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No. タイプ 大学名 イベント名 開催日 （注） 会場 主な対象 使用言語 参加費 イベントの内容についての簡単な説明 その他
備考または
注釈（※）

（人）

1 A 北海道大学
平成29年度第1回HUCIフォーラム
「大学の国際化に向けて」 2017/12/13

北海道大学工学部
フロンティア応用科学
研究棟 ２階レクチャー
ホール（鈴木章ホール）

国際的な危機管理業務
に携わる全国の高等教
育機関に属する教職員

日本語 無料

海外へ渡航する学生及び教職員数の増加により、整備
が急務となっている海外における危機管理について、
海外の危機管理専門家による講演。北海道大学と藤女
子大学が主催。新潟大学と東海大学が共催。

89

2 A 北海道大学
平成29年度第2回HUCIフォーラム
「HUCI構想の軌跡と大学のグローバル化・
グローバル教育の将来像」

2018/3/5
北海道大学
学術交流会館講堂

全国の高等教育機関
の関係者

日本語・英語 無料

SGU事業における北海道大学の採択構想『Hokkaidoユニ
バーサルキャンパス・イニシアチブ(HUCI)』につい
て、取組実績や進捗状況、今後の展望等を紹介し、大
学における”国際化”や”グローバル人材育成”、今
後の方向性について、パネルディスカッションで議論
する。

同時通訳有り 101

3 A 東北大学
2017年度東北大学グローバルイニシアティブセ
ミナー　国際シンポジウム

2017/6/18
東北大学川内キャンパス
文系総合研究棟

本学教職員、国内大学
関係者、異文化間教育
学会員

日本語・英語 無料

本学が推進するキャンパスの国際化の取り組みにおけ
る「国際共修」について、海外および国内での理論研
究と実践に詳しい有識者による講演およびパネルディ
スカッションを行う。異文化間教育学会年次大会の共
催。

http://www.tohoku.ac.j
p/en/news/university_
news/domestically_glob
al.html

約200

4 A 東北大学 AIMR Workshop 2018/2/21 仙台国際センター 国内外からの研究者等 英語 無料
東北大学AIMRの国内外の関係者が一堂に会し、これま
での成果等を発表する。

約200

5 A 東北大学

Thematic Program 2017: Nonlinear Partial
Differential Equations for Future Applications:
Geometry and Inverse Problems
in cooperation with A3 FORESIGHT
PROGRAM

2017/10/2 ※

東北大学大学院情報科学
研究科　及び　東北大学
知の館（TOKYO
ELECTRON House of
Creativity)

国内外からの研究者お
よび学生

英語 無料

本イベントは東北大学知のフォーラム・2017年度テー
マプログラム「非線形偏微 分方程式、その未知なる応
用に向けて」が構成する４つのワークショップの最終
イベントに当たる。本イベントでは、幾何学と逆問題
に焦点をあて、海外からの12名の招へい研究者ととも
に、それらに関する最新の研究と応用について議論さ
れる。

10月6日まで開催 約70

6 A 東北大学
Emerging Perspectives Programs 2017:TFC
Fusion Research Seminar #2

2017/10/10
東北大学知の館（TOKYO
ELECTRON House of
Creativity)

国内外からの研究者お
よび学生

英語 無料

本セミナーは様々な学術領域から講演者を招待し、東
北大学での横断的研究のきっかけを生み出すことを目
的としている。
本イベントでは、東北大学学際科学フロンティア研究
所の田村光平助教を招待し、考古学と数物系科学の融
合研究の可能性を議論する。

約30

7 A 東北大学
Emerging Perspectives Programs 2017:TFC
Fusion Research Seminar #3

2017/12/22
東北大学知の館（TOKYO
ELECTRON House of
Creativity)

国内外からの研究者お
よび学生

英語 無料

本セミナーは様々な学術領域から講演者を招待し、東
北大学での横断的研究のきっかけを生み出すことを目
的としている。
本イベントでは、東北大学大学院環境科学研究科の熊
谷将吾助教を招待し、資源再生プロセス学と数物系科
学の融合研究の可能性を議論する。

約30

2017年度 スーパーグローバル大学創成支援 採択大学開催イベント　一覧　（2017年4月～2018年3月）

整理区分 基礎情報 説明・案内



参加者数

No. タイプ 大学名 イベント名 開催日 （注） 会場 主な対象 使用言語 参加費 イベントの内容についての簡単な説明 その他
備考または
注釈（※）

（人）

2017年度 スーパーグローバル大学創成支援 採択大学開催イベント　一覧　（2017年4月～2018年3月）

整理区分 基礎情報 説明・案内

8 A 東北大学

Junior Research Program 2018: Political and
Social Dynamics of Crisis and Innovation in
Japan, Asia and the World: Roundtable: Japan
as ‘Number Three?’: Revisiting Academic and
Public Discourses on Japan’s ‘Lost Decades’

2018/2/8
東北大学知の館（TOKYO
ELECTRON House of
Creativity)

国内外からの研究者お
よび学生

英語 無料
日本の政治および経済のリーダーシップについて議論
を行うラウンドテーブル。 約30

9 A 東北大学

Junior Research Program 2018: Political and
Social Dynamics of Crisis and Innovation in
Japan, Asia and the World: Workshop: Political
and Social Dynamics of Crisis and Innovation
in Japan, Asia and the World

2018/2/9
東北大学知の館（TOKYO
ELECTRON House of
Creativity)

国内外からの研究者お
よび学生

英語 無料
日本、アジアおよび世界における政治と経済危機のダ
イナミックスについて議論を行うワークショップ。

約30

10 A 東北大学 日本の高等教育政策 2018/2/17
東北大学川内北キャンパ
ス内

大学教職員、学生、一
般

日本語 無料

我が国の高等教育は1990年代以降、18歳人口の縮減と
グローバル化の進展を背景に多くの課題に直面し続け
ていますが、実際の高等教育政策は諸課題に対応でき
ているのでしょうか。本セミナーでは、日本の高等教
育政策に関する歴史的整理を踏まえつつ、現在の動向
と今後の課題を読み解きます。

約50

11 A 東北大学
Classroom Management Techniques for
Classes Conducted in English

2017/11/27
東北大学川内北キャンパ
ス内

大学教職員、学生、一
般

主に英語 無料

英語で授業を担当する方を対象として、授業の始め
方、学生への指示の出し方など、授業を運営するため
の英語表現を実践的に学ぶセミナーです。スムーズな
授業運営に役立つ英語表現をネイティブ講師がわかり
やすく解説します。

約50

12 A 東北大学 Classroom English: Pronunciation 2017/12/15
東北大学川内北キャンパ
ス内

大学教職員、学生、一
般

主に英語 無料

基本的な英語の発音のコツは、大人になってからはな
かなか学ぶ機会がありません。本セミナーでは、通じ
る英語に欠かせないリズムやアクセント、日本人が苦
手とする音をとりあげ、ネイティブ講師による実践的
な練習を交えて楽しく学びます。

約50

13 A 東北大学
世界における高等教育の質保証の到達点と課
題

2017/12/23
東北大学川内北キャンパ
ス内

大学教職員、学生、一
般

日本語 無料

2000年代以降、世界的に高等教育質保証の制度化や実
践の多様化が急速に進み、国家的枠組みに止まらず、
近年、欧州やアジア太平洋地域等では地域的枠組みも
発達してきていま
す。特に欧州のチューニングでは専門分野別に学習成
果に基づく質保証の実践が展開されています。そうし
た到達点と今後の課題について考えます。

約50

14 A 筑波大学
つくばグローバルサイエンスウィーク
2017[TGSW]

2017/9/25 ※ つくば国際会議場
国内外からの研究者お
よび学生

日本語・英語 無料

複数の海外大学等の有識者を招聘してディスカッショ
ン等を行い、全学的な国際化の強化と国内外の異分野
交流の促進を図る。
メインテーマ：「Science for Social Innovations」

http://www.kokuren.ts
ukuba.ac.jp/TGSW2017
/

9月27日まで開催（3日間） 約1,800

http://www.kokuren.tsukuba.ac.jp/TGSW2017/
http://www.kokuren.tsukuba.ac.jp/TGSW2017/
http://www.kokuren.tsukuba.ac.jp/TGSW2017/
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15 A 筑波大学 City Chat Café （2017年度） 備考参照
つくば市
LALAガーデンつくば
コミュニティールーム

本学学生、教職員、一
般

主に英語 無料
筑波大学の留学生と日本人学生、教職員、市民の方々
がテーブルを囲み、自己紹介や母国の紹介など自由な
話題で気軽に英語等で会話を楽しむ。

http://g-
commons.global.tsukub
a.ac.jp/news/app/webr
oot/files/upload/14901
691894.pdf

毎月第3日曜日の開催を
基本とする。
※平成29年度については
月1回、計11回を開催（8月
は開催無し）

毎回50程度

16 A 東京大学
The Second UTokyo-Tsinghua Strategic
Partnership Joint Symposium

2017/4/13 ※ 清華大学（中国）
本学及び清華大学教職
員・学生、政府関係者

英語 無料
戦略的パートナーシップ大学構築に係る全体会議及び
10分野の分科会実施

4月15日まで開催（3日間） 245

17 A 東京大学
知識基盤経済下の途上国における高等教育国
際協働事業に関するシンポジウム

2017/5/29 東京大学工学部3号館
本学及びパートナー大
学関係者、企業・政府関
係者

英語 無料
途上国におけるリーディング大学に本学の器機分析化
学教育プログラムを提供する取組みに関する報告及び
意見交換

http://www.u-
tokyo.ac.jp/ja/news/to
pics/topics_z0502_000
41.html

50

18 A 東京大学
First Stockholm-Tokyo Workshop: Living
longer and healthier in an aging world

2017/9/20 ※
ストックホルム（スウェーデ
ン）

本学及びパートナー大
学教職員・学生、政府関
係者、その他学術機関
関係者

英語 無料
「Healthy Aging（健康的な高齢化）に関する日瑞の経
験と知見の共有」をテーマとして、ストックホルム大
学群とのワークショップ開催

9月22日まで開催（3日間） 99

19 A 東京大学 第4回戦略的パートナーシップシンポジウム 2018/3/6
東京大学　本郷キャンパ
ス内

本学及びパートナー大
学関係者

英語、日本語 無料
本学とパートナー大学との研究・教育交流に関する報
告及びグッドプラクティスの共有

100

20 A 東京工業大学 Molecular Frontiers Symposium 2017 2017/10/21～22
東京工業大学大岡山キャ
ンパス
すずかけ台キャンパス

高校生，引率高校教
諭，学生，教職員

英語、日本語 無料

スウェーデン王立アカデミーが2006年から開始した
Molecular Frontiers Symposium を2017年は本学にて
開催した。海外や本学のノーベル賞受賞者等が講演を
行い、東工大生もメンターとして参加したグループ
ワーク、実験教室を通して、トップサイエンティスト
と高校生が交流した。

https://www.titec
h.ac.jp/globalizatio
n/stories/molecul
ar_frontiers_sympo

sium_2017.html

約150

21 A 名古屋大学
FAN　（Albert-Ludwigs-Universität
Freiburg, University of Adelaide,
Nagoya University) Symposium

2017/10/6

Institute of Molecular
Medicine and Cell
Research, Center for
Biochemistry and
Molecular Cell
Research

フライブルク大学教
員・研究者・学生

英語 無料

ドイツのフライブルク大学医学部構内の研究施設に
て、フライブルク大学、アデレード大学、名古屋大学
の第６回、国際共同シンポジウムを行った。神経化学
分野から5人、腫瘍学分野から9人の発表有。

30

http://g-commons.global.tsukuba.ac.jp/news/app/webroot/files/upload/14901691894.pdf
http://g-commons.global.tsukuba.ac.jp/news/app/webroot/files/upload/14901691894.pdf
http://g-commons.global.tsukuba.ac.jp/news/app/webroot/files/upload/14901691894.pdf
http://g-commons.global.tsukuba.ac.jp/news/app/webroot/files/upload/14901691894.pdf
http://g-commons.global.tsukuba.ac.jp/news/app/webroot/files/upload/14901691894.pdf
http://www.u-tokyo.ac.jp/ja/news/topics/topics_z0502_00041.html
http://www.u-tokyo.ac.jp/ja/news/topics/topics_z0502_00041.html
http://www.u-tokyo.ac.jp/ja/news/topics/topics_z0502_00041.html
http://www.u-tokyo.ac.jp/ja/news/topics/topics_z0502_00041.html
https://www.titech.ac.jp/globalization/stories/molecular_frontiers_symposium_2017.html
https://www.titech.ac.jp/globalization/stories/molecular_frontiers_symposium_2017.html
https://www.titech.ac.jp/globalization/stories/molecular_frontiers_symposium_2017.html
https://www.titech.ac.jp/globalization/stories/molecular_frontiers_symposium_2017.html
https://www.titech.ac.jp/globalization/stories/molecular_frontiers_symposium_2017.html
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22 A
京都大学
[人文社会科学系]

The 3rd KU-WU International Graduate
Workshop on Food, Farm and Rural
Development

2017/6/26 ※ ワーヘニンゲン（オランダ）
ワーヘニンゲン大学教
員、学生
京都大学教員、学生

英語 無料
ワーヘニンゲン大学、京都大学の双方で実施してきた
大学院生による研究発表を中心としたWSの第3回目を開
催する。

6月30日まで開催
(5日間）

約20

23 A
京都大学
[人文社会科学系]

次世代グローバルワークショップ 2017/9/28 ※ 京都大学
大学教職員
学生、一般

英語 無料
連携大学、本学教員による講演。分科会形式にて連携
大学、本学学生による研究発表・ディスカッション。

9月29日まで開催
(2日間)

約70

24 A
京都大学
[人文社会科学系]

Kyoto University-Göttingen University Joint
Workshop

2017/12/31 ※ ゲッティンゲン（ドイツ）
京都大学とゲッティンゲ
ン大学の教員･学生など

英語 無料
京都大学からゲッティンゲン大学に教員と学生を派遣
し、研究交流ワークショップを開催する。

日にち未定（12月開催） 約40

25 A
京都大学
[人文社会科学系]

2017年若手パブリックヘルス研究者京都国際
会議

2017/12/6 ※
京都大学 芝蘭会館 稲盛
ホール 山内ホール

京都大学関係者、海外
連携大学関係者、WHO
神戸センター関係者、そ
の他一般参加者

英語 無料
永続的な世界の若手公衆衛生研究者の登竜門的会議と
し、社会健康医学系専攻の世界的プレゼンスを高める
とともに、海外研究者との共同研究を促進する。

12月7日まで開催
(2日間）

約150

26 A
京都大学
[人文社会科学系]

KTGU Mathematics Workshop for Young
Researchers

2018/2/28 ※ 京都大学内
国内外の大学の若手数
学研究者

英語 無料
数学分野の国際連携を強固にするため、海外の若手研
究者を招き、ワークショップを実施する。

日にち未定（2月開催） 約70

27 A
京都大学
[環境学分野]

HUST & KU International Symposium on the
Education & Research
of the Global Environmental Studies in Asia

