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（人）

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

2018/5/28
東北大学青葉サイエンス
ホール

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）

152

2 A 東北大学

Mini Symposium on Chemical
Communication of Sendai Banyu
Symposium：Frontier of Chemical
Communication
＆Female Chemists’ Symposium

2018/6/8 東北大学さくらホール
国内外からの研究者お
よび学生

日本語 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

77

3 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）

133

4 A 東北大学
Special Seminar by Prof. Heather C.
Allen

2018/10/16 ※
東北大学青葉山キャンパ
ス化学系講義棟

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
スペシャルセミナー

未定

5 A 東北大学
Seminar on music, sound, speech and
artificial intelligence

2018/10/20
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
けるセミナー

約100

6 A 東北大学
Seminar on psychology and brain
sciences related to hearing and
multisensory processing

2018/10/20 東北大学さくらホール
国内外からの研究者お
よび学生

日本語・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
けるセミナー

10月22日まで開催
（3日間）

約100

7 A 東北大学
Seminar on brain, hearing and speech
sciences for universal speech
communication

2018/10/25
東北大学電気通信研究所
本館

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
けるセミナー

10月26日まで開催
（2日間）

約100
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8 A 東北大学
International Symposium on Universal
Acoustical Communication 2018

2018/10/22
東北大学電気通信研究所
本館

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
Seminar on the spatial aspects of
hearing and their applications

2018/10/29
東北大学電気通信研究所
本館

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
けるセミナー

10月30日まで開催
（2日間）

約100

10 A 東北大学
科学技術力を左右するSTEM教育の国際動向
～分野固有の専門性を習得するアクティブ
ラーニング～

2019/1/26もしくは2/2 ※
東北大学川内北キャンパ
ス

大学教職員及び一般 日本語 無料

近年、大学教育の学習成果が厳しく問われ、社会人基
礎力等汎用的能力が重視される傾向にある。しかし、
学問を基盤とする大学教育は、分野ごとの専門知識と
汎用的能力を一体的に育成する必要がある。本セミ
ナーは、その方法論として、北米のSTEM （Science,
Technology, Engineering and Mathematics）で発展す
る「分野別教育研究」（DBER: discipline-based
education research）の有効性を紹介する

※開催日は未定 約50

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/TGSW2018
/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://www.life.tsukuba
.ac.jp/~icafe/jp/index.h
tml#

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 筑波大学 つくば SDGs マイスター講座 備考参照 ※ 藝文学苑つくば教室 一般市民 日本語

4860円
（藝文友
の会会員
は3240
円）

この講座は，筑波大学人文社会系が一般市民向けに開設
する教養講座です。国連サミットで採択された「持続可能社
会の実現目標（ SDGs ）」を糸口に，つくばから地球の未来
を見つめ，私たちが幸せになるための行動目標を学んでい
きます。今期は５回シリーズの講座です。市民の一人として
私たちに何ができるのか，みんなで考えてみましょう。

http://www.tsukuba.ac.
jp/event/e2018091912
07.html

（全5回）
2018/10/5
2018/10/12
2018/10/26
2018/11/2
2018/11/9

未定

14 A 東京大学 東京大学－ケンブリッジ大学合同シンポジウム 2018/4/18 ※ ケンブリッジ大学
学生、教職員、その他関
係者

英語 無料

東京大学とケンブリッジ大学が開催する合同シンポジウム
で、今回で3回目の開催となる。全体会では、インターンシッ
プ・プログラム交流の促進についての議論やBiomedical
Engineering に関するワークショップ等が開催された。

4月19日まで開催(2日間)
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15 A 東京大学
東京大学-清華大学合同シンポジウム2018
UTokyo-Tsinghua Joint Symposium 2018 2018/7/19 ※

東京大学　浅野キャンパス
武田ホール

学生、教職員、一般 主に英語 無料

東京大学と清華大学が開催する合同シンポジウムで、今回
で3回目の開催となる。全体会と12の分野別ワークショップ
等も開催され、多分野・複合領域による学術交流が展開さ
れた。

7月25日まで開催（7日間）
予定

300

16 A 東京大学

東京大学－ミュンヘン工科大学
合同ワークショップ
 「近年の建築施工の技術革新(Recent
Development in Building Construction)」

2018/9/18
東京大学　本郷キャンパス
工学部11号館

学生、教職員、その他関
係者

英語、日本語 無料

東京大学とミュンヘン大学による戦略的パートナーシップ事
業の一環として合同ワークショップを開催。近年の建築産
業をテーマにした講義を行い、今後の建築産業のあり方
や、他分野とのコラボレーションの仕方について、議論を
行った。

9月20日まで開催(3日間)

17 A 東京大学
東京大学－チリ大学・カトリカ大学
日本ラテンアメリカ学術会議2018（日光セッショ
ン）

2019/9/25 ※ 日光東照宮 客殿
学生、教職員、その他関
係者

英語 無料

東京大学とチリのカウンターパートによる戦略的パートナー
シップ事業の一環として今回で第4回目となる合同学術
フォーラムを開催。分科会では10テーマによるワークショッ
プ等が開催された。

9月29日まで開催(5日間) 250

18 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

学生、教職員、一般 主に英語 無料

東京大学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）

19 A 東京大学
Australia Now!
東京大学-オーストラリア国立大学
日豪　科学と政策に関するフォーラム

2018/11/5
東京大学　本郷キャンパス
小柴ホール

学生、教職員、一般 主に英語 無料

東京大学とオーストラリア国立大学が共催する科学外交と
公共政策に関するフォーラム。、研究者や政府・企業関係
者が出席し、エネルギー政策や気候変動、環境、高齢化社
会、公衆衛生などをテーマに世界的課題における最新の取
り組みを紹介する。

20 A 東京大学
東京大学－École des ponts ParisTech
（ENPC）
合同ワークショップ

2018/12/3 ※ 東京大学山上会館　ほか
学生、教職員、その他関
係者

英語 無料
東京大学とパリ・グランゼコール群のひとつであるÉcole
des ponts ParisTech（ENPC）による戦略的パートナーシップ
事業の一環で、合同ワークショップを開催する予定。

12月4日まで開催(2日間)

21 A 東京大学
東京大学-スイス連邦工科大学（ETHZ）
合同シンポジウム

2019/1/21 ※ （調整中）
学生、教職員、その他関
係者

（未定） 無料
東京大学とスイス連邦工科大学（ETHZ）による戦略的パー
トナーシップ事業の一環で、SDGsをテーマに分野融合を軸
にした合同シンポジウムを開催する予定。

1月22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。 3/24
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22 A 東京大学 第５回戦略的パートナーシップシンポジウム 2019/3/ ※
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

（調整中）

23 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）
関連企画として、12月5日、
6日に若手研究者トレーニ
ングのためのワークショッ
プを医学部キャンパスで開
催

