東洋大学創立130周年／日タイ修好130周年記念事業

グローバル社会におけるビジネス日本語人材の育成とキャリア支援
日時：2017年12月22日
（金） 13：00〜17：30
場所：東洋大学 白山キャンパス 125記念ホール（8号館7階）
東洋大学は、創立130周年を迎えた今年、文部科学省「留学生就職促進プログラム」に採択されました。この採択を機に本学
は、一昨年に採択された同省「スーパーグローバル大学創成支援事業」の推進を更に加速し、留学生へのビジネス日本語教育
と就職キャリア支援の強化に取り組んでいます。本国際シンポジウムでは、この記念すべき年の締めくくりとして、国内外の日本
語教育専門家らを招聘し、
グローバル社会におけるビジネス日本語人材の育成とキャリア支援について検討を深めます。
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講演・パネルディスカッション
『各国における日本語教育とキャリア形成の現状と課題』
モデレーター：西原
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18：00〜19：30 レセプション『タイ文化の夕べ』
【主催】東洋大学（文部科学省「スーパーグローバル大学創成支援」採択校）
【後援】在東京タイ王国大使館、国際交流基金

会場：8号館地下食堂

発表者プロフィール
菅野

善之

（株式会社 日経HR

執行役員）

1987年、法政大学経営学部卒業。新卒・中途採用、人
材 紹 介・派 遣 など一 貫して人 材ビジネスに携 わる。
2006年、日経の転職サイト
「日経キャリアNET」を皮切
りに、医師、薬剤師、女性向けの求人サイトなどを続け
て開設。数多くの就職、転職を支援している。
2013年からは日本経済新聞社とともに、アジア各国の
主要大学で学ぶ学生と日本のグローバル企業をつな
ぐ「NIKKEI ASIAN RECRUITING FORUM in 東京」を
開催。
これまでに200名を超える海外大生の日本就職
を実現させている。
この他、日本人学生、外国人留学生
向けに就職支援の講演なども行う。

西原

鈴子

（国際交流基金日本語国際センター前所長
日本語教育学会元会長）
専門は、応用言語学、日本語教育学。
ミシガン大学ラッ
カム大学院言語学専攻博士後期課程修了。Ph.D.取得。
米国、インドネシア、オーストラリアで日本語教育に従
事したのち、1986年4月から1998年3月まで国立国語
研究所日本語教育センター、1998年4月から2009年
3月まで東京女子大学現代文化学部、201２年4月から
2017年3月まで国際交流基金日本語国際センターに
勤務、主として日本語教育研究に従事する。現在は特
定非営利活動法人日本語教育研究所理事。その間、横
須賀市教育委員、東京英語いのちの電話理事、日本語
教育学会会長、文化庁文化審議会会長等を歴任。文化
庁長官表彰、旭日中授賞受賞。

徐

一平

（北京日本語研究センター元所長・同教授）
北京外国語大学教授、元北京日本学研究センター長。
北京外国語大学卒業、日本神戸大学大学院文化学研
究科博士課程修了、博士号取得。中国日本語教育学会
名誉会長、中華日本学会副会長、中国中日関係史学会
常務理事などを兼職。日本国立国語研究所外国人特
別研究員、日本東京大学文学部外国人特別研究員、創
価大学文学部外国人特別研究員、日本大学国際関係
学部客員教授、日本埼玉大学大学院文化科学研究科
客員教授、日本ノースアジア大学客員教授などを歴任
。日本語学、中日言語対照研究専攻。著書に、
『日本語
研究』
（ 1994年、人民教育出版社）、
『中国における日
本研究』
（1999年、世界知識出版社）、
『日本語言』
（
1999年、高等教育出版社）、
『中文版日本語文型辞典（
簡体字版・繁体字版）』
（2001年、
くろしお出版）、
『中日
対訳語料庫的研制与応用研究論文集』
（2002年、外語
教学与研究出版社）、
『日語擬声擬態詞研究』
（2010年
、学苑出版社）、
『日源新詞研究』
（2011年、学苑出版社
）、
『如何教授地道的日語』
（訳著、2015年、大連理工大
学出版社）などがある。

ブンヨン・チンスイモン

（チュラロンコーン大学教授）
博士（社会学）
1979年チュラロンコーン大学政治学部卒業後、東洋
大学にて1986年に修士（社会学）、1990年に博士（社
会学）の学位を取得。
1991年チュラロンコーン大学政治学部講師を経て
1997年より同助教授。専門は社会学

