
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 20

2 A 東北大学
The Future of Materials Engineering – 

Dramatic Innovation to the next 100 years ‐
2019/6/24 ※ 東北大学青葉山キャンパス

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）
69

3 A 東北大学
2018SRM follow-up: Kavli Winter School

2020/1/12 ※ 東北大学さくらホール
国内外からの研究者およ

び学生
英語 無料

ストリング理論と数学2018におけるフォローアップウィン

タースクール

1月22日まで開催

（10日間）
未定

4 A 東北大学

The 3rd Symposium for World Leading 

Research Centers -Materials Science and 

Spintronics-

2020/2/9-2/11 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

2017年6月30日に指定国立大学法人に指定されたことを受

け、東北大学の強みである４領域（材料科学、スピントロ

ニクス、未来型医療、災害科学）の世界トップレベル研究拠

点形成に着手し、2018年２月にはAIMRを含む材料科学研究

拠点及びスピントロニクス研究拠点が合同でキックオフシ

ンポジウムを開催、2019年2月に第2回合同シンポジウムを

開催した。今回は、第3回シンポジウム開催ということで、

国内外の著名な研究者を招へいし、互いの研究成果の紹

介、情報交換をするとともに、材料科学、スピントロニクス

の将来展望等を議論する。

2020/2/11まで開催 未定

5 A 筑波大学 English Chat Room

2019年11月10日

(日)11:00～12:30

2019年12月1日

(日)11:00～12:30

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.a

c.jp/events/event/bivi

201909121107

6 A 筑波大学 インクルーシブ・リーダーズ・カレッジ

2019年11月6日

（水）～2020年3

月7日（土）全14

日間+オンライン

WEBセミナー

筑波大学東京キャンパス文

京校舎

組織や業種を超えて協

働・共創することを目指

す方や課題を感じている

方、ダイバーシティ&イ

ンクルージョンに関心の

ある方

日本語

・通期：

132,000

円（税

込）※全

日程参加

の場合

・1期

（各期と

もそれぞ

れ）：

55,000 円

（税込）

本プログラムでは、「女性活躍」「LGBT」「発達障害」

「障害者雇用」「外国人労働者」そして「国際化」といった

キーワードを含む「性別（ジェンダー）」「障害」「多文

化」の３つのテーマに焦点を当てます。そして、筑波大学が

有する学術的知見から「人の多様性」を多角的に理解すると

ともに、先進的な実践に取り組まれている企業・団体からの

最新事例や話題提供に基づくディスカッション中心のプログ

ラムを展開します。

http://extension.sec.ts

ukuba.ac.jp/lecture/pr

ogram0061/

定員30

先着順

（最少催行人数

10名）

7 A 東京大学

第4回東京大学‐清華大学戦略的パートナー

シップ合同シンポジウム“Joint Multidisciplinary 

Symposium”

2019/5/27 ※ 清華大学 学生、教職員、一般 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

4回目の開催となる。全体会と11の分野別ワークショップ等

も開催され、既に長い交流実績のある分野に新たに人工知

能や気候変動も加わり、最先端の学術トピックについて多分

野複合領域での学術交流が展開された。

5月30日まで開催（4日間） 200

8 A 東京大学

Seoul National University–UTokyo Strategic 

Partnership International Workshop on

“Climate Change and Sustainable 

Development; Public Health and Policy”

備考参照 ※ 東京大学 学生、教職員、一般 英語 無料

ソウル国立大学との合同シンポジウム。気候変動・持続可能

な開発・公衆衛生についてソウル国立大学からのゲストス

ピーカーを交え、分野横断的な議論を行う。

10月11日開催予定であった

が、台風のため順延

9 A 京都大学

The 7th McGill-Kyoto Training Course and 

Symposium, “Genomic and Data: The Future 

for Health Care”

2019/10/27-30

（トレーニング

コース）, 

2019/10/31-11/1

（国際シンポジウ

ム）

※
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、マギル大学で開催する。

https://www.kyoto-

mcgill.org/course2019
開講期：後期集中 未定
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10 A 京都大学
Workshop on Labour Migration from Mekong 

Countries to Japan
2019/7/23 京都大学東京オフィス

移民に関係するNGO,政

府機関、市民セクター、

研究者、大学院生

英語 無料
東南アジア諸国（ベトナム、タイ、ミャンマー、カンボジ

ア）と日本の関係者による最新の動向を議論。
40

11 A 京都大学 「在日外国人をめぐる政策」 2019/7/27
京都大学文学研究科大会議

室
本学学生、研究者、一般 日本語 無料

最近の移民政策、教育政策、福祉政策と在日外国人につい

てのセミナー
20

12 A 広島大学 海外留学の客観的効果測定　国際シンポジウム 2019/10/4
東京国際交流館　プラザ平

成国際交流会議場

SGU採択校, 教育関係者,

学生,一般

日本語・英語

（同時通訳あり） 無料
留学プログラムの学習効果を客観的に測定する手段（分析

ツール等）の紹介と実践例を紹介

https://www.hiroshim

a-

u.ac.jp/sgu/news/531

76

150程度

（見込）

13 A 広島大学 （仮）SERU学生調査に関するシンポジウム 未定 ※ 広島大学東広島キャンパス
SGU採択校, 本学学生・

教職員,教育関係者,一般

日本語・英語
無料

SERU(Student Experience in the Research University)調査

実施結果の分析について先行事例を紹介, 併せて広島大学の

分析の紹介

同時通訳あり
11月～12月にかけて開催

（1日のみ）
未定

14 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予定

15 A 慶應義塾大学

Society 5.0 （第５期科学技術基本計画）による

社会安全保障：サイバー空間（仮想空間）と

フィジカル空間（現実空間）の役割について

2019/4/23
慶應義塾大学　三田キャン

パス　東館G-Lab
研究者、教職員、一般 英語 無料

日本政府と経団連は'Society 5.0'を国の主要目標と定めてい

る。日本の内閣は、'サイバー空間とフィジカル空間を高度

に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決

を両立する人間中心の社会' を提唱しており、このワーク

ショップでは、Society 5.0のコンセプトを実証するための想

定とロジックについて詮索し、このアプローチの実行の可能

性に焦点をあて、サイバースペースとAIにより依存すること

で起こりうる、いくつかのリスクについて探索する。

16 A 慶應義塾大学

KGRI Lecture Series: "Building on 

Biomimetics: challenges for symbiotic medical 

devices that are bioinspired and 

nanostructured"

2019/4/24

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

研究者、教職員、一般 英語 無料

グルノーブルアルプス大学のDonald Keith Martin教授を招

き、"Building on Biomimetics: challenges for symbiotic 

medical devices that are bioinspired and nanostructured"

と題して講演会を開催。

17 A 慶應義塾大学 慶應・ケルン大学　長寿関連公開講演 2019/5/30
慶應義塾大学　三田キャン

パス　北館
研究者、教職員、一般 英語 無料

"Aging & Longevity"というテーマについて慶應義塾大学と

ケルン大学は2018年より戦略的なパートナーシップを締結

しており、信濃町の合同シンポジウムの一環で公開講演が開

催された。講演会ではケルン大学のBjorn Schumache教授

と慶應義塾大学の新井康通教授の二人が長寿化社会におけ

る健康についての講演を実施。

18 A 慶應義塾大学
The Future of Digital Transformation／ディジ

タルトランスフォーメーションの未来
2019/7/8

慶應義塾大学 日吉キャンパ

ス 協生館3階 CDF
研究者、教職員、一般 英語 無料

アンハイザー・ブッシュ・インベブ（株）を招いてイノベー

ション戦略について講演が実施され、未来に向けたサプラ

イチェーンの実現に向けてグローバルディジタルトランス

フォーメーションについて解説。

19 A 慶應義塾大学

慶應義塾大学SFC研究所xSDG・ラボ, xSDGコ

ンソーシアム 

シンポジウム in NY 

Business Evaluation × SDG Beyond 

UNGA2019

2019/7/16

Japan Society　

 

