
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）

1 A 東北大学
The 2nd International Symposium on 
Chemical Communication：Frontier of 
Chemical Communication

2018/5/28 ※ 調整中
国内外からの研究者お
よび学生

英語 無料
ケミカルコミュニケーションの最前線にて開催の第2
回国際シンポジウム

5月29日まで開催
（2日間）

約100

2 A 東北大学

Mini Symposium on Chemical 
Communication of Sendai Banyu 
Symposium：Frontier of Chemical 
Communication

2018/6/8
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
ケミカルコミュニケーション： Sendai Banyuについ
てのシンポジウム

約50

3 A 東北大学
Summer School：Thematci Program2018‐
Frontier of Chemical Communication

2018/8/20 ※ 調整中
国内外からの研究者お
よび学生

英語 無料
ケミカルコミュニケーションの最前線にて開催され
るサマースクール

8月21日まで開催
（2日間）

約100

4 A 東北大学

The 3rd International Symposium on 
Chemical Communication：Geologic 
Stabilization and Human Adaptations 
in Northeast Asia

2018/9/10 ※ 仙台国際センター
国内外からの研究者お
よび学生

英語 無料
ケミカルコミュニケーションの最前線にて開催の第3
回国際シンポジウム

9月11日まで開催
（2日間）

約150

5 A 東北大学
Hearing Week：Tohoku Universal 
Acoustical Communication Month 2018

2018/10/1 ※
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
東北ユニバーサル音コミュニケーション月間2018に
おけるHearing Week

10月5日まで開催
（5日間）

約100

6 A 東北大学
Brain Week：Tohoku Universal 
Acoustical Communication Month 2018

2018/10/15 ※
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
東北ユニバーサル音コミュニケーション月間2018に
おけるBrain Week

10月19日まで開催
（5日間）

約100

7 A 東北大学
Mind Week：Tohoku Universal 
Acoustical Communication Month 2018

2018/10/19 ※
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
東北ユニバーサル音コミュニケーション月間2018に
おけるMind Week

11月2日まで開催
（11日間）

約100
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8 A 東北大学
International Symposium：Tohoku 
Universal Acoustical Communication 
Month 2018

2018/10/22 ※ 調整中
国内外からの研究者
および学生

英語 無料
東北ユニバーサル音コミュニケーション月間2018に
おけるメインシンポジウム

10月24日まで開催
（3日間）

約150

9 A 東北大学
AI Week：Tohoku Universal Acoustical 
Communication Month 2018

2018/10/22 ※
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
東北ユニバーサル音コミュニケーション月間2018に
おけるAI Week

10月26日まで開催
（5日間）

約100

10 A 東北大学
Speech Week：Tohoku Universal 
Acoustical Communication Month 2018

2018/10/8 ※
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
東北ユニバーサル音コミュニケーション月間2018に
おけるSpeech Week

10月12日まで開催
（5日間）

約100

11 A 筑波大学
つくばグローバルサイエンスウィーク
2018[TGSW]

2018/9/20 ※ 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：「Driving Sustainable Development」

http://www.kokuren.ts
ukuba.ac.jp/TGSW201
8/j/index_j.html

9月22まで開催（3日間）
約1,800

（2017年度実
績）

12 A 筑波大学 City Chat Café （2018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

筑波大学Global Village

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.tsuku
ba.ac.jp/news/app/we
broot/files/upload/14
901691894.pdf

毎月第3日曜日の開催を
基本とする。
※平成30年度については
月1回、計11回を開催予
定（8月は開催無し）

毎回50程度

13 A 東京大学
3rd Joint Symposium between Tsinghua 
University and Utokyo

2018/7/23-25 ※
東京大学　浅野キャンパ
ス　
武田ホール

本学学生、教職員、一
般

主に英語 無料 準備中
7月25日まで開催（3日間）
予定

14 A 東京大学

第2回　東京大学-ストックホルム大学群 戦略
的パートナーシップ合同ワークショップ
“Multidisciplinary collaboration for sustainable 
development”