約150

24 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

25 A
京都大学
[医学生命系]

The 6th Kyoto Course on Bioinformatics for
Genomic Medicine: Course on Computational
Genomics and International Symposium on
Disease Genomics

2018/10/2 ※

京都大学医薬総合研究棟
（トレーニングコース）
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と、世界的なゲノム医学者によ
るシンポジウムを併せて開催する。
本トレーニングコースは、本年4月に開講した新専攻「京都
大学・マギル大学ゲノム医学国際連携専攻」の正式な単位
認定科目であり、ゲノム解析において世界トップクラスの京
都大学とマギル大学が緊密な連携のもと、単一大学では成
し得ない質の高い教育研究をより一層推進する。

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

12月6日まで開催
（5日間）

トレーニング
コース：50名
シンポジウム：
150名

26 A 大阪大学
第9回大阪大学HEADセミナー＆フランス教育
学会研究懇話会

2018/10/12 大阪大学吹田キャンパス
大学教員・学生・高校教
員

日本語 無料

フランスの高校修了の認定試験兼大学入試であるバカロレ
ア試験は、同一年齢層の約80％が取得し、フランス全国の
高校と大学をつなぐ制度として、社会の中で定着している。
この試験では中等教育の学習を通じて育まれた論理的に
考えて表現する力が評価される。本セミナーでは、試験制
度と内容、これに向けた教育について検討し、日本の昨今
の大学入試改革やそれに向けた中等教育改革への示唆を
得る機会とする。

https://chega.osa
ka-u.ac.jp/event/

80

27 A 九州大学

九州大学－理化学研究所－福岡市・ISIT
（公益財団法人 九州先端科学技術研究所）
三者連携シンポジウム「数理・AIが解く未
来　～計算科学の展望と期待～」

2018/5/15
I2CNERホール
（九州大学
伊都キャンパス内）

研究者、教職員、学生、一般日本語 無料

三者連携シンポジウム「100年後の科学と社会を考え
る」シリーズ第1弾として、エネルギー、医療、農業、
数学、物理、社会科学なども含める学際的連携と、真
の産学官連携の発展を目標として開催します。

220
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28 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) 640

29 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、学生、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) 800予定

30 A 九州大学 WSSF「第4回世界社会科学フォーラム」招聘事業
ワークショップ「Sustainability and Security」及び公開講演会2018/9/29
九州大学伊都キャンパス
イーストゾーン・大講義
室Ⅰ

研究者、学生、一般 英語 無料
前日まで開催するWSSFには、世界的に著名な研究者が福
岡に集結します。そのうち5名を九州大学キャンパスに招聘
し、公開イベントを実施します。

800予定

31 A 慶應義塾大学
KGRI Lecture Series: "生物学応用のための実
用的なin vitro技術プラットフォーム"

2018/4/20
慶應義塾大学　矢上キャン
パス　厚生棟３階　大会議
室（16-A F3）

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、韓国科学技術研究院（KIST）のナクウォン・チェ博
士を招き、「Enabling technology platforms in vitro for
biological applications」と題して講演いただく。

同時通訳なし

32 A 慶應義塾大学
「安倍政権をめぐる世論の動き」学生ワーク
ショップ

2018/5/24
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
オックスフォード大学の Ian Neary教授を招き、「安倍政権を
めぐる世論の動き」（The Abe Administration and Social
(Re)Action）と題して学生ワークショップを開催。

33 A 慶應義塾大学
Sean Matthews教授（ノッティンガム大）院生
ワークショップ"Media and Research in Japan：
Critical Approaches?"

2018/5/25
慶應義塾大学　三田キャン
パス　東館４階 オープンラ
ボ

学生・教職員・一般 英語 無料
ノッティンガム大学のSean Matthews教授を招き、"Media
and Research in Japan：Critical Approaches?"と題して院生
ワークショップを開催。

同時通訳なし

　　　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。 5/24
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34 A 慶應義塾大学
"Digital Platforms as Mediators for the
Construction of Platform Imperialism" 講演会

2018/7/10
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 英語 無料

Simon Fraser大学コミュニケーション学部のDal Yong Jin教
授を招き、"Digital Platforms as Mediators for the
Construction of Platform Imperialism "と題する講演会を開
催。

同時通訳なし

35 A 慶應義塾大学 サイバー文明研究センター開設イベント 2018/7/18
慶應義塾大学　三田キャン
パス　東館G-Lab

学生・教職員・一般 英語 無料
IT（情報技術）分野の世界的な権威であるデービッド・ファー
バー教授のKGRIサイバー文明研究センター（CCRC）共同
センター長着任を機に、キックオフイベントを開催。

36 A 慶應義塾大学 KGRI Lecture Series:  "超撥水表面の紹介" 2018/7/19
慶應義塾大学　矢上キャン
パス　厚生棟３階　大会議
室（16-A F3）

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、リゴベルト・アドヴィンキュラー博士（Case Western
Reserve University教授）を招き、「超撥水表面の紹介」と題
して講演いただく。

同時通訳なし

37 A 慶應義塾大学
ミニシンポジウム「グローバルヘルスセキュリ
ティ～今こそにある危機への対策」

2018/7/27
慶應義塾大学　三田キャン
パス北館会議室２

学生・教職員・一般 日本語 無料
国際感染症に関するグローバルセキュリティは現在危機的
状況にあることを、ワクチン面、診断面、行政と医政の面か
ら検討する。

38 A 慶應義塾大学
KGRI Lecture Series:  "ヘルスケアのための体
内埋め込み型マイクロデバイス"

2018/8/3
慶應義塾大学　矢上キャン
パス　厚生棟３階　大会議
室（16-A F3）

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。
韓国Kyung Hee Universityのユンジョン・ホ博士を招き、「ヘ
ルスケアのための体内埋め込み型マイクロデバイス」と題し
て講演いただく。

同時通訳なし

39 A 慶應義塾大学
KGRI Lecture Series:  "中枢神経系における細
胞・薬剤導入のための注入可能な生体高分子
"

2018/8/3
慶應義塾大学　矢上キャン
パス　厚生棟３階　大会議
室（16-A F3）

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、フィリッポ　ロッシ先生（ミラノ工科大学・Assistant
professor）を招き、「中枢神経系における細胞・薬剤導入の
ための注入可能な生体高分子」と題して講演いただく。

同時通訳なし

40 A 慶應義塾大学
KGRI Lecture Series:  "Optical Technologies
for Applications in Regenerative Medicine"

2018/9/11
9月12日まで開催

（2日間）

慶應義塾大学　矢上キャン
パス　厚生棟３階　大会議
室（16-A F3）　他

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，ドイツ・ライプニッツ大学のAlexander Heisterkamp
教授を招き、２部構成にて「Optical Technologies for
Applications in Regenerative Medicine」と題して講演する。