2017/10/30 ※
ハノイ理工科大学（ベトナ
ム）

大学教職員、学生、研
究者、一般

英語
シンポジ
ウム参加
は無料

京都大学およびベトナム・ハノイ理工科大学の主催に
より、修士課程ダブルディグリープログラムを含むア
ジア諸国の連携大学との教育連携、日本およびアジア
諸国の若手研究者らによる研究成果発表、アジア地域
の教育・研究連携に関するワークショップ、および企
業からの産学連携に関する報告等を行う。
また、ハノイ理工科大学にてベトナム人学生向けの海
外留学フェアの開催や、環境フィールドの視察、その
他の関連イベントを実施する。
本学の教職員・学生のみならず、当該分野の教育，研
究，国際連携に関心を持たれる国内外の皆様にご参加
頂き、国際協働への展開や今後の展望について活発な
討議を行うことを期待する。

詳細は事務局までお問
い合わせください。
160eip.sympo@mail2.ad
m.kyoto-u.ac.jp

11月1日まで開催（3日間） 約150
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28 A 京都大学[化学系]
5th JGP Chem&ChemEn International
Workshop: Kyoto University International
Symposium: Nordic/Kyoto OMCOS 2017

2017/6/23 ※
京都大学桂キャンパス桂
ホール

大学教職員、学生、一
般

英語 無料
有機化学化学分野の国際連携を強固にするため、海外
の研究者を招き、ワークショップを開催する。

6月24日まで開催（２日間） 80

29 A 京都大学[化学系]

6th JGP Chem&ChemEn International
Workshop: KIPS2017 International Symposium
on Perspectives of Polymer Chemistry in
Coming Era

2017/9/7 ※
京都大学桂キャンパス桂
ホール

大学教職員、学生、一
般

英語 無料
高分子化学分野の国際連携を強固にするため、海外の
研究者を招き、ワークショップを開催する。

9月8日まで開催（２日間） 100

30 A
京都大学
[医学生命系]

The 5th Kyoto Course on Bioinformatics for
Genomic Medicine: Course on Computational
Genomics & 3rd Neurepiomics Workshop and
International Symposium on Rare and
Intractable Diseases

2017/11/6 ※

京都大学医薬総合研究棟
（トレーニングコース・ワー
クショップ）
京都大学医学部芝蘭会館
稲盛ホール（シンポジウ
ム）

海外連携大学・研究機
関教員、学生
京都大学教員、学生
一般

英語

トレーニ
ングコー
ス受講有
料、
シンポジ
ウム無料

今後のゲノム医学をリードする人材を育成することを
目的として、内外より招聘する一流の講師陣によるト
レーニングコースおよびワークショップと、世界的ゲ
ノム医学者によるシンポジウムを併せて開催する。

　
https://www.genome.m
ed.kyoto-
u.ac.jp/NgsCourse/

11月10日まで開催（5日
間）

31 A
京都大学
[人文社会科学系]

The 3rd KU-WU International Graduate
Workshop on Food, Farm and Rural
Development

2017/6/26
ワーヘニンゲン大学（オラ
ンダ）

ワーヘニンゲン大学教
員、学生
京都大学教員、学生

英語 無料

ワーヘニンゲン大学、京都大学の双方で実施してきた
大学院生による研究発表を中心としたWSの第3回目を開
催する。プレゼンテーションおよびディスカッショ
ン、関連するフィールド調査等を実施した。

6月27日まで開催（2日間）
約20（国際会議
への参加者は

除く）

32 A
京都大学
[人文社会科学系]

次世代グローバルワークショップ 2017/9/28 ※ 京都大学
大学教職員
学生、一般

英語 無料
連携大学、本学教員による講演。分科会形式にて連携
大学、本学学生による研究発表・ディスカッション。

9月29日まで開催
(2日間)

約70

33 A
京都大学
[人文社会科学系]

2017 University of Göttingen- Kyoto
University Joint Workshop on "Sustainable
International Agricultural Development"

2017/12/7 ※
ゲッティンゲン大学（ドイ
ツ）

京都大学とゲッティンゲ
ン大学の教員･学生など

英語 無料
京都大学からゲッティンゲン大学に教員と学生を派遣
し、研究交流ワークショップを開催する。

12月9日まで開催（3日間） 約30

34 A
京都大学
[社会健康医学分
野]

2017年若手パブリックヘルス研究者京都国際
会議

2017/12/6 ※
京都大学 芝蘭会館 稲盛
ホール 山内ホール

京都大学関係者、海外
連携大学関係者、WHO
神戸センター関係者、そ
の他一般参加者

英語 無料
永続的な世界の若手公衆衛生研究者の登竜門的会議と
し、社会健康医学系専攻の世界的プレゼンスを高める
とともに、海外研究者との共同研究を促進する

12月7日まで開催
(2日間）

121
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35 A
京都大学
[数学系]

KTGU Mathematics Workshop for Young
Researchers

2018/2/28 京都大学内
国内外の大学の若手数
学研究者

英語 無料
数学分野の国際連携を強固にするため、海外の若手研
究者を招き、ワークショップを実施する

約70

36 A
京都大学
[環境学分野]

HUST & KU International Symposium on the
Education & Research
of the Global Environmental Studies in Asia

2017/10/30 ※
ハノイ理工科大学（ベトナ
ム）

大学教職員、学生、研
究者、一般

英語
シンポジ
ウム参加
は無料

京都大学およびベトナム・ハノイ理工科大学の主催に
より、修士課程ダブルディグリープログラムを含むア
ジア諸国の連携大学との教育連携、日本およびアジア
諸国の若手研究者らによる研究成果発表、アジア地域
の教育・研究連携に関するワークショップ、および企
業からの産学連携に関する報告等を行う。
また、ハノイ理工科大学にてベトナム人学生向けの海
外留学フェアの開催や、環境フィールドの視察、その
他の関連イベントを実施する。
本学の教職員・学生のみならず、当該分野の教育，研
究，国際連携に関心を持たれる国内外の皆様にご参加
頂き、国際協働への展開や今後の展望について活発な
討議を行うことを期待する。

詳細は事務局までお問
い合わせください。
160eip.sympo@mail2.ad
m.kyoto-u.ac.jp

11月1日まで開催（3日間） 約150

37 A 京都大学[化学系]
5th JGP Chem&ChemEn International
Workshop: Kyoto University International
Symposium: Nordic/Kyoto OMCOS 2017

2017/6/23 ※
京都大学桂キャンパス桂
ホール

大学教職員、学生、一
般

英語 無料
有機化学化学分野の国際連携を強固にするため、海外
の研究者を招き、ワークショップを開催する

6月24日まで開催（２日間） 80

38 A 京都大学[化学系]

6th JGP Chem&ChemEn International
Workshop: KIPS2017 International Symposium
on Perspectives of Polymer Chemistry in
Coming Era

2017/9/7 ※
京都大学桂キャンパス桂
ホール

大学教職員、学生、一
般

英語 無料
高分子化学分野の国際連携を強固にするため、海外の
研究者を招き、ワークショップを開催する

9月8日まで開催（２日間） 100

39 A
京都大学
[医学生命系]

The 5th Kyoto Course on Bioinformatics for
Genomic Medicine: Course on Computational
Genomics & 3rd Neurepiomics Workshop and
International Symposium on Rare and
Intractable Diseases

2017/11/6 ※

京都大学医薬総合研究棟
（トレーニングコース・ワー
クショップ）
京都大学医学部芝蘭会館
稲盛ホール（シンポジウ
ム）

海外連携大学・研究機
関教員、学生
京都大学教員、学生
一般

英語

トレーニ
ングコー
ス受講有
料、
シンポジ
ウム無料

今後のゲノム医学をリードする人材を育成することを
目的として、内外より招聘する一流の講師陣によるト
レーニングコースおよびワークショップと、世界的ゲ
ノム医学者によるシンポジウムを併せて開催する。

　
https://www.genome.m
ed.kyoto-
u.ac.jp/NgsCourse/

11月10日まで開催（5日
間）

トレーニング
コース：60名
シンポジウム：
100名

40 A 大阪大学 SGH甲子園2018 2018/3/24
関西学院大学　上ヶ原
キャンパス

高校生、大学生、高校
教諭、保護者、一般

日本語 無料
全国の高校生たちが世界の諸問題と向き合い、解決策
を見つけるべく取り組んできた課題研究の成果を発表
します。

主催：関西学院大
学、大阪大学、大阪
教育大学
共催：早稲田大学
http://sgh-
koshien.jp/

2,400
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41 A 大阪大学 海外から見る日本のグローバル人材育成 2017/11/21
東京国際交流館プラザ平
成3階国際交流会議場

学生･教育関係者・一
般

日本語・英語 無料

ビジネスでも学問の世界でも国際競争が激化する中
で、グローバル人材の必要性が叫ばれています。本シ
ンポジウムでは、日本企業・大学のグローバル人材育
成について、その強み、弱み、特殊性について整理
し、多様な世界で力を発揮できる人材をどのように育
成すべきか考えます。日本のグローバル人材育成の今
後へ期待と展望をもっていただこうとするものです。

主催：大阪大学広域
アジアものづくり技
術・人材高度化セン
ター、日本学生支援
機構（JASSO)　同時
通訳有

143

42 A 広島大学

広島大学から世界へ ～世界のトップ研究者に
聞く 第3弾～
ノーベル生理学・医学賞受賞者ポール・ナース
博士講演会

2017/4/5
広島大学　東広島キャン
パス　サタケメモリアル
ホール

大学教職員
学生、高校生、一般

日本語/英語 無料
2001年にノーベル生理学・医学賞を受賞された英国フ
ランシス・クリック研究所長 ポール・ナース博士をお
迎えし、講演会を開催する。

600

43 A 広島大学
アメリカの大学における教養教育－現状と課題
－

2017/11/13
広島大学　東広島キャン
パス　総合科学部第１会
議室

大学教職員、学生、一
般

日本語/英語 無料

アメリカの約1,400大学が加盟する全米大学・カレッジ
協会（The Association of American Colleges &
Universities, AAC&U）の元副会長で、現在、大阪大学
特任教授でもあるスーザン・アルバディーン氏によ
る、アメリカの大学における教養教育の現況と課題に
ついての講演。

35

44 A 広島大学

国際フォーラム
「大学におけるティーチング・アシスタント（TA）
制度改革の挑戦 〜大学・大学院教育の充実
にむけて〜」

2018/2/27
広島大学　東広島キャン
パス　大学会館1階 大集
会室

大学教職員、学生、
フォーラムに関心のある
方

英語 無料

TA制度のあり方を議論する場として、国際フォーラム
を開催し、アメリカにおける先行事例や、本学を含め
た日本の各大学の取り組み等を関係者間で共有するこ
とにより、TA制度を活用した教育の充実を図る。

70

45 A 九州大学
International Symposium on Self-Assembly,
Colloid and Nanomaterials Chemistry

2017/10/20 ストックホルム
国内外の研究者、学
生、一般

英語 無料
世界の第一線で活躍する化学者を招聘し、本学の強み
をアピールする国際シンポジウムを開催する。

50

46 A 九州大学 エネルギーウィーク
2018/1下旬～
2018/2初旬

※
九州大学キャンパス、福
岡市内など

学生、教職員、一般 日本語・英語 無料

本学のエネルギー研究教育機構において、あらゆる分
野の研究者・学生が参加するエネルギー関連研究の一
大イベントを開催する。本学学生と海外学生によるポ
スターセッションによる学生交流も実施する。

10日間ほどの開催 2000

47 A 九州大学 九州大学紹介シンポジウム in ハノイ 2018/1/17 ハノイ市内
現地の高校・大学関係
者

ベトナム語・日本語・
英語

無料
本学ハノイオフィスが中心となり、優秀な学生獲得を
目的として、本学の優れた研究を通じた現地貢献の事
例を紹介するシンポジウムを開催する。

50

48 A 慶應義塾大学
香港科技大学トニー・チャン学長講演会
“HKUST Rising Asia and Global Impact”

2017/4/12
慶應義塾大学　三田キャ
ンパス 東館6階 G-Lab

学生･教職員・一般 英語 無料

創立26年の新しい大学ながら、QSアジア大学ランキン
グ2017年4位、同・世界ランキング36位。今、世界が最
も注目するアジアの名門大学のひとつであるHKUST（香
港科技大学）。その躍進の立役者であるトニー・チャ
ン学長の目に映る、世界の大学、アジアの大学、大学
生そしてグローバル化がもたらすチャンスを生かす術
などを語る。
（HKUSTと慶應義塾大学とはCEMS MIMプログラムの提携
校として、2013年に協定を締結している）

100
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49 A 慶應義塾大学
グローバルリサーチインスティテュート　安全ク
ラスター　安全保障シンポジウム 「国際法制か
ら見た近年のテロの類型と各国の対応」

2017/4/21
慶應義塾大学　三田キャ
ンパス　東館８階ホール

学生･教職員・一般 日本語・英語 無料

フィレンツェ大学マキャベリ冷戦研究センターのマテ
オ・ゲルリーニ氏の基調講演をはじめ、どのようにテ
ロ及びそれに類するものが多様化しているのか、それ
に対する国家、或いは国際的な視点での取組のあり方
はどうあるべきかを事例を交えて明らかにする。

140

50 A 慶應義塾大学
グローバルリサーチインスティテュート　セミ
ナー　 「PUBLISHING NOW AND IN THE
FUTURE」

2017/5/23

慶應義塾大学 信濃町キャ
ンパス
総合医科学研究棟 1階ラ
ウンジ

学生･教職員・一般 英語 無料
Cell Press社CEOのEmilie Marcus氏を招き、
"PUBLISHING NOW AND IN THE FUTURE"と題する講演会
を開催

100

51 A 慶應義塾大学
グローバルリサーチインスティテュート　アーミ
テージ・プログラム　「米国新政権下の日米関
係」シンポジウム

2017/5/26
慶應義塾大学　三田キャ
ンパス　演説館

学生･教職員・一般 日本語・英語 無料
米国新政権の下で日米関係がどうなるのか、リチャー
ド・アーミテージ元米国国務長官をお招きし、記念講
演とともにパネル討論を行う。

同時通訳あり 30

52 A 慶應義塾大学
ウェルビーイング イノベーション シンポジウム
「次世代ヘルスケアが実現する、新しい社会を
探る」

2017/6/23
慶應義塾大学　三田キャ
ンパス　西校舎ホール

学生･教職員・一般 日本語 無料

第３次AIブームやビッグデータなどの世界の潮流を踏
まえた上で、その先に拓かれる新たなディファクトス
タンダードを展望し、現在、国内外で進行している最
先端の事例を紹介するとともに、産官学でディスカッ
ションを行い、次世代ヘルスケアが実現する新しい社
会の形を、来場者と共に考える。

500

53 A 慶應義塾大学 Experience Japan Exhibition 2017 2017/11/18
The Royal Society（ロンド
ン）

一般 英語 無料

慶應義塾大学主催、ブリティッシュ・カウンシル共催
による日本留学フェア。ロンドンにおける最大規模の
日本留学フェアとして知られ、スーパーグローバル大
学創成支援採択大学を中心に20校程度の日本の大学・
学校ならびに、英国を拠点とする日本関連機関がブー
スを出展した。

