九州大学人間環境学研究院主催、日本高等教育学会等後援（申請中）
文部科学省委託「平成２５年度 成長分野等における中核的専門人材養成の戦略的推進事業」
国際ワークショップ

第三段階教育における質保証と学位・資格枠組み
―ガラパゴス化とグローバリゼーション―
Japanese Mode of Tertiary Education and Globalization
- Qualifications Framework and Quality Assurance –

産業・社会構造の変化やグローバル化の進展とともに、教育と労働・経済界との対話にもと
づく新たな職業教育の開発と、
生涯学習社会に向けてその体系化が世界的に求められています。
本ワークショップは、第三段階教育における、国際的な通用性と日本的な卓越性をあわせ持
つ職業教育プログラムの開発と仕組みづくり、特に国際的に広がる学位・資格枠組みと質保証
の在り方の検討に向けて、国内外の研究者、政策関係者・実践者、産業界から多数のゲストを
招き、多彩な議論をすすめていきます。これは、文部科学省「平成２５年度成長分野等におけ
る中核的専門人材養成の戦略的推進事業」において、九州大学が受託している「グローバルな
中核的専門人材養成」のテーマに沿って、初年度の事業成果を踏まえ、これからのプロジェク
トの課題、
教育機関や文教政策等の方向性を検討するために、
下記のとおり開催するものです。

記
1.

開催日 平成 26 年 2 月 21 日（金） 9:30～2 月 23 日（日）12:30

2.

会場

3.

プログラム概要（日英同時通訳付き）

TKP 天神シティセンターアネックス（福岡市中央区天神）
、定員 90 名

① 基調講演者：合田隆史氏（国立教育政策研究所）
、David Raffe 教授（英・エディンバ
ラ大学）
、Ulrich Teichler 教授（独・カッセル大学）
、Isabelle Le Mouillour 氏（独・
連邦職業教育訓練研究所）
、Ron Mazzachi 氏（豪・AOQ 全国審議会）
、Abdul Rahman
Ayub 氏（馬・文部省）
、吉本圭一教授（九州大学）
、大谷圭介氏（文部科学省）ほか
② 先端的教育機関の視察：中村調理製菓専門学校、香蘭女子短期大学
③ 分科会テーマ：
「学位・資格枠組み」
「非大学型セクターにおける機能分化と質保証」
「領域別のモジュール型教育プログラム」
(1)調理・食分野、(2)観光分野、(3)経営・ビジネス分野、(4)介護・福祉分野
4.
5.

参加費 無料（懇親会・7,000 円程度）
申込み 九州大学人間環境学研究院・委託事業（EQGC 研）事務局
Tel/Fax 092-642-4165 e-mail: eq.gc2013@gmail.com

国際ワークショップ

日時：2014年2月21日（金）～2月23日（日）
会場：TKP天神シティセンターアネックス

『第三段階教育における質保証と学位・資格枠組み
―ガラパゴス化とグローバリゼーション―』
第1日目
9:30-9:50

参加：一般公開（特設セッションを除く）
言語：日本語・英語（第１、第2、第4セッションおよび第3セッションA
は同時通訳付き、第3セッションB,Cは逐次通訳付き

2014年2月21日（金）9:30 ～17:00
開会

吉本 圭一

九州大学・主幹教授

吉本 圭一

九州大学・主幹教授

基調講演①成長分野等における日本の職業教育と中核的専門人材養成

合田 隆史

国立教育政策研究所・フェロー

基調講演②大学と非大学－第三段階教育の将来展開

ウルリッヒ タイヒラー

コーディネーター

藤墳 智一

来賓挨拶・参加者紹介
9:50-10:20

10:20-12:20

12:20-13:30

導入

第１セッション： 第三段階教育における地域・産業・職業と対話する教育の在り方を巡って

カッセル大学国際高等教育研究セン
ター(INCHER）・教授
宮崎大学・准教授

昼食

14:00-15:30
16:00-17:30

訪問① 香蘭女子短期大学

坂根 康秀

香蘭女子短期大学 学長

訪問② 中村調理製菓専門学校

中村 哲

中村調理製菓専門学校・校長

※訪問①②は、海外招へい者のみ。その他の研究メンバーは希望者のみ。

18:30－20:00

第2日目
9:30-10：30

10:30-11:45

（海外招へい者を交えて懇親会）

2014年2月22日（土）9:30～17:30
第2セッション：国際比較からみた学位・資格資格枠組み
基調講演③国際比較に見る学位・資格枠組み－スコットランドモデルを踏まえながら－

