
教育学研究科国際学術ウェビナーシリーズを開催しました 

 

東北大学大学院教育学研究科は、新型コロナウィルス感染拡大に伴うアジア太平洋地域における教

育の変容と、ポストコロナ時代における教育の在り方という二つのテーマに焦点を当て、域内の教育

関係者が各自の取組み及び課題を共有し、今後の教育の可能性を展望するためのウェビナーシリーズ

を 2020 年 6 月 20 日、6 月 27 日および 7 月 4 日の３回にわたり開催しました。 

本ウェビナースリーズの開催にあたって、大学本部よりの暖かいご支援をいただきした。2020 年 6 月

20 日、本学の植木俊哉理事・副学長と教育学研究科の八鍬友広研究科長からの開会挨拶を行いまし

た。   

2020 年 6 月 20 日のウェビナーでは、嶺南大学、清華大学、北京師範大学、国立政治大学、ソウル

国立大学、東北大学の学者たちは COVID-19 が高等教育に与えた影響に対応した経験と、地域の高等

教育機関が持続可能な方法でニューノーマルに適応できる方法の洞察を共有しました。また、講演者

たちはアジア太平洋地域における高等教育の推進に向けた教育資源とノウハウを共有するための協力

を強化することを同地域の高等教育関係者に呼びかけました。

 

2020 年 6 月 27 日のウェビナーは K-12 教育における包括的な質の高い教育に焦点を当てました。ユ

ネスコバンコク事務所、華東師範大学、フィリピンの地元教育行政官、仙台の高校教員、東北大学の

学者から、COVID-19 が世界、地域、国、地域、学校レベルの学校教育に与える影響に対する対応に

ついて、彼らの経験と観察を共有しました。また、発表者は、すべての人に対する包括的な質の高い

教育を実現するためのオンライン教育とオンサイト教育のバランスについて意見交換を行いました。 



 

7 月 4 日のウェビナーではアジア教育リーダーコース共催している国立政治大学、高麗大学、南京

師範大学、国立台湾師範大学からの学者・学生が参加しました。学生発表者たちは、COVID-19 パン

デミックでオンライン学習の経験とこれからの高等教育への展望を共有しました。学者発表者たち

は、オンライン教育の経験を語った。また、高等教育の未来に向けて様々な課題について意見交換を

行いました。 

 

 

本ウェビナーシリーズは、国内外の学者と学生の間の教育に対する COVID-19 パンデミックの影響

にについて交流ができました。東北大学大学院教育学研究科では、本ウェビナーシリーズを通じて、

アジア太平洋地域の学者・学生との学術交流を継続し、この地域における持続可能性に向けた包括的

で質の高い教育を促進していきます。 

 

 



Webinar Series 2020 at Graduate School of Education, Tohoku University 
 
Tohoku University's Graduate School of Education hosted a three-part webinar series on how 
education in the Asia-Pacific region is being transformed by the COVID-19 pandemic. 

This webinar series received great supports from headquarter of Tohoku University and the 
Graduate School of Education, Tohoku University. Prof. Toshiya Ueki, Executive Vice President of 
Tohoku University, and Prof. Tomohiro Yakuwa, Dean of Graduate School of Education, Tohoku 
University, delivered their warm opening addresses in the opening ceremony of the webinar series 
on June 20, 2020.    

Session 1: Transforming Higher Education in the Era of New Normal: Responses and 
Prospects 

On June 20, 2020, the webinar welcomed scholars from Lingnan University, Tsinghua University, 
Beijing Normal University, National Chengchi University, Seoul National University, and Tohoku 
University to share their experiences in responding to the impact of the COVID-19 on higher 
education as well as their insights of ways that institutions in the region can adapt to the "New 
Normal" in a sustainable way. Speakers reached an agreement of strengthening collaboration to 
share education resources and know-how to promote higher education in the Asia-Pacific region. 

 
 
 
 
Session 2: No One Left Behind: keeping inclusive and quality education in global pandemic 

On June 27, 2020, the webinar gave focus on inclusive quality education in K-12 education. 
Speakers from UNESCO Bangkok Office, East China Normal University, a local educational 
administrator from the Philippines, a local teacher from high school in Sendai, and scholar from 
Tohoku University shared their experiences and observation on responses to the impact of the 
COVID-19 on school education at global, regional, country, local, and school level. Also, 
presenters shared their opinions on the balance of online-education and on-site education for 
fulfilling inclusive quality education for all. 



 

 
Session 3: Asia Education Leader Forum: On-line Education: Experiences and Prospects 

On July 4, we were pleased to have professors and students of Asia Education Leader Course 
participating universities in East Asia. These include National Chengchi University, Korea 
University, Nanjing Normal University, and National Taiwan Normal University. Student Presenters 
shared their experiences of online learning and their ideas of higher education in the post COVID-
19 pandemic. Scholar presenters told their approaches to online teaching. Also, they addressed 
various challenges for the future of higher education.   
 

 
The webinars enhanced exchange regarding impact of the COVID-19 pandemic on education 
between scholars and students in Japan and abroad. The Graduate School of Education, Tohoku 
University will continue academic exchange with scholars and students in the Asia-Pacific region 
for making an inclusive and quality education for sustainability in this region.  
 
 