同時通訳なし

　　　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。 6/24
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41 A 慶應義塾大学
KGRI Lecture Series: "前頭側頭型認知症にお
けるタウの出現"

2018/9/21
慶應義塾大学　信濃町キャ
ンパス　３号館北棟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、インディアナ大学のBernardino Ghetti教授を招き、
前頭側頭型認知症の中核的所見であるタウ病理の成り立
ちとその意義について最新の知見をお話いただく。

同時通訳なし

42 A 慶應義塾大学

Y Combinator Meetup in Tokyo hosted by
SVJP
Day 2　Startup School（メディカル・量子コン
ピュータ・マテリアルサイエンス編）

2018/9/29
慶應義塾大学　三田キャン
パス 南校舎5階 南校舎
ホール

学生・教職員・一般 日本語・英語 無料

世界最高峰の起業家育成プログラムを提供する「Y
Combinator（YC）」がシリコンバレー・ジャパン・プラット
フォーム（SVJP）と共同で、初の日本イベントを開催。 より
多くの日本発グローバルスタートアップの創出を支援・促進
するほか、大学発の起業家発掘を行うことを目的とする。

同時通訳なし https://svjp.org/ycschool/

43 A 慶應義塾大学
Oxford Day 2018 : Global and Local Trends in
Language Education

2018/10/21
慶應義塾大学　三田キャン
パス　南校舎ホール他

学生・教職員・一般 日本語・英語 1000円

英語教育関係者、研究者、大学生、大学院生を対象とし
た、毎年恒例のフォーラムイベント。第一線で活躍する国内
外の専門家が一堂に会し、プレゼンテーションを通して語学
教育の現状を検証し課題解決のヒントを示す。

オックスフォード大学出版
局との共催
https://www.oupjapan.co.j
p/ja/events/od2018/index
.shtml

44 A 慶應義塾大学 Experience Japan Exhibition　2018 2018/11/17
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
学を中心に複数の日本の大学・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する。

ブリティッシュ・カウンシル
との共催
http://www.experience-
japan.jp/

45 A
早稲田大学
[ナノ・エネル
ギー拠点]

ナノ・エネルギー拠点‐国際電気化学会（ISE)共
催セッション

2018/4/16 ※
早稲田大学
国際会議場 井深大記念
ホール

学生、教職員、一般 英語 無料
国際電気化学会（ISE)中ににSGUナノ・エネルギー拠点の
共催セッションを開催し、一般に広く公開する。

2018/4/16、18開催（2日
間）

100

46 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

47 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
大隈記念大講堂

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、名誉博士学位贈呈式に続き記念講演会を行う。

同時通訳あり 804

　　　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。 7/24
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48 A
早稲田大学
[実証政治経済
学拠点]

フランス国民議会議長特別講演会 2018/5/31
早稲田大学
国際会議場井深大記念
ホール

学生, 教職員, 一般 フランス語 無料

39歳という史上最年少でフランス大統領就任となったマクロ
ン大統領の政権下において、立法府のトップとして議会を
束ねるフランス国民議会ドゥ・リュジ議長による、難民・移民
の取り締まりや国鉄のストライキ等様々なニュースが話題
となる現代のフランスの動向についての講演を行う。

同時通訳あり 470

49 A
早稲田大学
[国際日本学拠
点]

≪対談≫「日本文学としての翻訳文学」
柴田元幸東京大学名誉教授とマイケル・エメ
リックUCLA准教授による対談

2018/7/4
早稲田大学
小野記念講堂

学生、教職員、一般 日本語 無料

2014年、UCLAにおいて、日本文学に関する大学院授業が
柴田氏・エメリック氏の協同で行われた。この授業の特徴
は、「翻訳文学も日本文学の重要な一部ではないか」という
エメリック氏の提案に基づいて、二葉亭四迷によるツルゲー
ネフから池澤夏樹による古事記に至るまで、すべて翻訳、
もしくは翻訳について論じた文章がテクストだったことであ
る。今回の対談では、このときの経験に基づいて、日本語
への翻訳・日本語からの翻訳の諸問題、日本文学のなか
で翻訳が占める位置などについて幅広く論じる。

https://www.waseda.jp
/inst/sgu/news/2018/
06/05/3476/

200

50 A
早稲田大学
[国際日本学拠
点]

Christina Yi ブリティッシュ・コロンビア大学准教
授 出版記念講演会「COLONIZING
LANGUAGE-Cultural Production and
Lanaguage Politics in Modern Japan and
Korea」

2018/7/13
早稲田大学
戸山キャンパス33号館16階
第11会議室

学生、教職員、一般 英語・日本語 無料

本講演会は、ブリティッシュ・コロンビア大学准教授であるク
リスティーナ・イ氏の著書『植民地化される言語——近代日
本・朝鮮における文化生産と言語政治学（Colonizing
Language: Cultural Production and Language Politics in
Modern Japan and Korea）』（コロンビア大学出版局、2018
年3月）の刊行を記念して開催し、言語ナショナリズムとナ
ショナル・アイデンティティの交錯点を探求する。

https://www.waseda.jp
/inst/sgu/news/2018/
06/12/3517/

45

51 A
早稲田大学
[国際日本学拠
点]

シンポジウム「日本戦前映画論――映画理論
を再発見する」　Aaron Gerow　イェール大学教
授・岩本憲児早稲田大学名誉教授・Markus
Nornesミシガン大学教授による発表と討議

2018/7/14
早稲田大学
26号館大隈タワー地下1階
多目的講義室

学生、教職員、一般 日本語 無料

デジタルメディアの到来と普及に伴い、「映画の死」が喧伝
される中で、多くの映画研究者は「映画とは何か」、「映画と
は何であったのか」という問いに回帰した。また、それと並
行して、映画理論の系譜をめぐる既存の枠組みを問い直
し、評価の定まった「古典」以外の論考に目を向けることで
新たな展望を模索する試みも進められており、これまで顧
みられることの少なかった日本の映画論や映画理論もま
た、近年、内外で関心を集めつつある。その一環として『日
本戦前映画論集―映画理論の再発見』（ゆまに書房）が刊
行されるのを機に、その3人の編者をお招きして、戦前の日
本でいとなまれた映画論の今日的な意義について報告と討
議を行う。

https://www.waseda.jp
/inst/sgu/news/2018/
06/05/3490/

85

52 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） 98

　　　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。 8/24
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53 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
り方を展望する。

https://www.waseda.jp
/flas/rilas/news/2018
/05/11/4826/

7月22日まで開催(2日間) 約500

54 A
早稲田大学
[ICT・ロボット工
学拠点]

International Symposium on Future of
Computer Technology 2018 (ISFCT2018)