2018/10/29 ※
東京大学　本郷キャンパ
ス
伊藤国際ホール

本学学生、教職員、一
般

主に英語 無料

東大とストックホルム大学群（スウェーデン王立工科大学
（KTH）、カロリンスカ医学研究所（KI）、ストックホルム大学
（SU））の更なる学術交流の深化および拡張を目的に、
「Sustainability」をキーワードとしたシンポジウムを開催す
る。

10月30日まで開催（2日
間）

　　　開催日の右に※印がある場合は，日にちが未定のイベントを示します。必ず，「備考または注釈（※）」をご参照ください。 2/9

http://www.kokuren.tsukuba.ac.jp/TGSW2018/j/index_j.html
http://www.kokuren.tsukuba.ac.jp/TGSW2018/j/index_j.html
http://www.kokuren.tsukuba.ac.jp/TGSW2018/j/index_j.html
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


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）

2018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　（2018年4月～2019年3月）

整理区分 基礎情報 説明・案内

15 A 東京大学 戦略的パートナーシップシンポジウム 2019/3/ ※ 未定
本学学生、教職員、一
般

主に英語 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

日程未定

16 A
京都大学
[社会健康医学
分野]

2018年若手パブリックヘルス研究者京都国際
会議

2018/12/3 ※
京都大学国際科学イノ
ベーション棟シンポジウム
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4日まで開催
(2日間）

約150

17 A
京都大学[化学
系]

福井謙一博士生誕百年記念シンポジウム 2018/10/12
京都大学百周年時計台
記念館

大学教職員、学生、一
般

日本語・英語 無料

福井謙一博士（当時京都大学教授）はフロンティア軌道理
論の業績により、1981 年に日本人として初めてノーベル
化学賞を受賞した。同博士の生誕100周年を記念するシン
ポジウムであり、同年に化学賞を共同受賞した米国コー
ネル大学のR. Hoffmann教授を始めとする講演を行う。

詳細は京都大学福井
謙一記念研究センター
まで

500

18 A
京都大学
[医学生命系]

The 6th Kyoto Course on Bioinformatics for 
Genomic Medicine: Course on Computational 
Genomics & 3rd Neurepiomics Workshop and 
International Symposium on Rare and 
Intractable Diseases

2018/10/15-19 ※

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バイオイン
フォマティクス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.
med.kyoto-
u.ac.jp/NgsCourse/

日程は変更の可能性あ
り。

トレーニング
コース：50名
シンポジウム：
100名

19 A 九州大学
九大・理研・福岡市によるシンポジウム@
福岡

2018/5/15
I2CNERホール
（九州大学

伊都キャンパス内）
一般（予定） 日本語 未定 準備中 未定

20 A 九州大学 比較法国際アカデミー第20回国際会議 2018/7/22 ※

22日：アクロス福岡
23、24日：九州大学椎

木講堂
25、26、27日：福岡国

際会議場
28日：福岡大学メディ

アカルホール

会員・研究者、一般 英語、フランス語 有料

　比較法国際アカデミーは、1924年にオランダ、ハーグで
設立された、法学分野では最も格式の高い団体の一つ
で、かつての会長にはロスコー・パウンドも名を連ねてい
ます。1950年以降は4年に1度、1週間に渡る国際会議を、
世界各地で開催してきました。国際会議では、世界中から
各国を代表する会員・研究者が集い、法のあらゆる分野
をテーマとする30以上のセッションで、総括報告者の取り
まとめの下、各報告者のレポートに基づいて、法制度・機
能の類似点と相違点の分析、それらが生じた原因の究明
を目的とする活発な議論を行ってきました。

7月28日まで開催(6日
間)

未定

21 A 九州大学 WSSF「第4回世界社会科学フォーラム」 2018/9/25-28 ※ 福岡国際会議場 研究者、一般 英語 有料

　第20回国際会議は、本アカデミー創成以降初めて、アジ
アでの開催となります。世界で爆発的に拡大しつつある
シェアリング・エコノミーや、リーガル・テックをテーマとする
セッションも、わが国あるいはわが国と関係の深い研究者
らのイニシアティブにより開かれます。外国法の調査・研
究は、法律学研究の核であり続けてきたのみならず、現在
では、海外ビジネス展開にあたっての最重要事項の一つ
です。

