
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

Collaboration research with Lorenz center:
Brain science and mathematics to understand
circadian rhythm

2019/4/26
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 未定

2 A 東北大学

The Future of Materials Engineering –
Dramatic Innovation to the next 100 years ‐

2019/6/24 ※ 未定
国内外からの研究者お
よび学生

英語 無料
材料科学の未来：次の100年に向けた技術革新における
シンポジウム

6月25日まで開催
（2日間）

未定

3 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.tsukub
a.ac.jp/~icafe/jp/index
.html#

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

4 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/e201809191
207.html

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

未定

5 A 筑波大学 English Chat Room

2019/3/10
2019/4/14
2019/5/19

筑波大学サテライトオフィ
ス・つくば総合インフォメー
ションセンター

大人から子供まで全て
の一般市民

英語 無料

大人から子供まで全ての方を対象とした英会話交流会。フ
リートークで、初めて会う人と交流を深め、決められたト
ピックで、英会話での話の引き出しを増やすことを目的とし
ています。

http://www.tsukuba.ac
.jp/events/event/bivi2
01903071338

6 A 京都大学

The 7th Kyoto Course on Bioinformatics for
Genomic Medicine: Course on Computational
Genomics and International Symposium on
Disease Genomics

未定 ※
マギル大学（カナダ･モント
リオール市）

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 未定

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、一流講師陣によるバイオインフォマティクストレーニ
ングコース開催する。
本トレーニングコースは、平成30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（京都大学・マギル大学共同開設科目）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。第7回は、マギル
大学で開催予定。

　
開講期については、後期
集中を予定

未定

7 A 九州大学
QS Asia-Pacific Professional Leaders in
Education Conference and Exhibition 2019
（QS-APPLE 2019）

2019/11/26 ※ 福岡国際会議場 研究者、教職員、一般 英語 有料

QS-APPLEは、大学ランキングの主要な機関の一つであ
るQS QUACQUARELLI SYMONDS社が開催する年次総会
の一つであり、アジア太平洋地域に所在する大学の持つ
課題、最新情報、優れた取組の共有や大学関係者の国際
ネットワークの推進を目的としています。第15回となる今回
は、初めて日本で開催します。

【参加者】
主にアジア太平洋地
域の高等教育関係者
（副学長クラス、国際
および広報部門の管
理職、実務担当者）。

詳細は以下のリンクへ
https://qsapple.org/fu
kuoka-2019/

11月28日まで開催(3日間) 600名予定

2019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　（2019年4月～2020年3月）

整理区分 基礎情報 説明・案内

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。「備考または注釈（※）」をご参照下さい。

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
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8 A
早稲田大学
[国際日本学拠
点]

日本文学が世界遺産だとすれば
--現在を過去に繋げる古典、記憶、アイデン
ティティー
What if We Took Japanese Literature as World
Heritage? Classics, Memory, and Identity as a
Link from the Present Back to the Past

2019/4/6
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

カフォスカリ・ヴェネツィア大学 マリキュリー・フェローのエ
ドワルド・ジェルリー二氏による「世界遺産と東アジア文学
文学遺産としての日本漢文」をテーマとした研究発表およ
び関連分野の研究者による文学と遺産学（文化資源学、
文化人類学）との学際的なディスカッションをおこなう。

https://www.wase
da.jp/inst/sgu/ne
ws/2019/03/11/4
910/

40
（見込み）

9 A
早稲田大学
[国際日本学拠
点]

日本漢詩文における規範と破格―平安中期
の「国風」の発見を見直す
Sinitic Literature in Heian Japan: Universal
Standards Versus Local Practices

2019/5/9
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

ブライアン・スタイニンガー氏（プリンストン大学東アジア学
部助教授）の専門領域である日本古代・中世における中
国文芸の収拾・応用に関する最新の研究成果についての
講演、および学生、院生、教員とのディスカッションを展開
することにより相互の交流をはかる。

HP掲載準備中
40

（見込み）

10 A
早稲田大学
[国際日本学拠
点]

Rosanna Warren ＆ 伊藤比呂美　対談＋朗読
会

2019/6/27
早稲田大学戸山キャンパス
33号館6階第1会議室

学生、教職員、一般 英語 無料

アメリカを代表する詩人であるRosanna Warren氏の初来日
を記念して、日本を代表する詩人である伊藤比呂美氏と
の対談を企画する。作風は全く異なるものの、それぞれの
国の文化、社会、文学的伝統に応えながら独自の世界を
確立してきた詩人たちであり、40年近く執筆活動を続けて
いる同世代の女性詩人として、学部生、大学院生、教員、
一般の方々と幅広い観客層に向けて、刺激的な対談が期
待される。

HP掲載準備中
130

（見込み）

11 A
早稲田大学
[実証政治経済
学拠点]

スタンフォードプログラム・コロキアム 2019/6/28
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
スタンフォード大学より3名の先生を招聘しコロキアムを行
う。