2018/7/24

早稲田大学
喜久井町キャンパス
グリーン・コンピューティン
グ・システム研究開発セン
ター

学生、教職員、一般 英語 無料

IEEE Computer　Society 2018年度Computer Pioneer
Award, Technical Achievement Award 、及びDistinguished
Service Awardを受賞する世界著名研究者をお呼びし、
キーノートスピーカーとして講演を行う。

http://www.sgu-
ictrobotics.sci.was
eda.ac.jp/isfct201
8/

約130

55 A
早稲田大学
[国際日本学拠
点]

Columbia University Open Classroom@Waseda
Participatory Culyure and Creative Remix:
From Traditional Japanese Performance Arts
to Contemporary Manga
「参加型文化」と日本――伝統芸能から現代マ
ンガまで――　Haruo Shirane コロンビア大学
教授

2018/8/2
早稲田大学
国際会議場第2会議室

学生、教職員、一般 英語・日本語 無料

ハルオ・シラネ教授による講演に続き、オープンクラス形式
でディスカッションを行う。日本文化研究の最前線の内容に
ついて教員と学生がともに参加し、ともに考え、議論を行
う。

https://www.waseda.jp
/inst/sgu/news/2018/
07/09/3635/

85

56 A
早稲田大学
[ナノ・エネル
ギー拠点]

Jilin-Korea-Waseda Alliance Annual
Symposium

2018/8/24
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
機能性高分子化学およびナノマテリアルや
ユビキタスエネルギーなど生物化学、生命科学関連領域の
最先端の研究成果と未来動向について議論を行う。

70

57 A
早稲田大学
[国際日本学拠
点]

Tom Gaubatzノースウェスタン大学助教授講演
会「The Phantasmal Sophisticate: Mediation
And Distinction In 18th -Century Edo-洒落本
にみえるメディアと身分」

2018/9/14
早稲田大学
戸山キャンパス33号館16階
第10会議室

学生、教職員、一般 英語・日本語 無料
本講演会では「通」の意義と変遷を再検討することによって
洒落本をメディアとしてとらえることにつき検討する。

https://www.waseda.jp
/inst/sgu/news/2018/
08/10/3805/

20程度（見込
み）

58 A
早稲田大学
[ICT・ロボット工
学拠点]

IEEE International Conference on Development
and Learning and on Epigenetic
 Robotics (IEEE ICDL-EPIROB 2018)

2018/9/17 ※
早稲田大学
小野記念講堂

学生、教職員、一般 英語 無料
ディープラーニングを含む神経回路モデル，ロボットシステ
ム，また認知科学に関する，研究者が集まり人間の認知発
達モデルに関する講演を行う。

http://icdl-
epirob2018.ogata-
lab.jp/

9月20日まで開催（4日間）
200程度(見込

み）

　　　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。 9/24
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59 A
早稲田大学
[国際日本学拠
点]

上原麻有子京都大学教授講演会
「創造する翻訳―近代日本哲学の成長をた
どって」

2018/9/25
早稲田大学
戸山キャンパス33号館16階
第10会議室

学生、教職員、一般 日本語 無料

翻訳・翻案などを通じて過去や異文化の知識がいかに受容
され、またいかに新しい人文学の学知の形成に貢献したの
か、ということは重要な課題である。近代日本哲学を専攻
し、京都学派の哲学における翻訳の問題にも精力的に取り
組んでこられた上原麻有子教授が、京都学派の翻訳論を
紹介し、「創造的な行為」としての翻訳につき講演を行う。

https://www.waseda.jp
/flas/rilas/news/2018
/07/27/5057/

約40

60 A
早稲田大学
[国際日本学拠
点]

Arthur Binard氏講演会
「知らなかった、ぼくらの日本語－アメリカ生ま
れの詩人がこれからの列島の言葉を語る」

2018/10/12
早稲田大学
大隈小講堂

学生、教職員、一般 日本語 無料

アメリカ出身の詩人であり、2017年早稲田大学坪内逍遙大
賞奨励賞の受賞者であるビナード氏に、著書である「知らな
かった、ぼくらの戦争」を元に、日本の歴史的背景等によっ
てゆがめられた日本語について語っていただくとともに、日
本語をあらためて考えなおす機会とする。

後日HPに掲載
250程度（見込

み）

61 A
早稲田大学
[国際日本学拠
点]

「英語能」-国際シンポジウム・ワークショップお
よび公演（イベントタイトルは後日決定）

2018/10/14 ※ UCLA内施設（後日決定） 学生、教職員、一般 英語・日本語 無料

UCLAとの連携事業であるYanai Initiativeのイベントの一環
として、UCLA演劇・映画・テレビ学部の協力を得て、演劇と
しての「能」（Theater No-gaku）に関するシンポジウムおよ
びワークショップを日本からの研究者、演者、能面師による
実演を交えて開催する。

後日HPに掲載 10月16日まで開催（3日間） 後日決定

62 A
早稲田大学
[国際日本学拠
点]

≪対談≫Jay Rubinハーバード大学名誉教授X
柴田元幸東京大学名誉教授
「Putting Together a New Anthology: Book
Launch Event for the Penguin Book of
Japanese Short Stories－Penguin Book of
Japanese Short Stories 出版記念イベント」

2018/10/19
早稲田大学戸山キャンパス
33号館3階第1会議室

学生、教職員、一般 英語・日本語 無料

Penguin Book of Japanese Short Storiesという日本の短編
小説アンソロジーがPenguin Groupから出版されたことを記
念して、編集者であるジェイ・ルービン氏にその編集・出版
の過程についてまた、掲載作品の選定、翻訳者とのやり取
り、想定される読者、英語圏の出版業界事情などについて
お話ししていただきくとともに、柴田氏と世界の中の日本文
学、翻訳出版、短編というジャンルなど多岐にわたるテーマ
について対談形式にて討議していただき、考える機会とす
る。

後日HPに掲載 約150

63 A
早稲田大学
[国際日本学拠
点]

早稲田大学・バーミンガム大学連携行事
①「現代のシェイクスピアの翻訳と上演をめぐっ
て－Adapting Shakespeare for the Stage
Today」
②Tiffany Sternバーミンガム大学教授講演会
「Tragedy and Performance ini the Time of
Shalespeare」

2018/11/26 ※

①早稲田大学
小野記念講堂
②早稲田大学
早稲田キャンパス8号館会
議室

学生、教職員、一般 日本語・英語 無料

現在、シェイクスピアは多種多様な上演が行われている
が、その中で注目すべきものに、戯曲を別の時代や状況な
どに置き換えたアダプテーションという手法がある。本シン
ポジウムでは、学者と実際の舞台に携わる演出家や俳優
がシェイクスピアの上演をめぐって、それぞれの立場から映
像も交えながら発言を行い、その後討論を行う。これによ
り、舞台の現場と研究者をつなぐこれまでにない斬新な議
論が展開されることが期待される。イギリス側からはバーミ
ンガム大学およびシェイクスピア研究所の研究者、ロイヤ
ル・シェイクスピア劇団の演出家と俳優、日本側からは、本
学のシェイクスピア、および歌舞伎の研究者に加え、狂言
師の野村萬斎氏が参加する予定。

