第６回日中高等教育フォーラム
グローバル化時代の大学
大学教育・管理運営・国際化
第一日目

2013 年 8 月 27 日（火）
開会式

司

会 小林 雅之（日本高等教育学会前事務局長 東京大学 大学総合教育研究センター 教授）
陳 廷柱 （中国高教学会高等教育学専業委員会事務局長 華中科技大学教育科学研究院 教授）

10：00～10：15

挨拶日本側 同志社大学学長 村田 晃嗣

10：15～10：30

挨拶日本側 日本高等教育学会学会長 金子 元久

10：30～10：45

挨拶中国側 中国高教学会高等教育学専業委員会理事長 張 応強

10：45～11：00

挨拶日本側 日本高等教育学会第 6 回日中高等教育フォーラム実行委員長
山田 礼子
第１セッション

司

会 日本側 山本 眞一（桜美林大学 大学アドミニストレーション専攻 教授）
中国側 袁 本涛（清華大学教育研究院副院長／兼教育政策与管理研究所所長 教授）

（20 分の講演＋10 分の質疑応答）

11：00～11：30

日本高等教育学会会長 講演 金子 元久（筑波大学 大学研究センター 教授）

11：30～12：00

中国高教学会高等教育学専業委員会理事長 講演 張 応強（華中科技大学教育科学
研究院院長 教授）

12：00～13：00

昼

食
第２セッション

司

（国際化）

会 日本側 丸山 文裕（広島大学 高等教育研究開発センター 教授）
中国側 雷

慶（北京航空航天大学人文社会科学研究院副院長 教授）

（15 分の発表＋5 分の質疑応答）

13：00～13：20

発表者１ 日本
○松塚 ゆかり（一橋大学 大学教育研究開発センター 教授）
○苑 復傑（放送大学 教育支援センター 教授）
「高等教育改革と人材流動化政策－ＥＵ枠組みの中国と日本へのインパクト」

13：20～13：40

発表者２ 中国
王

洪才（厦門大学教育研究院教育理論研究所所長

「グローバル化と中国の大学モデルをめぐる課題」

教授）

13：40～14：00

発表者３ 日本
○白川

展之（文部科学省 科学技術・学術政策研究所 科学技術動向研究センター
上席研究官）

古川 貴雄（文部科学省 科学技術・学術政策研究所 科学技術動向研究センター
上席研究官 ＊非会員）
Chinese Graduate Student Mobility Underpinning World Class Research Universities:
Empirical Evidence from the Fields of Engineering
「世界トップレベルの研究大学を支える中国人大学院生の流動性：工学分野におけ
る実証研究」
14：00～14：20

発表者４ 中国
李

碩豪（蘭州大学教育学院院長 教授）

「中国の未発達地域における高等教育の国際化のプロセス」
14：20～14：40

ディスカッション

14：40～14：55

休

憩
第３セッション （管理運営＋国際化）

司

会 日本側 米澤 彰純（名古屋大学 国際開発研究科 准教授）
中国側 程 斯輝（武漢大学教育科学学院院長 教授）

14：55～15：15

発表者５ 日本
劉

慶紅（立命館大学 経営学部 准教授 北京大学教育学院）

「大学の社会的責任に関する研究‐大学を取り巻くステークホルダーとその課題を
中心に」
15：15～15：35

発表者６ 中国
胡

建華（南京師範大学教育科学学院 教授）

「中国の大学における学院設置の現状に関する分析」
15：35～15：55

発表者７ 日本
○相原 総一郎（大阪薫英女子短期大学 児童教育学科 教授）
○森 利枝（大学評価学位授与機構 准教授）
「国際的に通用する JCIRP 評価指標の開発」

15：55～16：15

発表者８ 中国
董

澤芳（華中師範大学高等教育研究所所長 教授）

「グローバル化時代における中国の高等教育管理の苦境と出口」
16：15～16：35

発表者９ 日本
劉文君（東京大学 政策ビジョン研究センター シニア・リサーチャー）
「ＩＲのツールとしての学生調査分析―日中米比較」

16：35～16：55

発表者１０ 中国

毛 亜慶（北京師範大学 教育学部 教授）
「グローバル化背景における高等教育の管理方式の変化に関する知識的解読」
16：55～17：30

ディスカッション

17：30～18：30

移動 良心館 ラーニング・コモンズツアー

18：30～20：30

レセプション 寒梅館 7 階

第二日目

セカンドハウス

2013 年 8 月 28 日（水）
第４セッション （大学教育）

司

会 日本側 夏目 達也（名古屋大学 高等教育研究センター 教授）
中国側 遅 景明（大連理工大学高等教育研究センター副主任 公共管理与法学学院副院長
教授）

9：15～9：35

発表者１１ 日本
○竇 心浩（上海外国語大学日本文化経済学院副院長 准教授）
秦 政春（上海海洋大学外国語学院 教授）
「中国大学生の学習活動とその影響要因」

9：35～9：55

発表者１２ 中国
楊

颉（上海交通大学規画発展処副処長 研究員）

「上海交通大学におけるエンジンニア教育カリキュラムの改革実践－学生の学習効
果に対する評価に基づいて－」
9：55～10：15

発表者１３ 日本
〇有本 章（くらしき作陽大学 高等教育研究センター所長 教授）
〇大膳 司（広島大学 高等教育研究開発センター

教授)

「日本の大学教員の教育活動における意識と行動－アジア７ヶ国の比較を通して－」
10：15～10：35

発表者１４ 中国
康

翠萍（瀋陽師範大学院校発展研究センター主任兼規画処処長 教授）

「大学における科学と教育の融合と人材育成の質」
10：35～10：55

ディスカッション

10：55～11：10

休憩

閉会式
司

会 日本側 山田礼子

（同志社大学 社会学部 教授）

中国側 趙 俊芳（吉林大学高等教育研究所所長 教授）
11：10～11：25 総括 日本側 黄 福涛（広島大学 高等教育研究開発センター 教授
中国高教学会高等教育学専業委員会常務理事）
11：25～11：35 挨拶 日本側 金子 元久（日本高等教育学会会長

筑波大学

大学研究センター 教授）
11：35～11：45 挨拶 中国側 張 応強（中国高教学会高等教育学専業委員会理事長
華中科技大学教育科学研究院 教授）

11：50～12：50

昼

食

13：00～

市内見学