50
（見込み）

12 A
早稲田大学
[数物系科学拠
点]

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

2019/7/22 ※
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

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26日まで開催（5日間）
70

（見込み）

13 A
早稲田大学
[数物系科学拠
点]

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

2019/11/19 ※
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22日まで開催(4日間)
80

（見込み）

14 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 2019/11/25 ※
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/

11月27日まで開催(3日間）
40

（見込み）

15 A
早稲田大学
[実証政治経済
学拠点]

国際シンポジウム 2019/11/30
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
アメリカジョンホプキンズ大学ケントカルダー教授を招聘し
国際シンポジウムを開催する。

150
（見込み）

16 A
早稲田大学
[実証政治経済
学拠点]

WE-SPICE（Waseda-Essex Scientific
PoliSci/IR Collaboration and Exchange）

未定 ※
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

早稲田大学政治経済学術院とエセックス大学政治学部の
研究者を軸に、回帰分析や実験、テキスト分析といった科
学的な手法を用いた政治学・国際関係論の共同研究と交
流を目的にしたワークショップを行う。

50
（見込み）

17 A
早稲田大学
[実証政治経済
学拠点]

The 12th Pan Pacific Game Theory
Conference
TGU Empirical Analyses of Political Economy
symposium

未定 ※
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。

60
（見込み）

18 B 千葉大学 オープンキャンパス2019（仮称） 2019/8/31 ※ 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。「備考または注釈（※）」をご参照下さい。

https://www.waseda.jp/inst/sgu/news/2019/03/11/4910/
https://www.waseda.jp/inst/sgu/news/2019/03/11/4910/
https://www.waseda.jp/inst/sgu/news/2019/03/11/4910/
https://www.waseda.jp/inst/sgu/news/2019/03/11/4910/
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19 B 千葉大学
第55回千葉大学　ユニバーサルフェスティバ
ル

2019/6/27 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）

20 B 千葉大学
第56回千葉大学　ユニバーサルフェスティバ
ル

2019/12/12 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）

21 B 東京藝術大学

国際共同プロジェクト
オード・オールトマット＆クリストフ・マントゥー
オルガン演奏会
～フランス・オルガン音楽の系譜～

2019/6/2 東京藝術大学奏楽堂 一般 日本語 2,000円 詳細後日公開。

22 B 東京藝術大学
国際共同プロジェクト
藝大21　創造の杜2019
藝大現代音楽の夕べ

2019/6/7 東京藝術大学奏楽堂 一般 日本語 3,000円 詳細後日公開。

23 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33回定
期演奏会

2019/6/9 東京藝術大学奏楽堂 一般 日本語 1,500円 詳細後日公開。

24 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2019

2019/7/12 東京藝術大学奏楽堂 一般 日本語 2,000円 詳細後日公開。

25 B 東京藝術大学

国際共同プロジェクト
藝大プロジェクト2019
「クラーラ・シューマン生誕200年に寄せて」
第1回「神童クラーラのピアノ協奏曲」

2019/10/10 東京藝術大学奏楽堂 一般 日本語 2,000円 詳細後日公開。

26 B 東京藝術大学

国際共同プロジェクト
藝大プロジェクト2019
（演奏藝術センター・音楽学部楽理科共催）
「クラーラ・シューマン生誕200年に寄せて」
第2回レクチャー＆コンサート
「ある『家族の絵』―クラーラとローベルト・
シューマンの合唱曲を中心に

2019/10/14
東京藝術大学音楽学部第
６ホール

一般 日本語 無料 詳細後日公開。

27 B
長岡技術科学
大学

第5回GTPアライアンスミーティング 未定 ※ 長岡技術科学大学
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。

2019年10月頃予定
2日間開催予定

200（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。「備考または注釈（※）」をご参照下さい。
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28 B
長岡技術科学
大学

4th International Conference of “Science of
Technology Innovation” 2019 (4th STI-Gigaku
2019)

未定 ※ 長岡技術科学大学
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。

2019年10月頃予定 200（見込）

29 B 岡山大学 創立７０周年記念事業ホームカミングデイ2019 2019/10/26
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、同窓生、在学生による出店や、海外同窓会支部
からの招聘者を招いた国際交流懇親会なども開催する。

https://www.okayama
-
u.ac.jp/tp/alumni/hom
ecoming2019.html

約3,000
(延べ数)

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

2019/8/3
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

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予定であ
る。

300程度
（見込）

31 B
国際基督教大
学

International Symposium "The role of higher
education in a 'globalizing' world: the
experiences of Ireland and Japan"

2019/11/1 ※
国際基督教大学　国際会
議場(予定)

教職員、教育関係者、
一般、本学教職員、本
学学生 (予定）

英語 無料

国際基督教大学とアイルランド国立大学ダブリン校（UCD)
のパートナーシップ事業の一環としてシンポジウムを開
催。
アイルランド国立大学ダブリン校と本学教員がｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ化
時代の高等教育について議論する。
メイン講演者は元アイルランド大使のJohn Neary教授

