2018 年 1 月 31 日

日本国際理解教育学会第 28 回研究大会（宮城教育大学）のご案内
大会参加・自由研究発表申し込みについて

日本国際理解教育学会会長

藤原 孝章

第 28 回研究大会実行委員長

市瀬 智紀

副委員長

石森 広美

大寒の候、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
さて、日本国際理解教育学会第 28 回研究大会を下記の要領にて開催いたします。多数のご参加を賜ります
ようご案内申し上げます。大会プログラムは、本学会ホームページに掲載いたします。会員の皆様には４月
下旬頃に郵送する予定です。
１．期

日： 2018 年 6 月 15 日（金）・16 日（土）・6 月 17 日（日）

２．会

場： 宮城教育大学（宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉 149 番地）

３．後

援： 宮城県教育委員会、仙台市教育委員会、宮城県国際化協会、仙台観光国際協会（申請中）

４．日

程

第1日目 6月15日（金）宮城教育大学附属小学校（上杉地区）
13 :10 :40
公開
受付

第2日目 6月16日（土）宮城教育大学（青葉山地区）
9 :30 10 :00
12 :00
学会
受付

自由研究発表

第3日目 6月17日（日）宮城教育大学（青葉山地区）
9 :00 9 :30
12 :00
学会
受付

自由研究発表

13 :00

昼食

14 :00

総会

13 :00

昼食

15 :40

道徳・国際理解公開授業
および検討会

16 :30
公開シンポジウム

17 :00

移動等

18 :30

情報交換会

16 :00

①特定課題研究
②“実践者のための”論文の書き方コーチング

※6 月 16 日（土）は大学構内の食堂をご利用いただけます。17 日（日）は学外で購入の上持参願います。

５．公開授業・検討会（宮城教育大学附属小学校）
「異己」とは、価値多元化社会における異なる価値観や立場を持つ相手を意味しています。これまで
日本国際理解教育学会（国際委員会）は、異なる文化間で生じるコンフリクトの理解とその解決を目
指して「異己」理解共生授業プロジェクトに取り組んできました。当日は、中国北京史家小学校と宮
城教育大学附属小学校との間で進めてきた交流の成果をベースにした 5 年生の授業を公開いたしま
す。授業後は学会員、海外からのゲスト、一般参加者との間で、授業検討会とディスカッションを予
定しています。
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６．公開シンポジウム（宮城教育大学共催）
(Ａ) テーマ： ユネスコが推進するグローバルシティズンシップ教育（GCED）と国際理解教育
Global

Citizenship

Education（以下 GCED）は、2012 年 9 月に国連事務総長が開始した Global

Education First Initiative (GEFI)の三つの優先分野の一つに挙げられたのを契機に、ユネスコでも取
組が強化され、目下、教育の質を向上させるものとして ESD とともに明記されています。ユネスコバンコ
ク事務所では、アジア太平洋地域における GCED の普及をはかるため、2017 年からワークショップを重ね
てきました。本公開シンポジウムでは、ユネスコバンコク事務所の取組みを契機として、日本で昨年 10 月
28 日に開催された、Educator’s Summit for SDGs 4.7 for fostering our Global Citizenship の成果
を踏まえ、国際理解教育学会の場で研究者・実践者と基本的なコンセプトやカリキュラム、実践を共有す
る場を設け、GCED のさらなる展開の方策を考えます。
パネリスト：

Tang Lay Chang（ユネスコバンコク事務所・ アジア太平洋地域教育局）
辰野 まどか（一般社団法人グローバル教育推進プロジェクト（GiFT）
）
前川 マルコス（慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科）
阿部 和彦（仙台白百合学園中学校・高等学校）

コメンテーター：小林
司

会：

亮（玉川大学教育学部）

石森 広美（宮城県仙台二華高等学校）

(Ｂ) テーマ： 教室のマイノリティとしての外国人児童生徒の視点から考える国際理解教育
地域社会において移民やその子弟の定住化が進んでいる現実の中で、その認識が広まらないのは、マジ
ョリティの側の多文化共生への認識が進んでいないことが指摘できます。本シンポジウムでは同じ教室に
いる外国人の児童生徒と、どうコミュニケーションをとり、関係をつくっていったらいいのかに焦点をあ
て、外国人児童生徒支援の成果やネットワーク形成の取組みを紹介しながら、学校や教室における多文化
共生を意識した国際理解教育を進展させるためのさらなる方策を考えます。
パネリスト：