後日HPに掲載
①は11/26 ②は11/27に開
催

①200程度（見
込み）

②50程度（見込
み）

64 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） 約70

　　　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。 10/24
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65 A
早稲田大学
[ICT・ロボット工
学拠点]

VRST2018　24ｔｈ ACM Symposium on Virtual
Reality software and Technology

2018/11/28 ※
早稲田大学
国際会議場 井深大記念
ホール

学生、教職員、一般 英語 無料

Virtual Reality分野で「VRとAR技術」「高速画像処理とアプ
リケーションを用いたスマートシステム」 「ディープラーニン
グを用いたフォトリアリスティックヒューマンデジタイズ」他な
どの講演を行う。

https://vrst.acm.o
rg/vrst2018/

12月1日まで開催（4日間）
300程度（見込

み）

66 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） 約60

67 A
早稲田大学
[国際日本学拠
点]

国際シンポジウム「古代史料に見る歴史と文
学」

2019/1/20
早稲田大学
戸山キャンパス33号館3階
第1会議室

学生、教職員、一般 日本語 無料

日本古代史、とくに仏教説話集である『日本霊異記』と最初
の正史『日本書紀』を取り上げ、日本の研究者のみならず
海外より招聘する若手研究者とともに、歴史学と文学・考古
学の相互理解ならび新たな研究方法の模索を目指す。

後日HPに掲載
150程度（見込

み）

68 A
早稲田大学
[数物系科学拠
点]

2019 PDEs Workshop in Waseda 2019/3/22 ※
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
中国 浙江大学を中心とする研究グループと協力し、非線型
偏微分方程式と調和解析についての研究発表と研究討論
を行う。

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

3月23日まで開催（2日間） 約30

69 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

2019/3/30 ※
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（3月開催）
60程度(見込

み)

70 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”

2019/3/30 ※
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） 約100

71 A
早稲田大学
[国際日本学拠
点]

UCLAとの共催イベント「活弁」 2019/3/30 ※ UCLA内施設（後日決定） 学生、教職員、一般 英語・日本語 未定

UCLAとの連携事業であるYanai Initiativeのイベントの一環
として、邦画・洋画の活弁イベントを日本から弁士・楽士を
招聘して開催する。あわせて日・米の研究者によるアカデ
ミックなシンポジウムも開催する。（詳細後日）

後日HPに掲載 日にち未定(3月開催) 後日決定

　　　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。 11/24
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72 A
早稲田大学
[国際日本学拠
点]

UCLAとの共催 Annual Symposium（テーマ未
定）

2019/3/30 ※ UCLA内施設（後日決定） 学生、教職員、一般 英語・日本語（予） 無料 詳細後日 後日HPに掲載 日にち未定(3月開催) 後日決定

73 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） 125

74 B 千葉大学
千葉大学OPENCAMPUS2018
イングリッシュ・ハウス、附属図書館見学ツアー

2018/8/6
千葉大学
イングリッシュ・ハウス
附属図書館

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。
イングリッシュハウスでは実際のアクティビティの体験を
行った。

事前申込あり 76

75 B 千葉大学 第54回千葉大学　ユニバーサルフェスティバル 2018/12/13 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）
200名程度
（見込み）

76 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/event/sogakudo/sog
akudo_h30

77 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/container/sogakudo/
64959.html

78 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/sog
akudo_h30
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79 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。

http://www.nagaokaut.
ac.jp/j/news/pdf/2018
/e_180530.pdf

39

80 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。
http://www.nagaokaut.
ac.jp/j/news/pdf/2018
/e_180726.pdf

58

81 B 東京藝術大学 GAPオープンスタジオ＠陳列館 2018/10/25
東京藝術大学大学美術館
陳列館1、2階

一般 日本語　英語 無料

多国籍・多言語はあたり前、ここに辿り着くまでの背景も
様々な学生たちが、GAPで繰り広げる毎日が、そっくり陳列
館にやって来ます。パリとロンドンでの国際共同授業の様
子も一挙公開。

https://www.geidai
.ac.jp/museum/ex
hibit/current_exhib
itions_ja.htm

11月1日まで開催（8日間）

82 B 東京藝術大学

国際共同プロジェクト
弦楽シリーズ2018
シューベルティアーデ
アナ・チュマチェンコを迎えて

2018/11/18 東京藝術大学奏楽堂 一般 日本語 2,000円

19世紀初めのウィーン。シューベルトの友人たちが自宅サ
ロンで彼の音楽を聴くために開いていたコンサート“シュー
ベルティアーデ”。「東京藝術大学弦楽シリーズ2018」では、
フランツ・シューベルト（1797-1828）を愛する人々の集いを、
特別招聘教授アナ・チュマチェンコ先生をお迎えして現代の
藝大奏楽堂で開催いたします。

https://www.geidai
.ac.jp/container/s
ogakudo/68959.ht
ml

83 B
長岡技術科学大
学

長岡技術科学大学国際産学連携活動の報告
ならびに情報交換会「GIGAKUテクノパーク
（GTP） によるグローバルサポート」

2018/5/30
アオーレ長岡　市民交流
ホールB

地域企業・自治体関係
者

日本語 無料

海外展開を考える地域企業等向けに、本学の国際産学連
携により海外展開を行った企業の成功例を紹介し、併せて
海外事情等に関する情報交換を行うことで企業のグローバ
ル展開をサポートする。

http://www.nagaokaut.
ac.jp/j/news/igcn_new
s180614.html

300（見込）

84 B
長岡技術科学大
学

長岡技術科学大学国際産学連携活動の報告
ならびに情報交換会「GIGAKUテクノパーク
（GTP） によるグローバル展開サポート」

2018/8/27
東京工業大学キャンパス・イ
ノベーションセンター　多目
的室２

企業関係者 日本語 無料

海外拠点「GIGAKUテクノパーク」（GTP）を活用したテーラー
メイド人材育成、留学生のインターンシップ受入支援、現地
法人とのグローバル共同研究、海外進出FS等の企業への
人材・技術両面からの支援事例や、実際に本学の支援によ
り海外進出や海外事業の更なる発展を実現した企業の実
例を紹介し、併せて個別相談の場を設けることで、海外展
開や海外事業の拡大を検討する企業の支援を図る。

http://www.nagaokaut.
ac.jp/j/news/e_180717
.html
通訳あり

10月5日まで開催（2日間） 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。 13/24
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85 B
長岡技術科学大
学