約550

54 A 慶應義塾大学
グローバルリサーチインスティテュート　創造ク
ラスター　The Book in Transition, the East and
the West Symposium

2017/12/9
慶應義塾大学　三田キャ
ンパス 東館6階 G-Lab

学生･教職員・一般 英語 無料
講演や討論を交えて、現代初期の本の製作と研究にお
ける変化と変化の影響を検証する。

70

55 A 慶應義塾大学
KGRI Lecture Series: "Structural and
functional abnormalities in cancer and
psychiatric diseases"

2017/10/13
慶應義塾大学　信濃町
キャンパス　総合医科学
研究棟６階会議室６

学生･教職員・一般 英語 無料

国際的な研究・教育交流を図ることを目的として，最
先端の研究・教育に携わる方を国内外よりお招きして
講演会を開催するＫＧＲＩ　Lecture Series。
スウェーデンのカロリンスカ研究所からPer Uhlén博士
を招き、"Structural and functional abnormalities
in cancer and psychiatric diseases"と題して講演。
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56 A 慶應義塾大学
2ND KEIO-YONSEI MEDIA AND
COMMUNICATION SEMINAR "Changing News
Ecosystem and the Future of Journalism "

2017/10/21
慶應義塾大学　三田キャ
ンパス　南館　B4階 ディス
タンスラーニングルーム

学生･教職員・一般 英語 無料

グローバルリサーチインスティテュート(KGRI）の安全
クラスター「危機報道」プロジェクト（研究代表者：
山本信人（法学部教授））にて、「ニュース生態系の
変化とジャーナリズムの未来」というテーマでシンポ
ジウムを開催。

57 A 慶應義塾大学
Oxford Day 2017: THE POWER OF
LANGUAGE

2017/10/22
慶應義塾大学　三田キャ
ンパス　南校舎ホール（南
校舎５階）

学生･教職員・一般 日本語・英語 1,000円

５回目の開催となる今年のOxford Day では「THE
POWER OF LANGUAGE」をテーマに掲げ、国内外より招聘
した専門家らと、ことばの持つ力について多面的な視
座から探る。

オックスフォード大学出版
局との共催

58 A 慶應義塾大学
KGRI Lecture Series:第22回慶應医学賞受賞
記念講演「機能的MRIの開発」「がん肝細胞の
同定」

2017/11/30
慶應義塾大学　信濃町
キャンパス　北里講堂（北
里記念医学図書館２階）

学生･教職員・一般 英語 無料

国際的な研究・教育交流を図ることを目的として，最
先端の研究・教育に携わる方を国内外よりお招きして
講演会を開催するＫＧＲＩ　Lecture Series。
今回は，第22回慶應医学賞受賞者による受賞記念講
演。「がん幹細胞の同定」の研究テーマによってトロ
ント大学（カナダ）教授のジョン E．ディック博士
が、「機能的MRIの開発」の研究テーマによって東北福
祉大学感性福祉研究所特任教授の小川誠二博士がそれ
ぞれ講演する。

同時通訳あり
慶應義塾医学振興基金主
催

300

59 A 慶應義塾大学 「日本のリーダーシップ教育の変遷と未来」 2017/12/6

慶應義塾大学　三田キャ
ンパス　東館６階 G-Lab
（グローバルリサーチラ
ボ）

学生･教職員・一般 日本語 無料

日本におけるリーダーシップ教育のパイオニアである
北城恪太郎氏に登壇いただき、自身の経営者としての
経験に基づき，「経営者の役割とリーダーシップ」を
テーマに講演。それを受けて日本のリーダーシップ教
育の展望について議論する。

60 A 慶應義塾大学
長寿クラスター・シンポジウム 「人生100年時代
の健康と幸福」

2017/12/14
慶應義塾大学　信濃町
キャンパス　総合医科学
研究棟１階ラウンジ

学生･教職員・一般 英語 無料
南デンマーク大学Kaare Christensen教授による特別講
演（タイトル "The Aging Society: Are we doing
well? Are we doing good?"）。

デンマーク文部科学省お
よびデンマーク大使館共
催

61 A 慶應義塾大学

ミニシンポジウム
グローバルヘルスにおける国際調整と国際協
力
International Adjustment and Cooperation for
Global Health

2017/12/16
慶應義塾大学三田キャン
パス南館４階会議室

学生･教職員・一般 英語 無料

厚生労働省主導のAMR対策であるワン・ヘルスは、今や
感染症対策は国際協力無しには為し得ない事を明らか
である。また、国際協力は、国際調整無しには為し得
ない。更に、国際協力には研究ベースキャンプが重要
な役割を果たす。このミニシンポジウムでは、事例を
踏まえて国際保健における、国際調整と国際協力の重
要性を深耕する。

聖路加国際大学公衆衛生
大学院と共催

10

62 A 慶應義塾大学
KGRI Lecture Series: "Surface acoustic wave
microfluidics for biomedical applications"

2017/12/18
慶應義塾大学　矢上キャ
ンパス　厚生棟３階　大会
議室

学生･教職員・一般 英語 無料

国際的な研究・教育交流を図ることを目的として，最
先端の研究・教育に携わる方を国内外よりお招きして
講演会を開催するＫＧＲＩ　Lecture Series。
カリフォルニア大学サンディエゴ校James Friend教授
による「Surface acoustic wave misrofluidics for
biomedical applications」と題する講演。
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63 A 慶應義塾大学
KGRI Lecture Series:「医用画像への工学的ア
プローチ」

2018/1/11
慶應義塾大学　矢上キャ
ンパス　１４棟創想館２階
セミナールーム３

学生・教職員・一般 英語 無料

国際的な研究・教育交流を図ることを目的として，最
先端の研究・教育に携わる方を国内外よりお招きして
講演会を開催するＫＧＲＩ　Lecture Series。
今回は、梨花女子大学校・准教授のTaeyong Lee先生に
よる「Engineering Approaches of Medical Images」
と題する講演。

64 A 慶應義塾大学
KGRI Lecture Series:  "State-dependent
changes in astrocytic functions"

2018/1/18
慶應義塾大学　信濃町
キャンパス　総合医科学
研究棟１階ラウンジ

学生・教職員・一般 英語 無料

国際的な研究・教育交流を図ることを目的として，最
先端の研究・教育に携わる方を国内外よりお招きして
講演会を開催するＫＧＲＩ　Lecture Series。
今回は、Prof. Maiken Nedergaard (Center for
Translational neromedicine, University of
Copenhagen) による「State-dependent changes in
astrocytic functions」と題して講演。

65 A 慶應義塾大学

KGRI Lecture Series: "Key Technologies and
Challenges in 5G Networks: Reduction of
Complexity for Resource Allocation in Massive
MIMO"

2018/1/26
慶應義塾大学　矢上キャ
ンパス　厚生棟３階　大会
議室

学生･教職員・一般 英語 無料

国際的な研究・教育交流を図ることを目的として，最
先端の研究・教育に携わる方を国内外よりお招きして
講演会を開催するＫＧＲＩ　Lecture Series。
Chindwin Technological Universityの Maung Sann
Maw 教授による"Key Technologies and Challenges in
5G Networks: Reduction of Complexity for Resource
Allocation in Massive MIMO" と題する講演。

慶應義塾大学先導研究セ
ンター（知的環境研究セン
ター）共催

66 A 慶應義塾大学
KGRI Lecture Series:"Communications over
Fading Channels: Past, Present and Future"

2018/1/26
慶應義塾大学　矢上キャ
ンパス　厚生棟３階　大会
議室

学生･教職員・一般 英語 無料

国際的な研究・教育交流を図ることを目的として，最
先端の研究・教育に携わる方を国内外よりお招きして
講演会を開催するＫＧＲＩ　Lecture Series。
Prof. P. Takis Mathiopoulos（Department of
Informatics and Telecommunications, University of
Athens）による"Communications over Fading
Channels: Past, Present" と題する講演。

慶應義塾大学先導研究セ
ンター（知的環境研究セン
ター）共催

67 A 慶應義塾大学
慶應義塾大学・ウィーン大学国際シンポジウム
「領域横断知としての"デザイン"」

2018/2/6
慶應義塾大学　三田キャ
ンパス　北館ホール

学生･教職員・一般 英語・ドイツ語 無料

慶應義塾大学大学院文学研究科とウィーン大学歴史・
文化史学部との間で締結された研究協力協定に基づ
き、本シンポジウムでは，「デザイン」を領域横断な
知のプラットフォームとして多角的に議論する。

70

68 A 慶應義塾大学

KGRI Lecture Series:  "Ageing, Health, and the
Environment: From Research to Practice and
Policy ―高齢化, 健康, そして環境：研究から
実践, 政策に向けて―"

2018/2/20
慶應義塾大学　矢上キャ
ンパス　セミナールーム３

学生･教職員・一般 英語 無料

国際的な研究・教育交流を図ることを目的として，最
先端の研究・教育に携わる方を国内外よりお招きして
講演会を開催するＫＧＲＩ　Lecture Series。
ルンド大学CASEからSteven M Schmidt准教授を招き，
「Ageing, Health, and the Environment: From
Research to Practice and Policy ―高齢化, 健康,
そして環境：研究から実践, 政策に向けて―」と題し
て講演。

69 A 慶應義塾大学
国際シンポジウム「アジアの安全保障と米国太
平洋軍」

2018/3/2

慶應義塾大学　三田キャ
ンパス　東館６階 G-Lab
（グローバルリサーチラ
ボ）

学生･教職員・一般 日本語・英語 無料

東アジアおよび太平洋西岸地域が直面する現在の危機
とは何か、この地域における安全保障システムはどの
ような構造によって支えられているのか、米国太平洋
軍をキーワードに、その現状と行方を展望する。
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70 A 慶應義塾大学 超高齢社会の生き方のヒント 2018/3/5
慶應義塾大学　三田キャ
ンパス 東館6階 G-Lab

学生･教職員・一般 日本語 無料

全く異なる立場から研究を行なっている登壇者によ
り、高齢者に関する研究や取り組みを紹介する。何ら
かのヒントが得られる機会を提供し，広く公益に繋げ
たい。

公益財団法人ハイライフ
研究所共催

71 A 慶應義塾大学
KGRI Lecture Series: 社会変革を導く「すべて
の米国市民のための婚姻の自由」キャンペイン
から学ぶ＜変革を勝ち取るための教訓＞

2018/3/9
慶應義塾大学　三田キャ
ンパス　北館ホール

学生･教職員・一般 英語 無料

国際的な研究・教育交流を図ることを目的として，最
先端の研究・教育に携わる方を国内外よりお招きして
講演会を開催するＫＧＲＩ　Lecture Series。
今回は、エヴァン・ウォルフソン弁護士によるアメリ
カの同性婚訴訟の動向を中心に、広くLGBTを含むマイ
ノリティの社会的承認を目指して、法曹や市民がどの
ように社会変革に取り組むかについての講演。

72 A 慶應義塾大学
慶應義塾クラスター研究推進プロジェクト「安全
クラスター」Symposium　“Society 5.0, The
Future of Space, and SoS Engineering”

2018/3/9 ※
慶應義塾大学日吉キャン
パス協生館　3階　C3S10
教室

学生・教職員・一般 日本語・英語 無料

宇宙開発の長年にわたる経験を有するHeinz Stoewer教
授（TU Delft） による講演と，前田章氏（JST），本
多敏教授（慶應義塾大学）とのパネルディスカッショ
ン により，Society 5.0へのアプローチを探る。

3月10日まで開催（2日間）

73 A 慶應義塾大学
第4回スーパーグローバルシンポジウム「Keio
TGU Creative Cluster International Symposium
on Co-evolving Cyber Physical Systems」

2018/3/10
慶應義塾大学湘南藤沢
キャンパス

学生･教職員・一般 英語 無料

米国の自動運転車研究の第一人者Ragunathan “Raj”
Rajkumar教授 (米国カーネギーメロン大学)、”Active
Badge”、”Vitual Network Computing (VNC)”等をは
じめとした数々の先端的ユビキタスコンピューティン
グシステムを研究開発してこられた Andy Hopper教授
(英国ケンブリッジ大学) の2氏をお迎えし多彩な講演
とパネルディスカッションを行う。

74 A
早稲田大学
[ナノ・エネルギー
拠点]

Joint Workshop on Energy and Nanomaterials 2018/1/23
早稲田大学
西早稲田キャンパス

学生、教職員、一般 英語 無料
モナシュ大の教員を招聘し、化学、エネルギーをテー
マにして、ナノエネルギー材料等について最新の研究
動向を紹介する。

54

75 A
早稲田大学
[国際日本学拠点]

AN EVENING OF KYOGEN with Mansaku
Nomura & Mansaku-no-Kai他　Discovering
Kyogen featuring Mansai Nomura 等のイベント

2017/5/5
ARATANI Theatre (LA) ほ
か、UCLA施設内

学生、教職員、研究者、
一般

日本語・英語 一部有料

校友の野村万作氏と推薦校友野村萬斎氏により早稲田
大学において毎春開催している「狂言の夕べ」を米国
ロサンゼルスで公演するとともに、シンポジウムおよ
びワークショップを実施することで、一連のイベント
にアカデミックな深さと奥行きをもたせることを目的
としている。これにより、研究者間の国際交流にとど
まらず一般観衆も含めたより広い対象に向けての日本
文化の国際発信を行う。

http://www.alc.ucla.ed
u/kyogen/ 5月9日まで開催（5日間）

公演：約1400
（約700X2回）
シンポジウム：

約50
　公演前イベン

ト：約1400
（約700X2回）

ワークショップ：
約100

（30×2回、45
×1回）

76 A
早稲田大学
[数物系科学拠点]

International Workshop on “Fundamental
Problems in Mathematical and Theoretical
Physics”

2017/7/24
早稲田大学
西早稲田キャンパス

学生、教職員、一般 英語 無料

海外大学から有識者を迎え、連携先の一つであるイタ
リア・ピサ大学の協力のもと量子力学・数学に関する
横断的な連続講義と最先端の研究に関する講演を行
う。また学生の研究発表を行う。

http://www.sgu-
mathphys.sci.waseda.a
c.jp/

7月28日まで開催（5日間） 62
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77 A
早稲田大学
[実証政治経済学
拠点]

国際シンポジウム・アカデミックリーダーセミ
ナー「国際政治における核兵器の意義とは？」

2017/7/29
早稲田大学
大隈小講堂

学生、教職員、一般 英語 無料
スタンフォード大学より3名の先生を招聘し安全保障関
連のシンポジウムを開催する。

180

78 A
早稲田大学
[国際日本学拠点]

伊藤比呂美氏による講演会（詩人）
第1部「アメリカと私、「日系」人としての私」
第2部「ライブ！人生相談万事OK]

2017/8/3
早稲田大学
戸山キャンパス

学生、教職員、一般 日本語 無料

国際的に活躍する詩人であり早稲田大学坪内逍遙大賞
受賞者の伊藤比呂美氏が、異文化、異言語の中での創
作活動や人生経験を講演するとともに、来場者からの
人生相談に直接答える企画。

https://www.waseda.jp
/inst/sgu/news/2017/
07/04/2398/

約120

79 A
早稲田大学
[数物系科学拠点]

Mathematical Analysis of the Navier-Stokes
Equations: Foundations and Overview of Basic
Open Problems

