2021 年 2 月 24 日

日本国際理解教育学会 第30回研究大会（玉川大学）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

森茂岳雄

第30回研究大会実行委員長

小林

亮

向春の候、コロナ禍への対応で大変な状況が続きますが皆様には健勝でお過ごしのことと存じます。
さて、日本国際理解教育学会第30回研究大会を下記の要領にて開催いたします。昨年度から延期され
ていた日本国際理解教育学会第30回研究大会ですが、このたび異文化間教育学会第42回大会との合同
大会として開催することになりました。また新型コロナウイルス感染拡大の現状を鑑み、全面的にオン
ライン大会の形で開催させて頂くことになりました。学会員の皆さまにはいろいろご不便をおかけして
申し訳ございませんが、何卒よろしくご理解を賜りますようお願い申し上げます。
大会自体は通常の研究大会となりますので、多数の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およびFacebookに掲載いたします。会員の皆さまには４月下旬頃に
郵送する予定です。

１．期 日： 2021年6月11日（金）・6月12日（土）・6月13日（日）
２．会 場： 玉川大学（東京都町田市玉川学園6－1－1）オンライン開催になります
３．主

催： 日本国際理解教育学会

＆ 異文化間教育学会

４．共

催： 玉川大学

５．協

力： 公益財団法人ユネスコ・アジア文化センター（ACCU）

６．後 援（予定）： 東京都教育委員会、町田市教育委員会、公益社団法人 日本ユネスコ協会連盟、
ESD活動支援センター
７．日 程
プレイベント 2021年6 月11日（金）
午後 「異己」プロジェクト日韓中オンライン交流会

17:00 第１回理事会（オンライン）

第1日目 2021年6月12日（土）
9:30
受付

10:00

12:00
自由研究発表
ACCUﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

13:00

休憩

14:00

（総会）

17:00
公開シンポジウム

第2日目 2021年6月13日（日）
9:00
受付

9:30

12:00
自由研究発表

13:00

休憩

16:00
JAIE特定課題研究
IESJ特定課題研究
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17:30

休憩

19:00

情報交換会

８．公開シンポジウム （共同企画）

一般公開：会員以外の方の参加も歓迎（参加費無料、要申込）

テーマ：SDGs目標達成に向けた国際理解教育と異文化間教育の役割 － ユネスコとの連携を再構築する
気候変動や国際間の分断・対立の尖鋭化に加えコロナウイルスによるパンデミックにより持続不可能な
現実に直面している現在の世界は、国連の持続可能な開発目標（SDGs）に代表されるように、あらゆる立
場の人が協力して人類社会のパラダイム転換に対応していく必要に迫られています。20世紀末に設立され
た異文化間教育学会と日本国際理解教育学会は、どちらもグローバル化という人類社会が直面する新たな
時代状況に即応した新たな教育課題をそれぞれの視点から追求してきました。このたび両学会が協力して
合同大会を開催するにあたり、SDGs目標達成という人類社会の優先課題に向けて、ユネスコ価値教育とも
深いつながりのある異文化間教育および国際理解教育に何ができるかという問を立てました。講師にお迎
えするユネスコスクール国際コーディネーターの斎藤珠里氏、両学会の理事長／会長、ユネスコスクール
現場の教員および国内外の専門家とともに学際的に検討し、今後の展望を探っていきたいと思います。

＜公開シンポジウム （共同企画）＞
「SDGs目標達成に向けた国際理解教育と異文化間教育の役割 － ユネスコとの連携を再構築する」
基調講演： 斎藤珠里 （ユネスコ教育局ユネスコスクール国際コーディネーター）
パネル・ディスカッション
パネリスト：
森茂岳雄 （日本国際理解教育学会会長、中央大学）
佐藤郡衛 （異文化間教育学会理事長、明治大学）
池田花笑子 （大阪市立南小学校）
コメンテーター： 藤原孝章 （同志社女子大学）
渋谷恵 （明治学院大学）
司会・コーディネーター： 小林亮 （玉川大学）
全体協議
９．特定課題研究
テーマ：21世紀の社会変容と国際理解教育－自己変容をもたらす新しい学びの創造に向けて－
研究・実践委員会では「21世紀の社会変容と国際理解教育」という大テーマのもと４本のプロジェク
ト、すなわち「政策研究プロジェクト」「学び論プロジェクト」「地域論プロジェクト」「社会変容
と⾝体性プロジェクト」を実施しています。本大会ではこの４プロジェクトの進捗状況と成果を共有
するとともに現代社会における喫緊の教育課題に呼応すべく今後の研究・実践のさらなる課題を展望
します。会員の皆さまの積極的な参加をお待ちしております。