333 E 47th St, New York, 

NY 10017 アメリカ合衆国

研究者、教職員、一般 日本語/英語 無料

SDGsの観点からの事業活動の評価は、金融および産業界に

おいて大きな課題となっています。 UNDPはSDGsの影響評

価に向けて行動を起こしており、日本では、経済産業省と長

野県がSDGsに積極的に取り組む企業のための認証制度を導

入しています。このシンポジウムでは、SDGsによるビジネ

ス評価に取り組む主要な関係者が集まり、SDGsがビジネス

の評価にどのように活用できるかについて議論します。

https://www.hiroshima-u.ac.jp/sgu/news/53176
https://www.hiroshima-u.ac.jp/sgu/news/53176
https://www.hiroshima-u.ac.jp/sgu/news/53176
https://www.hiroshima-u.ac.jp/sgu/news/53176
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20 A 慶應義塾大学
University Museums as Cultural Commons － 

Tokyo Seminar
2019/9/9

慶應義塾大学三田キャンパ

ス
一般 英語

有料

6000円

大学の博物館は多くの学生や研究者たちが集まり、文化的

な背景が反映されている。このセミナーでは大学の博物館が

いかに人々の考えの交流の中で発展をしてきたかについて取

り扱う。

https://www.umactok

yoseminar.info/
2019/9/10まで開催

21 A 慶應義塾大学
慶應義塾大学SFC研究所xSDG・ラボ, xSDGコ

ンソーシアムシンポジウム in NY
2019/9/23

Murase room, Japan 

Society　333 E 47th St, 

New York, NY 10017 アメリ

カ合衆国

一般 無料

本シンポジウムでは、2019年9月6日に幅広いステークホル

ダーの参加を得てまとめられ、外務省に提出された「SDGs

実施指針改定に向けた提言」の内容やプロセスについて、共

有。

また、国際研究機関等による欧米諸国における政府の取組

に関する事例紹介や、産学連携体制にてSDGsを推進する研

究コンソーシアム「xSDGコンソーシアム」に参加する企業

や自治体での取り組み紹介のほか、SDGs達成に向けた日本

の状況をまとめた『SDGs白書2019』の発表も予定

http://xsdg.jp/sympos

ium_in_ny20190923.ht

ml#jp

100

22 A 慶應義塾大学
医療・ヘルスケアにおける法と社会制度に関す

るワークショップ
2019/9/24

慶應義塾大学　三田キャン

パス　北館
一般 日本語/英語 無料

医療・ヘルスケアデータの法的・倫理的取扱いについて、グ

ローバルな視座をもちながら、国内外の動向と今後の展望

を、個人情報保護委員会、慶應義塾大学医学部、法学部な

どから有識者を招いて解説

23 A 慶應義塾大学

The 10th APRU Population Aging Conference

A New Paradigm in the Era of the 100-year 

Life Span: The Search for Social and Scientific 

Solutions

2019/10/13
慶應義塾大学　三田キャン

パス北館、東館G－Lab
学生、教職員、一般 英語 無料

アジア・太平洋地域の学者が集まり、超高齢化社会につい

て横断的な分野の研究者が研究発表を行う学際的な国際会

議である。この国際会議はマレーシア、ベトナム、バヌアツ

共和国を始めとする国々の保険大臣やWHO西太平洋地域事

務局長を登壇者として招いており、超高齢化社会の解決策を

提示し、国際的に発信して政策に反映することを目標として

いる。

https://www.keio.ac.jp

/en/about/global/apru

-population-aging-

conference/

10月14日まで開催(2日間) 200予定

24 A 慶應義塾大学 Experience Japan Exhibition 2019 2019/11/23
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。

http://www.experien

ce-japan.jp/

25 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っ

た。

https://www.waseda.j

p/inst/sgu/news/2019

/03/11/4910/

63

26 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った。

https://www.waseda.j

p/inst/sgu/news/2019

/04/09/5102/

71

27 A

早稲田大学

[国際日本学拠

点]

知識権力の変遷と東アジア人文学

 ―日中韓の知識体系と流通のコン・ディバー

ジェンス―

The Transition of Knowledge Power and East 

Asian Humanities

: Con-Divergence of Korea-China-Japan 

Knowledge Production and Distribution

2019/5/24

早稲田大学戸山キャンパス

33号館第10会議室、

39号館第5会議室

学生、教職員、一般 韓国語・日本語 無料

この教育研究プロジェクトは、知識の本質と影響力、ならび

に知識の形成と流通に関するメカニズムを研究し、人間の生

活において知識の持つ意味を、学問的・実用的に定立させ

ることを目標としている。特に21世紀の「知識基盤社会」

において歴史的知識・総体的知識を体系化し、知識権力の

本質と原理を究明した。

https://www.waseda.j

p/inst/sgu/news/2019

/05/16/5284/

5月25日まで開催（2日間） 55

https://www.umactokyoseminar.info/
https://www.umactokyoseminar.info/
http://xsdg.jp/symposium_in_ny20190923.html#jp
http://xsdg.jp/symposium_in_ny20190923.html#jp
http://xsdg.jp/symposium_in_ny20190923.html#jp
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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28 A

早稲田大学

[国際日本学拠

点]

The Meiji at 150 Podcast with Dr. Tristan 

Grunow
2019/6/18

早稲田大学戸山キャンパス

33号館第11会議室
学生、教職員、一般 英語 無料

「The Meiji at 150 Podcast」

（https://meijiat150.podbean.com/）のホストを務めるDr. 

Tristan Grunow氏（University of British Columbia、助教

授）の来日を記念して、ポッドキャスト、またDigital 

Humanitiesの可能性について講演をしていただいた。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、刺激的な講演が展開された。また、120のエピソードで

このシリーズは終わる予定だが、本イベントは、最終エピ

ソードとして録音され、全世界に向けて配信された。

https://www.waseda.j

p/inst/sgu/news/2019

/06/07/5409/

33

29 A

早稲田大学

[国際日本学拠

点]

ポール・アンドラ コロンビア大学教授講演会日

本学者の地図　　                                          

Mapping a life in Japanese literary and 

cultural studies

2019/6/21
早稲田大学戸山キャンパス

33号館第1会議室
学生、教職員、一般

英語

（Q&A：英・日）
無料

本講演会では、日本近代文学・映画を専門に研究・教育を

継続してきた教授のキャリアについて講演した。日本との出

会い、留学して日本文学を多読したこと、さまざまな文学者

や研究者と出会った経験についての談話は、国際的視座か

ら見た日本文学史の一側面を物語るものとなった。夏目漱

石の小説の翻訳をしたEdwin McClellanイェール大学教授、

漱石を研究・批評した江藤淳や柄谷行人との交流に関しても

広い議論の展開となった。また、翻訳刊行された

“Kurosawa’s RASHOMON”（邦題『黒澤明の羅生門 フィル

ムに籠めた告白と鎮魂』）についても触れられた。

https://www.waseda.j

p/inst/sgu/news/2019

/05/30/5380/

64

30 A

早稲田大学

[国際日本学拠

点]

ワークショップ「21世紀の人文知とは――世界

の古典学から考える」

The Humanities in the 21st Century: Classical 

Studies in and for the World

2019/6/23
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

世界の各地域の古典学の研究者、教育者に参加を請い、世

界の古典学の現状を検討するとともに、古典学の現代社会に

おけるありようや役割について、ディスカッションを中心と

して進行するワークショップをおこなった。ワークショップ

を通じて、古典学に関わる研究、教育にとっての課題、開拓

すべき方向性を浮かび上がらせていくことを目指した。

https://www.waseda.j

p/inst/sgu/news/2019

/06/07/5424/

46

31 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

談を企画した。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、刺激的な対談が展開された。

https://www.waseda.j

p/inst/sgu/news/2019

/06/07/5413/

43

32 A

早稲田大学

[国際日本学拠

点]

