
平成 29年 6月 

大学コンソーシアム大阪 

海外 SD研修（台湾・台北）参加者募集要項 

 

１．大学コンソーシアム大阪での SD研修実施の背景 

大学コンソーシアム大阪では、平成 27 年度より、会員大学の職員を対象に、次世代の大学運

営を担う職員の育成を目指した SD 研修事業を行っています。 

 昨今の飛躍的な世界のグローバル化が進む背景をうけて、大学を取り巻く環境は激変し、大

学に対する社会からの期待がますます大きくなっています。 

 このような状況を踏まえ、大学コンソーシアム大阪では、大学運営にかかる十分な知識とガ

バナンス力を備えた職員の養成を主眼とした研修事業を実施し、また、将来的に会員大学間に

おいて次世代の職員の能力開発が行える人材の輩出を目指して、本事業を推進しています。 

 

２．本研修の目的 

１）大学のグローバル化が進むなか、特に高等教育において先進的な台湾の大学視察や、日台

の高等教育における喫緊の課題をテーマにしたシンポジウム（台北・實踐大學にて開催）に

参加することで、必要な知識を身につける。 

２） 参加者の大学の枠を超えた人的ネットワークを構築し、大学間連携や交流の契機とする。 

 

３．研修の到達目標 

１）台湾の高等教育事情を把握する。 

２）台湾の大学職員との交流や意見交換を通じて、日本（自大学）と異なる事例や取り組みに

ついての見識を深める。  

３）参加者間の交流を通じて、大学の枠を超えた人的ネットワークを構築する。 

 

４．実施概要 

 日 時：平成 29年 10月 25日（水）～28 日（土）の全 4日間（3泊 4日） 

※詳細スケジュールは添付資料をご参照ください。 

※本研修参加にあたり、原則事前勉強会（10月 13日・20日の 2回 いずれも金曜日 午後

4時～6時まで） にご参加ください。 

（本研修に参加されない場合でも、台湾の高等教育事情等について関心がおありの方は、事

前勉強会へ参加いただけます。詳しくは、１２．問合せ先までご相談ください。） 

※研修期間は、原則 4日間（3泊 4日）コースとなります。諸事情により、3日間（2泊 3

日）コースを希望する場合は、仮申込書にその旨を記載してください。 

 

５．募集人数 20 名 

 

  



平成 29年 6月 

６．参加対象   

大学コンソーシアム大阪 会員大学 教職員（所属部署・職位は問いません） 

※原則、職員を優先します。 

 

７．研修内容 添付資料を参照のこと。 

 

８．研修後の協力依頼 

研修終了後、現地での研修内容を踏まえたレポート（A4版、2枚程度）の提出をお願いしま

す。 

 

９．現地での使用言語  

 ・原則、英語を中心に行います。（場合により日本語での通訳を行います。） 

 

１０．参加 仮申し込み方法 

手続きのため、まず参加仮申込書（別紙 様式あり）をメールまたは FAXにてお送りくださ

い。（本申込、および参加費の振込先は、仮申し込みをされた方へ別途ご案内いたします。） 

仮申し込み締切： 平成 29年 6月 30日（金）まで 

 

１１．参加費 

 概算 100,000円 

 渡航費、宿泊費、滞在費（プログラムに記載の食事会費）、海外旅行保険（本法人指定のも

の）を含みます。 

※3日間（2泊 3日）コースを希望される場合は、参加プログラムに応じて上記よりその費用

を減じます。 

 

 

１２．本件に関する問合せ先  

特定非営利活動法人 大学コンソーシアム大阪（担当：西本） 

TEL：06-6344-9560  

FAX：06-6344-9561 

メール：conso-sd@consortium-osaka.gr.jp 

 



                                          

 

2017 年 台北大阪高等教育シンポジウム・海外 SD 研修 全体スケジュール【最終版】 

 

 

10 月 26 日

（木） 

 

 

 

 

 

 

０９：２０ 

宿泊ホテルにて朝食 

シンポジウム会場（實踐大學）へバスで移動 

＊ホテルロビー集合：09：10 

 

 

宿泊ホテルにて朝食 

シンポジウム会場（實踐大學）へバスで移動 

＊ホテルロビー集合時刻は現地にてアナウンス 

 「台北大阪高等教育シンポジウム」＠實踐大學 

０９：３０ 受付 

１０：００ 開会挨拶（30 分） 台湾側 台湾教育部・FICHET・實踐大學 ／ 日本側 荒川理事長（大阪市立大学長） 

１０：３０ 記念品交換（10 分） 台湾教育部・FICHET・實踐大學 ⇔ コンソ大阪 

日（曜日） 時刻 学長グループ 時刻 SD 研修グループ 

10 月 25 日 

（水） 

０８：００ 

１０：００ 

１２：００ 

関西国際空港集合 

関空→台北・桃園空港 CI 159 便  ＊昼食は機内 

 バスで移動（FICHET 手配のバス）  バスで移動（チャーターバス） 

１４：２０ 台湾教育部（Ministry of Education）訪問 

１６：００ 實踐大學（台北市）訪問 

 大学見学終了後、バスで夕食会場へ  大学見学終了後、バスで夕食会場へ 

１８：００ 

１９：３０ 

歓迎晩餐会（川揚銀翼餐廳 Yin Yih Restaurant） １８：００ 

１９：３０ 

顔合わせ夕食会（欣葉・本店 Shin Yeh） 

 終了後、宿泊ホテルへ（チェックイン） 

★＜宿泊＞圓山大飯店 

 終了後、宿泊ホテルへ（チェックイン） 

★＜宿泊＞グロリアプリンスホテル 



                                          