第7回国際技学カンファレンスin長岡 2018/10/5 長岡技術科学大学　講義棟
学生・教職員、海外高等
教育機関関係者及び企
業関係者

英語 無料

『技学の理念』を体現し、実践する世界中の新進気鋭の研
究者が、産官学・国の垣根を越えて長岡に集うことによっ
て、技学を通した社会貢献と絆の構築をさらに強め、次世
代の技学の担い手たる「技学人」を育成することを目的に、
学会テーマとなる「The Future of GIGAKU Education」の
下、技学の理念や実践例についての基調講演及び内外の
研究者、教員、学生の多数のポスター発表を行う。

http://www.nagaokaut.
ac.jp/j/news/e_180717
_2.html

300（見込）

86 B
長岡技術科学大
学

第4回GTPアライアンスミーティング 2018/10/4
アオーレ長岡　市民交流
ホールB、長岡技術科学大
学　講義棟A講義室

地域企業・自治体関係
者

英語・日本語 無料

海外拠点の各コーディネーター及びJICAアセアン工学系高
等教育ネットワーク担当者を招聘し、海外への事業展開を
実施中あるいは検討中の企業や自治体関係者に海外拠点
を活用した現地企業や大学との研究や人材面での連携事
例の紹介を行う。併せて、企業等とGTP関係者・本学の各
国担当教員との交流及び情報交換・人脈形成等を図る。

http://www.nagaokaut.
ac.jp/j/kosen/teachers
/sti-gigaku/3rd-sti-
gigaku/3rd_annai.pdf

10月6日まで開催（2日間） 200（見込）

87 B
長岡技術科学大
学

ユネスコチェアキックオフミーティング 2018/10/5
長岡技術科学大学　講義棟
A講義室

学生・教職員、海外高等
教育機関関係者、国際
機関関係者及び企業関
係者

英語 無料

本学が申請した「技学SDGインスティテュート（GIGAKU
SDG Institute）」が「UNESCO Chair on Engineering
Education for Sustainable Development」としてユネスコチェ
アプログラムに認定されたことを受け、ユネスコ本部関係者
を招聘し、ユネスコチェア／ユニツインについて講演を行
う。

14

88 B
長岡技術科学大
学

3rd International Conference of “Science of
Technology Innovation” 2018 (3rd STI-Gigaku
2018)

2018/10/5
長岡技術科学大学　講義
棟、NaDeC Base

大学及び高専の学生・
教職員、企業・自治体関
係者

英語・日本語 無料

国連アカデミックインパクトやユネスコチェアの承認という推
進力を得て、国連の2030年開発アジェンダ「持続可能な開
発目標（SDGs）」をもとに、国内外の高専、大学、研究機
関、企業等の連携による教育研究成果の発信と、成果の共
有による教育研究の展開、国際的ネットワークの形成を目
的とし、ポスター発表や施設見学、ワークショップといったア
クティビティを実施する。

30

89 B
京都工芸繊維大
学

ゴム科学研究センター　2018年度ゴム科学
研究会第１回公開講演会

2018/6/22
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
SURFACTANT-POLYMER HYDROGEL INTERACTION
INVESTIGATED BY SANSに関する講演及びディスカッ
ション。

15

90 B
京都工芸繊維大
学

氷成長抑制物質とその細胞凍結保存への応
用研究の最新報告

2018/6/25
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 無料

氷成長抑制物質の世界的権威であるオタワ大学ロバー
ト・N・ベン教授による氷成長抑制物質とその細胞凍結
保存への応用研究についての最新報告及びディスカッ
ション。

87

91 B
京都工芸繊維大
学

日本の空間感覚と科学技術化によるその変
貌

2018/7/8
京都工芸繊維大学
言語・文化セミナー室
10号館 313号室

本学学生、教職員、一
般

英語・日本語 無料
日本の空間感覚を軸として、専門分野を異にする研究
者がそのフィールドで起こっている様々な現象につい
て取り上げる講演及びディスカッション。

106

　　　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。 14/24
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92 B
京都工芸繊維大
学

最先端科学技術を支えるドライプロセスの
基礎と応用
学生・地域企業技術者対象　国際OPEN TECH
シンポジウム
-活きた英語と日本語で-

2018/7/21
京都工芸繊維大学
15号館 N105

本学学生、教職員、一
般

英語・日本語 無料
真空技術の原理とそのシステムや、真空技術を用いた
プロセスとデバイスの最前線について、第一線で活躍
する研究開発者による講演及びディスカッション。

約50

93 B
京都工芸繊維大
学

「名所」とは何か―都市・建築・美術から
再考する日本風景論―

2018/7/21
京都工芸繊維大学
60周年記念館1階記念ホー
ル

本学学生、教職員、一
般

英語・日本語 無料
都市・建築・美術それぞれの専門の立場からいかに風
景が「名」ある「所」となったのかを問い直すことを
テーマとした講演及びディスカッション。

11月6日まで開催
（2日間）

約50

94 B
京都工芸繊維大
学

2nd Transport Phenomena Seminar 2018/9/18
京都工芸繊維大学
15号館 N205 室

本学学生、教職員、一
般

英語・日本語 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。

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

日にち未定（9月開催） 約235人

95 B
京都工芸繊維大
学

1st research seminar for natural
physiologically active substances by
utilizing insect biomedical research

2018/11/5
京都工芸繊維大学
60周年記念館1階記念ホー
ル

本学学生、教職員、一
般

英語・日本語 無料
昆虫バイオメディカル研究分野および天然物化学、情
報学を活用した疾患研究に関連した研究シーズの紹
介。

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

約3,000
(延べ数)

96 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

2018/9/14 ※ 岡山大学一般教育棟
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/hedi/page/h30
momotaro/

日にち未定（9月開催） 129

97 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
ecoming2018.html

約3,000
(延べ数)

　　　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。 15/24
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98 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
職員と交流を行った。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。

http://emi.info.icu.ac.jp
2018/8/24まで開催（5日
間）

17

99 B 熊本大学 Soseki Global Café
2018/11/3～11/4
(2日間)

※
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

人前で英語で話すことの苦手意識を克服するために英語に
よる発表を体験し、同時に料理、ゲームなどをとおして世界
各国の文化を学ぶ。
 一般の方々を含む、高校生や大学生、誰でも参加できる
オープンイベント。