古典芸術の未来を創る

河鍋暁斎「新富座妖怪引幕」大英博物館漫画展

出品記念シンポジウム

Classical Arts×Digital Technologies

2019/6/29
大英博物館

ジャパン・ハウス(ロンドン)
学生、教職員、一般 英語・日本語 無料

英博物館にて2019年5月23日（木）から8月26日（月）まで

開催された日本のマンガを多様な視点から紹介する展覧会

「マンガ展」に早稲田大学演劇博物館が所蔵する河鍋暁斎作

の「新富座妖怪引幕」を出品し、「線」による視覚的表現

と、その「視覚」によって物語を展開させるマンガについ

て、日本の視覚文化の先達である葛飾北斎や河鍋暁斎の作

品を通じて、マンガの歴史的ルーツを検証するとともに、

ジャパン・ハウス ロンドンにて合せて国際シンポジウム

「古典芸術の未来を創る Classical Arts×Digital 

Technologies」を開催し、現代のデジタルテクノロジーに

よって伝統的な文化・芸能がどのように現代・未来へと保

存・活用されうるのか、また「デジタル人文知による文化の

保存」と題した発表と対話をおこなった。

https://www.waseda.j

p/enpaku/info/7786/
100
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33 A

早稲田大学

[国際日本学拠

点]

戦後日本と映画理論：埴谷雄高の＜存在論的＞

映画論について

Postwar Japan and Film Theory: Haniya 

Yutaka’s Ontological Writings on Cinema

2019/7/6

早稲田大学戸山キャンパス

33号館第11会議室 学生、教職員、一般
日本語

（Q&A：英・日）
無料

講演者山本氏（UCサンタバーバラ助教授）はこれまで日米

両国においてほとんど顧みられることのなかった20世紀日

本における映画・メディア理論の史的発展に焦点を当てなが

ら、西洋発祥の「理論」のみを普遍的言説として扱ってきた

人文科学全般の地政学的批判を自身の研究テーマとする新進

気鋭の映画学者である。本発表では、こうした地政学的理

論研究の一環として、戦後日本文学の担い手として知られる

埴谷雄高が1950年代後半から書き連ねた映画論の系譜を分

析する。埴谷の映画論は、経験として「映画」を定義し、花

田清輝による前衛芸術理論との比較において、無意識に前

提としている知の形成あるいは伝播そのものが持つトポロ

ジーの再考を、まさしく「国際日本学」の立場において促

すものであった。

https://www.waseda.j

p/inst/sgu/news/2019

/06/24/5499/

35

34 A

早稲田大学

[国際日本学拠

点]

梅蘭芳初来日公演百周年記念シンポジウム 2019/7/9
早稲田大学戸山キャンパス

33号館第1会議室
学生、教職員、一般 中国語・日本語 無料

1919年（大正8年）の梅蘭芳初来日公演から100周年にあた

るのを記念して、東京・大阪・神戸という梅蘭芳公演ゆかり

の都市で「梅蘭芳日本初公演100周年記念美術展」を開催し

た。それに伴い、梅蘭芳に深い因みのある早稲田大学

（1956年に演劇博物館を訪問、衣裳等を寄贈）において、

日中の研究者が一堂に会して、梅蘭芳の来日公演についての

最新研究を発表する機会を設けた。梅蘭芳にゆかりある諸機

関の共同研究体制を構築し、今後の互恵関係に発展させる

ことを目標としながら、梅蘭芳の軌跡を振り返って新たな視

角から検証することによって、日中両国間の文化交流のあり

方について考察する機会となることをめざした。

50

35 A

早稲田大学

[国際日本学拠

点]

Translation and the Politics of Japanese 

Modernist Poetry: 

Conversation and Readings with Sawako 

Nakayasu

2019/7/12
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

アメリカを中心に翻訳家、詩人、研究者として活躍する

Sawako Nakayasu氏（ブラウン大学、助教授）の来日を記

念して、講演＋朗読会をおこなった。Nakayasu氏は、左川

ちか、土方巽、平出隆、川田絢音など日本の詩人／アーティ

ストを中心として翻訳活動をおこなっており、本人も英語で

の詩人として活躍している。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、刺激的な講演が展開され

た。

https://www.waseda.j

p/inst/sgu/news/2019

/06/17/5462/

41

36 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、および学生の研究発

表を行った。

http://www.sgu-

mathphys.sci.waseda.

ac.jp/

7月26日まで開催（5日間） 85

37 A

早稲田大学

[国際日本学拠

点]

ハルオ・シラネ(コロンビア大学教授）山片蟠桃

賞受賞記念講演会

「四季の創造　日本文化と自然観の系譜」
2019/7/25

早稲田大学戸山キャンパス

33号館第1会議室
学生、教職員、一般 日本語 無料

講演者のシラネ教授の「第26回 山片蟠桃賞―大阪国際文化

賞―」受賞を記念し企画された。受賞作であるJapan and 

the Culture of the Four Seasons： Nature, Literature, and 

the Arts（四季の創造　日本文化と自然観の系譜）をもと

に、その豊饒な日本文化論について最新のご研究の成果を

お話いただくことは、「国際日本学」をきりひらくべき次世

代の人々に対して、最良の学的刺戟が与えられる機会となっ

た。

https://www.waseda.j

p/inst/sgu/news/2019

/07/02/5519/

62
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38 A

早稲田大学

[国際日本学拠

点]

グローバルな視点からの浙江地域と日本の文化

交流史研究　

The history of Cultural Communication 

between Zhejiang and Japan in Global 

Perspective

2019/9/5 寧波大学 学生、教職員、一般
英語・中国語・日本

語
無料

本シンポジウムでは、アジア・ヨーロッパの諸関係が交差

し、前近代の日本と中国をつなぐ主要な窓口の一つとなっ

た浙江地域を軸に、日本を含む前近代アジアの歴史・文学

の地域連鎖的な展開・相互作用を明らかにし、そこから、

世界史における日本の歴史と文学の多様性・越境性・地域

性を読み解くことを目的とした。また、日中交流史に関する

史資料の豊富な寧波地域の主要な研究機関・研究者との関

係を構築することを目指すことを目的に日本・中国の研究者

に、ヨーロッパの研究者も加え、浙江地域の世界史的位置

づけを考えつつ、浙江地域と日本との文化交流史について検

討を加えた。

9月7日まで開催（3日間）
125

39 A

早稲田大学

[グローバルアジ

ア研究拠点]

特集展示「イメージの中の日本と中国の近代～

ラップナウ・コレクションから」の記念シンポ

ジウム

2019/9/28
早稲田大学

早稲田キャンパス　3号館
学生、教職員、一般 日本語 無料

本展示は、世界的な絵葉書コレクターであるラップナウ氏の

コレクションのなかから、近代の日本と中国の間に起き

た、日清戦争(1894)から第二次世界大戦の終結(1945)まで

のさまざまな出来事を描いた図像を描いたエフェメラ・メ

ディア、すなわち絵葉書・錦絵・風刺画・ビラ・ポスター、

たばこカード、立体写真、着物、盃、楽譜など、一般には身

近に親しまれたが、すぐに忘れられ捨てられてしまう短命な

メディア約二百点を厳選し、時代ごとに解説を加えて展示す

る。

記念シンポジウムは、ラップナウ氏をはじめ、展示関係者が

展示内容を元に報告を行う。

http://www.waseda.jp

/prj-m20th/

50

（見込み）

40 A

早稲田大学

[グローバルアジ

ア研究拠点]

特集展示「イメージの中の日本と中国の近代～

ラップナウ・コレクションから」
2019/10/1

早稲田大学会津八一記念博

物館
学生、教職員、一般 日本語 無料

本展示は、世界的な絵葉書コレクターであるラップナウ氏の

コレクションのなかから、近代の日本と中国の間に起き

た、日清戦争(1894)から第二次世界大戦の終結(1945)まで

のさまざまな出来事を描いた図像を描いたエフェメラ・メ

ディア、すなわち絵葉書・錦絵・風刺画・ビラ・ポスター、

たばこカード、立体写真、着物、盃、楽譜など、一般には身

近に親しまれたが、すぐに忘れられ捨てられてしまう短命な

メディア約二百点を厳選し、時代ごとに解説を加えて展示す

る。

11月10日まで（41日間展

示）

会期中に5,000

（見込み）

41 A

早稲田大学

[国際日本学拠

点]

