The Sixth Oberlin Daigaku Sumposion
第６回
第６回 桜美林「大学シュンポシオン」
Formation of European Higher Education Area: Present and Future of Bologna Process
欧州高等教育圏の形成：ボローニャ・プロセスの現在と未来
Language/使用言語： English/英語
（using Japanese as a supplement 補助的に日本語を使用）

Hosted by Graduate School of Higher Education Administration, J.F. Oberlin University
& J.F. Oberlin Institute for Research on Higher Education(IRHE)

主催：桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科
桜美林大学高等教育研究所
The aim of the symposium ／ 開催趣旨
The Bologna Process is the serial and multilayered organized acts of many kinds of actors to create a cross-border
European Higher Education Area (EHEA) by 2010. This was agreed to at the Bologna Declaration of 1999, and
progressed with periodic meetings between ministers of the signatory countries that were responsible for higher
education.
Since not all the objectives have been completely achieved by this year 2010, the process is extended the decade
up to 2020. This symposium features the process from several angles to discuss its implication to higher education
of all over the world.
ボローニャ・プロセスは 2010 年までに国境を越えた欧州高等教育圏（ＥＨＥＡ）を創成するための、多様な
アクターによる多層的な一連の組織的行為である。これは 1999 年のボローニャ宣言によって約束され、署名各
国の高等教育担当大臣による定位的な会合を通じて推進されてきた。
今年 2010 年までにはすべての目標が完全に達成されていないことから、このプロセスはさらに 10 年、2020
年まで延長された。このシンポジウムでは、このプロセスを様々な角度から検討し、それが世界の高等教育に
いかなる示唆を与えるものであるかを検討する。

Presentation 1 話題提供１：
話題提供１： Maassen,
Maassen, Peter／ピーター・マッセン
Peter／ピーター・マッセン
Professor of Higher Education at the University of Oslo,
Director of Hedda, a consortium of European centers for research in Higher Education
オスロ大学教授、ヨーロッパ高等教育研究センター（Hedda）センター長

Presentation 2 話題提供２：
話題提供２：Løvhaug,
Løvhaug, Johannes／ヨハネス・ロブハウグ
Johannes／ヨハネス・ロブハウグ
Researcher, Forum for University History at the University of Oslo
オスロ大学・大学史フォーラム・研究員

Introduction 導入：
導入：Tachi, Akira／
Akira／舘 昭
Professor of Higher Education, at J.F. Oberlin University
桜美林大学 大学アドミニストレーション研究科教授

Date / 日 時： 14:00-17:00, Saturday 7 August 2010 / 2010 年 8 月 7 日（土）14：00-17：00
Place/
Place/ 会 場： Room Y406, Yotsuya Campus, J.F. Oberlin University / 桜美林大学四谷キャンパス（Y406）
No charge for participation / 参加費無料
The quota / 定 員：30

Application/
Application/申込み:
申込み:
Those interested please apply in the way described below. / 下記の要領で、お申し込み下さい。
Procedures/申込先 : by e-mail to J.F. Oberlin Institute for Research on Higher Education (jfo_irhe@obirin.ac.jp)
e-Mail にて桜美林大学高等教育研究所「jfo_irhe@obirin.ac.jp 」宛
Please write “application Daigaku Sumposion”as the title and give following information.／
メールの件名を“大学シュンポシオン申込”として、本文に以下の事項をご入力ください。
(1) Family name, First name 氏名 (2) Institution / Organisation 所属（勤務先） (3) Department 部署
(4) Function / job description 役職名 (5) address 連絡先（郵便番号・住所） (6) e-Mail Address メールアドレス
The above information is only used for the purpose of the symposium.
ここで収集された個人情報は本シンポジウムのために使用され、それ以外の目的では使用致しません。

Application deadline / 締め切り:
締め切り: 4th August 2010/ 2010 年 8 月 4 日（水）
※Applications will close when the prescribed number of applicants is reached.
定員を超える場合は、その時点で打ち切りとさせていただきます。

MAP／
MAP／地図

桜美林大学
の看板
四谷一丁目
交差 点

四谷見附
交差点

＊桜美林大学 四谷キャンパス＊
四谷キャンパス＊
東京都新宿区四谷 1 丁目 21 番
Tel: 0303-53675367-1321
※桜美林大学のフロアは、４階、３階、地下１階です。

Fax: 0303-53675367-1329