後日HPに掲載予定 日にち未定（3月開催）
100程度
（見込）

100 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.jp 日にち未定（3月開催） 24（予定）

101 B 国際基督教大学
SGU Conference on International Service
Learning

2019/3/31 ※
国際基督教大学　国際会
議場

国内大学関係者、サー
ビスラーニング・ネッ
トワーク関係者、学
生、一般

英語
日本語

ＩＣＵのインターナショナル　サービスラーニング受
け入れ先である提携機関（4～6ヶ国）から担当者を招
き、サービスラーニングが提供できる価値や機会につ
いて、また事例について発表。基調講演、パネルディ
スカッション、Ｑ＆Ａ等を予定している。

45人

102 B 国際基督教大学
Oxford EMI (English Medium Instruction)
トレーニングコース

2019/3/31 ※
国際基督教大学　ディッ
フェンドルファー記念館
西棟（予定）

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
（見込）

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、2019年3月に再度、本学で行われる
ことになりました。（3/11～15予定）日程・参加費等
詳しくは　https://emi.info.icu.ac.jpに後日公開い
たします。

300人程度
（見込）

103 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

英語 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人程度
（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。 16/24
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104 B 芝浦工業大学 GTIコンソーシアムシンポジウム 2018/11/30
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 Technology 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。

35人

105 B 芝浦工業大学 GTIコンソーシアム　特別講義
2018/9/29or10/2
6?

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

英語 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

106 B 芝浦工業大学 異文化PBL 2018/7/7 ※
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

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。

9月1日まで開催（13日間） 14名

107 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。

108 B 上智大学 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）

109 B 上智大学 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）

110 B 上智大学 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）

　　　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。 17/24
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111 B 上智大学 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）

112 B 上智大学 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）

113 B 上智大学 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

114 B 上智大学
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

115 B 上智大学 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

116 B 上智大学 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

117 B 上智大学 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。 18/24
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118 B 上智大学
「人間の安全保障と平和構築」2018年度連
続セミナー

2018/4/24
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

日本語 無料

人間の安全保障や平和構築に関して、日本を代表する
専門家を講師として招聘し、それぞれの立場での人間
の安全保障と平和構築活動への関わりを通して、今後
の平和構築の課題やあるべき姿を考える。
第1回「難民支援と平和構築」（UNHCR駐日事務所副代
表 河原直美氏)
第2回「JICAの平和構築支援」（JICA平和構築・復興支
援室長 坂根宏治氏)
第3回「NGOは平和構築にどう取り組んでいるのか～課
題と挑戦」（日本国際ボランテイアセンター代表理事
谷山博史氏)
第4回「外交と政治～学生の皆さんに伝えたい事～」
（元外務副大臣、自民党経済産業部会長　城内実氏)
第5回
「日本外交と国連の役割」（元内閣官房副長官・外務
副大臣、立憲民主党幹事長 福山哲郎氏）

https://www.sophia.ac.
jp/jpn/global/program/
global_event.html

2018年4月24日から7月17
日まで、計5回開催

第1回　150
第2回　260
第3回　100
第4回　150
第5回　150

119 B 上智大学
世界マラリアデー2018 ZEROマラリア2030
キャンペーンイベント

2018/4/25 ※
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

2018/4/23
世界エイズ・結核・マラリア対策基金（グローバル
ファンド）事務局長のピーター・サンズ氏の講演会を
実施（使用言語は英語、同時通訳なし）

2018/4/25
ZEROマラリア2030キャンペーン2018
マラリアについての講演、狂言「蚊相撲」上演、マラ
リア撲滅に関するトークセッション（使用言語は日本
語）

2018年4月23日と2018年4
月25日の2日開催

100／150

120 B 上智大学 上智大学アフリカ・ウィーク 2018/5/14 ※ 上智大学四谷キャンパス
学生、高校生、教職員、
一般

英語／日本語 無料

5月14日
講演会「危機の連鎖をどう打開するか ～ソマリアでの
持続的で強靭な発展を支援するために～」
5月16日
旅するアフリカ「アフリカの未来世代」ワークショッ
プ
5月19日
アフリカの新たなビジョン：東京国際会議
5月21日
ネルソン･マンデラ生誕100周年記念シンポジウム
5月22日
講演会「日本とアフリカを子どもの本でつなぐ」
5月23日
講演会「ウブントゥ・ドリームの誓いを再興する」
5月24日
学生トークセッション「私の歩いたアフリカ」
期間中
「私の見たアフリカ」写真展、Africa Week特別メ
ニュー＠学生食堂

2018年5月14日から25日ま
で開催（12日間）

121 B 上智大学 東チモール・フェスタ2018 2018/5/19 上智大学四谷キャンパス
学生、高校生、教職員、
一般

日本語 無料
東ティモール民主共和国の魅力を幅広く感じられるプ
ログラム。現地からのゲストも呼んでのライブコン
サート・映画祭・写真展・グルメコーナーを開催。

　　　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。 19/24
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122 B 上智大学
ラテンアメリカと日本の関係 ―エクアド
ル・日本外交関係樹立100周年を記念して―

2018/5/24
上智大学中央図書館内会
議室

学生、高校生、教職員、
一般

スペイン語 無料
今年がエクアドルと日本が外交関係を樹立して100年に
あたるのを記念して、両国関係の将来についての駐日
大使の講演会を開催した

123 B 上智大学 国連Weeks, June 2018 2018/6/1 ※ 上智大学四谷キャンパス
学生、高校生、教職員、
一般

日本語／英語 無料

「国連の活動を通じて、世界と私たちの未来について
一緒に考える」をコンセプトに国際シンポジウムや講
演会、写真展、映画上映などさまざまな企画を開催。
〇6月1日（金） キャリアセッション　「国際機関・国
際協力 キャリアを語ろう」
〇6月4日（月） トークセッション　“World Order in
an Age of Uncertainty: Challenges and
Opportunities for the United Nations”
〇6月5日（火） 平和構築セミナー「JICAの平和構築支
援と国際機関とのパートナーシップ」
〇6月6日（水） シンポジウム「SDGｓ達成のための教
育・研究活動の役割を共に考える」
〇6月7日（木） シンポジウム「ビジネスと人権」
〇6月8日（金） シンポジウム「高等教育における
ESD：大学はSDGsにいかに向き合うか」
〇6月11日（月） 写真セミナー「SDGs学生フォトコン
テスト2018× 未来メディアカフェ　SDGsフォト教室」
〇6月1日（金）～ 11日（月） SDGsパネル展「パート
ナーシップでつくる私たちの世界」
※SDGs学生フォトコンテスト2018の告知も合わせて実
施。

https://www.sophia.ac.
jp/jpn/news/PR/2018
/news0710unweeks.ht
ml

2018年6月1日から11日ま
で11日間にわたって開催

1,143人
（実施イベント
の総入場者数
（展示物は除

く））

124 B 上智大学
WOWOW × 上智大学“PARA-SPORTS NIGHT”
～世界のトップアスリートの映像とパラア
スリートに出会えるイベント

2018/6/28 上智大学6号館10教室
学生、高校生、教職員、
一般

日本語 無料

国際パラリンピック委員会（IPC）とWOWOWが共同で立
ち上げたパラリンピック・ドキュメンタリーシリーズ
「WHO I AM」の番組制作プロデューサーやブラインド･
サッカー日本代表選手等の講演会。

