2011.6.24 配信
JAFSA 事務局です。
いよいよ梅雨の季節ですが時折本格的な暑さも加わり、身体には厳しい
状況が続いております。お元気にお過ごしでしょうか？
お陰さまで総会が無事終わり、本年度も本格的に始まりました。
本日はそんな最新情報が満載の「JAFSA KAWARABAN 2011 第 2 号」を
お届けいたします。内容がパワーアップした今号をどうぞ最後までご高覧ください。
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●━…━…━…━もくじ━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…●
１．ニュース
■2011 年度 JAFSA 通常総会報告（6/16）
２．留学フェア・国際教育交流フェアのお知らせ
■米国大使館主催/JAFSA 共催
「America Expo 2011 カレッジフェア&留学・進学セミナー」
（7/30、東京）
■NAFSA2012「JAFSA セッション発表者」募集中(7/15 締切）
３．研修のお知らせ（募集）
1）英語研修
■ブリティッシュ・カウンシル/JAFSA 共催

『英語ビジネス対応力スキルアップ研修』
Customer Care（7/4、東京）
Integrated Business Skills-Socialising/Meetings/Proposals（7/5、東京）
Presentations 1 基礎編 (7/22、大阪）
2）レベル別スタッフ育成研修
■初任者研修：国際教育交流概論（7/7-8、京都）
■国際教育交流 管理職研修（入門）（7/15、東京）
４．事業実施報告
1）国際教育交流フェア
■NAFSA 第 63 回年次大会（5/29～6/3、カナダ・バンクーバー）
2）国際教育交流フェアにおける JAFSA セッション
■ISANA2011・第 22 回年次大会 JAFSA セッション（豪州・ホバート）発表者決定
3)研修
■ブリティッシュ・カウンシル/JAFSA 共催
『英語ビジネス対応スキルアップ研修』"Customer Care" (5/20、大阪）
■初任者研修：国際教育交流概論（5/27、東京）
4）SIG 活動
■JAFSA 多文化間メンタルヘルス研究会（1/29、東京）
５. ★WELCOME TO JAFSA!!!★ （新規入会団体会員・賛助会員紹介）
●━…━…━…━お見逃しなく！━…━…━…━●
━━━━━━
１. ニュース
━━━━━━
■2011 年度 JAFSA 通常総会（6/16）が無事終了しました。
ご多忙中遠方よりおいでいただいた皆様、どうもありがとうございました。
会員の皆様から多くの貴重なご意見もいただくことができました。
JAFSA は会員の皆様で成り立っています。我々も皆様の力になれるよう、
今年度もますますパワーアップして頑張っていきます。
ご相談・ご提案などぜひお気軽にご相談下さい。JAFSA としてできることがあれば
ぜひやっていきましょう。会員の皆様のご活躍に期待しています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

