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2021 年度 JUNBA 勉強会開催へのご協力について 

  

 

 平素は本会事業につきまして、ご高配を賜りまして誠にありがとうございます。 

 本会では、学術に関する国際交流における我が国と諸外国との関係強化を図るため、海外に研究連絡セ

ンターを設置し、様々な活動を行っております。 

 当サンフランシスコ研究連絡センターでは、主に米国ベイエリアを中心とした学術機関・研究者と幅広い

ネットワークを構築し各種事業を展開しております。また、サンフランシスコ・ベイエリア大学間連携ネットワ

ーク（Japanese University Network in the Bay Area: JUNBA）の事務局としてその運営に携わり、日本の大学

の国際化、国際的な人材育成、産学連携等の諸活動の支援、日本及び米国における教育・研究の発展と産

業創出に寄与することを目的として、日々活動しております。 

 この度 JUNBA では、「2021 年度 JUNBA 勉強会」をオンラインにて開催することといたしました（詳細は別

紙をご参照願います）。 

 つきましては、日本の国公私立大学に対して JUNBA 勉強会への幅広い参加を募るため、貴会のご協力

を賜りたく、この度連絡させていただきました。 

 他事業につきましても平素よりご協力をいただいているところですが、今回につきましても国公私立大学

への上記告知について、貴会からのお力添えをいただければ大変ありがたく存じます。 

 何卒ご理解、ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。  

 

 

 

 

本件連絡先 

独立行政法人日本学術振興会 サンフランシスコ研究連絡センター   

担当：伊藤、岡田 

2001 Addison St., Suite 260, Berkeley, CA, 94704, USA  

Phone : +1-510-665-1890 / e-mail: sfo-junba@overseas.jsps.go.jp   

URL (JSPS): https://www.jspsusa-sf.org/index_j.php 

     (JUNBA): https://www.junba.org/index_j.html  
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サンフランシスコ・ベイエリア大学間連携ネットワーク（JUNBA） 

会長  神山 知久 

 

 

2021 年度 JUNBA 勉強会開催の御案内 

 

 

 貴大学におかれましては益々御発展のこととお慶び申し上げます。 

 サンフランシスコ・ベイエリア大学間連携ネットワーク（Japanese University Network in the Bay 

Area: JUNBA）は、米国内に拠点を持つ日本の大学間の連携を図り、日本の大学の国際化、国際

的な人材の育成、産学連携等の諸活動を支援し、日本及び米国における教育・研究の発展を主た

る目的として活動しており、これまで日米双方の高等教育関係者が集うシンポジウム・サミット等を開

催してまいりました。（JUNBA の詳細については https://www.junba.org/index_j.html をご覧くださ

い。） 

 このたび、9 月と 12 月にオンラインにて JUNBA 勉強会を開催することを決定しました。JUNBA 勉

強会では、米国有識者とのパネルディスカッション等を通じ、米国・日本各大学の COVID-19 に対

する最新の取り組みを議論したいと考えております。COVID-19 の影響により、大学等の高等教育

機関では、カリキュラムの構築、学生支援、運営資金の確保等あらゆることに関して、従来とは大きく

異なった視点での対応が求められています。本勉強会で日米各大学のこれまでのパンデミックへの

対応・好事例や最新のトレンドを学ぶことは、各大学での今後の運営計画策定に大きく寄与するも

のと期待しております。 

 つきましては、学長をはじめとして、部門を問わず広く大学の運営に携わる教職員の皆様に、是非

とも御参加いただきたく、御案内申し上げますので、ご検討いただければと存じます。有意義な勉強

会となりますよう、JUNBA 一丸となり鋭意、準備を進めて参ります。 

 第一回勉強会（9 月）の当日プログラム及び参加申込等の詳細は、添付の通りご案内差し上げま

す。第二回目（12 月）につきましては、後日改めてご連絡を差し上げます。何卒、宜しくお願い申し

上げます。 

 

 

 

 

本件担当： JUNBA 事務局  伊藤、岡田 

       （日本学術振興会サンフランシスコ研究連絡センター内）   

電  話： +1-510-665-1890 ｜Ｅメール：sfo-junba@overseas.jsps.go.jp 

Website：  https://www.junba.org/index_j.html  



 

2021 年度第一回 JUNBA Webinar 

「POST COVID-19 における米国高等教育の最新トレンド」 

 

 

【趣 旨】 

 これまでの米国高等教育における COVID-19 パンデミックへの対応を簡単に整理する 

とともに、Hy-Flex による授業の展開、学生支援ツール、新しいカリキュラム、大学運営の 

在り方など、COVID-19 パンデミックにより、米国大学において新たに現れた、または、 

加速した新しい大学教育トレンドについて情報を収集し、日本の大学へ発信する。 

 

【日 時】 

2021 年 9 月 15 日（水） 午前 9 時 00 分～午前 10 時 45 分（日本時間） 

2021 年 9 月 14 日（火） 午後 8 時 00 分～午後 9 時 45 分（米国東海岸時間） 

2021 年 9 月 14 日（火） 午後 5 時 00 分～午後 6 時 45 分（米国西海岸時間） 

 

【スケジュール予定（日本時間）】 

9:00~9:03 開会挨拶 
（JUNBA 会長（名古屋大学 NU Tech 所長） 神山 知久） 

9:03~9:10 JUNBA 概要紹介 
（JUNBA 事務局長 田宮 徹） 

9:10~9:50 POST COVID-19 における米国高等教育の最新トレンド 
（大阪大学北米拠点長 Scott North、神山 知久） 

9:50~10:10 講評 
（テンプル大学ジャパンキャンパス学長 
 Matthew J. Wilson, Esq.） 

10:10~10:40 パネルディスカッション、質疑応答 
（モデレーター：田宮 徹） 
（パネリスト：Matthew J. Wilson, Esq.、Scott North、神山 知久） 

10:40~10:43 閉会挨拶 
（田宮 徹） 

 

【場 所】 

オンライン（ZOOM の Webinar を使用予定） 

 

【使用言語】 

日本語 

 

【参加対象】 

大学等高等教育機関関係者 
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【申込方法】 

以下 URL より 9 月 3 日（金）までに各自申込 

https://forms.gle/DG53sJ2hm2fxtMxY9 

 

【参加費】 

無料 

 

【主 催】 

サンフランシスコ・ベイエリア大学間連携ネットワーク 

（Japanese University Network in the Bay Area: JUNBA） 

 

【問い合わせ】 

JUNBA 事務局（日本学術振興会サンフランシスコ研究連絡センター内）   

電話 +1-510-665-1890 ／Ｅメール sfo-junba@overseas.jsps.go.jp    
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