デイビッド・レイフ

基調講演④キャリア段位制度と日本型資格枠組みをめぐって

大久保 幸夫 リクルート・リサーチ 所長（交渉中）

コメント－資格枠組みオーストラリアモデルと日本的可能性－

杉本 和弘

東北大学・高等教育開発センター・准教授

コーディネーター

稲永 由紀

筑波大学・大学教育センター・講師

第3セッションA 学位・資格枠組み

第3セッションB 職域プロジェクト①ホスピタリティ（食と観光）

イザベル・ル・ムイユール（独・連邦職業教育訓練研究所）

報告①

マレーシア（調整中）

報告①

安立 清史（九州大学）

報告②

ｱﾝ･ﾄﾞｰﾚｯﾄ（豪・前AQF審議会）

報告②

武藤 俊史（中央カレッジグループ)

報告②

清崎 昭紀（学校法人麻生塾）

報告③

チュ・インチョン（韓・職業教育訓練研究所）

報告③

佐藤 快信（長崎ウエスレヤン大学）

報告③

（調整中）

報告④

ｱﾌﾞﾄﾞﾙ・ﾗｰﾏﾝ・アユブ（馬・文部省） コメンテーター 島崎明（西鉄国際ビジネスカレッジ） コメンテーター ロン・マザキ（豪）

コーディネータ 米澤彰純（名古屋大学）

13:00-15:00

コメンテーター 関口 正雄（滋慶学園グループ）
コーディネイター

調整中

第4セッションA 非大学型職業教育の質保証

平田 眞一（学校法人平田学園）

第4セッションB職域プロジェクト③ホスピタリティ（食と観光：続）

第4セッションB職域プロジェクト④経営・ビジネス分野

報告①

ジョージ―・ミスコ（豪・NCVER）

報告①

ベリンダ・マクファーソン（豪・TAFE_SA）

報告①

坂根 康秀・中濱雄一郎（香蘭女子短期大学）

報告②

田頭 吉一（文部科学省）（交渉中）

報告②

中村 哲（中村調理製菓専門学校）

報告②

野村 俊郎（鹿児島県立短期大学）

報告③

稲永 由紀（筑波大学）

報告③

飯塚 正成（全国専門学校情報教育協会）

報告③

ノ・キョンラン（韓国・誠信女子大学）

報告④

種村 完司（鹿児島県立短期大学・学長） コメンテーター 安部恵美子（長崎短期大学）

コーディネータ 濱中 義隆（国立教育政策研究所）

コメンテーター 渡辺 達雄（金沢大学）
コメンテーター 中原淳二（福岡県中小企業経営者協会）

コーディネータ ロン・マザキ（豪）

15:00-15:30

休憩

15:40-17：30

第5セッション：グローバル専門人材への企業の期待と教育の在り方について

コーディネータ 亀野 淳（北海道大学・高等大学推進機構）

基調講演⑤グローバル化のもとでの多様な人材ニーズとこれからの教育への期待

調整中

コメント－企業への人材ニーズ調査報告

南 慎郎

長崎ウエスレヤン大学・事務局長

コーディネータ

岡村 俊彦

鹿児島県立短期大学・教授

基調講演⑥第三段階教育における教養教育と職業教育の統合性の提案

大野 博之

国際学院埼玉短期大学・学長

基調講演⑦日本型の職業実践的な教育に特化した枠組みを巡る提案

小林 光俊

全国専修学校各種学校総連合会・会長

総合コメント

小方直幸

東京大学・准教授

総括

大谷圭介

文部科学省 生涯学習政策局
生涯学習推進課 参事官

コーディネーター

吉本 圭一

九州大学・主幹教授

懇親会

第3日目

2月23日（日）9:30-12:30

9:30-12:20

第6セッション：ワークショップ総括

12:20-12:30

コーディネイター

昼食

コメンテーター ウルリッヒ・タイヒラー（カッセル大学）

18:30－20:00

第3セッションC職域プロジェクト②介護・福祉分野

報告①

コメンテーター 岩田克彦（職業能力開発大学校）

11:45-13:00

エジンバラ大学 教授

閉会の辞

吉本 圭一
九州大学・主幹教授
*プログラムは、都合により変更する可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