第二回中日古典学ワークショップ 2019/11/2 北京大学 学生、教職員、一般
中国語・英語・日本

語
無料

2018年11月早稲田大学で開催した第一回中日古典学ワーク

ショップに続く、第二回中日古典学ワークショップを北京

大学にて開催する。これは主として、日本学の各領域を専門

とする日本側の研究者と、中国学を専門とする中国側の研究

者が一堂に会して、古典学を共通テーマにディスカッション

を行い、今後の研究の新しい方向を切り拓いていこうと企

画したものである。また同時に若手研究者の教育・育成を

めざす。

11月4日まで開催（3日間）
50

(見込み)

42 A

早稲田大学

[国際日本学拠

点]

UCLA-早稲田共催Yanai Initiativeイベント

中村京蔵氏による「歌舞伎への誘い」
2019/11/12 UCLA他 学生、教職員、一般 英語・日本語 無料

広く海外でも知られることとなった日本の伝統芸能である

歌舞伎について、実演や映像等を使用して理解を深めてもら

う企画。イベント要素とあわせて講演や対談を通訳を交えて

おこなうことにより、「歌舞伎」の持つ魅力をあらためて

紹介する。

11月14日まで開催予定

（3日間）

80

（見込み）

43 A

早稲田大学

[国際日本学拠

点]

多和田葉子 × 高瀬アキ　

パフォーマンス&ワークショップ

「奇怪仕掛けのハムレット」

「言葉と音楽」vol.10

2019/11/14 早稲田大学小野記念講堂 学生、教職員、一般 日本語 無料

2言語で創作する作家多和田葉子とヨーロッパのジャズシー

ンを牽引する高瀬アキ。ベルリンを拠点に息の合った活動を

続ける2人によるパフォーマンスとワークショップを今年も

開催する。今年は演劇における脱構築で知られるハイナー・

ミュラーをテーマに、彼の代表作『ハムレットマシーン』

をさらに脱構築する。ワークショップではテクスト朗読と即

興音楽により、新しいパフォーマンスの可能性を探る。

後日HP掲載予定

11月14日：パフォーマンス

11月15日：ワークショップ

（2日間）

200

（見込み）

50

（見込み）

http://www.waseda.jp/prj-m20th/
http://www.waseda.jp/prj-m20th/
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44 A

早稲田大学

[国際日本学拠

点]

翻訳の力――詩歌を訳す？――

The Power of Translation：Who’s Afraid of 

Poetry?

2019/11/15
早稲田大学戸山キャンパス

33号館第1会議室
学生、教職員、一般 英語・日本語 無料

講演会では、和歌、短歌の翻訳を積極的に実践してこられた

マッコーリ氏（シェフィールド大学東アジア研究所助教授）

とバイチマン氏(大東文化大学名誉教授)に詩歌の翻訳の何た

るかをお話いただく。続くワークショップでは、歌合(うた

あわせ)にならった「翻訳合(ほんやくあわせ)」で、有名な

和歌、短歌の翻訳を競い合いを試みるとともに、ディスカッ

ションをおこない、詩歌の翻訳の可能性をよりいっそう拓

くとともに、翻訳という営為そのものの力をとらえる契機

としたい。

後日HP掲載予定
70

（見込み）

45 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。

11月22日まで開催(4日間)
80

（見込み）

46 A

早稲田大学

[グローバルアジ

ア研究拠点]

2019年度地域・地域間研究機構国際シンポジウ

ム
2019/11/21 早稲田大学小野記念講堂 学生、教職員、一般 英語、日本語 無料

地域・地域間研究機構は，発足以来，「和解の多様性を探

る」（2015年度），「グローバリゼーションの進展と新し

い世界ルールづくり」（2016年度），「反グローバリズム

を超えて」（2017年度），「新グローバル秩序を考える新

たな視点」（2018年度）という４回の（国際）シンポジウ

ムを開催し，西欧諸国発の経済グローバリゼーションとそれ

の浸透に伴って非西欧地域で発生した軋轢を中心に，地域間

関係を多面的に研究してきた。2019年度は，これまでの研

究の中間報告として，「地域間の共生に向けて」というタイ

トルで国際シンポジウムを開催する。

同時通訳あり

シンポジウム構造は下記の

予定

基調講演

パネル1：地域間共生のメ

カニズム

パネル2：移民社会の現状

と課題

100

（見込み）

47 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。

11月27日まで開催(3日間）
40

（見込み）

48 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、ジョンズ・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）

49 A

早稲田大学

[ICT・ロボット

工学拠点、健康

スポーツ科学拠

点]

国際シンポジウム 2019/12/7

早稲田大学

喜久井町キャンパス　40号

館

学生、教職員、一般 日本語・英語 無料

オリンピック・パラリンピックの開催を2020年に控え、情

報通信技術（ICT）やロボット技術がスポーツにどう活用さ

れるのか、など今後スポーツとロボット（ICT/VR/AI）を介

した事業展開の拡大について発表を行う。

150

(見込み）

50 A

早稲田大学

[健康スポーツ科

学拠点]

国際シンポジウム 2020/2/17 ※

早稲田大学

東伏見キャンパス 79号館、

所沢キャンパス 100号館

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。

2月17日-2月21日まで開催

（うち3日間を検討中）

100

(見込み）

51 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）

52 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）

53 A

早稲田大学

[実証政治経済学

拠点]

国際シンポジウム「熟議民主主義の実践と実

験」
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

フィンランド、オーボ・アカデミー大学Kimmo Gronlund教

授とドイツ、シュトゥットガルト大学Andre Bachtiger教授

を招聘し開催する。

80

（見込み）

54 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
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55 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程度

（見込み）

56 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程度

（見込み）

57 B 東京外国語大学 TUFS 留学フェア 2019 2019/10 ※
東京外国語大学

府中キャンパス
学生、一般 日本語 無料 留学経験者による留学体験報告会

日にち未定（10月開催）

2週間程度、昼休みに開催
未定

58 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。 518

59 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。 352

60 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。 415

61 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。 714

62 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

単券　

2,000円

Aセット

券 3,000

円

Bセット

券 3,000

円

 全席自由

※プレトークあり

18:30～

63 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

➡2019/10/12

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。

64 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３回・上野の森オルガンシリーズ2019「オル

ガンが奏でる愛と告別の調べ ―クラーラとロー

ベルト、ブラームスらの書簡と共に」

2019/10/20 東京藝術大学奏楽堂 一般 日本語

単券　

2,000円

Aセット

券 3,000

円

Bセット

券 3,000

円

 全席自由

※プレトークあり

14:30～

65 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

 モーリス・ブルグ（ob）を迎えて―― 晩秋に

愉しむ「風の室内楽」

2019/11/2 東京藝術大学奏楽堂 一般 日本語 2,000円  全席自由

66 B 金沢大学

金沢大学公開市民講座

北陸・石川の未来をリードする若者たち－グ

ローバル時代を拓く金沢大学の挑戦－

第1回「金沢大学 スーパーグローバル大学への

歩み」

2019/10/20
金沢大学サテライト・プラ

ザ
高校生、一般 日本語 無料

2014年度のSGU事業採択以降、5年間徹底して進めている金

沢大学の全学的な国際化の取り組みについて、本学教員の

講演や本学学生によるパネルディスカッションを通して紹介

する。

https://www.kanazaw

a-

u.ac.jp/info/detail.php

?e=911

100（定員）

https://www.kanazawa-u.ac.jp/info/detail.php?e=911
https://www.kanazawa-u.ac.jp/info/detail.php?e=911
https://www.kanazawa-u.ac.jp/info/detail.php?e=911
https://www.kanazawa-u.ac.jp/info/detail.php?e=911
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67 B
長岡技術科学大