2017/9/4
San Micheleホテル,
Cetraro, Cosenza, Italy

学生、教職員、一般 英語 無料
CIME（International Mathematical Summer Center）
の支援を受け、連携先のピッツバーグ大学G.P.Galdi教
授とともに開催するサマースクール。

http://web.math.unifi.it
/users/cime/

9月8日まで開催（5日間）
HPから事前登録が必要（5
月末締め切り）

40

80 A
早稲田大学
[国際日本学拠点]

蜷川シェイクスピアをめぐって 2017/10/6 在英日本国大使館
日・英双方の研究者およ
び一般（招待者のみ）

英語（日本語通訳
有）

ロンドンで開催される「NINAGAWAマクベス」の追悼公
演を機会に、バーミンガム大学と早稲田大学との専門
家による蜷川幸雄演出による日本発のシェイクスピア
上演をめぐる講演会を開催することにより、どのよう
な成果をもたらしたのか、その功績を多角的に検証す
る。その後におこなわれるインタビュー形式の講話で
は、前述公演に出演するキャスト（中村京蔵氏・歌舞
伎俳優）を招き、自身の経験談のほか、伝統演劇の技
法のシェイクスピアへの応用、日本の古典演劇とシェ
イクスピアの接点等を視点にして舞台からの証言を
語ってもらう。

事前申込制 100

81 A
早稲田大学
[数物系科学拠点]

International Workshop on Multi-Phase Flow;
Analysis, Modeling and Numerics

2017/11/28
早稲田大学
西早稲田キャンパス

学生、教職員、一般 英語 無料

アメリカ・ヨーロッパの連携校と協力し、海外大学か
ら有識者を迎え、流体数学とその応用分野に関する横
断的な連続講義と最先端の研究に関する講演を行う。
また学生の研究発表を行う。

http://www.sgu-
mathphys.sci.waseda.a
c.jp/workshop/1711/

12月1日まで開催（4日間） 69

82 A
早稲田大学
[数物系科学拠点]

非圧縮性粘性流体の数理解析 2017/12/4 京都大学数理解析研究所 学生、教職員、一般 英語 無料

アメリカ・ヨーロッパの連携校と協力し、海外大学か
ら有識者を迎え、非圧縮性粘性流体研究に関して、非
線形偏微分方程式、確率論、計算機科学、モデリング
の観点からの講演を行い、国際的、横断的な研究を促
進する。

http://www.kurims.kyo
to-
u.ac.jp/~kyodo/worksh
op-
ja.html#kenkyusyukai

12月6日まで開催（3日間） 53

83 A
早稲田大学
[数物系科学拠点]

第15回 日独流体数学国際研究集会
The 15th Japanese-German International
Workshop on Mathematical Fluid Dynamics

2018/1/9
早稲田大学
西早稲田キャンパス

学生、教職員、一般 英語 無料

日本学術振興会日独同大学院プログラム「流体数学」
との共催イベント。海外大学から有識者を迎え、連続
講義と最先端の研究に関する講演を行う。また学生の
研究発表を行う。

http://www.sgu-
mathphys.sci.waseda.a
c.jp/

1月12日まで開催（4日間） 76
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84 A
早稲田大学
[実証政治経済学
拠点]

The 10th Pan Pacific Game Theory
Conference
TGU Empirical Analyses of Political Economy
symposium

2017/9/4 ※
早稲田大学
早稲田キャンパス　3号館

学生、教職員、一般 英語 無料

ゲーム理論・理論経済学の専門家を海外から招聘し2日
間に渡り発表・議論を行う。内容は市場経済のゲーム
論的研究から、意思決定、帰納的ゲーム理論等、広範
囲に渡る。

9月5日まで開催（2日間） 40

85 A
早稲田大学
[ナノ・エネルギー
拠点]

Virginia Tech-Waseda Joint Workshop on
Energy and Nanomaterials

2017/9/11
早稲田大学
西早稲田キャンパス

学生、教職員、一般 英語 無料
バージニア工科大学の教員・博士学生を招聘し、化
学、エネルギーをテーマにして、ナノエネルギー材料
等について最新の研究動向を紹介する。

40

86 A
早稲田大学
[健康スポーツ科
学拠点]

MEXT Top Global University Project "Waseda
Goes Global" Plan
“Formulating an International Academic
Network in Health and Exercise Science”

2018/3/1 ※
早稲田大学
東伏見キャンパス、所沢
キャンパス

大学教職員
学生及び一般

英語 無料
海外大学から著名な研究者を迎え、講演を行う。また
学生を含め、グループディスカッション等行う。

3月2日まで開催（2日間） 125

87 A
早稲田大学
 [国際日本学拠
点]

Paul Anderer教授（コロンビア大学）講演会
「KUROSAWA'ｓ rashomon」

2017/6/6
早稲田大学
戸山キャンパス

学生、教職員、一般 英語 無料

本講演会は、ポール・アンダラー教授（コロンビア大
学）の『黒澤明の羅生門：消滅した都市、失われた
兄、そして彼の象徴的映画に潜んだ声』（2016）の刊
行を祝い、新著に関する話や執筆に至った経緯、背景
筆者から直接聞き、戦後の日本映画について考察する
機会とする。

https://www.waseda.jp
/inst.sgu/news/2017/0
5/24/2254/

約30

88 A
早稲田大学
 [国際日本学拠
点]

シェイクスピアの上演と翻訳 2017/7/5
早稲田大学
大隈講堂小講堂

学生、教職員、一般 日本語 無料

この催しは、10月6日にロンドン日本大使館で開催予定
の、中村京蔵氏の講演（聞き手・児玉竜一）の予行演
習を兼ねつつ、10月の話題を厳選することを一つの目
的として開催する。後半の「朗読劇」は、歌舞伎様式
による坪内逍遙訳の舞台化という点で、平成10年の前
進座所演を除くと、昭和30年代以来の上演となり、理
想的な配役を得た貴重な機会となる。

http://www.waseda.jp/
enpaku/ex/5291/

216

89 A
早稲田大学
 [国際日本学拠
点]

Davi d Lurie教授（コロンビア大学准教授）講演
会&対談「人文学は生き残るか — Will the
HUMANITIES survive?」

2017/7/12
早稲田大学
戸山キャンパス

学生、教職員、一般 日本語 無料

本講演会では、次の5つの項目について講演をおこない
考察し、その後対談形式にて意見交換をすることを目
的とする。
１）《人文学の危機》という言説
２）危機の複数性・多様性
３）人文学の専攻を選ぶ学部生の比率
４）学部生の一般教育と人文系授業
５）博士課程プログラムと学位を取得した研究者の就
職

https://www.waseda.jp
/inst/sgu/news/2017/
06/22/2342/

約40

90 A
早稲田大学
 [国際日本学拠
点]

「日本「文」学史第三冊「文」から「文学」へ－東
アジアの文学を見直す」

2017/7/22
早稲田大学
戸山キャンパス

学生、教職員、一般
日本語、中国語、韓
国語

無料

『日本「文」学史　第三冊　「文」から「文学」へ―
―東アジアの文学を見直す』の執筆者が草稿を持ち寄
り、最終稿執筆に向けての検討、協議を行う。本シ
リーズは、日本における「文」の世界を「「文」の概
念史」、すなわち「文」をめぐる知の歴史とともに捉
え直し、「日本「文」学史」として構築し、発信する
ことを試みるものである。

https://www.waseda.jp
/flas/rilas/news/2017
/07/11/3302/

7月23日まで2日間開催
22日　63
23日　49
延べ112
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91 A
早稲田大学
 [国際日本学拠
点]

アカデミックリーダーセミナー
多和田葉子氏講演会「雄猫から二日酔いへ－
言語とアイデンティrティー」

2017/8/1
早稲田大学
小野記念講堂

学生、教職員、一般 日本語 無料

芥川賞作家であり、日本人として初めてドイツのクラ
イスト賞を受賞し、世界的に高い評価を受け続けてい
る作家の多和田葉子氏による言語とアイデンティ
ティーをテーマにした講演会。

https://www.waseda.jp
/inst/sgu/news/2017/
07/17/2438/

約200

92 A
早稲田大学
[国際日本学拠点]

Workshop: LITERARY PRODUCTION AND
LANGUAGE POLITICS IN POSTWAR JAPAN

2017/9/11
Unibersity of British
Columbia
Room 604, Asian Centre

学生、教職員、一般 日本語 無料

本講演では、占領期日本でアメリカ軍によって行われ
たGHQ/SCAP（General Headquarters/Supreme
Commander for the Allied Powers）の言論統制の特色
を示しながら、この検閲と日本の文学とのあいだにど
のような葛藤が繰り広げられてきたかを検討してい
く。(UBCとの共催イベント）

約20

93 A
早稲田大学
 [国際日本学j拠
点]

国際検閲ワークショップ（仮） 2018/1/26
早稲田大学　国際会議場
井深大記念講堂(第1部）・
第1会議室（第2部）

学生、教職員、一般 日本語 無料

第１部はロバート キャンベル氏、宗像和重本学教授の
基調講演により、戦前から戦後にかけての検閲をめぐ
る言説や映像を概観し、制度としての検閲を見直す。
第2部は若手研究者による検閲研究の最新成果を発表す
る。従来の検閲研究を踏まえ、検閲への新しい視点や
資料が示される予定である。

https://www.waseda.jp
/inst/sgu/news/2017/
12/04/2950/

第1部約120
第2部約65

94 A
早稲田大学
[実証政治経済学
拠点]

特別講演会「欧州が直面する経済課題への挑
戦」

2017/12/4 早稲田大学大隈講堂 学生、教職員、一般 英語 無料
フランス銀行総裁を迎え、現在の国際及び欧州情勢へ
の対応についての講演を行う。

同時通訳あり 530

95 A
早稲田大学
[実証政治経済学
拠点]

International conference – West-European
politics in 2017

2018/1/11
早稲田大学
早稲田キャンパス　9号館

学生、教職員、一般 英語 無料

ミラノ大学ルイージクリーニ准教授や本学の教員を含
め2017年の西ヨーロッパ諸国の政治を振り返ることを
目的に、論文の報告や討論、参加者を交えてのQ&Aなど
を行う。

30

96 A
早稲田大学
[実証政治経済学
拠点]

Interpreting the 2017 House of
Representatives Election of Japan

2018/3/2
Georgetown University
The McCourt School
Conference Room,

学生, 教職員, 一般 英語 無料
本学田中愛治教授、国務省シェリーマーティン氏、
ジョージタウン大学マイケルベリー教授による日本の
衆議院選挙に関するセミナーを行う。

30

97 A
早稲田大学
[実証政治経済学
拠点]

講演会「Party Polarization, Past and Present:
A Historical Perspective on Political Divisions
in the U.S.」

2018/3/4
早稲田大学
早稲田キャンパス　3号館

学生, 教職員, 一般 英語 無料
ボードウィン大学のジェフェリーセリンジャー准教授
によるアメリカの政党分極化についての講演を行う。

50
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98 A
早稲田大学
[実証政治経済学
拠点]

Seminar“Regional parties as the harbingers of
regional autonomy? Re-investigating the
connection of party
nationalisation and the territorial order of the
state”

2018/4/17
早稲田大学
早稲田キャンパス　3号館

学生, 教職員, 一般 英語 無料
コペンハーゲン大学ボッシュラー准教授による講演を
行う。

50

99 A
早稲田大学
[ナノ・エネルギー
拠点]

"German-Japanese Joint Symposium between
the University of Bonn and Waseda University:
Life Science Session on the University of
Bonn Day”

2017/10/9
早稲田大学
TWIns

学生、教職員、一般 英語 無料
早稲田大学ボンデーの一環としてボン大学と早稲田大
学の教員がライフサイエンスの研究動向について紹介
する。

45

100 A
早稲田大学
[国際日本学拠点]

2017年度多元文化学会秋期大会「グローバル
化する日本」
JCulP 発足記念シンポジウム「グローバル化す
る日本文化」

2017/11/25
早稲田大学 戸山キャンパ
ス 36号館 3階 382教室

学生、教職員、一般 日本語 無料

本シンポジウムでは、SGU事業の一環として、2017年4
月に学部英語学位プログラムJCulP（国際日本文化研究
プログラム）が発足したことを記念し、同プログラム
を担当する3名の教員が、それぞれの研究成果を踏ま
え、グローバル化の進む中で日本文化がどのように発
信され、また受容されているのか、その様態にどのよ
うな変化が生まれているか、という点を中心に発表
し、ディスカッションを行う。

http://www.waseda.jp/
trns_cult/

約50

101 A
早稲田大学
[国際日本学拠点]

Dr. Sarah Olive(ヨーク大学）講演会：
“Shakespeare and Citizenship Education in
Japanese Higher Education”

2018/1/10
早稲田大学　戸山キャン
パス　33号館　第10会議
室

学生、教職員、一般 英語 無料

本講演会ではイギリスのヨーク大学からサラ・オリー
ヴ講師を招き、アジア圏におけるシェイクスピア教育
の実例とそこから生じる効果について話していただ
く。講演に引き続き本学の冬木ひろみ教授より、自身
が担当する2つのシェイクスピア関連授業について報告
し、オリーヴ講師の調査内容との対比を行う。

https://www.waseda.jp
/inst/sgu/news/2017/
12/05/2964/

約30

102 A
早稲田大学
[国際日本学拠点]

David Atherton助教(ハーバード大学）講演会：
"What is an Author in Early Modern Japan?
Answers from the Pages of Illustrated Fiction"

2918/1/15
早稲田大学　戸山キャン
パス　33号館　第10会議
室

学生、教職員、一般 英語 無料

日本近世文学の草双紙を取り上げ、そこに描かれた作
者に注目する。恋川春町『其返報怪談』(1776)、山東
京伝『作者胎内十月図』(1804)、式亭三馬『腹之内戯
作種本』(1811)の分析を通して、草双紙における作者
像とその社会的背景を考察する。

https://www.waseda.jp
/inst/sgu/news/2017/
11/30/2934/

約25

103 A
早稲田大学
[国際日本学拠点]

Jennifer Guest准教授(オックスフォード大学）
講演&ワークショップ：「翻訳・翻案・訓読からみ
る東アジア-Translation, adaptation, kundoku:
thinking about translation and East Asia」

2018/1/31
早稲田大学　戸山キャン
パス　33号館　第10会議
室

学生、教職員、一般 英語・日本語 無料

主として中古・中世の日本における漢文訓読の実例を
もとに、翻訳、翻案、訓読という概念やその用語、機
能、文学・文化史上の意義などについて考察するワー
クショップ。講師によるレクチャーの後、参加者同士
のディスカッションを経て、講師との対話を通して、
問題点や課題を多様な角度から追究する。

https://www.waseda.jp
/inst/sgu/news/2018/
01/16/3087/

約50

104 A
早稲田大学
[国際日本学拠点]

国際シンポジウム「人文学の危機とは何か」 2018/2/3
早稲田大学　戸山キャン
パス　33号館　第10会議
室

学生、教職員、一般 日本語 無料

近年、国際的な規模で、人文学は理工系と同じ基準で
外部資金や速成の研究成果が求められるなど、人文学
研究が必須とする諸条件が奪われていく傾向がある。
このような状況下、日本では、人文学不要論が唱えら
れたり、学生の人文学離れの傾向が見え始めている。
本シンポジウムでは、世界各地で活躍する日本学研究
者を中心に具体的な事実に基づき、人文学の現在を多
角的に検討し、望ましい人文学のあり方を探る。ま
た、自由な論議を通じて、人文学の意義についても議
論を深めることをめざす。

https://www.waseda.jp
/flas/rilas/assets/uplo
ads/2018/01/fb5061f5
0df16b9fed22171247ed
c0e4

