
URL https://www.j-agce.org 

発行人 アーナンダ クマーラ 

ニューズレター No.35                                2022年 11月 20 日発行 

 

今回は、 

(1) 理事会報告 

(2) 全国大会開催報告 

(3) 支部大会開催のお知らせ 

(4) 会員数・会費納入数報告 

(5) 年会費納入のお願い 

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。 

 

１．2022 年 8 月度定例理事会 

議案１ 新規入会申請者10件（正会員5名、学生

会員5名）の入会が承認されました。 

 

２．2022 年 9 月度定例理事会 

議案１ 新規入会申請者 13 件（正会員 11 名、学

生会員 1 名、賛助会員 1 社）の入会が承認されま

した。 

報告１ 学会誌投稿期間（投稿期日）の早期化に

ついて 9 月 17 日の学会誌編集委員会において、査

読を充実させる観点から査読期間を十分に確保す

ることになり、各号の投稿受付期日を次年度から

約 3 ヵ月早めることが決定いたしました。これに

より、2023 年度の学会誌第 11 巻第 1 号の投稿期

間は、2023 年 1 月 1 日から 1 月 31 日となり、投

稿期日は 1 月 31 日となりました（9 月末刊行予

定）。また、学会誌第 11 巻第 2 号の投稿期間は、

2023 年 7 月 1 日から 7 月 31 日となり、投稿期日

は 7 月 31 日になります（3 月末刊行予定）。この

投稿期間早期化に伴い、投稿に関係する学会ホー

ムページ、各種書式等を順次修正いたします。ご

了解ください。 

 

３．2022 年 10 月度定例理事会 

議案１ 新規入会申請者 2 件（正会員 2 名）の入

会が承認されました。 

議案２ 10 周年記念事業準備委員会からの提案: 

１. 臨時理事会での協議を踏まえ、設立 10 周年大

会と記念祝賀会を東京（またはその近郊）で開催

することとする。 ２.10 周年記念という最大級の

事業であるので、主催は JAGCE、主幹は「本部事務

局運営会議（理事と事務局で構成）」（12 条 4）と

する。 ３.愛媛でのプレ大会の実績をもとに準備・

運営形態はハイフレックス型とし、実行委員会は

各支部の主要メンバー等も含め構成し、開催時期・

内容等を検討する。 ４.記念刊行物は、ビジネス

系 and/or 高大連携・接続の方向で検討する。以上

が承認されました。 

 

４．2022 年 10 月度臨時理事会 

新規入会申請者 3 件（正会員 3 名）の入会が承認

されました。 

 

 【全国大会開催報告】 

中国四国支部長 大膳 司（広島大学） 

第 10 回全国大会・第 3 回国際遠隔会議が、2022 

年 10 月 21 日（金）から 23 日（日）にかけて人間

環境大学松山道後キャンパスにて 100 名を超える

参加者を得たハイフレックスの形態で中国四国支

部会員を中心とした実行委員会によって運営・開
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催されました。このたびの全国大会開催に協力い

ただきました関係者の皆様に御礼申し上げます。 

大会テーマは「ＶＵＣＡ(混迷する)時代のグロ

ーバルインターフェイスを考える」で、混迷する

時代の中で、グローバル人材育成教育を積極的に

実践している学会員の皆様と、グローバル人材育

成教育の可能性を探る機会となりました。 

 その全国大会の中で、特別招待講演においては、

元サッカー日本代表チーム監督の岡田武史氏と学

会理事長の大六野耕作氏とがグローバル人材育成

の鍵について話し合いました。本学会新会長クマ

ーラ氏による特別企画においては、日本での学び

が途上国発展にどのように生かされるのか、スリ

ランカを事例として報告していただきました。教

育連携部会企画では、若者が考えた「安心・安全」

について生徒・学生が主体となって企画を運営し

て議論しました。国際交流委員会企画では、複数

の国々の実践事例を交えて、グローカル・コンピ

テンシー教育について検討しました。異文化対応

力育成研究部会の企画では、2019 年度版異文化対

応力測定質問紙の調査結果を留学期間と留学効果

の関係に焦点をあてて報告しました。最終企画の

シンポジウムでは、高校、大学、地域社会の視点か

ら、混迷するグローバル人材育成活動の将来像に

ついて討論しました。その他、総会、学会賞授与

式、賛助会員企業のプレゼンテーションおよびブ

ース展示に加え、ハイブリッド型の一般演題発表

1 件、非同期型での一般演題発表 27 件、ポスター

発表 5 件の参加がありました。 

 久々の対面を中心とした学会大会を開催したこ

とで、来年度に実施が予定されている学会 10 周年

記念行事の対面開催への弾みがついたとすれば幸

いである。 

 

 【支部大会開催のお知らせ】 

第 8 回九州支部大会を開催いたします。 

【大会テーマ】「大学におけるグローバル化 の 

   変容 」  

【開催日時】 2022 年 12月 18 日（日） 

12:30－16:30  

【開催場所】 福岡大学 ７号館 721・723 教室 

 （福岡県福岡市城南区七隈８丁目１９−１） 

【開催方法】 ハイブリッド 

（オンライン＋対面）  

【共催】 福岡大学  

【大会参加費】会員 無料、非会員 1000 円、 

学生 無料 

詳細は学会 HP でご確認頂きお申し込み下さい。 

 

【会員数・会費納入数報告】 

（2022 年 11月 15 日現在） 

正会員 250 名   会費納入率：190/250 = 76% 

学生会員 15 名  会費納入率：7/15 = 46.6% 

大学会員 1 大学 会費納入率：1/1 = 100％ 

賛助会員 17 社 会費納入率：15/17 = 88.2 ％ 

全体の会費納入率：213 件/283 件（75.2%） 

 

 【年会費納入のお願い】 

2022年度の年会費未納の会員におかれましては、

至急入金いただけますようお願いいたします。 

【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 

【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】アーナンダ クマーラ 
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