学
第1回GAICCEアライアンスミーティング 2019/11/8 アオーレ長岡 地域企業・自治体関係者 英語・日本語 無料

チュラロンコン大学（タイ）をファシリテーターとして、本

学・ハノイ工科大学（ベトナム）・マレーシア科学大学（マ

レーシア）・高砂熱学工業株式会社と共同で進めている

「Global Academia-Industry Consortium for Collaborative 

Education（GAICCE：共同教育のためのグローバル産学コ

ンソーシアム）プログラム」の紹介を行う。GAICCEは、

JICAの支援で運営するアセアン工学系高等教育ネットワーク

（AUN/SEED-Net）が進める共同教育プログラム（CEP）

を活用し、AUN/SEED-Net奨学金によるダブルディグ

リー・プログラム学生支援をはじめ、インターンシップや共

同研究、学生・教職員のモビリティを促進している。

40（見込）

68 B
長岡技術科学大

学
国際会議4th STI-Gigaku2019 2019/11/8

11月9日まで開催

（2日間）

長岡技術科学大学、NaDeC 

BASE、アオーレ長岡

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、

SDG9ハブ大学の任命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。

https://www.nagaoka

ut.ac.jp/event/201908

/e_190830_2.html

200（見込）

69 B
豊橋技術科学大

学

スーパーグローバル大学創成支援事業シンポジ

ウム「豊橋技術科学大学のグローバル化への

チャレンジ」

2019/11/8 豊橋技術科学大学

教育機関関係者、企業関

係者、教職員、学生、一

般

日本語 無料

スーパーグローバル大学創成支援事業における豊橋技術科学

大学の取り組みを事例とし、グローバル人材の育成、日本の

国際競争力への貢献及び地域社会への貢献について、今あ

る課題を整理し、次の展開に向けたディスカッションを行

う。

40程度

（見込み）

70 B
豊橋技術科学大

学

2019大学寮の教育的運営を考える担当者ネット

ワーク会議（2019HOUSE会議）
2019/11/8 豊橋技術科学大学

教育機関関係者、企業関

係者、教職員、学生、一

般

日本語 無料

教育寮としての学生寮構築に積極的な大学教職員や学生ス

タッフが各々の学生宿舎の取り組みや構想について意見交

換を行い、各自の教育寮運営に役立つ情報交換を行うとと

もに、学生寮に携わる現場担当者同士のネットワークを築

き、大学における教育寮の在り方を模索する。

100程度

（見込み）

71 B
京都工芸繊維大

学

OPEN TECH シンポジウム～ポスト印象派にお

けるユートピアの表象－セザンヌ、ゴッホ、

ゴーギャン～

2019/6/24
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 仏語・英語・日本語 無料

「ポスト印象派におけるユートピアの表象－セザンヌ、ゴッ

ホ、ゴーギャン」をテーマとした講演及びディスカッション
54

72 B
京都工芸繊維大

学

OPEN TECH シンポジウム～インテリジェント

医療診断・自動運転の最新研究報告～
2019/7/12

京都工芸繊維大学

13号館4階多目的室
本学学生、教職員、一般 英語 無料

「インテリジェント医療診断・自動運転の最新研究報告」

をテーマとした講演及びディスカッション
21

73 B 岡山大学

「地域に根差した学び」：日本におけるCBLの

意義と授業実践

－米国ポートランド州立大学CBL研修－

2019/10/24 岡山大学津島キャンパス

国内大学関係者、初中等

教育関係者、その他一般

参加者

日本語、英語 有料

ポートランド州立大学が2018年より米国内で開催してきた

CBL(Community Based Leaning)研修の、初の日本開催。

岡山大学地域総合研究センターが共催。初中等教育ではい

わゆる地域学、大学ではPBL、サービスラーニングなどに関

わる教授法、評価法などの講義、ワークショップ。岡山大で

の授業観察、授業への参加など。

https://agora.okayama

-

u.ac.jp/?action=comm

on_download_main&u

pload_id=4740

2019年10月24日～26日に

研修及び講演会。

27日オプションツアー。

130(見込み）

74 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）

岡山大学ホームカミングデイは、本学の同窓生、在学生、留

学生、教職員、地域の方々を主な対象として、大学の近況に

触れ、交流を深めていただくことを目的として開催する。ま

た、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。

https://www.okayama

-

u.ac.jp/tp/alumni/hom

ecoming2019.html

約3,000

(延べ数)

https://agora.okayama-u.ac.jp/?action=common_download_main&upload_id=4740
https://agora.okayama-u.ac.jp/?action=common_download_main&upload_id=4740
https://agora.okayama-u.ac.jp/?action=common_download_main&upload_id=4740
https://agora.okayama-u.ac.jp/?action=common_download_main&upload_id=4740
https://agora.okayama-u.ac.jp/?action=common_download_main&upload_id=4740
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75 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）

76 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

教職員、教育関係者、一

般、本学教職員、本学学

生

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）

77 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

78 B 芝浦工業大学 GTIコンソーシアムシンポジウム 2019/12/6
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。

79 B 芝浦工業大学 GTIコンソーシアム　特別講義 2019/10/26
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

80 B 芝浦工業大学 異文化PBL 2019/6/22
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。

54

81 B 芝浦工業大学 国際産学地域連携PBL 2019/12/11 ※
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。

12月21日まで開催（11日

間）

82 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 2019/8/1 ※
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。