約50
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105 A
早稲田大学
[国際日本学拠点]

国際ワークショップ
Japanese Theater, Publishing Culture, and
Authorship

2018/3/2 ※
コロンビア大学
403 Kent Hall

学生、研究員、教職員、
一般

英語・日本語 無料

201７年3月のシンポジウムでは、＜作者＞をめぐる問
題について、近代の作者を中心としたモデル構築の歴
史性を見極め、さまざまに異なる作者のあり方・概
念・機能とその変遷を東アジアとヨーロッパとの比較
コンテクストにおいて歴史的に考察することをめざし
た。これに引き続き、2018年3月のワークショップで
は、とりわけ日本における伝統芸能、能と歌舞伎に焦
点をあてる。

https://www.waseda.jp
/inst/sgu/news/2018/
02/21/3200/
（一般参加者は事前申
込制）

3月3日まで開催（2日間） 約30

106 A
早稲田大学
[国際日本学拠点]

国際シンポジウム&ワークショップ
Technologies of East Asian Performance

2018/3/29 ※
UCLA
Royce Hall

学生、研究員、教職員、
一般

英語・日本語(一部） 無料

近世初期の終わりから現代に至るまで、東アジアでは
各地でその土地に根ざしたそれぞれの文化固有の演劇
技術が展開されている。
このシンポジウムでは、東アジアにおける舞台・演
劇・映像にスポットをあて、経験、視覚、音、文章
（写本、聖書、木版画）、デジタルメディアにおける
新しい感覚表現について議論し、最も柔軟な技術を探
求することを提案する。

後日HPに掲載予定 3月31日まで開催（3日間） 約80(予）

107 B 千葉大学 第51回千葉大学　ユニバーサルフェスティバル 2017/6/15 千葉大学けやき会館 学生、教職員、一般 日本語/英語 無料
留学生のステージ発表、ポスター発表を通じて、異文
化への理解を深める。

https://cie.chiba-
u.ac.jp/article/001882.
html

参加自由（申込不要） 230

108 B 千葉大学
未来のキミを体験～センパイと話そう、留学の
こと～

2017/8/9 千葉大学イングリッシュ・ハウス高校生、保護者等 日本語・英語 無料

高校生等に向け、本学のグローバル人材育成プログラ
ム"skipwise"について知ってもらうとともに、入学後
のスムーズな当該プログラム履修につなげ、海外派遣
者数を促進することを目的として開催。
skipwise紹介をはじめとし、イングリッシュ･ハウス体
験、千葉大生への質問･相談コーナー、異文化体験スタ
ジオ「茶室-千庵-」での展示等を行った。

https://skipwise.chiba-
u.jp/category/report/i
ndex.html

参加自由（申込不要） 約150

109 B 千葉大学
国際日本人になろう！skipwiseスペシャルイベ
ント
～厚切りジェイソン氏特別講演

2017/10/10 千葉大学けやき会館
本学学生、高校関係者
等

日本語 無料

10月の留学月間に合わせ、本学グローバル人材育成プ
ログラム"skipwise"及び仮想副専攻「国際日本学」に
ついて紹介することを目的として開催。厚切りジェイ
ソン氏による講演を行うとともに、国際日本学、留
学、トビタテ！留学JAPANに関する相談コーナーを設け
る。

事前申込あり
（定員に到達したため、受
付終了）

237

110 B 千葉大学 第52回千葉大学　ユニバーサルフェスティバル 2017/12/14 千葉大学けやき会館 学生、教職員、一般 日本語/英語 無料
留学生のステージ発表、ポスター発表を通じて、異文
化への理解を深める。

https://cie.chiba-
u.ac.jp/article/001952.
html

参加自由（申込不要） 130

111 B 東京藝術大学
管打楽器シリーズ2017　吹奏楽の響き ～フラ
ンスの輝き～

2017/5/11
東京藝術大学上野キャン
パス奏楽堂

一般 日本語 2,000円

東京藝術大学音楽学部特別招聘教授であるカールス
ルーエ音楽大学のヴィル・サンダース教授の指揮によ
る、東京藝大ウィンドオーケストラの演奏会。ホル
ン・アンサンブルを中心に取り組んだ昨年のプロジェ
クトでの成果をふまえ、できるだけ多くの学生がサン
ダース先生の魅力に触れる機会をと、吹奏楽に焦点を
当てた今年のプロジェクト。

http://www.geidai.ac.jp
/container/sogakudo/5
4327.html

以下、アーカイブ。
http://arcmusic.geidai.ac.j
p/8276

照会中

http://www.chiba-u.ac.jp/others/topics/info/50.html
http://www.chiba-u.ac.jp/others/topics/info/50.html
http://www.chiba-u.ac.jp/others/topics/info/50.html
https://skipwise-chiba-u.jp/report/%e3%80%90%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88%e3%82%92%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%91%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e3%81%ae%e3%82%ad%e3%83%9f%e3%82%92%e4%bd%93%e9%a8%93%ef%bd%9e/
https://skipwise-chiba-u.jp/report/%e3%80%90%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88%e3%82%92%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%91%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e3%81%ae%e3%82%ad%e3%83%9f%e3%82%92%e4%bd%93%e9%a8%93%ef%bd%9e/
https://skipwise-chiba-u.jp/report/%e3%80%90%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88%e3%82%92%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%91%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e3%81%ae%e3%82%ad%e3%83%9f%e3%82%92%e4%bd%93%e9%a8%93%ef%bd%9e/
https://cie.chiba-u.ac.jp/article/001882.html
https://cie.chiba-u.ac.jp/article/001882.html
https://cie.chiba-u.ac.jp/article/001882.html
http://www.geidai.ac.jp/container/sogakudo/54327.html
http://www.geidai.ac.jp/container/sogakudo/54327.html
http://www.geidai.ac.jp/container/sogakudo/54327.html
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112 B 東京藝術大学
国際共同プロジェクト
ウィーン音楽演劇大学
創立200周年記念演奏会

2017/5/24
東京藝術大学上野キャン
パス奏楽堂

一般 日本語 無料

ジョコーゾ弦楽四重奏団は、2003 年に創立以来、ルー
マニア音楽コンクール、国際モーツァルト室内楽コン
クルール、チャールズ・ヘネン国際コンクール等で成
功を収めている。優秀な室内楽のグループに与えられ
るアルバン・ベルク賞、クルシェネク賞、ISA（ライヒ
ナウ）のアルティス賞、エクス・アン・プロヴァンス
音楽祭におけるHSBC賞を受賞。ウィーン・ヴィン
ディッシュ室内楽賞は2012、14年の両年に受賞し、
2015年メルボルン国際室内楽コンクール第2位。メン
バーの出身国はドイツ、ルーマニア、オランダと3か国
にわたり、ウィーン音楽演劇大学修士課程ではアル
ティス弦楽四重奏の創立メンバーでもあるヨハネス・
マイスルに師事。ヨーロッパの各国で開催されている
リサイタルは好評を博し、多くの国際音楽祭へ招待を
受けるなど、最も有望な若手弦楽四重奏団として注目
を集めている。

http://www.geidai.ac.jp
/container/sogakudo/5
6524.html

以下、アーカイブ。
http://arcmusic.geidai.ac.j
p/8333

照会中

113 B 東京藝術大学
藝大定期第381回 藝大フィルハーモニア管弦
楽団 定期演奏会

2017/6/9
東京藝術大学上野キャン
パス奏楽堂

一般 日本語 3,000円

本公演の指揮者であるドミトリー･シトコヴェツキー
は、2003年3月に東京藝大の長い歴史で初の学生オーケ
ストラ海外派遣となった東京藝大シンフォニアの英国
公演にソリスト兼指揮者として同行、記念すべきツ
アーを大成功に導いた。その後、たびたび学生のオー
ケストラとは幸せな共演を続けて来たが、今回は藝大
フィル定期初登場となる。

http://www.geidai.ac.jp
/container/sogakudo/5
4642.html

以下、アーカイブ。
http://arcmusic.geidai.ac.j
p/8342

照会中

114 B 東京藝術大学

東京藝術大学& 韓国芸術総合学校交流演奏
会
「アジアから世界へ、若きヴィルトゥオーゾ達の
響宴～リストとフランク 」（仮）

2017/6/17
東京藝術大学上野キャン
パス奏楽堂

一般 日本語 無料 東京藝術大学と韓国芸術綜合学校による交流演奏会。
http://www.geidai.ac.jp
/container/sogakudo/5
7840.html

以下、アーカイブ。
http://arcmusic.geidai.ac.j
p/8353

照会中

115 B 東京藝術大学
国際共同プロジェクト
ヴェンツェル・フックスを迎えて

2017/7/9
東京藝術大学上野キャン
パス奏楽堂

一般 日本語 2,000円
東京藝術大学音楽学部卓越教授で、ベルリン・フィル
首席クラリネット奏者のヴェンツェル・フックスを迎
えての演奏会。

http://www.geidai.ac.jp
/container/sogakudo/5
5919.html

以下、アーカイブ。
http://arcmusic.geidai.ac.j
p/8365

照会中

116 B 東京藝術大学
藝大フィルハーモニア管弦楽団定期演奏会
(藝大定期第383回)

2017/10/14
東京藝術大学上野キャン
パス奏楽堂

一般 日本語 3,000円
ハンガリーの指揮者・作曲家、ラースロー・ティハニ
（東京藝術大学音楽学部卓越教授）を迎えての演奏
会。

http://www.geidai.ac.jp
/container/sogakudo/5
9524.html

117 B 東京藝術大学
ピアノ･シリーズ2017　音楽の至宝Vol.5　ピア
ノ・デュオの楽しみ

2017/11/5
東京藝術大学上野キャン
パス奏楽堂

一般 日本語 3,000円
国際的に活躍するハンガリーのピアニスト・オルガニ
ストであるイシュトヴァーン・ラントシュ（東京藝術
大学音楽学部卓越教授）を迎えての演奏会。

http://www.geidai.ac.jp
/container/sogakudo/5
8522.html

118 B 東京藝術大学
第57回 東京藝大シンフォニーオーケストラ定
期演奏会

2017/11/19
東京藝術大学上野キャン
パス奏楽堂

一般 日本語 1,500円
ハンガリーの指揮者・作曲家、ラースロー・ティハニ
（東京藝術大学音楽学部卓越教授）を迎えての演奏
会。

http://www.geidai.ac.jp
/container/sogakudo/6
0094.html

119 B 東京藝術大学 舞･飛天遊 2017/11/22
東京藝術大学上野キャン
パス奏楽堂

一般 日本語 5,000円
ベルリン・フィルのシャルーン・アンサンブルとダン
サー森山開次とによるプログラム

http://www.geidai.ac.jp
/container/sogakudo/5
9857.html

120 B 東京藝術大学 舞･飛天遊 2017/11/22
東京藝術大学上野キャン
パス奏楽堂

一般 日本語 5,000円
ベルリン・フィルのシャルーン・アンサンブルとダン
サー森山開次とによるプログラム

http://www.geidai.ac.jp
/container/sogakudo/5
9857.html

http://www.geidai.ac.jp/container/sogakudo/56524.html
http://www.geidai.ac.jp/container/sogakudo/56524.html
http://www.geidai.ac.jp/container/sogakudo/56524.html
http://www.geidai.ac.jp/container/sogakudo/54642.html
http://www.geidai.ac.jp/container/sogakudo/54642.html
http://www.geidai.ac.jp/container/sogakudo/54642.html
http://www.geidai.ac.jp/container/sogakudo/57840.html
http://www.geidai.ac.jp/container/sogakudo/57840.html
http://www.geidai.ac.jp/container/sogakudo/57840.html
http://www.geidai.ac.jp/container/sogakudo/55919.html
http://www.geidai.ac.jp/container/sogakudo/55919.html
http://www.geidai.ac.jp/container/sogakudo/55919.html
http://www.geidai.ac.jp/container/sogakudo/59524.html
http://www.geidai.ac.jp/container/sogakudo/59524.html
http://www.geidai.ac.jp/container/sogakudo/59524.html
http://www.geidai.ac.jp/container/sogakudo/58522.html
http://www.geidai.ac.jp/container/sogakudo/58522.html
http://www.geidai.ac.jp/container/sogakudo/58522.html
http://www.geidai.ac.jp/container/sogakudo/60094.html
http://www.geidai.ac.jp/container/sogakudo/60094.html
http://www.geidai.ac.jp/container/sogakudo/60094.html
http://www.geidai.ac.jp/container/sogakudo/59857.html
http://www.geidai.ac.jp/container/sogakudo/59857.html
http://www.geidai.ac.jp/container/sogakudo/59857.html
http://www.geidai.ac.jp/container/sogakudo/59857.html
http://www.geidai.ac.jp/container/sogakudo/59857.html
http://www.geidai.ac.jp/container/sogakudo/59857.html
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121 B 東京藝術大学 五大陸アーツ・サミット
2018/01/08,
2018/01/09

東京藝術大学音楽学部5-
109教室, 第６ホール

大学生、大学教職員、
一般

日本語・英語 無料

21世紀の芸術大学はどこへ向かうのか？
本学130周年を機に開催される「五大陸アーツサミッ
ト」では、七ヶ国八大学の学長・学部長が一堂に会
し、これからの新しい芸術大学の姿と文化交流につい
て世界的視野から考える。

http://130th.geidai.ac.j
p/specialprogram/009/

以下、開催報告。
https://www.geidai.ac.jp/n
ews/2018012463856.html

400

122 B 東京藝術大学 Pn -Powers of PLAY- 2018/3/21 ※
 東京藝術大学大学美術
館 陳列館1、2階

一般 日本語 無料

SGU事業を機に創設された国際芸術創造研究科アートプ
ロデュース専攻キュレーション領域修士課程１年に在
籍する学生５名と、美術研究科建築専攻修士課程に在
籍する学生２名、計７名による共同キュレーションの
特別展。

http://pn.geidai.ac.jp/
4/8まで開催（月曜休館
日）

123 B
長岡技術科学大
学

The 6th International GIGAKU Conference in
Nagaoka

2017/10/5 ※ 長岡技術科学大学
学生、高等教育機関教
職員及び企業関係者

英語 無料

「技学（GIGAKU）」のコンセプトに基づく国際連携教
育、国際産学共同をテーマとする国際会議。地域中小
企業の海外展開支援をテーマとするセミナーを併せて
開催。

10月6日まで開催
（2日間）

280

124 B
長岡技術科学大
学

3rd GTP Alliance Meeting 2017/10/5 長岡技術科学大学
高等教育機関関係者及
び企業関係者

英語 無料
海外協定大学関係者を招聘し、本学が構築した各GTP拠
点の現状と今後の課題について議論・説明を行う。

40

125 B
長岡技術科学大
学

ジェトロ・長岡技術科学大学・国際大学
連携シンポジウム

2018/1/22 ※ ハノイ市内
本学学生、本学教職
員、一般

各言語および日本語 無料

新潟県内企業の海外展開支援、県内への外国企業誘
致、国際人材育成等を目的として2016年5月に締結し
た、ジェトロ・長岡技術科学大学・国際大学による三
者連携包括協定に基づき、シンポジウムを開催する。