１０．参加申し込み及び参加費（大会参加、情報交換会参加）
参加申し込みは、以下のオンラインフォームからお願いいたします。
https://forms.gle/na3PFpsAknwzCZ8U7
自由研究発表の申し込みは 2021年3月31日（水）締切、大会参加申し込みは 2021 年 5 月17 日（月）
締切です。大会参加費は、所定の口座へお振込みをお願いします。お振込みは 202１ 年5月17日（月）ま
でにお願いします。お振込みをされた方には、大会プログラムの Zoom および Webinar情報をお送りいたします。
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(1) 大会参加

・発表者参加費（会員のみ）：学生・院生

2,000 円

一般

3,000 円

：学生・院生

500 円

一般

1,000 円

・発表なし参加費（非会員）：学生・院生

1,000 円

一般

1,500 円

・発表なし参加費（会員）

※参加費は2021年5月17日（月）までに下記の大会口座にお振込み頂きますよう、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）三菱 UFJ 銀行町田支店
（種 別）

（店番 228）

普通

（口座番号） 1677218
（加入者名） 日本国際理解教育学会第30 回研究大会 実行委員長 小林亮
（振込手数料は自己負担でお願いします。）
(2) 情報交換会

・参加費：無料
※今年の情報交換会はオンラインで異文化間教育学会と合同で行います。参加は無料です
が、Zoomの人数制限がありますので、事前のお申し込みをお願いいたします。申し込まれた
方には、情報交換会ZoomミーティングのURLとパスコードを後日お送りいたします。
・日 時：2021 年 6 月 12 日（土） 17 時 30 分～19 時 00 分
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、以下のオンラインフォームからお願いいたします（締切：2021 年 3 月31 日（水）
厳守）。
https://forms.gle/na3PFpsAknwzCZ8U7
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) 発表形式

自由研究発表はオンライン大会につき、分科会ごとにZoomミーティングを開設して行います。発表
者の方は、PowerPointないしWordでの発表資料をご用意頂き、Zoomでの画面共有の形で発表して
頂きます。

(3) 発表時間

各発表の持ち時間は 30 分です（発表：20 分、質疑応答：10 分）。
(4) 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（2021 年 4

月 30 日（金）厳守）。留意事項は次の通りです。
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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、大会実行委員会宛に送付してください。
(5) 発表資格

発表者及び共同発表者は、2021 年 3 月 31 日（水）までに本学会の会員であり、2020 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：

2021年 3 月 31日（水）（厳守）オンライン申込

抄録原稿提出締切：

2021年 4 月 30日（金）（必着）PDF・E-mail添付のみ

大会参加申込締切：

2021年 5 月 17日（月）

オンライン申込

大会参加費等振込期限：

2021年 5 月 17日（金）

参加費等納入方法参照

１３．大会当日のオンラインのご案内
2021 年 6 月 1 2 日（土）は 午前 10 時、6 月 13 日（日）は 午前 9 時 30分よりZoomミーティングに
て、自由研究発表の分科会を開催いたします。参加者はお送りするZoomのURLから所定の時間に分科会
にお入り下さい。
2021年6月12日（土）14:00～17:00 の公開シンポジウムは Webinar で開催いたします。事前にお送
りするWebinar のURLから所定の時間にお入り下さい。
2021年6月13日（日）13:00～16:00 の特定課題研究はZoomミーティングで開催いたします。参加者
はお送りするZoomのURLから特定課題研究にお入り下さい。

お問い合わせ先：
日本国際理解教育学会 第30回研究大会 異文化間教育学会第42回大会 合同大会 実行委員会
〒194-8610 東京都町田市玉川学園6-1-1 玉川大学教育学部

E-mail makoto@edu.tamagawa.ac.jp (小林研究室)

JAIE 第30回研究大会（合同大会） 実行委員会（玉川大学）：
小原一仁、寺本潔、高城宏行、樋口雅夫、宮本英征、山田深雪、クインシー・カメダ、山田亜紀、
小林亮
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