２．留学フェア・国際教育交流フェアのお知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■米国大使館主催/JAFSA 共催
「America Expo 2011 カレッジフェア＆留学・進学セミナー」（7/30、東京）
★この夏、アメリカ留学の具体的な計画を立て始めませんか★
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
約 40 校のアメリカの大学の担当者や日本人の卒業生と留学相談ができる！
留学前の準備、留学中の生活、留学後の就職等をテーマにしたセミナーへ無料参加！
留学準備に役立つ資料を集める絶好のチャンス！
【詳細】http://connectusa.jp/upcoming/2011/0730_000450.html
■NAFSA2012「JAFSA セッション発表者」募集中(7/15 締切）
例年通り JAFSA セッションを行うにあたり、会員の方々より発表者を募集中です。
選ばれた発表者には、JAFSA からの助成もあります。
「JAFSA の代表として日本の国際教育交流について世界に伝えたい！」
という方からのご応募をお待ちしております！
【詳細】http://www.jafsa.org/modules/network/index.php?content_id=79
◆ 【提出期限：7 月 15 日(金)】◆
☆団体会員の皆様、NAFSA2012 に参加しませんか？☆
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
今年の NAFSA 年次大会がつい 2 週間前に終了したばかりですが、
JAFSA では既に 2012 年に向けて準備を開始しました。
JAFSA ブースへの出展は、JAFSA 団体会員であればどなたでも参加可能です。
準備から出展まで、すべて JAFSA が皆様をサポートします。
この大きなプロモーションのチャンスを来年こそお見逃しなく！
間もなく募集を開始しますので、ご期待下さい。
※NAFSA 年次大会って？JAFSA を通じてブース出展をするメリットは？
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http://www.jafsa.org/modules/network/index.php?content_id=61
※今年の NAFSA については、このあとの【３．実施報告】内にて！
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【NAFSA2012・第 64 回年次大会】
期間：2012 年 5 月 27 日～6 月 1 日
開催地：米国テキサス州・ヒューストン市
テーマ："Comprehensive Internationalization: Vision and Practice"
................................................................................
................................................................................
................................
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
３．研修のお知らせ（募集）
～現在５つの研修で参加者募集中～会員の皆様は割引価格適用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1）英語研修
■すぐに業務で実践できる！英語力アップの近道！
ブリティッシュ・カウンシル/JAFSA 共催『英語ビジネス対応力スキルアップ研修』
第 2 回「Customer Care」外国人留学生への効果的な対応の仕方（7/4、東京）
（※5 月に開催した同内容の研修報告は下の事業実施報告でご覧ください）
第 3 回「Integrated Business Skills ― Socialising/Meetings/Proposals」
アポの取り方、ミーティング、提案書とミーティングのフォローアップ（7/5、東
京）
【詳細】http://www.jafsa.org/modules/event/index.php?content_id=155
◆定員間近!!【申込締切日：6/27(月)17 時】◆
第 4 回「Presentations 1」効果的なプレゼンテーションの仕方 (7/22、大阪）
【詳細】http://www.jafsa.org/modules/event/index.php?content_id=159
◆【申込締切日：7 月 13 日(水)正午】◆
<<<注目の新講座>>>>
英語で広報に対応するための"Writing for public access communication"
や BULATS(writing)（協力（財）日本英語検定協会）の試験が何と【無料で！】受けられる
1 日半の集中講座が登場！近日募集開始しますので乞うご期待！
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→http://www.jafsa.org/modules/event/index.php?content_id=144
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2）レベル別スタッフ育成研修
>>>毎回満員御礼のスタッフ育成プログラムはまもなく定員！お急ぎ下さい！<<<
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
■初任者研修：国際教育交流概論（7/7-8、大阪）
国際教育交流の経験豊かな講師陣による充実した講義内容！
業務全般に必要となる専門的知識・技能の基礎を一度に習得！
【詳細】http://www.jafsa.org/modules/event/index.php?content_id=156
◆ 【申込締切日：6/29(水)正午】◆
■国際教育交流 管理職研修（入門）（7/15、東京）
リクエストにお答えし、内容をさらに充実させて再登場！
国際教育交流部門の管理者として必要な知識やスキルの基礎を学べる！
【詳細】http://www.jafsa.org/modules/event/index.php?content_id=161
◆【 申込締切日：7 月 8 日(金)正午】◆
━━━━━━━━━━━
４．事業実施報告
━━━━━━━━━━━
1）国際教育交流フェア
■第 63 回 NAFSA 年次大会 （5/29－6/3、バンクーバー（カナダ）
）
今年の JAFSA ブースには 20 団体にご参加いただき、無事、盛況に終了しました。
震災後の日本の現状を伝え、日本の国際教育をさらにプロモーションする意味で、
特に意義のあるものとなりました。
【全体報告】
http://www.jafsa.org/modules/network/index.php?content_id=82
【特別セッション】
http://www.jafsa.org/modules/network/index.php?content_id=80
【JAFSA セッション】
http://www.jafsa.org/modules/network/index.php?content_id=81

ご参加、ご協力いただいた会員の皆様、本当にありがとうございました。
また来年の NAFSA に向けて頑張っていきましょう！
2）国際教育交流フェアにおける JAFSA セッション発表者決定
■ISANA 第 22 回年次大会における JAFSA セッション発表者
2011 年 11 月-12 月にオーストラリア・ホバート（タスマニア州）にて開催の、
ISANA 年次大会における JAFSA セッション発表者を募集しました。
JAFSA 理事による審査の結果、下記応募者が選出されました。
会員の皆様からの沢山のご応募ありがとうございました。
応募者：大阪学院大学 国際交流センター マイク・マツノ氏
タイトル：“New Ways of Engaging International Students”
3）研修
■ブリティッシュ・カウンシル/立命館大学（会場提供）/JAFSA 共催
『英語ビジネス対応力スキルアップ研修』Customer Care（5/20、大阪）
和気あいあいとした雰囲気の中、ロールプレイを通して留学生のケアと上手な対応の
仕方について学びました。
【報告】http://www.jafsa.org/modules/event/index.php?content_id=158
※同研修を 7 月 4 日に東京で開催！詳細は【２．研修のお知らせ】へ↑
................................................................................
................................................................................
................................
■初任者研修：国際教育交流概論（5/27、東京）
東北から沖縄まで全国から受講者が集合！講義では各大学の様々な事例が挙げられ、
白熱した討議や意見交換が行われました。
【報告】http://www.jafsa.org/modules/event/index.php?content_id=160
※同研修を 7 月 7-8 日に大阪で開催！詳細は【２．研修のお知らせ】へ↑
4）SIG 活動
■JAFSA 多文化間メンタルヘルス研究会（1/29、明治学院大学白金キャンパス）
ご報告が遅くなってしまいましたが、国立特別支援教育総合研究所から藤井茂樹氏を