50～100
（予定）

32 B 芝浦工業大学 GTIコンソーシアム　特別講義 2019/5/24
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・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

33 B 芝浦工業大学 GTIコンソーシアムシンポジウム 2019/12/7
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・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。

34 B 芝浦工業大学 GTIコンソーシアム　特別講義 2019/10月 ※
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・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

日にち未定（10月開催）

35 B 芝浦工業大学 異文化PBL 2019/7/1
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。

36 B 芝浦工業大学 国際産学地域連携PBL 2019/12月 ※
芝浦工業大学
大宮キャンパス

学生（海外含む）、高校
生、教職員、一般

英語 無料

多国籍・多分野の混成チームによりシステム工学の思考・
手法をベースに総合的問題解決を行う。「システム思考」、
「システム手法」、「システムマネジメント」の考え方や技術
を踏まえて、産業界や地域の実課題に対する問題解決を
行い，総合的問題解決能力を身につける。アセスメントは
DR、最終発表、チーム内相互評価、社会人基礎力テスト
等で構成される。

日にち未定（12月開催）　8
日間程度開催

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。「備考または注釈（※）」をご参照下さい。



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）

2019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　（2019年4月～2020年3月）

整理区分 基礎情報 説明・案内

37 B 芝浦工業大学 課題解決を通したコミュニケーション力の養成 2019/8月 ※
芝浦工業大学
豊洲キャンパス

学生（海外含む）、高校
生、教職員、一般

英語 無料

「40 mの高さから落としても中の卵を割らないカプセルを
A4の上で作る」ためのマニュアルを海外の学生とチームを
組んで作成するという課題を通して、またプロのエンジニ
アも参加することにより、「プロの問題解決法の考え方」を
学ぶとともに、コミュニケーション力を養成する。
　そのほか「100円均一の店」で材料を調達して、3.5kgの氷
を速く溶かす競争も行う。ここでもプロの技術者を参加さ
せ、考え方を学ぶ。

日にち未定（8月開催） 8日
間程度開催

38 B 東洋大学 Toyo Winter Program 2019/1/18～1/26
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
の真の魅力を体感できる内容となった。東洋大学の学生
は留学生の補助役として参加し、2週間という期間で仲睦
まじい時を過ごした。

1

39 B 法政大学 法政グローバルデイ2019 2019/5/12 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

600名程度

40 B 法政大学 第5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。

200名程度

41 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）

42 B 創価大学
スーパーグローバル大学創成支援　創価大学
報告会

2019/4/24 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
・国際教養大学　鈴木理事長・学長講演

150
（予定）

43 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

2019年11～12月にかけて
言語別に開催

50～100
（言語ごと）

44 B 関西学院大学
ハンズオン・ラーニングセンターシンポジウム
「”社会に触れる学び”とこれからの高等教
育ーハンズオン・ラーニングの現在地」

2019/5/11
関西学院大学　西宮上ケ原
キャンパス　関西学院会館
レセプションホール

ハンズオン・ラーニング
センターの取り組みに
興味関心ある方（大学・
高等学校関係者/企業・
団体の方）

日本語 無料

本学が、新しい教育プログラムの中核の一つとして位置付
けるハンズオン・ラーニングのシンポジウム。米国における
ハンズオン・ラーニングの位置づけを紹介、さらに事例紹
介を交えながら、学生や教職員、地域社会・企業はハンズ
オン・ラーニングプログラムを通してどのように連携してい
くことができるのかについて探る。

https://www.kwan
sei.ac.jp/c_hl/eve
nt/2019/event_20
190511_012802.ht
ml

200（見込み）

45 B
立命館アジア太
平洋大学

AAPBS(Association of Asia-Pacific Business
Schools)　Academic Conference

2019/5/14
ホテル＆リゾーツ別府湾
（大分県速見郡日出町）
立命館アジア太平洋大学

主要なビジネス・スクー
ルの学部長、企業関係
者

英語 有料

アジア太平洋地域の100を超えるビジネス・スクールが加
盟する組織である、AAPBS(Association of Asia-Pacific
Business Schools)のメンバー校および一般の企業関係者
が参加するネットワーキングカンファレンス

5月16日まで開催（3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。「備考または注釈（※）」をご参照下さい。

https://www.kwansei.ac.jp/c_hl/event/2019/event_20190511_012802.html
https://www.kwansei.ac.jp/c_hl/event/2019/event_20190511_012802.html
https://www.kwansei.ac.jp/c_hl/event/2019/event_20190511_012802.html
https://www.kwansei.ac.jp/c_hl/event/2019/event_20190511_012802.html
https://www.kwansei.ac.jp/c_hl/event/2019/event_20190511_012802.html