関山

健

（東洋大学国際教育センター

准教授）

博士（国際協力学）、博士（国際政治学）
財務省係長、外務省班長等として予算編成や経済外交
などの政策実務を経験した後、東京大学、北京大学、ハ
ーバード大学の各大学院で学び、現在は大学での教育
研究の傍ら自治体・シンクタンクでの政策提言を手掛
ける。東京大学大学院講師、明治大学特任准教授、神
戸大学客員教授、
（ 韓国）淑明女子大学客員教授など
を歴任。専門は国際政治経済学。 著書に『Coordination & Compromise』
（LAP）、
『対中国円借款３０年の
軌跡』
（高文研）、
『日本対華日元貸款研究』
（吉林大学）
『Rethinking the Triangle: Washington-Beijing-Taipei』
（WSPC、共著）、
『The Economics of Waste
Management in East Asia』
（Routledge、共著）、
『アジ
ア太平洋の未来図』
（中央経済社、共著）など。

田伏

素子

（全米日本語教育学会前会長
イースタン・ミシガン大学 教授）
外国語教育学博士
オハイオ大学言語学部で修士号を取得した後、オハイ
オ州立大学で外国語教育・博士号取得。米国国防総省
付属外国語学校入省、カリキュラム開発部、日本語部
勤務というユニークな経験もある。現在、米国ミシガン
州イースタン・ミシガン大学世界言語学部教授。
さらに
、日米文化教育交流会議・日本語教育委員会の米国サ
イド代 表メン バ ー 、全 米 日 本 語 教 育 学 会 前 会 長 、
Advanced Placement日本語・日本文化試験のチーフ
リーダー、そしてカレッジボードの世界言語の教員トレ
ーニングも兼任。北米で、日本語教育者のための発表、
講習、講演など数多く行なっている。

金

東奎

（韓国外国語大学校日本語大学副学長）
韓国外国語大学校日本語学科を卒業（1998年）
し、文
部科学省の国費留学生として渡日。日本の早稲田大学
大学院日本語教育研究科で修士（2003年／日本語教
育学）
・博士（2006年／日本語教育学）学位を取得。
専門分野は、日本語教育学、日本語の敬語表現、待遇
コミュニケーション。
日本の早稲田大学日本語教育研究センターにおける
契約講師（2004年〜2006年）
・非常勤講師（2006年
〜2010年）
・講師（2006年〜2009年／専任）を経て、
韓国の韓国外国語大学校に着任（2010年）
し、現在（
2017年／副教授）に至る。
韓国外国語大学校では、日本語大学副学長（2012年
〜2017年）、日本語大学日本学部長（2012年〜2014
年 ）、日本 語 大 学日本 言 語 文 化 学 部 長（ 2 0 1 4 年 〜
2017年／初代学部長）、教育大学院日本語教育専攻
主任教授（2014年〜2017年）などを歴任。現在、韓国
外国語大学校FLEXセンターFLEX日本語責任教授（
2011年〜）。

ファム ティー トゥー ハー

（ハノイ国家大学外国語大学日本言語文化学部
日本語学部門部門長）
主な研究分野は、
『日本語受動表現』
『日本語音声学』
『談話分析』。2001年文部科学省奨学金で筑波大学に
て日研生としての留学、2002年JICAベトナム事務所で
の勤務を経て2003年国家大学外国語大学東洋言語
文化学部日本語学科を卒業。その後同大学に日本語
講師として勤務。2006年からハノイ国家大学外国語大
学付属外国語英才高校向けの日本語教科書作成チー
ムに参加、2008年からベトナム教育訓練省の日本語
教科書作成チームに参加。2009年文部科学省奨学金
で上越教育大学学校教育学部での修士課程に就学、
2012年修士号を取得。2012年国家大学外国語大学
東洋言語文化学部4技能演習日本語部門長に着任。
2014年ベトナム教育訓練省2008年から2020年期国
家教育システムにおける外国語教育・学習プロジェク
ト 日本語教科書作成チームに参加。2015年同学部日
本言語学部門長に着任。2017年からは学校法人栗岡
学園阪奈中央リハビリテーション専門学校顧問を兼
任。