9月28日まで開催(3日
間)

未定

　　　開催日の右に※印がある場合は，日にちが未定のイベントを示します。必ず，「備考または注釈（※）」をご参照ください。 3/9
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22 A
早稲田大学
[実証政治経済
学拠点]

The 11th Pan Pacific Game Theory 
Conference
TGU Empirical Analyses of Political Economy 
symposium

2018/11/30 ※
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3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。

日にち未定（11月開催） 60予定

23 A
早稲田大学
[数物系科学拠
点]

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

2018/7/16 ※
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21日まで開催（6日間） 60程度

24 A
早稲田大学
[数物系科学拠
点]

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

2018/11/27 ※
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/

11月30日まで開催（4日
間）

70程度

25 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 2018/12/3 ※
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.sgu-
mathphys.sci.waseda.a
c.jp/

12月5日まで開催（3日間） 60程度

26 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

27 A
早稲田大学
[実証政治経済
学拠点]

アマルティア・セン氏名誉博士学位贈呈記念
講演会

2018/4/24 ※ 早稲田大学 学生, 教職員, 一般 英語 無料
1998年ノーベル経済学賞受賞者でありハーバード大学ラ
モント特任教授及び経済学・哲学教授のアマルティア・セ
ン教授を迎え、記念講演会を行う。

約180

28 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”

2019/3/31 ※
早稲田大学 
東伏見キャンパス,所沢
キャンパス

学生, 教職員, 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。

日にち未定（3月開催） 100程度
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29 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.j
p/flas/rilas/assets/up
loads/2018/01/fb506
1f50df16b9fed221712
47edc0e4

約50

30 A
早稲田大学
[国際日本学拠
点]

柴田元幸氏（2017年度 坪内逍遙大賞授賞
者）とマイケル・エメリック准教授（UCLA)によ
る対談

未定 ※ 早稲田大学構内 学生、教職員、一般 英語・日本語 無料 詳細後日決定 後日HPに掲載予定
日にち未定（6月末～7月
初開催予定）

約200(予）

31 A
早稲田大学
[国際日本学拠
点]

朝河貫一没後70年シンポジウム　　　　　　　　　
　　　　『朝河貫一とイェール－人文学の形成
とその遺産』

2018/7/21 ※ 早稲田大学大隈講堂 学生、教職員、一般 日本語 無料

イェ－ル大学教授であった朝河貫一は、日欧中世の封建
制を比較した研究者として知られるが、それとともにイェー
ル大学で東アジア関係図書の購入責任者として日本研究
の基礎を築いた。また日露戦争以降、第二次世界大戦に
至る日本の軍国主義の台頭に対しては著作や書簡により
様々な批判を行った。朝河の活動は多岐にわたるが、彼
の著作や書簡を読むときそこには日本と欧米の学知を総
合し、洋の東西を越えた普遍的な人文学を目指そうとした
姿が見て取れる。本シンポジウムでは朝河が目指した知
の理想を検討し、それにより我々が今後目指すべき人文
学のあり方を展望したい。

後日HPに掲載予定 7月22日まで開催(2日間) 約500

32 A
早稲田大学
[国際日本学拠
点]

ハルオ・シラネ教授（コロンビア大学）講演会
および国際シンポジウム

2018/8/2
早稲田大学国際会議場　　
　　第1会議室

学生、教職員、一般 英語・日本語 無料 詳細後日決定 後日HPに掲載予定 約100

33 B 千葉大学
第53回千葉大学　ユニバーサルフェスティバ
ル

2018/6/28 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。

参加自由（申込不要）
300名程度（見

込み）

34 B 千葉大学 "skipwise"オープンキャンパス2018（仮） 2018/8/31 ※ 千葉大学西千葉キャンパス高校生、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予定。