8月8日まで開催（11日間） 76

83 B 上智大学
UNIDO・上智大学セミナー「産業開発とSDGs

―国連で働くという選択」
2019/4/11

上智大学2号館17階国際会議

場
学生、教職員、一般

日本語／英語（同時

通訳）
無料

UNIDO事務局長リー・ヨン氏による基調講演、国連、

UNIDO等に関するキャリアセミナーを実施
同時通訳あり

84 B 上智大学
キャリアセミナー第18回『国連職員と話そ

う！』
2019/4/19

上智大学2号館17階国際会議

場
学生、大学院生、一般 日本語 無料

元国連本部事務局広報官で本学総合グローバル学部の植木安

弘教授による、国際公務員としての仕事やキャリアパスに関

する講演会
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85 B 上智大学

2019年度上智大学グローバル教育センター主催

連続セミナー「人間の安全保障と平和構築」

第1回「人間の安全保障、SDGs、そして司法外

交 」

2019/4/23
上智大学2号館17階国際会議

場
学生、教職員、一般 日本語 無料

前法務大臣、SDGs外交議員連盟会長の上川陽子衆議院議員

による、人間の安全保障に関する講演会
180

86 B 上智大学

2019年度上智大学グローバル教育センター主催

連続セミナー「人間の安全保障と平和構築」

第2回「NGO職員から国会議員へ ～国際協力へ

の思い～」

2019/5/14
上智大学2号館17階国際会議

場
学生、教職員、一般 日本語 無料

山内康一衆議院議員（立憲民主党）による国際協力に関する

講演会
190

87 B 上智大学

【上智大学Africa Week 2019】

アフリカを知る、共にグローバル社会を

創る

2019/5/16
上智大学2号館17階国際会議

場
学生、教職員、一般 日本語 無料

アフリカにおける民間企業による事業や開発援助に関するシ

ンポジウム
82

88 B 上智大学

【上智大学Africa Week 2019】

Rebuilding Peace in South Sudan 南スーダン

における平和の再興

2019/5/20
上智大学2号館17階国際会議

場
学生、教職員、一般

日本語／英語（同時

通訳）
無料

和平合意後の南スーダンの復興に関するシンポジウム

（TICAD7 パートナー事業）
同時通訳あり 130

89 B 上智大学

【上智大学国連Weeks June, 2019】

ESG投資と統合レポート-EUにおける現状と展

望：日本企業の対応は？

2019/5/22
上智大学2号館17階国際会議

場

高校生、学生、教職員、

一般

日本語／英語（同時

通訳）
無料

特に人権と労働を踏まえたESG投資と統合レポートの現状に

関するシンポジウム
同時通訳あり 137

90 B 上智大学
【上智大学Africa Week 2019】

Youthが繋ぐ日本と現代アフリカ
2019/5/22

上智大学2号館17階国際会議

場

高校生、学生、教職員、

一般
日本語 無料

日本で活躍するアフリカ出身者とアフリカ渡航経験のある上

智大学生とが、如何にして日本とアフリカとの架け橋となる

かを共に考えるシンポジウム

89

91 B 上智大学

【上智大学国連Weeks June, 2019】

外国人労働者のディーセント・ワークと人権を

めぐる課題と労使の対応（ILO100周年記念労働

CSRセミナー）

2019/5/31
上智大学2号館17階国際会議

場
学生、教職員、一般

日本語／英語（同時

通訳）
無料

外国人労働者のディーセント・ワークと人権をめぐる課題と

労使の対応に関するシンポジウム
同時通訳あり 231

92 B 上智大学

【上智大学国連Weeks June, 2019】

「紛争と人道支援－国連の人道支援調整体制と

課題」

2019/6/3
上智大学2号館17階国際会議

場

高校生、学生、教職員、

一般

日本語／英語（同時

通訳）
無料 国連の人道支援に関するシンポジウム 同時通訳あり 105

93 B 上智大学
【上智大学国連Weeks June, 2019】

「MISIAが見たアフリカの教育と開発支援」
2019/6/4 上智大学6号館101教室

高校生、学生、教職員、

一般
日本語 無料

TICAD7名誉大使でもあるアーティストのMISIA氏を招き、

アフリカの現状や支援の状況、これからの支援のあり方を

考えるシンポジウム

456

94 B 上智大学

『世界と話そう』講演会

European added-value: The European Union 

and the role of the its Court of Auditors

2019/6/5
上智大学2号館17階国際会議

場
学生、教職員、一般

日本語／英語（同時

通訳）
無料 欧州会計検査院長による講演会 同時通訳あり 94

95 B 上智大学

【上智大学国連Weeks June, 2019】

第20回『国連職員と話そう！』　元国連事務次

長補　丹羽敏之氏を迎えて

2019/6/5
上智大学2号館17階国際会議

場

高校生、学生、教職員、

一般
日本語 無料

元国連事務次長補の丹羽敏之氏を迎えて、自身のキャリアや

国連機関での経験について語っていただく講演会
105

96 B 上智大学

【上智大学国連Weeks June, 2019】

キャリア・セッション「国際機関・国際協力

キャリア・ワークショップ」

2019/6/6
上智大学2号館17階国際会議

場

高校生、学生、教職員、

一般
日本語／英語 無料

国際機関やNGO等で働く現役職員を迎えて、参加者との来

場型クロストークを実施。
97

97 B 上智大学

【上智大学国連Weeks June, 2019】

2019年度上智大学グローバル教育センター主催

連続セミナー「人間の安全保障と平和構築」

第3回「JICAの平和構築支援と広報戦略 ～国際

機関との連携も視野に～」

2019/6/11
上智大学2号館17階国際会議

場

高校生、学生、教職員、

一般
日本語 無料

JICA広報室長の天田聖氏による、日本の平和構築支援に関

する講演会
190

98 B 上智大学

【上智大学国連Weeks June, 2019】

「ISIS後のイラク・シリアにおける平和構築と

難民支援～国連UNHCR協会・現場からの報

告」

2019/6/17
上智大学2号館17階国際会議

場

高校生、学生、教職員、

一般
日本語 無料

イラクやシリアの難民支援と平和構築の課題、日本の役割

について考えるシンポジウム
171

99 B 上智大学
【上智大学国連Weeks June, 2019】

「世界の難民問題－日本からできること」
2019/6/20 上智大学6号館101教室

高校生、学生、教職員、

一般
日本語 無料

「世界難民の日」にちなみ、UNHCR親善大使のアーティス

トMIYAVI氏を迎え、海外視察レポートを含む、難民支援に

関するトークイベント

498
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100 B 上智大学 国連人口基金キャリアセミナー 2019/6/25
上智大学2号館17階国際会議

場

高校生、学生、教職員、

一般
日本語／英語 無料

「国連はゴールではなくツールーUNFPAから始まる自分ら

しいキャリア形成ー」と題し、国連人口基金のスタッフに

よるキャリアセミナー

101 B 上智大学
UN Women事務局長来日記念！キャリアセミ

ナー
2019/6/27

上智大学2号館17階国際会議

場

高校生、学生、教職員、

一般
日本語／英語 無料

UN WOMAN (国連女性機関）の事務局長とスタッフによる

キャリアセミナー

102 B 上智大学

2019年度上智大学グローバル教育センター主催

連続セミナー「人間の安全保障と平和構築」

第4回「自衛隊と平和構築活動 ～ＰＫＯ活動か

ら能力構築支援まで～」

2019/6/25
上智大学2号館17階国際会議

場
学生、教職員、一般 日本語 無料

防衛省防衛政策局次長の石川武氏による、自衛隊のPKO活

動や平和構築活動に関する講演会

103 B 上智大学

2019年度上智大学グローバル教育センター主催

連続セミナー「人間の安全保障と平和構築」

第5回「食糧を届ける ～貧困、災害、紛争の中

で～」

2019/7/9
上智大学2号館17階国際会議

場
学生、教職員、一般 日本語 無料

元国連WFPアジア地域局長の忍足謙朗による、WFPの緊急

食糧支援等に関する講演会

104 B 上智大学

Opening Symposium: In Commemorating the 

Establishment of Sophia Global Education and 

Discovery Co., Ltd. (Sophia GED)