齋藤 ひろみ（東京学芸大学・日本語教育学会）
森野 カロリナ（外国人の子どもサポートの会）
菊池 哲佳（仙台観光国際協会）

司

会：

奥平 穣士（宮城県蔵王町立永野小学校）

７．情報交換会
テーマ：地域定住外国人の社会貢献と社会参画を考える
宮城県内で多文化理解と社会貢献の活動をすすめている宮城華僑華人女性聯誼会などの複数の定住外国
人の団体が、民族舞踊や民族楽器演奏を披露します。会場でのそれらの方々との交流を通して、公開シン
ポジウムテーマ B に続き、地域における多文化共生の現状や課題について考える機会とします。
８．特定課題研究
テーマ：

国際理解教育における理念と方法を問い直す

不確実性の時代と言われる昨今、多様性に対する不寛容の問題が世界各地でこれまでにないほどに顕在
化し、国際理解教育がその誕生の当初より標榜してきた理念の重要性が増しています。そうした新たな時
代の中で共通テーマ「国際理解教育における理念と方法を問い直す」のもとに、研究・実践委員会では３
本の「この指とまれプロジェクト」、すなわち「グローバル時代の市民像を問う」「難民問題から国際理
解教育を問う」「SDGs 時代の水・気候変動教育を問う」に取り組んできました。本課題研究では、これま
での活動を振り返り、テーマごとの分科会に分かれて討議し、再び全体でのシェアリングを通して議論を
深める機会とします。
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９．“実践者のための”論文の書き方コーチング
優れた実践が公開されることなく、現場にうずもれていることが多々あります。実践を記録（実践研究論
文や実践研究ノート等）として残し、またその成果を広く学会で共有することは、実践を重視してきた国
際理解教育学会の発展にとって極めて重要であると考えます。現状では、実践内容は意義深いものであっ
ても、論文としての作法や体裁が充分整っていないために掲載に至らないケースや、論文としての作法や
体裁がよくわからないため、論文を執筆し紀要に投稿することを躊躇われる方も多くいらっしゃると思い
ます。そのような会員向けに、紀要編集委員による「“実践者のための”論文の書き方コーチング」を開
催いたします。今回は、「実践研究ノート」(入門編)と「実践研究論文」(発展編)に分けて行う予定です。
10．参加申し込み及び参加費の振込み（大会参加、情報交換会参加）
参加申し込みは、オンラインフォーム（https://goo.gl/forms/0EBj7mexmYQLBOho2）（学会ホームページ
にも掲載）からお願いいたします（2018 年 5 月 11 日（金）締切）。
大会参加費、情報交換会参加費は、同封の「参加費事前納入方法について」をご覧の上、所定の口座へお
振込み願います。期日（2018 年 5 月 11 日（金））を過ぎてからお振込みをされた方は、必ず「振込受領書」
等の証明書類を受付にてご提示ください。振込みが確認できない場合は、当日大会参加費をいただくことも
ありますのでご了承ください。
(1)大会参加
・参加費：事前振込：
当

日：

学生・院生

2,500 円

一般

3,500 円

学生・院生

3,000 円

一般

4,000 円

※当日の受付は混雑が予想されますので、事前にお振込みいただきますよう、お願い申し上げます。
なお、一度お振込み頂きました金額は、返金いたしかねますのでご了承ください。
振込先：（銀行名・支店名）
（種

別）

みずほ銀行・仙台支店（７２３）

普通

（口座番号）

４９９７８８７

（加 入 者 名）

日中韓３か国学生会議（ニツチユウカンサンカコクガクセイカギイ）

＊昨今の情勢により、団体口座の一時的な開設が難しくなったため、既設口座を活用しています。
(2)情報交換会
・参加費：事前振込：
当

日：

学生・院生

3,000 円

一般

3,500 円

学生・院生

3,500 円

一般

4,000 円

※会場準備の関係がありますので、事前のお申し込みをお願いいたします。
・会

場：宮城教育大学萩朋友会館大集会室（〒980-0845

・日

時：2018 年 6 月 16 日（土）17 時 00 分～18 時 30 分

宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉 149 番地）

11．自由研究発表申し込み
(1)発表申し込み方法
発表申し込みは、オンラインフォーム（https://goo.gl/forms/0EBj7mexmYQLBOho2）（学会ホームページ
にも掲載）からお願いいたします（2018 年 3 月 9 日（金）厳守）。共同研究発表の場合は代表者がお申し込
みください。お申し込み後、折り返し確認のメールが届きます。確認のメールが届かない場合は、大会実行
委員会までメールにてお問い合わせください。
(2)使用機材
分科会の各会場には、プロジェクターが付設されておりますが、パソコンは各自でご用意ください。出力
端子は RGB に変換できるものをご用意ください。音声出力は原則として対応しておりません。
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(3)配布資料
抄録以外に配布資料がある場合は、一つの発表につき 50 部を事前にご用意ください。大会実行委員会では
印刷をお引き受けすることはできません。
(4)発表時間
1 発表の持ち時間は 30 分です（発表：20 分、質疑応答：10 分）。
(5)発表抄録原稿の提出について
同封の「研究発表抄録原稿執筆要領」に基づいて A4 判 2 ページで作成し、E-mail に PDF ファイルを添付
の上、送付してください（2018 年 5 月 11 日（金）厳守）。留意事項は次の通りです。