日にち未定（８月開催）
事前申込あり

　　　開催日の右に※印がある場合は，日にちが未定のイベントを示します。必ず，「備考または注釈（※）」をご参照ください。 5/9
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35 B 東京藝術大学 ティッターリントン　オルガン・リサイタル 2018/4/22 東京藝術大学奏楽堂 一般 日本語 2,000円
東京藝術大学音楽学部特別招聘教授、英国王立音楽院
オルガン科主任教授・デイヴィッド・ティッターリントンによ
るオルガン・リサイタル。

https://www.geidai.ac.j
p/container/sogakudo
/64683.html

36 B 東京藝術大学
国際共同プロジェクト
管打楽器シリーズ2018
モーリス・ブルグ（Oboe）を迎えて

2018/5/25 東京藝術大学奏楽堂 一般 日本語 2,000円
世界的なオーボエ奏者モーリス・ブルグを迎えた国際共同
コンサート。

https://www.geidai.ac.j
p/event/sogakudo/so
gakudo_h30

37 B 東京藝術大学
国際共同プロジェクト
藝大21 創造の杜2018
作曲家 ヴィトルト・ルトスワフスキ

2018/6/1 東京藝術大学奏楽堂 一般 日本語 3,000円 詳細は本学Webサイトにて後日公開。
https://www.geidai.ac.j
p/event/sogakudo/so
gakudo_h30

38 B 東京藝術大学
国際共同プロジェクト
東京藝大チェンバーオーケストラ第31回定期
演奏会

2018/6/16 東京藝術大学奏楽堂 一般 日本語 1,500円
元ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団首席オーボエ奏者
のH. シェレンベルガーを指揮者に迎えた国際共同コン
サート。

https://www.geidai.ac.j
p/container/sogakudo
/64959.html

39 B 東京藝術大学
国際共同プロジェクト
管打楽器シリーズ2018

2018/6/30 東京藝術大学奏楽堂 一般 日本語 2,000円 詳細は本学Webサイトにて後日公開。
https://www.geidai.ac.j
p/event/sogakudo/so
gakudo_h30

40 B
長岡技術科学
大学

The 7th International GIGAKU Conference in 
Nagaoka

未定 ※ 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。

2018年10月頃予定
2日間開催予定

300（見込）

41 B
長岡技術科学
大学

4ｔｈ　GTP　Alliance Meeting 未定 ※ 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。

2018年10月頃予定 40（見込）

　　　開催日の右に※印がある場合は，日にちが未定のイベントを示します。必ず，「備考または注釈（※）」をご参照ください。 6/9
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42 B 岡山大学
平成30年度岡山大学FD・SD研修
第21回桃太郎フォーラム

2018/9/30 ※
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。

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

日にち未定（9月開催） 約235人

43 B 岡山大学 ホームカミングデイ2018 2018/10/20
岡山大学創立五十周年
記念館、各学部等

国内大学関係者、海外
連携大学関係者、その
他一般参加者

日本語、英語
無料
（一部有
料）

全学同窓会総会を行うとともに各同窓会の活動報告を行
う。また、本学教員による特別講演会や海外同窓会支部
からの招聘者を招いた国際シンポジウム・国際交流懇親
会なども開催する。

https://www.okayama
-
u.ac.jp/tp/alumni/hom
ecoming2017.html

約3,000
(延べ数)

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

2018/8/4
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う。
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
教職員と交流を行う。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う。

45 B 熊本大学 Soseki Global Café 2018/11/3 ※
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 未定
2018/11/4まで開催（2日
間）

46 B
国際基督教大
学

Oxford EMI (English Medium 
Instruction)トレーニングコース

2018/8/20 ※
国際基督教大学　
ディッフェンドル
ファー記念館西棟

英語で授業を開講し
ている、または開講
しようとしている教
員

英語(通訳なし) £1,100

本コースは例年イギリスのオックスフォード大学で
実施されますが、世界の大学を会場としてOXFORD 
EMI より講師が派遣され、2018年は本学で行われる
ことになりました。

http://emi.info.icu.ac.j
p

2018/8/24まで開催（5
日間）

24

47 B 芝浦工業大学 GTIコンソーシアム　特別講義 2018/5/14
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

日本語 無料
GTIコンソーシアム加盟機関による専門分野に関する特別
講義

30程度
（見込）

48 B 芝浦工業大学 GTIコンソーシアムシンポジウム 2018/12/7
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。

300程度
（見込）

　　　開催日の右に※印がある場合は，日にちが未定のイベントを示します。必ず，「備考または注釈（※）」をご参照ください。 7/9
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49 B 芝浦工業大学 GTIコンソーシアム　特別講義 2018/12/31 ※
芝浦工業大学
大宮キャンパス

