THE 36th SIETAR JAPAN CONFERENCE (ONLINE)
Keynote Speaker: Joseph A. Raelin

NOVEMBER 27-28, 2021

Theme: The Leaderful Contribution to Intercultural Collaboration

Date: November 28, 2021
Time: 9:00-11:30

JOE RAELIN is an internationallyrecognized scholar in the fields of
collective leadership, learning, and
practice. He is the Donald Gordon
Visiting Professor of Leadership at the
University of Cape Town in South
Africa and the Asa S. Knowles Chair
Emeritus at Northeastern University in
Boston, USA. His research has been
centered on the development of a new
paradigm of collective leadership via
what he refers to as “leaderful
practice,” on the emerging movement
in leadership known as “leadership-aspractice,” as well as on the field of
work-based learning.

He is also a prolific writer with over 200
articles and a management consultant with
the firm, The Leaderful Consultancy.
Among his books are: The Clash of
Cultures: Managers Managing
Professionals, considered now to be a
classic in the field of professionals and
bureaucracy (Harvard Business School
Press, 1991), the latest edition of WorkBased Learning (Jossey-Bass, 2008),
Creating Leaderful Organizations: How to
Bring Out Leadership in Everyone
(Berrett-Koehler, 2003), to accompany the
latter, The Leaderful Fieldbook (NicholasBrealey, 2010), and Leadership-asPractice: Theory and Application
(Routledge, 2016).Among his international
recognitions are the 2010 David Bradford
Outstanding Educator Award from the
MOBTS Teaching Society for
Management Educators and in 2013 the
CEIA (Cooperative Education and
Internship Association) James W. Wilson
Award for outstanding contribution to
research in the field of cooperative
education.

Registration will be open from October 1
https://sietarjapan2021.edzil.la/
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基調講演者
N O V E M B: 瀬戸内かわいい部
ER 27-28, 2021
講演タイトル「誰もが旗をふれる場所：小さなコミュニティが産んだ可能性と関係性」
言語：日本語

梅﨑泰佳
1991 年岡山生まれ岡山育ち。瀬戸内かわいい部 部
長。西日本豪雨で被災した故郷を盛り上げるため
「かわいい」をテーマに瀬戸内の魅力を伝える「瀬
戸内かわいい部」を発足。普段の仕事は採用支援の
ためのパンフレットや動画などのクリエイター。か
わいいカフェ、雑貨、英語、旅をこよなく愛する。

日付：未定
時間：未定

twitter:@yasuka358

南裕子
1987 年生まれ、岡山県備前市出身。現在は川
崎市在住。かわいい雑貨、工芸、美術館のある
街を旅するのが好き。2018年からフリーラン
スとなり、川崎と瀬戸内を往復しながら「地域
や文化のためのしごと」をテーマにPR・デザ
インの領域で活動中。
twitter:@minami9ram

梶原麻美子

年生まれ。香川県高松
市在住、二児の母。Webコ
ンテンツのディレクションや
デザインなどを行うフリーラ
ンスの在宅ワーカー。2019
年、地元・香川に家族でUタ
ーン移住。瀬戸内で暮らしな
がら、仕事があっても、結婚
していても、子供がいても、
歳を重ねても、挑戦できる世
界をつくっていくことをめざ
して活動中。
1982

twitter:@mamik0_k /
Instagram:@mamik0_k

月 日よりお申込み受付開始

10 1
https://sietarjapan2021.edzil.la/

鈴木ヘレン
1988 年生まれ、香川
県小豆島出身。フォ
トグラファー&アー
トディレクター。ま
たウェディングカメ
ラマンを経たあとフ
ォトグラファーとし
て日常写真や家族写
真の撮影も行う。プ
ライベートではガイ
ドブックには載って
いない瀬戸内ノスタ
ルジーを撮影しSNS
で発信中。
twitter:@naturalbossa_ /
Instagram:@naturalbossa