2019/7/12 Siam Society (Bangkok) 学生、一般 英語 無料

上智学院の事業会社「Sophia Global Education and 

Discovery Co., Ltd.」の設立を記念した、大学の海外拠点の

や生涯学習に関するシンポジウム

105 B 上智大学
特別講演会「世界を話そう」シリーズ

「若者とTICADのあゆみ」
2019/7/12

上智大学2号館17階国際会議

場
学生、教職員、一般

英語（逐次通訳付

き）
無料 ビエール・ゼンゲ駐日カメルーン特命全権大使による講演会

106 B 上智大学 アフリカの新たなビジョン2019 2019/8/31 上智大学6号館101教室 学生、教職員、一般
日本語／英語（同時

通訳）
無料

聖エジディオ共同体、立正佼成会、上智大学主催による、ア

フリカ支援の課題や私たちひとりひとりができる支援のあ

り方を共に考えるシンポジウム（TICAD7パートナー事業）

同時通訳あり 延べ800以上

107 B 上智大学

【教皇フランシスコ訪日記念連続シンポジウ

ム】

教皇フランシスコによる慈しみの地政学

2019/9/19
上智大学2号館17階国際会議

場
学生、教職員、一般

日本語／英語（同時

通訳）
無料

ローマ教皇フランシスコの側近であるアントニオ・スパダロ

神父による特別講演会
同時通訳あり 170

108 B 上智大学
国連パレスチナ難民救済事業機関（UNRWA）

キャリアセミナー
2019/10/3

上智大学2号館17階国際会議

場
学生、大学院生、一般 日本語／英語 無料 UNRWAのスタッフを招いてのキャリアセミナー

109 B 上智大学

【上智大学国連Weeks October, 2019】

【教皇フランシスコ訪日記念連続シンポジウ

ム】

「キリスト教と国連の平和構築～教皇フランシ

スコの南スーダンや他の平和構築への取り組み

～」

2019/10/5
上智大学2号館17階国際会議

場

高校生、学生、教職員、

一般

日本語／英語（同時

通訳）
無料

教皇フランシスコ訪日を前に、教皇が紛争地の平和構築の

ために取り組みを続ける背景を考えるシンポジウム
同時通訳あり

110 B 上智大学

【上智大学国連Weeks October, 2019】

「SDGsへの挑戦～サステイナブルな消費と生

産 ～エシカル消費から未来を変える」

2019/10/10
上智大学2号館17階国際会議

場

高校生、学生、教職員、

一般
日本語 無料

SDGsの12番目のゴール「持続可能な消費と生産」に関連し

て、大量生産・大量消費の現状、課題解決に向けて我々が

できることを考えるシンポジウム

111 B 上智大学
【上智大学国連Weeks October, 2019】

難民危機と高等教育の役割
2019/10/16

上智大学2号館17階国際会議

場

高校生、学生、教職員、

一般

日本語／英語（同時

通訳）
無料

シリアからの難民の若者を受け入れてきたレバノンの大学関

係者を招き、高等教育機関として何ができるかを考えるシン

ポジウム

同時通訳あり

112 B 上智大学

【上智大学国連Weeks October, 2019】

「アフガニスタンの和平プロセスと国連の役

割」

2019/10/17
上智大学2号館17階国際会議

場

高校生、学生、教職員、

一般

日本語／英語（同時

通訳）
無料

国連、外務省の担当官を招聘し、アフガン和平プロセスの未

来について考えるシンポジウム
同時通訳あり

113 B 上智大学

【上智大学国連Weeks October, 2019】

UNHCR WILL2LIVE Cinema パートナーズ「女

を修理する男」（映画上映）

2019/10/18 上智大学6号館101教室
高校生、学生、教職員、

一般

英語／フランス語／

スワヒリ語（日本語

／英語字幕）

無料
2018年ノーベル平和賞を受賞したンゴ人婦人科医のデニ・

ムクウェゲ医師のドキュメンタリー映画を上映

114 B 上智大学

【上智大学国連Weeks October, 2019】

第21回『国連職員と話そう！』　国連開発計画

(UNDP)駐日代表近藤哲生氏を迎えて

2019/10/21
上智大学2号館17階国際会議

場

高校生、学生、教職員、

一般
日本語 無料

国連開発計画（UNDP）駐日代表の近藤哲生氏を招いて、自

身のキャリアや国連機関での経験を語っていただく

115 B 上智大学

【上智大学国連Weeks October, 2019】

国連デー・プレ・イベント 「Special Talk 

Session」

2019/10/23 上智大学6号館101教室
高校生、学生、教職員、

一般

日本語／英語（同時

通訳）
無料

アジア大平洋地域におけるSDGsへの若者のコミットメント

をどう喚起し、浸透させていくかをテーマとしたシンポジ

ウム。BNK48のキャプテンであるチャープラン・アーリー

クン氏やバンコク国連機関幹部を招聘。

同時通訳あり
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116 B 上智大学

【上智大学国連Weeks October, 2019】

「バンコク国連機関とアジア太平洋の持続可能

な開発への課題と展望」

2019/10/24
上智大学2号館17階国際会議

場

高校生、学生、教職員、

一般

日本語／英語（同時

通訳）
無料

SDGsと水問題について、経済、環境、教育の視点から、各

分野の専門家やバンコク国連機関の幹部によるパネル討論

を実施

同時通訳あり

117 B 上智大学

【教皇フランシスコ訪日記念連続シンポジウ

ム】

キリスト教と持続開発目標(SDGs)

2019/11/22
上智大学2号館17階国際会議

場

高校生、学生、教職員、

一般
日本語 無料

キリスト教とSDGsの間にはどのような関係があり、どのよ

うな相互作用があるのか、共に考えるシンポジウム

118 B 東洋大学 Toyo Winter Program 2019/1/18 1月26日まで開催
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。東洋大学の学生は留学生の補助役として参

加。

1

119 B 東洋大学
「異文化を学び自文化を学ぶ」プロジェクト　

2019年度第1回講演会
2019/5/28 東洋大学白山キャンパス 学生、一般 英語、一部日本語 無料

英語圏では、日本の絵本は海外ではどのように読まれている

のか？オーストラリアの児童文学者・日本語教師のヘレ

ン・キルパトリック先生が、博士学位論文のテーマである

宮沢賢治を筆頭に、安房直子、味戸ケイコ、岩崎ちひろ、酒

井駒子らの作品を例に、日本の絵本や児童文学の挿絵などか

ら少女像を読みとく。

https://www.toyo.ac.j

p/-

/media/Images/Toyo/

academics/faculty/lit/

news/0528/20191052

8.ashx?la=Global&has

h=79306EA850FBAB0

DF12CCE065F099CFD

254E390D

60

120 B 東洋大学

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2019 特別セミナー「大学の組織

戦略とカリキュラムの国際化の課題」

2019/7/3 東洋大学白山キャンパス 教職員、一般 日本語、英語 無料

世界大学連盟（IAU）による専門的評価（ISAS）を受審を記

念したシンポジウム。ラトローブ大学名誉教授ベディー・リ

スク氏の基調講演をはじめ、世界の高等教育の現状を知る

専門家4人を迎えたパネルディスカッションや東洋大学国際

化の現状について説明する講演など。

https://www.toyo.ac.j

p/ja-

JP/news/international

-

exchange/20190703is

as/

https://www.toyo.ac.j

p/ja-

JP/news/international

-

exchange/20190703ne

wsisas/

100

121 B 東洋大学

The City of Tomorrow: Open. Participatory. 

Resilient / 未来の都市:回復力のあるオープンで

全員参加型の都市

2019/7/19 東洋大学赤羽台キャンパス 学生、一般 英語、日本語 無料

デジタル化により都市の性質は変わりつつあり、よりスマー

トになっている。民間企業から公的機関、さらに一般市民ま

で、多くのステークホルダーが、都市のスマートシティ化プ

ロセスに関わる必要がある。この講演では、スマートシティ

を構成する様々な要素に着目し、ヨーロッパのいくつかのス

マートシティの活動を概説する。

https://www.iniad.org

/blog/2019/06/25/sm

artcity190719/

122 B 東洋大学
国際シンポジウム「国際的視野から見た円了哲

学」
2019/9/6 東洋大学白山キャンパス 学生、教職員、一般 日本語、英語 無料

井上円了研究センター主催プログラム。学生、教職員及び一

般を対象として、本年が井上円了没後100周年にあたること

を記念して、国際的視野から見た円了哲学について考察す

る。

https://www.toyo.ac.j

p/ja-

JP/events/research/la

bo-

center/enryo/362828b

2/

100

123 B 東洋大学

シンポジウム『オーバーツーリズムへの取り組

みと持続可能な観光の実現に向けて－ベネチア

の現状と観光地のモニタリング方法－』

2019/10/21 東洋大学白山キャンパス 学生、教職員、一般 日本語、英語 無料

東洋大学大学院国際観光学研究科主催のシンポジウム。持続

可能な観光地域づくりにむけて大きな課題となるオーバー

ツーリズムに着目し、ベネチア市の現状と今後の取り組みを

紹介。また、国内外の研究事例も紹介し、オーバーツーリ

ズムを抑制し、持続可能な観光地形成にむけた検討を行う。

https://www.toyo-

tourism.com/
100

https://www.toyo.ac.jp/-/media/Images/Toyo/academics/faculty/lit/news/0528/201910528.ashx?la=Global&hash=79306EA850FBAB0DF12CCE065F099CFD254E390D
https://www.toyo.ac.jp/-/media/Images/Toyo/academics/faculty/lit/news/0528/201910528.ashx?la=Global&hash=79306EA850FBAB0DF12CCE065F099CFD254E390D
https://www.toyo.ac.jp/-/media/Images/Toyo/academics/faculty/lit/news/0528/201910528.ashx?la=Global&hash=79306EA850FBAB0DF12CCE065F099CFD254E390D
https://www.toyo.ac.jp/-/media/Images/Toyo/academics/faculty/lit/news/0528/201910528.ashx?la=Global&hash=79306EA850FBAB0DF12CCE065F099CFD254E390D
https://www.toyo.ac.jp/-/media/Images/Toyo/academics/faculty/lit/news/0528/201910528.ashx?la=Global&hash=79306EA850FBAB0DF12CCE065F099CFD254E390D
https://www.toyo.ac.jp/-/media/Images/Toyo/academics/faculty/lit/news/0528/201910528.ashx?la=Global&hash=79306EA850FBAB0DF12CCE065F099CFD254E390D
https://www.toyo.ac.jp/-/media/Images/Toyo/academics/faculty/lit/news/0528/201910528.ashx?la=Global&hash=79306EA850FBAB0DF12CCE065F099CFD254E390D
https://www.toyo.ac.jp/-/media/Images/Toyo/academics/faculty/lit/news/0528/201910528.ashx?la=Global&hash=79306EA850FBAB0DF12CCE065F099CFD254E390D
https://www.toyo.ac.jp/-/media/Images/Toyo/academics/faculty/lit/news/0528/201910528.ashx?la=Global&hash=79306EA850FBAB0DF12CCE065F099CFD254E390D
https://www.toyo.ac.jp/ja-JP/news/international-exchange/20190703newsisas/
https://www.toyo.ac.jp/ja-JP/news/international-exchange/20190703newsisas/
https://www.toyo.ac.jp/ja-JP/news/international-exchange/20190703newsisas/
https://www.toyo.ac.jp/ja-JP/news/international-exchange/20190703newsisas/
https://www.toyo.ac.jp/ja-JP/news/international-exchange/20190703newsisas/
https://www.toyo.ac.jp/ja-JP/news/international-exchange/20190703newsisas/
https://www.toyo.ac.jp/ja-JP/news/international-exchange/20190703newsisas/
https://www.toyo.ac.jp/ja-JP/news/international-exchange/20190703newsisas/
https://www.toyo.ac.jp/ja-JP/news/international-exchange/20190703newsisas/
https://www.toyo.ac.jp/ja-JP/news/international-exchange/20190703newsisas/
https://www.toyo.ac.jp/ja-JP/news/international-exchange/20190703newsisas/
https://www.toyo.ac.jp/ja-JP/news/international-exchange/20190703newsisas/
https://www.iniad.org/blog/2019/06/25/smartcity190719/
https://www.iniad.org/blog/2019/06/25/smartcity190719/
https://www.iniad.org/blog/2019/06/25/smartcity190719/
https://www.toyo.ac.jp/ja-JP/events/research/labo-center/enryo/362828b2/
https://www.toyo.ac.jp/ja-JP/events/research/labo-center/enryo/362828b2/
https://www.toyo.ac.jp/ja-JP/events/research/labo-center/enryo/362828b2/
https://www.toyo.ac.jp/ja-JP/events/research/labo-center/enryo/362828b2/
https://www.toyo.ac.jp/ja-JP/events/research/labo-center/enryo/362828b2/
https://www.toyo.ac.jp/ja-JP/events/research/labo-center/enryo/362828b2/
https://www.toyo-tourism.com/
https://www.toyo-tourism.com/
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124 B 東洋大学
2019年度 東洋大学英語スピーチ&プレゼンテー