1月23日まで開催
（2日間）

180

126 B 金沢大学
「グローバルウィーク　～君のキャリアアップだ
けを考えた国際交流フェスタ～」

2017/6/26 ※ 金沢大学内 大学教職員、学生 日本語・英語 無料
SGU事業の認知及び学内のグローバル化への気運を高め
ることを目的とした、KU-SGU Student Staffを始めと
する各学生団体、グループが企画したイベント。

6月30日まで開催
(5日間）

延べ約400

127 B
京都工芸繊維大
学

第39回事業創出コラボレーション・サロン「シリ
コンバレーにおけるAI，ロボット，IoTとデザイン
シンキング〜とのコラボの可能性」

2017/4/17
京都工芸繊維大学
60周年記念館

本学学生、教職員、一
般

英語 無料

AIやIoTといった先端技術の研究を加速・成長させる鍵
について、イノベーションの聖地であるシリコンバ
レーで今起こっていることの報告と教育のの段階から
イノベーションを考える重要性についての報告とディ
スカッション。

93

128 B
京都工芸繊維大
学

ドイツにおける液滴研究の最新情報 2017/5/16
京都工芸繊維大学
15号館 TECH SALON

本学学生、教職員、一
般

英語 無料
ドイツにおける液滴研究から液滴の衝突などに関する
実験的及び数値計算的研究の最新の研究成果について
の講演とディスカッション。

28

http://130th.geidai.ac.jp/specialprogram/009/
http://130th.geidai.ac.jp/specialprogram/009/
http://pn.geidai.ac.jp/
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129 B
京都工芸繊維大
学

OPEN TECH シンポジウム
ゴム科学研究センター2017年度ゴム科学研究
会第２回公開講演会

2017/7/20
京都工芸繊維大学
15号館 TECH SALON

本学学生、教職員、一
般

英語・日本語 無料
異なる天然ゴムの木の組み合わせによるクローニング
に関する研究成果および、ポリマーを対象としたNMR測
定に関する研究に関する講演とディスカッション。

20

130 B
京都工芸繊維大
学

OPEN TECH シンポジウム
The 2017 Japan-Korea electrochemical
meeting

2017/10/6
京都工芸繊維大学
60周年記念館

本学学生、教職員、一
般

英語 無料
韓国電気分析化学の分野を牽引する新進気鋭の若手研
究者と金属ナノ粒子修飾に関する材料や特性の研究者
による講演とディスカッション。

34

131 B
京都工芸繊維大
学

KIT国際建築デザインワークショップ2017 2017/10/24
京都工芸繊維大学
60周年記念館
１Ｆ記念ホール

本学学生、教職員、一
般

英語・日本語 無料

国際建築デザインワークショップの作品・デザインへ
の外部評価者による講評および木造建築と石造建築を
通じて我が国と西欧の建築素材についてディスカッ
ション。

26

132 B
京都工芸繊維大
学

”Unknowns of Energy Concentrating
Phenomena”

2017/10/25
京都工芸繊維大学
15号館 TECH SALON

本学学生、教職員、一
般

英語 無料
「摩擦帯電によるＸ線の発生」現象とその社会的活用
と課題について(UCLA) Seth Putterman教授による最新
研究のシンポジウム。

35

133 B
京都工芸繊維大
学

International Symposium  "Italy Meets Asia
2017 in KIT"

2017/11/1
京都工芸繊維大学
60周年記念館

本学学生、教職員、一
般

英語・イタリア語・日本語無料

京都府立大学、京都府立医科大学、京都薬科大学との
共催。科学技術分野におけるイタリアと日本の科学技
術・文化における交流の現状・展望についてのシンポ
ジウムム。

92

134 B
京都工芸繊維大
学

「ピカソと人類の美術」 2017/11/11
京都工芸繊維大学
西1号館011教室

本学学生、教職員、一
般

英語 無料
「ピカソと人類の美術」を共通テーマとしてピカソの
創作と過去の作品との関係性について。
研究成果に関する報告と死すカッション。

40

135 B
京都工芸繊維大
学

日本－チェコ電気分析化学共同ワークショップ
Japan-Czech Workshop on Electroanalytical
Chemistry

2017/11/24
京都工芸繊維大学
15号館 TECH SALON

本学学生、教職員、一
般

英語 無料
ポーラログラフィーを発明したJ. Heyrovskyの研究所
との新しい電気分析科学の関する日本・チェコ共同学
術交流講演とディスカッション。

32



参加者数

No. タイプ 大学名 イベント名 開催日 （注） 会場 主な対象 使用言語 参加費 イベントの内容についての簡単な説明 その他
備考または
注釈（※）

（人）

2017年度 スーパーグローバル大学創成支援 採択大学開催イベント　一覧　（2017年4月～2018年3月）

整理区分 基礎情報 説明・案内

136 B
京都工芸繊維大
学

ゴム科学研究センター2017年度ゴム科学研究
会第５回公開講演会

2017/12/1
京都工芸繊維大学
15号館N207（TECH
SALON）

本学学生、教職員、一
般

英語・日本語 無料
ゴム科学研究センター主催で 「天然ゴムコンポジッ
ト」および「天然ゴムの化学」に関する講演会とディ
スカッション。

20

137 B
京都工芸繊維大
学

ヘルスサイエンス研究推進シンポジウム 2017/12/19
京都工芸繊維大学
60周年記念館

本学学生、教職員、一
般

英語 無料

ヘルスサイエンス研究推進プロジェクトの最新研究成
果の報告と生命科学の各分野への代替モデル生物とし
ての昆虫の利活用についての共同利用・共同研究拠点
化についての報告とディスカッション。

126

138 B
京都工芸繊維大
学

Trasnport Phenomena Seminar 2018/3/14
京都工芸繊維大学
15号館N205

本学学生、教職員、一
般

英語 無料

医療や気象にも深く関連する気体や液体の移流に伴う
運動量・熱・物質の「輸送現象（Transport
Phenomena）」　に関する最先端の研究についての講演
とディスカッション。

41

139 B
京都工芸繊維大
学

「日仏翻訳学研釦第3回研究会「「通態牲」とし
ての翻訳」

2018/3/16 ※
京都工芸繊維大学
60周年記念館

本学学生、教職員、一
般

日本語・仏語 無料
日仏翻訳学研究第3回研究会、「通態牲」としての翻訳
についての研究報告とディスカッション。

3月17日まで開催
（2日間）

20

140 B
京都工芸繊維大
学

International Symposium on Reliability
電子機器・集積回路の信頼性に関する国際シ
ンポジウム

2018/3/19
京都工芸繊維大学
61周年記念館

本学学生、教職員、一
般

英語 無料
ソフトエラーによる一時故障を含めた電子機器の信頼
性に関する報告とディスカッション。

51

141 B
京都工芸繊維大
学

Symposium on Creation of New Generation
Power Electronics and Systems

2018/3/28
京都工芸繊維大学
62周年記念館

本学学生、教職員、一
般

英語 無料

電力の有効利用に資する新世代パワーエレクトロニク
スの創生について先進パワーデバイス、産学連携型の
パワーエレクトロニクスに関する研究開発活動の報告
とディスカッション。

100名程度
(見込み）

142 B
京都工芸繊維大
学

第３回ナノフォトミーティング 2018/3/30
京都工芸繊維大学
東3号館K201

本学学生、教職員、一
般

英語 無料
IEEE Photonics Society Kansai Chapterの協賛による
自発放出の物理学と波面形成関するナノフォトニクス
特別講演と若手研究者によるディスカッション。

50名程度
(見込み）
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143 B 岡山大学
平成29年度岡山大学FD・SD研修
第20回桃太郎フォーラム

2017/9/12
岡山大学創立五十周年記
念館

国内大学関係者、その
他一般参加者

日本語 無料

全学教員研修として教育改善について教員・職員・学
生が討議する。
今年度は，「学修意欲は高まるか？～授業設計を学び
直す～」をメインテーマと定め，学修意欲を高める工
夫のみならず，６０分授業導入による様々な変化に関
すること，ルーブリックの活用，大学院授業完全英語
化の事例，メンタルヘルスに関してなど，様々なト
ピックについて有意義な知見を得られる特別講演や分
科会，セミナーを実施する。

https://www.iess.ccsv.
okayama-
u.ac.jp/kaihatsu/page/
h29momotaro/

約200

144 B 熊本大学
熊大グローバルYouthキャンパス
Summer Festa

2017/8/5
熊本大学グローバル教育
カレッジ棟

高校生、保護者、教職
員、本学学生

英語
日本語

無料

このイベントは、グローバル教育カレッジ及び熊大グ
ローバルYouthキャンパスの取り組みを高校生にわかり
やすく紹介することを目的として企画され、英語によ
る教養科目の模擬授業やIELTSの体験型説明会、学生に
よる留学成果についての発表などを行った。
その他、「グローバルカフェ」で高校生達が実際に英
語を使い、外国人教員と直接会話をするなど、カレッ
ジ所属の教職員と交流した。また、留学相談ブースで
熊本大学が提供している留学プログラムや提携校につ
いて知ることで、海外で学習することへの興味を深め
てもらった。

214

145 B 熊本大学
熊大グローバルYouthキャンパス
Go GLOBAL WORKSHOP

2017/10/14
熊本大学グローバル教育
カレッジ棟

高校生、保護者、教職
員、本学学生

英語
日本語

無料

SGH、SSH、SPHの高校生を主な対象に、将来国際的な
フィールドで活躍するためのきっかけ作りを提供する
企画。
午前の部は英語によるプレゼンテーションワーク
ショップ、午後の部はロールモデルカフェを実施し
た。

46

146 B 熊本大学 Soseki Global Café 2017/11/3 ※
熊本大学グローバル教育
カレッジ棟

高校生、留学生、大学
生、一般

英語
日本語

無料

ラフカディオ ハーンの作品をリーディングマラソン形
式で参加者が順番に英語で読み進めた。
同時に、グローバルリーダーコースの学生がグローバ
ル教育カレッジ棟のラウンジやキッチンを使い、伝統
料理イベントや国際交流ゲームなどを実施した。

11月4日まで開催（2日間） 301

147 B 熊本大学
スーパーグローバル大学創成支援事業シンポ
ジウム「大学のグローバル化と地域に根ざした
グローバル人材育成」

2018/3/5 ホテル日航熊本

熊本県内・九州内の大
学・高校関係者、企業・
団体・行政等の関係者、
一般の方

日本語 無料

事業4年目を迎えた本学のSGU事業実績報告をテーマと
した、熊本大学のグローバル化への取り組みを報告す
るとともに、
国内3大学よりグローバル化に関する先進的・特徴的な
取り組みを紹介いただき、各講演後には活発な意見交
換を実施した。

112

148 B 芝浦工業大学 GTIコンソーシアムシンポジウム 2017/12/7
芝浦工業大学
豊洲キャンパス

GTIコンソーシアム会
員、教職員・学生、一般

日本語・英語

無料
（シンポジ
ウム後の
交流会は
有料）

H27に設立したGTI(Global Technplogy Initiative)コ
ンソーシアムにおける企業、政府機関、大学が連携し
て実施するグローバルPBLなどの取組について報告。グ
ローバル理工系人材の育成、イノベーションの創出等
を加速するための方法とその成果を広く共有し、また
コンソーシアム加盟機関のための交流の場とする。

360

149 B 芝浦工業大学
GTIコンソーシアムセミナー
「カンボジア・ラオスにおける経済の展望」

2017/6/22
芝浦工業大学
芝浦キャンパス

GTIコンソーシアム会
員、教職員・学生、一般

日本語 無料

GTIコンソーシアム加盟機関である三井住友銀行よりプ
ノンペン駐在所長をお招きし、カンボジア・ラオスの
教育・政治・地理･文化や日系企業の進出状況、周辺諸
国との関係、経済情報について講演を行っていただい
た。

GTI加盟機関大
学の学生、GTI
コンソーシアム

会員37

教職員83

https://www.iess.ccsv.okayama-u.ac.jp/kaihatsu/page/h29momotaro/
https://www.iess.ccsv.okayama-u.ac.jp/kaihatsu/page/h29momotaro/
https://www.iess.ccsv.okayama-u.ac.jp/kaihatsu/page/h29momotaro/
https://www.iess.ccsv.okayama-u.ac.jp/kaihatsu/page/h29momotaro/
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150 B 芝浦工業大学 異文化PBL 2017/7/8
芝浦工業大学
豊洲キャンパス

芝浦工業大学およびGTI
加盟機関大学の学生、
GTIコンソーシアム会
員、教職員、学生、一般

日本語・英語 無料
インド工科大学（IIT）学生と日本人学生が、東京オリ
ンピック・パラリンピックで課題となりえる点を調査
し、その解決策を考えるPBLを実施した。

学生43

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ(GTI
ｺﾝｿｰｼｱﾑ会

員、教職員、一
般)23

151 B 上智大学
国連食糧農業機関（FAO）事務局長
講演及びジョブ・セミナー

2017/5/10
上智大学
四谷キャンパス
6号館101教室

学生、高校生、教職員、
一般

日本語・英語 無料
食料安全保障、栄養改善と持続可能な農業の達成に向
けて、ジョセ・グラツィアーノ・シルバ事務局長に講
演頂いた。

300

152 B 上智大学 ミクロネシア写真展「南洋の光」 2017/5/12 ※

上智大学
四谷キャンパス
2号館エントランスロ
ビー

学生、高校生、教職員、
一般

日本語・英語併記 無料
日本と古くから縁があり、日系人も多く住む地域なが
ら、現在あまり知られていないミクロネシア地域につ
いて興味を持って頂くための企画。

6/9まで開催 未集計

153 B 上智大学
世界を話そう
国連事務所トップのソフィアン

2017/5/18
上智大学
四谷キャンパス
2号館17階国際会議場

学生、教職員、一般 日本語 無料
本学卒業生でUN-Womenアジア太平洋地域部長・所長の
加藤美和氏を迎え、藤崎教授と対談して頂く。

70

154 B 上智大学
上智大学アフリカ・ウィーク
シンポジウム「アフリカと共にグローバル
社会を創る若者たちへ」

2017/5/22
上智大学
四谷キャンパス
2号館17階国際会議場

学生、高校生、教職員、
一般

日本語 無料
大島賢三（元国連大使）やJICA、WFP協会、企業の方に
登壇頂き、アフリカの現在と未来について話すシンポ
ジム

60

155 B 上智大学
上智大学アフリカ・ウィーク
「アフリカの子どもたちと文学」

2017/5/23
上智大学
四谷キャンパス
2号館17階国際会議場

学生、高校生、教職員、
一般

日本語 無料
絵本を中心に西アフリカの児童文学を紹介するイベン
ト

40

156 B 上智大学
上智大学アフリカ・ウィーク
「アフリカデー　記念講演会」

2017/5/25
上智大学
四谷キャンパス
6号館101教室

学生、高校生、教職員、
一般

英語・日本語 無料

アフリカ38ヶ国の駐日大使が参加して行われた講演
会。
在京アフリカ外交団長の講演、アフリカの東・西・南
地域を代表した駐日大使の講演等

150

157 B 上智大学
上智大学アフリカ・ウィーク
「Celebrating JICA and Sophia
University Partnerships in Africa」

2017/5/26
上智大学
四谷キャンパス
2号館17階国際会議場

学生、高校生、教職員、
一般

英語 無料
本学教員とJICA職員による基調講演につづき、ABEイニ
シアティブで本学に留学中のアフリカ学生によるパネ
ルディスカッション

70
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158 B 上智大学
上智大学アフリカ・ウィーク
学生写真展「私が見たアフリカ」