①E-mail の標題を「発表抄録原稿（氏名）」としてください。
②E-mail に抄録原稿（PDF ファイル）を添付し、大会実行委員会（jaie2018@ml2.miyakyo-u.ac.jp）宛に
送付してください。
(6)発表資格
発表者及び共同発表者は、2018 年 3 月 31 日（金）までに本学会の会員であるか、もしくは入会手続きをし
ていること。また、2018 年 3 月 31 日（金）までに 2017 年度までの会費を完納していること。

自由研究発表申込締切：

2018年 3 月 9 日（金）（厳守）オンライン申込

抄録原稿提出締切：

2018年 5 月 11日（金）（必着）PDF・E-mail添付のみ

大会参加申込締切：

2018年 5 月 11日（金）

オンライン申込

大会参加費等振込期限：

2018年 5 月 11日（金）

参加費等納入方法参照

12．大会当日の案内
2018 年 6 月 16 日（土）は午前 9 時 30 分、17 日（日）は午前 9 時より受付を開始いたします（15 日の附
属小学校では学会の受付はいたしません）。事前申し込みをされた方は、受付にて名札と研究発表抄録をお
受け取りください。なお、事前申し込み無しでも大会にご参加いただけます。当日参加の場合は、当日参加
申込書にご記入の上、受付にて参加費等をお納めください。
13．宿泊施設について
宿泊施設の予約は各自でお願いいたします。仙台駅周辺および地下鉄東西線沿線のホテルが便利です。宿
泊施設の予約は、お早めにお願いいたします。

14．会場案内

宮城教育大学（http://www.miyakyo-u.ac.jp/）

○交通アクセスの詳細については、本学ホームページ「宮城教育大学交通アクセス」をご覧ください。
■附属学校まで（上杉地区）
＜市営バス＞
仙台駅前【17 番】【18 番】【19 番】乗り場から
「140 県庁市役所経由 旭ケ丘駅」「120 県庁市役所経由 鶴ケ谷七丁目」「110 県庁市役所経由 東仙台
(営)」行き乗車
「附属小学校前」下車(所要時間 約 15 分)
＜JR＞
仙山線「東照宮」または「北仙台」駅から徒歩約 10 分
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＜地下鉄 南北線＞
「北四番丁」または「北仙台」駅から徒歩約 10 分
■宮城教育大学まで（青葉山地区）
＜地下鉄 東西線＞
「仙台」駅から「八木山動物公園」行き乗車、「青葉山」駅下車 （乗車時間 9 分、料金 250 円）
「青葉山」駅「北１出口」から大学正門まで徒歩約 7 分
※「青葉山」駅の「北１出口」から外に出て、歩道を右方向へ進みます。そのまま歩道を歩いて行くと宮城
教育大学に到着します（約 650ｍ)。
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仙台までの交通機関
■東北新幹線

■空路（仙台空港）

お問い合わせ先：

日本国際理解教育学会第 28 回研究大会実行委員会
〒980-0845 仙台市青葉区荒巻字青葉 149 番地
E-mail：jaie2018@ml2.miyakyo-u.ac.jp

万が一、諸般の都合によりプログラムの詳細に変更が生じた場合はご容赦ください。
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参加費等納入方法について
・参加費等の振込は、銀行振込となります。
・銀行振込口座は、昨今の情勢により、団体口座の一時的な開設が難しくなったため、既
設口座を活用しています。
・振込名義は、大会委員会で確認できるよう、参加される方の名義でお願いします。
・念のため振込の控えを保存しておいてください。
・振込金額は、大会参加費・情報交換会参加費を別々にせず合計額の支払でお願いします。

（銀行名）

みずほ銀行

（支店名）

仙台支店（７２３）

（種

普通

別）

（口座番号）

４９９７８８７

（口座名義）

日中韓３か国学生会議
（ニツチユウカンサンカコクガクセイカイギ）

合計額例：（振込手数料を含まない）
学生・院生

一般

大会参加費

2500

3500

情報交換会参加費

3000

3500

合計

5500

7000

※当日の受付は混雑が予想されますので、事前にお振込みいただきますよう、お願い申し上げます。なお、
一度お振込み頂きました金額の返金のリクエストは、ご勘弁ください。
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