ションコンテスト
2019/11/3 東洋大学白山キャンパス 学生、教職員、一般 英語 無料

全学を対象とした英語スピーチ＆プレゼンテーションコンテ

スト。英語スピーチ部門に加え、グローバル人財の資質とし

て必要となる総合的な表現能力の発表の場として、2~3名の

グループによる英語プレゼンテーション部門がある。

https://www.toyo.ac.j

p/news/international-

exchange/English-

Contests/

100

125 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程度

126 B 法政大学 第5回法政大学日本語スピーチコンテスト 2019/11/23
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程度

127 B 立教大学
第４回　関東・甲信越静地区　高校生探究学習

発表会
2019/12/15 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）指定校等の生

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等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。

プレゼンテーション及びポ

スター発表対象校は、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、ワールド・ワイド・コ

ンソーシアム構築支援事業

拠点校及び共同実施校、地

域との協働による高等学校

教育改革推進事業　グロー

カル型指定校の生徒に限る

（参加校等確定次第大学

HPで詳細告知）

128 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）

129 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）

130 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）

131 B 創価大学
TICAD7ポストイベント「SDGsとアフリカ―価

値創造で共にひらくアフリカの未来」
2019/9/1

パシフィコ横浜会議セン

ター
本学学生、教職員、一般 英語 無料

本学開学50周年にあたる2021年に向けた周年事業の一環と

して、国連「持続可能な開発目標（SDGs）」の推進に寄与

することを目指したシンポジウムを開催。午前中に「平和」

「人権」「環境・開発」の3つの分科会を開催し、午後のシ

ンポジウムではジンバブエ駐日大使とザンビア駐日大使が基

調講演に登壇。

英語→日本語の同時通

訳あり
約120

132 B 国際大学

日本型開発学の可能性－アフリカの発展と人材

育成－

The potential of Japanese Development 

Studies - from the perspective of fostering 

future leaders in Africa

2019/8/27
パシフィコ横浜　アネック

スホールF201

一般、企業・機関関係

者、学生、修了生、
英語 無料

国際大学（IUJ）は、JICA開発大学院連携の一環として、

2018年9月より、日本の経済、社会、企業のこれまでの成長

と発展の歴史的経験について学べる新しい修士プログラム

「日本・グローバル開発学プログラム」を開始。このプログ

ラムの開講科目を多くのアフリカ諸国の留学生が履修してお

り、こうした経験を踏まえてIUJならではのアフリカ諸国の

将来リーダーの育成について議論。

60程度

133 B 立命館大学
2018年ノーベル平和賞受賞者 デニ・ムクウェ

ゲ医師 名誉博士号贈呈式・記念講演会
2019/10/7

立命館大学 衣笠キャンパス　

IG101（以学館1号ホール）
本学学生、一般

日本語、英語、フラ

ンス語
無料

2018年にノーベル平和賞を受賞されたデニ・ムクウェゲ医

師への名誉博士号贈呈式及び同医師による記念講演会。

http://www.ritsumei.a

c.jp/events/detail/?id

=836

400
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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

134 B 立命館大学
シンポジウム「AI以後の人文・社会科学を問

う」
2019/10/11

立命館大学 衣笠キャンパス　

創思館カンファレンスルー

ム

一般 英語、日本語 無料

サウス・オーストラリア大学のの社会学教授であるアンソ

ニー・エリオット(Anthony Elliott)氏による基調講演及びパ

ネルディスカッション。

http://www.ritsumei.a

c.jp/acd/re/k-

rsc/hss/study/pdf/20

191011_Anthony_Elliot

t.pdf

約100

135 B 立命館大学 Asia Week 2019 2019/10/13
立命館大学 大阪いばらき

キャンパス
一般 日本語 無料

教学コンセプト「アジアのゲートウェイ」のもと、立命館大

学のグローバル展開およびキャンパス創造を地域に還元する

大学と地域の国際交流フェスタ。教員・学生の研究報告や学

生の正課外の活動発表、その他スポーツ体験企画やアジア

料理の出店など今年もアジアをテーマに多数の企画を出展

予定。

http://www.ritsumei.a

c.jp/events/detail/?id

=820

10月6日～12日は常設展示

企画あり。

7,000程度

（見込）

136 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.kwansei.

ac.jp/c_hl/event/2019

/event_20190511_012

802.html

200（見込み）　

　　　約170

137 B 関西学院大学

元ユネスコ・プノンペン事務所長兼駐カンボジ

ア・ユネスコ代表による「国連・外交コース」

オープンセミナー

2019/4/20
関西学院大学　西宮上ケ原

キャンパス
本学学生・一般 英語 無料

元ユネスコ・プノンペン事務所長 兼駐カンボジア・ユネス

コ代表（現カンボジア王国政府/閣僚評議会 王国政府顧問）

の神内照夫氏による「国連・外交コース」オープンセミ

ナー

（通訳なし） 約30

138 B 関西学院大学
フェルナンド・アリアス化学兵器禁止条約

（OPCW)事務局長講演会
2019/6/18

関西学院大学　西宮上ケ原

キャンパス
一般 英語 無料

国連関連機関である、化学兵器禁止機関(OPCW：

Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons) の

フェルナンド・アリアス事務局長による特別講演会

（通訳なし） 約100

139 B 関西学院大学
「国際機関で働く～修士号はグローバルキャリ

アへのパスポート～」講演会
2019/6/19

関西学院大学　西宮上ケ原

キャンパス
本学学生・一般 日本語 無料

大学院の各研究科での研究や講義を紹介するとともに体験も

できる「大学院ウィーク」の基調講演会。「国際機関で働く

～修士号はグローバルキャリアへのパスポート～」をテーマ

に外務省総合外交政策局の本田誠・国際機関人事センター

室長による講演

約45

140 B 関西学院大学 International Pre-G20 Summit Joint Workshop 2019/6/23
関西学院大学　西宮上ケ原

キャンパス
本学学生・一般 英語 無料

G20大阪サミットに先立ち、トロント大学のG20研究グルー

プと関西学院大学 国連・外交統括センターが共同で開催す

る国際ジョイントワークショップ

（日本語同時通訳あ

り）
約100

141 B 関西学院大学
元チュニジア大使による大学院「国連・外交

コース」オープンセミナー
2019/7/10

関西学院大学　西宮上ケ原

キャンパス
本学学生・一般 英語 無料

元チュニジア大使の多賀 敏行氏による「国連・外交コー

ス」オープンセミナー
（通訳なし） 約20

142 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）
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