2017/5/18 ※

上智大学
四谷キャンパス
中央図書館展示スペース
他

学生、高校生、教職員、
一般

日本語 無料
本学学生のアフリカで撮影した写真を展示
学生のアフリカでのさまざまな体験を振り返る

6/2まで開催 未集計

159 B 上智大学
第7回上智大学国連Weeks
シンポジウム「報道の自由とジャーナリス
トの保護」

2017/6/2
上智大学
四谷キャンパス
2号館17階国際会議場

学生、高校生、教職員、
一般

英語・日本語 無料
国連特別報告者のDavid Kaye氏らを招聘し、「ジャー
ナリストの保護」と「報道の自由」について議論を
行った。

210

160 B 上智大学
第7回上智大学国連Weeks
シンポジウム「国連と国際協調の将来」

2017/6/5
上智大学
四谷キャンパス
2号館17階国際会議場

学生、高校生、教職員、
一般

英語・日本語 無料
Malone国連大学長の基調講演の後、本学教員と国連関
係者等によるパネルディスカッションを開催した。

150

161 B 上智大学
第7回上智大学国連Weeks
キャリアトーク「国際機関と国際協力分野
でのキャリア形成」

2017/6/6
上智大学
四谷キャンパス
2号館17階国際会議場

学生、高校生、教職員、
一般

日本語 無料
国連各機関から駐日代表らが8名お越し頂き、国連での
キャリアについて座談会形式で学生と質疑、意見交換
を行った。

80

162 B 上智大学
第7回上智大学国連Weeks
平和構築セミナー「フィリピン・ミンダナ
オ和平と日本の貢献」

2017/6/7
上智大学
四谷キャンパス
2号館17階国際会議場

学生、高校生、教職員、
一般

日本語 無料
ミンダナオの現状と復興のための日本の取り組みにつ
いて、本学教員、JICA職員、現地進出企業のそれぞれ
から報告。その後パネルディスカッションを行った。

150

163 B 上智大学
第7回上智大学国連Weeks
シンポジウム「緊急時における教育支援-人
道支援NGOの役割とこれから」

2017/6/8
上智大学
四谷キャンパス
2号館17階国際会議場

学生、高校生、教職員、
一般

日本語 無料
シリア出身のNGOスタッフのトークセッションに続き、
人道支援NGOの職員らによるパネルディスカッションを
実施した。

300

164 B 上智大学

第7回上智大学国連Weeks
GCNJ　上智大学共同セミナー「SDGｓ達成に
向けた国連機関とグローバル企業の先進的
取組」

2017/6/9
上智大学
四谷キャンパス
2号館17階国際会議場

学生、高校生、教職員、
一般

日本語 無料
国連機関と企業との協働の取組事例を双方で発表し、
現状と今後の可能性などについて議論した。

200

165 B 上智大学
グローバル化時代におけるカメルーン女性
の変化について　-社会学・文化人類学的分
析-

2017/6/16
上智大学
四谷キャンパス
12号館3階302教室

学生、教職員、一般 フランス語 無料
カメルーンの中央アフリカカトリック大学の教員を招
聘し、カメルーンの女性の社会進出の進捗と、それに
伴う問題について講演を行って頂いた。

15
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166 B 上智大学
生物多様性の主流化-愛知目標とSDGsの達成
に向けて

2017/6/21
上智大学
四谷キャンパス
6号館101教室

学生、高校生、教職員、
一般

英語・日本語 無料
国連生物多様性条約事務局長のクリスティアナ・パル
マー氏をお招きし、基調講演及びパネルディスカッ
ションを行った。

300

167 B 上智大学 上智大学・国連WFPキャリアセミナー 2017/9/13
上智大学
四谷キャンパス
2号館17階国際会議場

学生、高校生、教職員、
一般

英語・日本語 無料
国連WFP事務局次長のラミロ・ロペス・シルバ氏の来日
に合せ、WFPについての基調講演と、会場対話形式の
キャリアセミナーを実施

150

168 B 上智大学
日仏討論会　新しい働き方に向けて
女性は変革の鍵？

2017/10/5
上智大学
四谷キャンパス
2号館17階国際会議場

学生、高校生、教職員、
一般

日本語・フランス
語

無料
女性の働き方について、変革の前線で取り組んできた
日本とフランス双方の識者による議論を行います。

210

169 B 上智大学
マジョリティ「特権」の概念と日本におけ
る社会的公正教育の可能性と未来の探求：
アメリカの事例から学ぶ

2017/10/6
上智大学
四谷キャンパス
2号館17階国際会議場

学生、高校生、教職員、
一般

英語・日本語 無料
日本における差別やマイノリティに関わる問題につい
て、アメリカの事例を参考に、日本における応用性・
重要性・意義について討議します。

50

170 B 上智大学
上智大学国連Weeks October,2017
SDGsパネル展「パートナーシップでつくる
私たちの世界」

2017/10/16 ※

上智大学
四谷キャンパス
2号館エントランスロ
ビー

学生、高校生、教職員、
一般

日本語・英語併記 無料

「持続可能な開発目標：SDGs」の事を皆さんはどのく
らい知っていますか？ SDGsをもっと身近に、自分の事
として考えてもらえるように、わかりやすいパネルを
作成しました。

10/28まで開催(12日間) 未集計

171 B 上智大学
上智大学国連Weeks October,2017
映画上映「第12回ＵＮＨＣＲ難民映画祭̶̶

学校パートナーズ」
2017/10/18

上智大学
四谷キャンパス
2号館17階国際会議場

学生、高校生、教職員、
一般

英語・日本語　
両字幕

無料

映画を通じて紛争や迫害によって家を追われた人々の
問題を考えるこのイベント。今年度の本学上映作品は
「シリアに生まれて」。故郷を追われ、難民となりな
がらも新たな希望を胸に逞しく生きる７人の子どもに
寄り添うドキュメンタリー作品です。

200

172 B 上智大学

２０１７年度国際交流基金賞 受賞記念講演
会
リュブリャナ大学名誉教授　アンドレイ・
ベケシュ先生
「対話としての日本研究－スロベニアと欧
州全体の動向から－」

2017/10/20
上智大学
四谷キャンパス
2号館17階国際会議場

学生、高校生、教職員、
一般

日本語 無料
スロベニアにおける日本語教育・日本研究の第一人者
であるアンドレイ・ベケシュ　リュブリャナ大学名誉
教授の国際交流基金賞の受賞を記念した講演会。

180

173 B 上智大学
障がい者スポーツと国際協力の課題
-東南アジア地域を中心に-

2017/10/20
上智大学
四谷キャンパス
2号館17階国際会議場

学生、高校生、教職員、
一般

英語・日本語 無料
障がい者スポーツに対する支援の重要性が認識されつ
つある中で、2020年に向け日本で必要となる事象につ
いてASEAN諸国の現状も踏まえて議論する。

220
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174 B 上智大学
上智大学国連Weeks October,2017
トークセッション「国連事務局の運営と課
題」

2017/10/23
上智大学
四谷キャンパス
2号館17階国際会議場

学生、高校生、教職員、
一般

日本語 無料

国連は今年アントニオ・グテーレス事務総長が就任
し、新たな体制の下で国際社会の課題に取り組んでい
ます。事務総長の役割は何か、また、事務局はどのよ
うに組織運営され、どのような役割を果たしどのよう
な課題に直面しているのか、国連の行政管理局長を務
められた高須幸雄さんにお話しを伺う。

120

175 B 上智大学

上智大学国連Weeks October,2017
国連デー「わたしが見た、持続可能な開発
目標(SDGs)
学生フォトコンテスト」受賞式

2017/10/24
上智大学
四谷キャンパス
2号館17階国際会議場

学生、高校生、教職員、
一般

英語・日本語 無料

ニューヨークの国連本部でも展示された、本コンテス
ト。今年は全世界から1000点以上の応募があった。
審査員の皆さんにも登壇頂き、学生から見たSDGsを披
露して行く。

140

176 B 上智大学
上智大学国連Weeks October,2017
シンポジウム「日本企業への期待：メガス
ポーツイベントに人権尊重を組み入れる」

2017/10/25
上智大学
四谷キャンパス
2号館17階国際会議場

学生、高校生、教職員、
一般

英語・日本語 無料

社会を確立するための契機と捉え、本シンポジウムで
は特に人権尊重及びその体制への企業の取り組みにつ
い議論します。また、2030年SDGs達成のマイルストン
として2020年を見つめる。

100

177 B 上智大学
上智大学国連Weeks October,2017
シンポジウム「接続可能な開発目標SDGsを
学び、その課題を問う」

2017/10/28
上智大学
四谷キャンパス
2号館17階国際会議場

学生、高校生、教職員、
一般

日本語 無料

ニューヨーク国連本部において、150を超える加盟国首
脳の参加のもと採択された「持続可能な開発目標
（SDGs：Sustainable Development Goals）。」その進
捗状況を第一線で活躍する実務家や研究者が報告し、
今後の課題を明らかにしていく。

170

178 B 上智大学
徹底討論「これからのジャーナリズムを考
えよう～緊迫する国際情勢をメディアはど
う伝えているか」

2017/10/30
上智大学
四谷キャンパス
6号館101教室

学生、高校生、教職員、
一般

英語・日本語 無料

元米国大統領補佐官で日本の安全保障政策を専門とす
るマイケル・グリーン上智大学特任教授やデミト
リィ・セバステプロ氏（フィナンシャル・タイムズワ
シントン支局長らを招き、講演及び討論会を行った。

600

179 B 上智大学
上智大学国連Weeks October,2017
「わたしが見た、SDGs学生フォトコンテス
ト 入賞作品展」

2017/10/31 ※

上智大学
四谷キャンパス
2号館エントランスロ
ビー

学生、高校生、教職員、
一般

日本語・英語併記 無料

「SDGsの世界を変える17の目標」をテーマに全世界の
学生を対象に募集したフォトコンテスト。
昨年に引き続き全世界約73ヶ国から1000点以上の応募
が集った。

11/10まで開催(11日間) 未集計

180 B 上智大学

フィリッポ・グランデイ国連難民高等弁務
官公開講演「難民の国際保護と私たちにで
きること～教育の役割～」および国連キャ
リアセミナー

2017/11/19
上智大学
四谷キャンパス
6号館101教室

学生、高校生、教職員、
一般

英語・日本語 無料

国連難民高等弁務官のフィリッポ・グランデイ氏を迎
え、基調講演を行って頂くほか、難民高等教育事業に
より日本の大学で学んだ元留学生によるトークセッ
ションも開催。第2部では国連キャリアセミナーも開
催。
 


550

181 B 上智大学 マザー・テレサ写真展 2017/11/28 ※

上智大学
四谷キャンパス
2号館エントランスロ
ビー

学生、高校生、教職員、
一般

日本語・英語併記 無料

聖人マザー・テレサの写真展。マケドニア共和国・ス
コピエにあるマザー・テレサ記念館所蔵の写真や本学
に来訪した際の写真などを、その生涯を綴るかたちで
展示。

12/8まで開催(11日間) 未集計
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182 B 上智大学
「ジェフリー・サックス教授と語るSDGs白
熱教室」

2017/11/29
上智大学
四谷キャンパス
6号館307教室

学生、高校生、教職員、
一般

英語・日本語 無料
元国連事務総長特別顧問のジェフリー・サックス　コ
ロンビア大学教授が、「若者」「世界」テーマにSDGｓ
について講義する。

400

183 B 上智大学
日本の社会奉仕に求められるもの～アウ
シュヴィッツの聖者コルベ神父の来日から
現在、未来まで～

2017/11/30
上智大学
四谷キャンパス
2号館17階国際会議場

学生、高校生、教職員、
一般

日本語 無料
ポーランド人のコルベ神父が日本に持ってきた社会奉
仕の種が戦後どの様に発展してきたのかを振り返りな
がら、未来の社会奉仕のあり方を議論します。

220

184 B 上智大学
マ・テイーダ講演会「良心の囚人～独房か
ら心を解き放つ」

2017/12/4
上智大学
四谷キャンパス
2号館17階国際会議場

学生、高校生、教職員、
一般

英語・日本語 無料
ミャンマーでアウンサンスーチー氏と共に民主化運動
に関わり、政治犯として投獄されたマ・テイーダ氏の
講演会

150

185 B 上智大学
アントニオ・グテーレス 国連事務総長　特
別講演会　「グローバル課題～『人間の安
全保障』の役割～」

2017/12/14
上智大学
四谷キャンパス
6号館101教室

学生、高校生、教職員、
一般

英語 無料

第9代国連事務総長として初来日したアントニオ・グ
テーレス氏による講演会。講演会後には国連アカデ
ミックインパクト加盟大学の学生30名と非公開でディ
スカッションを行った。

700

186 B 上智大学 教皇フランシスコと話そう 2017/12/18
上智大学
四谷キャンパス
6号館101教室

学生、高校生、教職員
スペイン語・日本
語

無料
バチカンと映像回線をつなぎ、本学院の学生・生徒が
直接教皇フランシスコに質問をし、お答え頂いた。
会場の様子はYouTubeでLIVE公開を行った。

700

187 B 上智大学
UNRWA「緊急報告：中東の紛争と危機－パレ
スチナ難民に今必要なもの」

2018/1/25
上智大学
四谷キャンパス
2号館17階国際会議場

学生、高校生、教職員、
一般

英語・日本語 無料

来日中のピエール・クレヘンビュール国連パレスチナ
難民救済事業（UNRWA）事務局長をお迎えし、中東の紛
争と危機の現状、米国の政策がパレスチナ難民に与え
る影響、パレスチナ難民が必要としている展望につい
てUNRWA事務局長が緊急報告およびトークセッションを
行う。

200

188 B 上智大学
予防接種で子どもたちの命を救いたい！ 
Gaviワクチンアライアンス　キャリアセミ
ナー

2018/2/26
上智大学
四谷キャンパス
2号館17階国際会議場

学生、高校生、教職員、
一般

英語・日本語 無料

Gavi ワクチンアライアンスの北島千佳資金調達担当上
級マネジャーが講師を務め、Gaviの活動や求められる
人材について説明し，インターンシップなどのプログ
ラムを紹介。

15

189 B 上智大学

UN Women 公開イベント「平和な社会の構築
と暴力的過激主義の防止における女性の役
割」～ユーモア・コメディーを通じた平和
な社会の構築～

2018/3/1
上智大学
四谷キャンパス
6号館101教室

学生、高校生、教職員、
一般

英語・日本語 無料

UN Womenの加藤美和アジア太平洋地域事務所長から、
事業の紹介とコメディーを通じた暴力的過激主義の防
止についての報告があったほか、アジアのユーチュー
バー、パフォーマー、外務省SDGｓ推進大使のピコ太郎
らが登壇して、イベントを開催した。

300
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190 B 東洋大学
最先端／最前線から診る「医療・心理・介護」を
支える社会システムの構築に向けて
-日独比較研究の視点からー