お迎えし、研究会が開催されました。発達障害の基礎的知識、問題、留学生担当者へ
の示唆などについての講演の後、情報交換会が行われました。
【詳細】http://www.jafsa.org/modules/members/index.php?content_id=52
◆当研究会では、メンバーを随時募集中！お問合先は上記リンク内◆
★★・‥…―━━━―…‥・・‥…―━―…‥・・‥…―━━━―…‥・★★
WELCOME TO JAFSA!!!
（新規入会団体会員・賛助会員紹介）
★★・‥…―━━━―…‥・・‥…―━―…‥・・‥…―━━━―…‥・★★
現在、団体正会員２４６、賛助会員３４、合計【２８０団体】となりました。
2011 年 4 月から 2011 年 6 月現在までに新規入会された団体会員をご紹介します。
【団体正会員：3 大学】
●福島大学（2011 年 4 月入会）http://www.fukushima-u.ac.jp/
福島大学は、少人数教育を基本とする学群学類学系制の教育研究組織体制を整備する
ことで、広い視野と豊かな創造力を有する専門的職業人を育成することを目指しています。
●首都大学東京（2011 年 5 月入会）http://www.tmu.ac.jp/
本学は、
「大都市における人間社会の理想像を追求すること」を使命とし、
「都市環境の向上」
、
「ダイナミックな産業構造を持つ高度な知的社会の構築」、
「活力ある長寿社会の実現」の３点をキーワードとして、大都市東京ならではの
都市に立脚した教育研究に取り組んでいます。
●群馬大学（2011 年 5 月入会）http://www.gunma-u.ac.jp/
本学は、教育学、社会情報学、医学、工学の４学部５研究科に約６８００人の学生
が在籍。各分野で最先端の研究・技術開発、地域に根ざした教育・研究により、優
れた人材の育成に取り組んでいます。
【団体正会員：各種教育関連機関 2 団体 】
●Global Voices from Japan （2011 年 4 月入会）http://glovoicesjp.com/?lang=ja
GVJ は、留学生・日本留学経験者のオピニオンを世界に発信する多言語 Internet
Broadcasting を構築し、留学生・日本留学経験者の World Network 化を目指しています。
●財団法人日本漢字能力検定協会（2011 年 6 月入会）http://www.kanken.or.jp/
日本文化の発展に寄与することを目的に漢字能力検定試験や調査研究などを実施。

2009 年からは JETRO より BJT ビジネス日本語能力テストを引き継ぎ実施しています。
【賛助会員 2 企業】
●株式会社毎日コムネット（2011 年 4 月入会）http://www.maicom.co.jp/
学生専用マンションの賃貸管理、就職セミナーの企画運営、クラブ・サークル
の合宿や大会の手配運営など、学生対象サービスに特化し事業展開。
●株式会社ワークスジャパン（2011 年 5 月入会）http://www.worksjapan.co.jp/
若年層人材ソリューション企業として、各企業の採用から一人前育成までの
人財戦略を、ソリューションとシステムで包括的にサポートしています。
★★・‥…―━━━―…‥・・‥…―━―…‥・・‥…―━━━―…‥・★★
□会員サービスの一環として、会員の皆様からのご意見をもとに「KAWARABAN」
を企画してまいります。ご意見やアイディアをお寄せください。
□JAFSA

Newsletter のバックナンバーはこちらをご覧ください。

http://www.jafsa.org/modules/library/index.php?cat_id=4
□ご意見・ご要望、配信停止のご希望はこちらまで info@jafsa.org
□このメールに掲載された記事を許可なく転載することを禁じます。
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< 配信元 > 特定非営利活動法人 JAFSA（国際教育交流協議会）
〒162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町 538
平成ビル 5F JAFSA 事務局
TEL.（03）5155-3780

FAX.（03）5155-3786

Email: info@jafsa.org (事務局代表アドレス）
■
■■
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