500

125 B 上智大学
国連人口基金(UNFPA)の事務局長と語ろう！
 ～若者のエンパワーメント～

2018/6/29
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／英語 無料
国連人口基金事務局長の講演とSDGs達成に向けた取り
組みを行っている学生団体の代表者によるユース・ダ
イアログを実施。

100

126 B 上智大学 国連Weeks, October 2018 2018/10/15 ※ 上智大学四谷キャンパス
学生、高校生、教職員、
一般

日本語／英語 無料
「国連の活動を通じて、世界と私たちの未来について
一緒に考える」をコンセプトに国際シンポジウムや講
演会、写真展、映画上映などさまざまな企画を開催。

2018年10月15日から29日
まで15日間にわたって開
催の予定

　　　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。 20/24
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127 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

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。

1月30日まで開催（13日間） 20（予定）

128 B 東洋大学
講演会「Tropical Light -Photographs by Floyd
K. Takeuchi-」

2018/11/4
東洋大学白山キャンパス2
号館16階スカイホール

一般 英語 無料

11月6日より本学白山キャンパス8号館1階で開催される写
真家フロイド・K・タケウチ氏の写真展に先立ち、これまでい
くつかのテーマごとに撮影されてきた写真を紹介しながら、
それぞれに込められた秘話についてお話しいただく。

事前申込あり 500（見込）

129 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。

120(見込）

130 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

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

1000名程度

131 B 法政大学 第4回法政大学日本語スピーチコンテスト 2018/11/24
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。

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

132 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。
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133 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。

150

134 B 立教大学
(仮題)外国人留学生受け入れの新時代-多様
な留学生との学びは大学をどう変えるのか-

2019/1/26 立教大学池袋キャンパス
本学学生・教職員、一
般

日本語及び英語 無料

大学における多様な留学生の受け入れに向け、中国、
ベトナム、インドネシア等における日本語教育の専門
家を招き、立教大学日本語教育センターの取組を交え
つつ、教育現場の動向や日本留学の課題等について報
告を行い、留学生受け入れに向けた課題を整理する。

135 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
・文部科学省挨拶
・本学のSGU事業進捗報告
・東京外国語大学の事例発表（派遣留学）

・主催：創価大学
・後援：中国大使館、中
華日本学会

1000

136 B 創価大学 駐日ロシア大使　講演会 2018/6/19 ※ 創価大学

○国際化拠点整備費補
助金事業　採択校
○本学学生、教職員、
教育及びロシア関係者

日本語
（日本語→英語の同
時通訳あり）

無料
・講演テーマ「露日友好についてー教育交流を中心に－」
・講演者：ミハイル・ガルージン駐日ロシア連邦特命全権大
使

開催日は予定 30

137 B 創価大学 『日中新時代フォーラム』記念講演会 2018/9/8 ※ 創価大学

○国際化拠点整備費補
助金事業　採択校
○本学学生、教職員、
教育及び中国関係者

日本語（中国語同時
通訳）

無料

・記念演技
・記念ビデオ上映
・講演①　宮本雄二 日中関係学会会長（元駐中国日本大
使）
・講演②　程永華　駐日本国中国大使

2018年11～12月にかけて
言語別に開催

50～100
（言語ごと）

138 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

https://www.kwan
sei.ac.jp/news/20
18/news_2018072
5_020307.html
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139 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

https://www.kwan
sei.ac.jp/t_maruno
uchi/kouza/

50（見込み）

140 B 立命館大学
2018年度　立命館大学国際言語文化研究所
連続講座
「ハワイ日本人移民　150周年から考える」

2018/10/5 ※
立命館大学
衣笠キャンパス

一般 日本語 無料 ハワイ移民を中心に移民史を紹介。

http://www.ritsum
ei.ac.jp/file.jsp?id=
390981

10月5日、12日、19日、26
日の4回開催

141 B 立命館大学
立命館大学経済学部創設70周年記念講演会
Expulsions, Brutality and Complexity in the
Global Economy

2018/10/13
立命館大学
びわこ・くさつキャンパス

一般 英語 無料
コロンビア大学のサッセン教授による
「グローバル資本主義と<放逐>の論理」と題した講演。

http://www.ritsum
ei.ac.jp/file.jsp?id=
390698

142 B 立命館大学 Asia Week 2018/10/21
立命館大学
大阪いばらきキャンパス

一般 日本語 無料
留学生との交流イベントによるプチ留学体験や、学生によ
る研究報告、アジア料理など異文化体験、音楽、スポーツ
などを通して、アジアとつながる国際交流フェスタ。

http://www.ritsum
ei.ac.jp/file.jsp?id=
391137

143 B 関西学院大学
合同シンポジウム「大学の経営企画機能の強
化～総合的マネジメントと中期計画」

2018/7/20
東京・野村證券大手町本社
（アーバンネット大手町ビ
ル）

大学関係者、一般 日本語 無料
「大学の経営企画機能の強化～総合的マネジメントと中期
計画～」をテーマとした野村證券との合同シンポジウム。
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144 B 関西学院大学 関学×UNカフェ 2018/11/3 ※
関西学院大学東京丸の内
キャンパス

高校生・大学生・大学
院生・一般

日本語

2,000円
（高校生・
大学生・
大学院生
は無料）

世界を舞台にリーダーシップを発揮している国連女性職員
を招いて実施する『KGジェンダーシリーズ』の第二弾。パネ
リストによる討論に留まらず、受講生にも意見交換に積極
的に参加していただくワークショップ形式（クロス・ディスカッ
ション）を企画しています。「日本が世界から取り残されない
ために」をテーマに、参加者はいかに活動を具現化するか、
可能な限り行動計画も考える積極的でアクティブな集いで
す。

日にち未定（1月開催）

145 B
立命館アジア太
平洋大学

学びの質保証(AOL)とコースデザイン 2018/6/15 立命館アジア太平洋大学 本学教職員、一般 英語 無料

各科目におけるAOLの構成要素やエビデンスベースト教授
法について、さらに効果的なコースデザインの方法などに
ついて学ぶワークショップ

146 B
立命館アジア太
平洋大学

オールボーモデルに学ぶPBLセミナー 2019/1/31 ※ 立命館アジア太平洋大学 本学教職員、一般 英語 無料
「オールボーモデル」と呼ばれ、世界的に知られるデンマー
ク・オールボー大学のPBL(Problem/Project Based
Learning)について学ぶオープンセミナー

日にち未定（ 1 月開催）
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