芝浦工業大学および
GTI加盟機関大学の学
生

日本語 無料
GTIコンソーシアム加盟機関による専門分野に関する特別
講義

日にち未定(12月開催）
30程度
（見込）

50 B 芝浦工業大学 異文化PBL 未定 ※
芝浦工業大学
キャンパス未定

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

芝浦工業大学では、学生のコミュニケーション力・問題発
見力、課題解決能力を増進させるためプロジェクト実践教
育であるPBL（Project Based Learning)を推進中。学内外
から参加者を募り、一般的な課題を設定し、数人で構成す
るグループ単位でその解決策を検討。最後に発表し、グ
ループ間で相互評価するという形式で実施する。

35程度
（見込）

51 B 上智大学
SDGsの実現に向けて：森の生態系サービ
スを生かした持続可能な地域づくり

2018/6/17
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

「森の生態系サービスを生かした持続可能な地域づ
くり」に焦点を当て、国内外の専門家や実践者を招
いて、国連持続可能な開発目標（SDGs）への貢献を
考える。

52 B 東洋大学 Toyo Summer Program Ⅰ 2018/6/18 ※
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、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。

6月30日まで開催（13日
間）

20（予定）

53 B 東洋大学 Toyo Summer Program Ⅱ 2018/8/20 ※
東洋大学白山キャンパス
ほか、都内、石川・能登

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。

9月1日まで開催（13日間） 20（予定）

54 B 東洋大学 Toyo Winter Program 2019/1/18 ※
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30日まで開催（13日
間）

20（予定）

55 B 法政大学 法政グローバルデイ2018 2018/5/13
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 500（見込）

　　　開催日の右に※印がある場合は，日にちが未定のイベントを示します。必ず，「備考または注釈（※）」をご参照ください。 8/9
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56 B 法政大学 第4回法政大学日本語スピーチコンテスト 未定
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。

120(見込）

57 B 明治大学 欧州留学フェア2018 2018/5/19
明治大学駿河台キャンパ
ス アカデミーコモン

欧州の大学留学に興味
のある日本の学生，研
究者。キャリアアップを
目指す社会人等

日本語・英語・その
他

無料

日本の大学生や社会人らに欧州（ヨーロッパ）留学の魅力
を伝える「欧州留学フェア」が開催されます。
 　同フェアは，2013年からの開催となり，各種セミナーや
プレゼンテーションを通じて，各国の留学事情，奨学金な
どの情報を提供するほか，各機関がブースを設け，来訪
者の質問に直接お答えします。

http://www.ehef-
japan.org/index.html

58 B 立教大学
第３回関東・甲信越静地区スーパーグ
ローバルハイスクール課題研究発表会

2018/12/23
立教大学池袋キャンパ
ス

中学・高等学校の生
徒、教職員、保護
者、教育関係者、一
般、本学教職員、本
学学生

日本語・英語 無料

　スーパーグローバルハイスクール（SGH）指定校の
生徒が、グローバルな社会課題やビジネス課題を
テーマとする学習・研究活動の成果について、日本
語又は英語によるプレゼンテーション発表、ポス
ター発表を行います。
　立教大学では、国際化を推進していくにあたり、
スーパーグローバルハイスクール指定校とのさらな
る連携強化の一環として、同発表会を2016年度から
開催しています。

発表者は、関東甲信越
静地区スーパーグロー
バルハイスクール指定
校（39校）生徒に限る

59 B 創価大学 スーパーグローバル大学創成支援　報告会 2018/4/20 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の成果発表 200

60 B 創価大学 英語による教授法スキルアップ研修 備考参照 ※ 創価大学
本学学生・教職員、教
育関係者、一般

英語 無料 海外招聘教員による教授法スキルアップ研修 開催日は予定 30

61 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

2018年11～12月にかけて
言語別に開催

50～100
（言語ごと）

　　　開催日の右に※印がある場合は，日にちが未定のイベントを示します。必ず，「備考または注釈（※）」をご参照ください。 9/9


