平成２５年２月１５日

報道機関 各位
東北大学大学院教育学研究科
東北大学大学院教育学研究科・アジア共同学位開発プロジェクト
国際シンポジウム

東アジアの高等教育の行方
～共同学位プログラム創設を目指して～
東北大学大学院教育学研究科では、国際シンポジウムを下記のとおり開催することになりました
ので、ご案内いたします。
１． 日時及び場所
日時 平成２５年２月２１日（木）１３時３０分～１７時
場所 東北大学文科系総合研究棟１１階大会議室（仙台市青葉区川内）
２． 主 催
東北大学教育学研究科／東北大学大学院教育学研究科教育ネットワークセンター
３． 講演者
基調講演 清水 禎文 氏（東北大学大学院教育学研究科助教、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ･ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ）
講演者

申 正撤 氏（ソウル大学教育学科准教授、東北大学大学院教育学研究科客員准教授）
梁 忠銘 氏（国立台東大学師範学院教授、東北大学大学院教育学研究科客員教授）
胡 建華 氏（南京師範大学教育科学学院教授、東北大学大学院教育学研究科客員教授）
鄭 同僚 氏（国立政治大学教育学院准教授、東北大学大学院教育学研究科客員准教授）

４．概 要
東北大学大学院教育学研究科では、平成２３年度から平成２７年度まで文部科学省特別経費の
支援を受け、東アジア共同学位の開発研究を行っております。このシンポジウムでは、昨年９月
のシンポジウムに引き続き、中国、韓国、台湾から４名のゲストを招き、東アジアの高等教育の
近未来および共同学位プログラム開発について議論します。
５． 申込方法
下記までＦＡＸ（022-795-3756）かメール（ajp@sed.tohoku.ac.jp）に御連絡下さい。
参加無料です。
（同時通訳有り（日・中・韓）
）
６．お問い合わせ先
東北大学大学院教育学研究科アジア共同学位開発プロジェクト事務室
担当：朴 仙子

℡：022-795-3756

E-mail：ajp@sed.tohoku.ac.jp

東北大学大学院教育学研究科 ・ アジア共同学位開発プロジェクト国際シンポジウム
Changing world, changing Higher Education
Today there is a slogan in higher education; globalization. Since the end of the
‘cold war’ in 1990s, the basic structure of the world has been changed
drastically. Higher education is not free from this tendency, and many institutes
in the world are trying to enhance their attractiveness beyond the border. They
are trying to get more and more international students, especially from Asian
countries. According to an international survey, international students will
increase 7.5 million until 2025. It means 5 times in comparison with the data in
2010. No one knows that this estimate will come true. But the number of
students, who go beyond the national border in search for a better carrier, is
increasing rapidly.
On the other hand, we live in a competitive circumstance; World Class
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University (WCU). Shanghai Ranking compared and ranked universities for
23 年度から平成 27 年度まで
the first time. Most of universities and東北大学大学院教育学研究科では、平成
higher educational institutes have been
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developed as a national and domestic system
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ております。このシンポジウムでは、昨年
century. The WUC ranking will change
this landscape. We have to pay 9 月のシンポジウムに引き
つづき、中国、韓国、台湾から
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attention to the WCU ranking, and make
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教育の近未来および共同学位プログラム開発について議論します。
change the cultural identity; some universities
may focus more on the research
in comparison with the education and other universities may consider that
education has priority to the research. Inプログラム
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often discuss it. The learning outcome, which is called AHELO by OECD,
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requires us that students should learn a閉会の挨拶
wide range of上埜
skills or
attitudes,
not
only the specific knowledge which is provided to them in their course work. It
is true that this is a vague concept, however it may be a leading concept to
change or create
a new type月
of higher education.
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way of education, which is the most adequate for their students.
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The last impact is an international collaborative program. Today there are
many kinds of
international
programs. Basically there
used to
be階大会議室
2 ways of
場所：
東北大学文科系総合研究棟
1 号館
11
exchanging program: one is a relatively short-term, and the other one is a
参加費 : 無料
relatively long-term
to get a degree. We may call international collaborative
同時通訳あり（日本語／中国語／韓国語）
joint program
a middle-term program.
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問い合わせ : 東北大学大学院教育学研究科
アジア共同学位開発プロジェクト事務室
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