2017/5/6 東洋大学川越キャンパス 一般、本学学生・教職員 ドイツ語・日本語 無料

医療・心理・介護を支える社会システムの構築に向け
た、日独両国の実践・研究事例を取り上げ、ミクロ
（個人・家族）、メゾ（地域）、マクロ（社会）の視
点から考察する。
また日独における取組の比較を通じて、今後の課題や
発展の方向性について検討を行う。

約80

191 B 東洋大学
障がいと差別を超えてグローバルな社会に生
きる

2017/5/12 東洋大学白山キャンパス 一般、本学学生・教職員 英語・日本語 無料

不屈の精神で障がいと差別を超え、弁護士やストー
リー・テラーとしての道を切り開いてきたアメリカ人
弁護士アン・トーマスとの対話を通じて、「グローバ
ルな社会での生き方」を考える。

約100

192 B 東洋大学 Toyo Summer Program Ⅰ 2017/6/19 ※
東洋大学白山キャンパス
ほか、都内

海外協定校留学生、本
学学生

英語 有料

海外の大学生に対し、地方での農業体験や日本文化体
験、また日本企業訪問等のアクティビティを通じ、日
本の生活や文化の新旧、都市と地方の生活に関する比
較学習・理解を促す。東洋大学の学生は一部留学生の
補助役として参加。

7月1日まで開催（13日間） 5

193 B 東洋大学 Toyo Summer Program Ⅱ 2017/8/14 ※
東洋大学白山キャンパス
ほか、都内

海外協定校留学生、本
学学生

英語 有料

海外の大学生に対し、地方での農業体験や日本文化体
験、また日本企業訪問等のアクティビティを通じ、日
本の生活や文化の新旧、都市と地方の生活に関する比
較学習・理解を促す。東洋大学の学生は一部留学生の
補助役として参加。

8月26日まで開催（13日
間）

19

194 B 東洋大学 留学生教育学会 年次大会 2017/8/18 ※ 東洋大学白山キャンパス
UMAP加盟国の高等教
育関係者、一般

英語・日本語 無料

アジア太平洋における学生流動化と学生支援の新潮流
と将来像をテーマに、UMAPおよび留学生教育学会
（JAISE)共催による国際フォーラムおよび分科会・
ワークショップ

8月19日まで開催（2日間） 307

195 B 東洋大学
UMAP（University Mobility in Asia and the 
Pacific／アジア太平洋大学交流機構） 
International Forum

2017/8/18 ※ 東洋大学白山キャンパス
UMAP加盟国の高等教
育関係者、一般

英語・日本語 無料
UMAP国際事務局を担当する本学が国内外の加盟大学と
連携し、開催する。「アジア太平洋地域の教育交流」
の促進策を、パネル討論等で協議する。

8月19日まで開催（2日間） 約150

196 B 東洋大学
外国人留学生向け
夏季ビジネス日本語集中講座

2017/8/21 ※ 東洋大学白山キャンパス
日本の大学に在籍する
外国人留学生

日本語 無料
外国人留学生が日本国内のビジネスシーンで活躍でき
るグローバル人財を育成することを目的とし、その後
の就職活動に活かし、国内での就職率向上を目指す。

9月11日まで開催（13日
間）

のべ343

197 B 東洋大学 John Hudzik氏講演会 2017/10/27 東洋大学白山キャンパス 一般 英語 無料
「Comprehensive Internationalization」等の著書を
持つJohn　Hudzik氏（ミシガン州立大学教授）をお迎
えし、普遍的な国際化の推進について講演する。

約80
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198 B 東洋大学

外国学修歴・資格認証（FCE）連続セミナー
11月18日（土）
「外国学修歴・資格認証（FCE）と人材流動化の
課題－定住外国人受入れと資格認証－」

12月7日（土）
「日本におけるFCE発展の可能性をさぐる」

2017/11/18
2017/12/7

東洋大学白山キャンパス 一般 日本語 無料

日本が多様な国から留学生や高度人材を受け入れてい
くうえで、FCEのシステムや概念をどう受け入れていく
か、多面的な視点からFCEと人材流動化の課題を検証し
ていく。

120人
13人

199 B 東洋大学
東洋大学創立130周年・日タイ修好130周年　
記念シンポジウム

2017/12/22 東洋大学白山キャンパス 一般、本学学生・教職員 英語・日本語 無料

東洋大学の創立130周年と日本・タイの修好130周年を
記念して「タイ、日本、東洋大学を結ぶ交流の歴史と
未来」及び「グローバル社会におけるビジネス日本語
人材の育成とキャリア支援」という２つの記念シンポ
ジウムを開催。

約1,100

200 B 東洋大学 Toyo Winter Program 2018/1/4 ※
東洋大学白山キャンパス
ほか、都内、妙高高原

海外協定校留学生、本
学学生

英語 有料

海外の大学生に対して、日本の「雪国」での実体験、
それに付随する事前事後学習を提供することで、日本
の生活や文化の新旧、都市と地方の生活に関する比較
学修・理解を促し、随所にフィールドワークを組み込
むことで、日本の真の魅力を体感する。東洋大学の学
生は一部留学生の補助役として参加。

1月14日まで開催（11日
間）

4

201 B 東洋大学
シェイクスピアと教育（Shakespeare and 
Education）

2018/1/6 東洋大学白山キャンパス 一般、本学学生・教職員 英語・日本語 無料

招聘講師による基調講演２本と学内外からの講師によ
るワークショップ形式の授業実践報告３本で構成さ
れ、英語の授業から消えつつある「シェイクスピア」
を学ぶ価値について多角的に考察することを目的に開
催。

57人

202 B 東洋大学
多様化する英語力アセスメントとEポートフォリ
オの活用を考える東洋大学スーパーグローバ
ル大学創成事業セミナーシリーズ2017-18

2018/3/20 東洋大学白山キャンパス 一般、本学学生・教職員 英語 無料

グローバル化の進展とともに、学術、社会、ビジネス
において、英語が事実上の世界共通語となっており、
英語の標準テストの活用が拡大している。こうした標
準テストに関連するカリキュラム・デザイン、様々な
標準テストの情報と受験コストの比較、標準テストの
利用とその成果、などについて意見交換する。実践的
な無料の標準テストについても紹介し、Eポートフォリ
オをつかって学生の動機付けをしながら、学習成果を
高めようとする取り組みも紹介。

80人(予定)

203 B 東洋大学 ワークショップ 2018/3/16・17 東洋大学白山キャンパス
一般
本学教職員

英語 無料

"School on Management of Creativity in an 
Innovation Society"をテーマにしたセミナーおよび
ワークショップ
講師：Laurent SIMON　氏（HEC Montréal）

204 B 法政大学 法政グローバルデイ2017 2017/5/20
法政大学市ヶ谷キャンパ
ス

大学教職員
学生、企業関係者　　　
他

日本語　英語 無料

国際協力団体やビジネス分野の実務者を招いて、国際
協力やグローバル化するビジネスに係るボランティ
ア・インターンシッププログラムの取り組みを紹介す
るとともに、学生への国際協力・国際交流・グローバ
ルビジネスへ紹介

事前申込あり 330（実績）

205 B 法政大学 第3回法政大学日本語スピーチコンテスト 2017/11/25
ハノイ国家大学外国語大
学キャンパス

ベトナム国籍を有する15
～20歳の高校生・大学
生

日本語 無料

ベトナム全土を範囲として、ベトナム国籍を有する15
～20歳の高校生・大学生を対象に、日本語スピーチコ
ンテストをベトナムで開催する。日本語学習者に日頃
の学習成果の発表の場を提供する。

113（実績）
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206 B 創価大学
スーパーグローバル大学創成支援
事業報告会

2017/4/21 創価大学

SGU・GGJ採択校
SGH採択校
本学学生・教職員、教育
関係者、一般

日本語
（日本語→英語の同
時通訳あり）

無料 SGU・GGJの成果発表 200

207 B 創価大学 タイ王国・タマサート大学共同セミナー 2017/8/17 タイ王国・タマサート大学

タマサート大学教職員
タイ王国高等教育関係
者
一般

タイ語 無料
「創価大学タイ事務所」開所（昨年6月）及び本学国際
教養学部との学部間交流1周年記念の意義を込め、「平
和と共生の哲学」をテーマに開催。

80

208 B 創価大学 国連UNHCR難民映画祭2017 2017/10/9、20 創価大学
本学学生、本学教職
員、一般

日本語 無料
本学が協力する「国連UNHCR難民映画祭―学校パート
ナーズ」の取組の一貫として、「シリアに生まれて」
を上映。

各500

209 B 創価大学 英語による教授法スキルアップ研修 2017/11/29 創価大学
本学学生・教職員、教育
関係者、一般

英語 無料 TESOLの海外招聘教員による教授法スキルアップ研修 30

210 B 創価大学 ASAIHL（東南アジア高等教育協会）年次総会 2018/3/26 ※ 創価大学
ASAIHL加盟校、本学学
生・教職員

英語 有料
「多様性と世界市民のための高等教育」をテーマに、
全体会、分科会等を開催。

3月28日まで（3日間） 250

211 B 創価大学 8言語スピーチコンテスト 備考参照 ※ 創価大学 本学学生・教職員、一般
各言語および日本
語

無料
英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、ロシア
語、中国語、ハングル、スワヒリ語について、言語別
にコンテストを開催

2017年11～12月にかけて
言語別に開催

50～100
（言語ごと）

212 B 創価大学
フィリピン・イースト大学
共同シンポジウム

2018/2/24 ※ フィリピン・マニラ

イースト大学教職員、学
生
フィリピン高等教育関係
者
一般

英語 無料 「平和と持続可能な発展」をテーマに開催。
本シンポジウムはフィリビ
ン高等教育局より認可

200
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213 B 国際大学 ハノイ－新潟情報交換会 2018/1/22 ※ ハノイ工科大学 学生、教職員、一般 日本語 無料

新潟企業の海外展開支援、新潟への外国企業誘致、国
際人材育成等を目的として2016年5月に締結した、ジェ
トロ・長岡技術科学大学・国際大学による三者連携包
括協定に基づき、シンポジウムを開催する。

https://www.iuj.ac.jp/j
p/2018/02/post20180
202/

1月23日まで（2日間） 180

214 B 国際大学
海外展開に向けた留学生等外国人材活用
ワークショップ

2018/2/14 まちなかキャンパス長岡 学生、教職員、一般 日本語 無料

新潟企業の海外展開支援、新潟への外国企業誘致、国
際人材育成等を目的として2016年5月に締結した、ジェ
トロ・長岡技術科学大学・国際大学による三者連携包
括協定に基づき、海外展開に取り組む中堅・中小企業
を対象に、県内で学ぶ外国人留学生等の採用・育成・
定着をテーマに企画・実施する。

https://www.iuj.ac.jp/j
p/2018/02/post20180
216/

50

215 B 関西学院大学 大学院 国連･外交コース説明会

2017/4/20
2017/4/27
2017/5/19
2017/6/3
2017/7/13
2017/10/12
2017/10/19
2017/10/26
2017/11/10
2017/11/24
2017/12/14

関西学院大学(各キャンパ
ス)

学生･一般 日本語 無料

関西学院大学では、2017年度の大学院「国連・外交
コース」履修生を募集中です。
本コースは将来国連・国際機関や外交官を目指される
方のための、大学院博士課程前期課程（修士）および
専門職課程（専門職学位）の副専攻プログラムです。
本説明会では、コースの詳細や具体的な申請方法等を
ご説明するとともに、実務経験豊かな講師陣やキャリ
ア支援のプロセス、提供予定の授業科目の具体的な内
容などについてもご紹介する。

66人

216 B 関西学院大学 外務省JPO派遣制度説明会 2017/4/16
関西学院大学大阪梅田
キャンパス

学生･一般 日本語 無料

４月３日から応募受付が開始されるＪＰＯ派遣候補者
選考試験に関し、ＪＰＯ派遣制度の概要及び国際機関
の採用制度等の説明を行う。
（外務省国際機関人事センター・関西学院大学国際機
関人事センター）

53人

217 B 関西学院大学 大学院 国連･外交コース説明会(東京) 2017/10/7
関西学院大学東京丸の内
キャンパス

学生･一般 日本語 無料

関西学院大学では、2018年度の大学院「国連・外交
コース」履修生を募集中である。
本コースは将来国連・国際機関や外交官を目指される
方のための、大学院博士課程前期課程（修士）および
専門職課程（専門職学位）の副専攻プログラムであ
る。
本説明会では、コースの詳細や具体的な申請方法等を
ご説明するとともに、実務経験豊かな講師陣やキャリ
ア支援のプロセス、提供予定の授業科目の具体的な内
容などについても紹介する。

7人
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218 B 関西学院大学 大学院 国連･外交コース説明会(大阪)
2017/11/17、
2018/1/12

関西学院大学大阪梅田
キャンパス

学生･一般 日本語 無料

関西学院大学では、2018年度の大学院「国連・外交
コース」履修生を募集中である。
本コースは将来国連・国際機関や外交官を目指される
方のための、大学院博士課程前期課程（修士）および
専門職課程（専門職学位）の副専攻プログラムであ
る。
本説明会では、コースの詳細や具体的な申請方法等を
ご説明するとともに、実務経験豊かな講師陣やキャリ
ア支援のプロセス、提供予定の授業科目の具体的な内
容などについても紹介する。

12人

219 B 関西学院大学
特別企画グローバルカフェ　邦人国連職員
が語る激動の中の国連と開発協力

2017/10/7
関西学院大学東京丸の内
キャンパス

高校生・大学生・一般 日本語

高校生/
大学生は
無料
一般は
2000円

グローバルで横断的問題解決が必要とされる規範、す
なわちSustainable Development Goals（SDGs）「持続
可能な開発目標」が国連で採択された。しかし、昨
今、アメリカ第一主義を唱えるトランプ大統領はパリ
協定から離脱し、米国政府は国連・国際機関の予算の
削減を開始した。この余波は他国にも飛び火してい
る。また、グテーレス新国連事務総長のリーダーシッ
プの下、国連開発関連組織の再編成・改革も行われる
と聞く。こうした状況を危機としてとらえるか、チャ
ンスとしてとらえるか。
21世紀型の開発協力は相互に依存している共同体であ
りその公益性を踏まえ、マルチ・バイといわれる多国
間・二国間の援助協調の可能性（国連・日本政府）が
示唆されている。 政府、民間、CSO（非営利団体）、
学術団体等、複雑多岐にわたる重要行為主体と連携す
るうえで、国連開発協力の分野ではどのような人材が
通用し、必要とされているのか。登壇する3人のシニ
ア・プロフェッショナルの経験に基づき、国際機関で
のキャリア形成のイメージと現実を紹介し、JPO・
Associate Expertプログラム、国連ボランタリー計
画、国連インターン制度、JICA等の活用について紹介
する。さらに、この激動する国際社会の中での日本の
高等教育とその人材育成の問題に焦点をあて、国連と
学術機関の関係強化をどのように実施・実践するか意
見交換を行う。

24人

220 B 関西学院大学 国連機関合同就職説明会 2017/10/19
関西学院大学大阪梅田
キャンパス

学生･一般 日本語 無料

主催・国連事務局、外務省国際機関人事センター
各国連機関本部の人事責任者等が採用制度を説明する
ために合同で来日します。国連事務局をはじめとする
国連機関での勤務を考えている方、国際貢献に関心の
ある方は是非ご参加ください。

http://www.mofa-
irc.go.jp/

101人


