoomミーティングを利用して、2021年3月 6日（土）

13:00～18:30（日本時間）、グローバル人材育成教育

学会 2020 年度中部・関西合同支部大会（第 5回中部

支部大会／第 6回関西支部大会）が開催されました。

参加者総数は 81 名で、その内訳は、正会員 24 名、

賛助会員 4名、学生会員 1名、学部学生 25名（スリ

ランカ：18名、日本：5名、カナダ：2 名）、高校生

17名、中学生 7名、非会員 3名でした。オンライン

でスリランカと日本をつないで、両国の学生・生徒

が交流するセッション「オンラインお国自慢」が行

われ、英語で活発に交流が行われました。並木雅俊

氏（高千穂大学人間科学部教授）を招待して「ニュ

ートンが生きたイングランド―驚異の年、王立協会

と論文誌の発明、ペスト禍、ロンドン大火―」と題

して、ご講演いただきました。 

 

 

 

 

 



【年会費納入のお願い】 

 2021年度の会費の納入を、６月末までにお願いし

ます。 

【会費】 

正会員5,000円、学生会員1,000円、大学会員

10,000円、賛助会員30,000円、フェロー10,000円 

【振込先】 

ゆうちょ銀行 

口座記号番号：01700-0-126765 

加入者名：グローバル人材育成教育学会 

ゆうちょ銀行以外の金融機関から振込の場合 

銀行名：ゆうちょ銀行(金融機関コード 9900) 

店名：一七九（イチナナキュウ）店 

預金種目：当座預金 口座番号：0126765 

 

【文責】勝又美智雄 【編集】番田清美 