 

１０：４０ 集合写真撮影（10 分） 

１０：５０ 台湾教育部からの報告（30 分） 

１１：２０ 基調講演（30 分） 

・荒川理事長（講演 25 分＋質疑応答 5 分） 

１１：５０ 昼食（70 分） 

１３：００ セッション１（70 分） 

・モデレーター 八田学長（関西福祉科学大）5 分 

・講演者 日本側 加藤学長（大阪女学院大）15 分／台湾側 Jing-Yang Jou 学長(國立中央大) 15 分 ＋質疑応答 35 分 

１４：１０ 休憩（10 分） 

１４：２０ セッション２（70 分） 

・モデレーター Jeffrey J. P. Tsai 学長（亞洲大）5 分 

・講演者 日本側 高増副学長（関西大）15 分／台湾側 Ching-Jong Liao 学長（臺灣科技大）15 分＋質疑応答 35 分 

１５：３０ コーヒーブレイク（30 分）  

１６：００ グループ討議 Group A（70 分） 

モデレーター Jeffrey J. P. Tsai 学長（亞洲大）  

話題提供者 

・日本側 細井副学長（近畿大） 

・Michael J. K. Chen 学長（實踐大）台湾側 1 名  

グループ討議 Group B（70 分） 

3 グループ構成（分担は下記の通り：日本側のみ記載） 

B1：話題提供者 畑中みどり氏（大阪学院大） 

B2：モデレーター 高橋亜由美氏（関西大）／話題提供者 小宅直樹氏（国際基督教大） 

B3：モデレーター 松井健太郎氏（大阪経済大）／話題提供者 廣嶋千聡氏（大阪工業大） 

１７：１０ 閉会挨拶（20 分） 

台湾側 Jen-Sue Chen CEO,FICHET ／ 日本側 山本 国際交流部会 推進委員長 

１７：２５ バスで会場移動 バスで会場移動 

１８：００ 

２０：００ 

夕食会（圓山大飯店）（120 分） 

 終了後、宿泊ホテルへ 

★＜宿泊＞圓山大飯店 

 終了後、宿泊ホテルへ 

★＜宿泊＞グロリアプリンスホテル 

  



                                          

 

日（曜日） 時刻 学長グループ 時刻 SD 研修グループ 

10 月 27 日

（金） 

 宿泊ホテルにて朝食  宿泊ホテルにて朝食 

９：００ 

  

 

 

 

１１：３０ 

バスで移動 

＊ホテルロビー集合：08：50 

＊加藤学長、秦先生、石﨑氏は 08：00 にピックアップ 
→SD 研修組に合流 

國立中央大學（桃園市）見学 

 

台北市内からバスで桃園空港へ 

 

９：００ 

バスで移動 

國立臺灣師範大學（中国語教育センター）見学 

１０：３０ 桃園空港へ向けて出発 

 

桃園空港到着 
 

 

 

 

 

１４：２０ 

 

 

 

 

 

 

１８：０５ 

桃園空港到着、＜２泊３日＞の職員組と合流 

＊高増副学長は個別でチェックイン 

＊コンソ事務局は SD 研修に合流のため、現地にて解散 

 

桃園空港→関空 CI 172 便  

 

 
 
 
 
 
 
各自、帰路へ 

 ＜２泊３日組＞下車 
学長グループに合流 
＊加藤学長、藤倉氏、堀氏 

＜３泊４日組＞ 
台北市内に向けて出発 
＊山本局長合流 

 

 

１３：３０ 

 

１５：３０ 

 

 

１６：００ 

 

 昼食（城市商旅空港館） 

 

輔仁大學 見学 

 

銘傳大學（大学運営ホテル）見学 

 

 

九份へ移動 

    九份観光 
振り返り夕食会（九戸茶語） 

    終了後、宿泊ホテルへ 

★＜宿泊＞グロリアプリンスホテル 

  



                                          

 

日（曜日） 時刻 学長グループ 時刻 SD 研修グループ 

10 月 28 日

（土） 

    
自由行動 

  １１：２０ 

１４：２０ 

１８：０５ 

 

 

台北市内からバスで桃園空港へ 

桃園空港→関空 CI 172 便 

各自、帰路へ 

 


