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

2017/6/30 ※
東北大学川内キャンパス
文系総合研究棟（予定）

国内大学関係者、異文
化間教育学会員

日本語・英語 無料

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

日にち未定（6月開催） 200

2 A 筑波大学
つくばグローバルサイエンスウィーク
2017[TGSW]

2017/9/25 つくば国際会議場
国内外からの研究者お
よび学生

日本語・英語 無料

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

http://www.kokuren.ts
ukuba.ac.jp/TGSW201
7/

9月27日まで開催（3日
間）

1,500名程度
（昨年度実績）

3 A 筑波大学 City Chat Café 備考参照
つくば市
LALAガーデンつくば
コミュニティールーム

本学学生、教職員、一
般

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

http://g-
commons.global.tsuku
ba.ac.jp/news/app/we
broot/files/upload/14
901691894.pdf

毎月第3日曜日の開催
を基本とする。
※平成29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名程度

4 A
京都大学
[人文社会科学
系]

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

2017/6/30 ※
ワーヘニンゲン（オラン
ダ）

ワーヘニンゲン大学教
員、学生
京都大学教員、学生

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

日にち未定（6月開催） 約20人

5 A
京都大学
[人文社会科学
系]

Transcultural Studies Workshop 2017/7/31 ※ 京都大学
大学教職員
学生、一般

英語 無料

Transcultural Studies（文化越境研究）について、京都大
学、ハイデルベルク大学各立場からの「超域文化研究」観
を対比しより創造的な着想を追及し科目設計に活かすた
めのディスカッション。

日にち未定（7月開催） 約40人

6 A
京都大学
[人文社会科学
系]

Kyoto Graduate Seminar 2017 2017/9/30 ※ 京都大学キャンパスほか
海外連携校学生、京都
大学学生

英語 無料

Economic Development and Sustainability Studiesをテー
マに京都大学にて人種、国籍、専門分野、バックグラウン
ドの異なる者が集い、学べる短期集中セミナー。人文社会
科学系ユニットの協定校を中心に、海外連携大学より大
学院生を中心に参加者を募集し、実施する。

日にち未定（9月開催） 約30人

7 A
京都大学
[人文社会科学
系]

次世代グローバルワークショップ 2017/9/30 ※ 京都大学
大学教職員
学生、一般

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

日にち未定（9月開催） 約70人

8 A
京都大学
[人文社会科学
系]

Kyoto University-Göttingen University Joint
Workshop

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

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

日にち未定（12月開催） 約40人

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

整理区分 基礎情報 説明・案内
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9 A
京都大学
[人文社会科学
系]

2017年若手パブリックヘルス研究者京都国際
会議

2017/12/31 ※
京都大学 芝蘭会館 稲盛
ホール 山内ホール

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

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

日にち未定（12月開催） 約150名

10 A
京都大学
[人文社会科学
系]

KTGU Mathematics Workshop for Young
Researchers

2018/2/28 ※ 京都大学内
国内外の大学の若手数
学研究者

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

日にち未定（2月開催） 約70名

11 A 広島大学

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

2017/4/5
広島大学　東広島キャン
パス　サタケメモリアル
ホール

大学教職員
学生、高校生、一般

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

500

12 A 広島大学 TA制度改革フォーラム（仮） 未定 広島大学内
大学教職員、学生、一
般

英語 無料
本学のTA制度改革について情報を発信し、国内大学の
現状や海外TA制度構築・運用の先進例を共有することを
目的に開催するフォーラム。

150

13 A
早稲田大学
[ナノ・エネル
ギー拠点]

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

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

54

14 A
早稲田大学
[国際日本学拠
点]

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

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

学生、教職員、研究者、
一般

日本語・英語 一部有料

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

近日中HPにて広報予
定

5月9日まで開催（5日間）

公演：600（予）
X2　　　　　シン

ポジウム：
50(予）　公演

前イベント：200
（予）X2

ワークショップ：
50(予）X2

15 A
早稲田大学
[数物系科学拠
点]

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

2017/7/24
早稲田大学
西早稲田キャンパス

学生、教職員、一般 英語 無料

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

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

7月28日まで開催（5日
間）

70程度

16 A
早稲田大学
[実証政治経済
学拠点]

Waseda TGU - Stanford Universty
Symposium

2017/7/29
早稲田大学
大隈小講堂

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

約200（予定）

17 A
早稲田大学
[国際日本学拠
点]

伊藤比呂美氏による講演会（詩人） 2017/8/3
Tokyo International
Forum

学生、教職員、一般 日本語 無料 詳細後日決定 HP掲載予定 約50（予定）
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18 A
早稲田大学
[数物系科学拠
点]

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

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

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

http://web.math.unifi.i
t/users/cime/

9月8日まで開催（5日間）
HPから事前登録が必要
（5月末締め切り）

40程度

19 A
早稲田大学
[国際日本学拠
点]

「NINAGAWAマクベス」をめぐる学際研究（仮） 2017/10/2 ロンドンの施設（未定）
日英双方の研究者およ
び「NINAGAWAマクベ
ス」のキャストを予定

日本語・英語

ロンドンで開催される「NINAGAWAマクベス」の追悼公演を
機会に、バーミンガム大学と早稲田大学との専門家による
シンポジウムを開催する。討議には前述公演に出演する
キャストを招き、自身の経験談のほか、異文化交流、演出
の継承を視点にしてシェイクスピア劇について語ってもら
う。

10月7日までのいずれか
で設定

未定

20 A
早稲田大学
[健康スポーツ
科学拠点]

第5回アクティヴ・エイジング研究所 シンポジ
ウム
（基盤形成(WASEDA's　Health Study)主催

2017/10/31 ※ 早稲田大学 学生、教職員、一般 日本語・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
の研究発表を行う。

日にち未定（10月開催） 100

21 A
早稲田大学
[数物系科学拠
点]

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

2017/11/28
早稲田大学
西早稲田キャンパス

学生、教職員、一般 英語 無料

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

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

12月1日まで開催（4日
間）

80程度

22 A
早稲田大学
[数物系科学拠
点]

非圧縮性粘性流体の数理解析 2017/12/4
京都大学数理解析研究
所

学生、教職員、一般 英語 無料

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

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

12月6日まで開催（3日
間）

50程度

23 A
早稲田大学
[数物系科学拠
点]

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

2018/1/9
早稲田大学
西早稲田キャンパス

学生、教職員、一般 英語 無料

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

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

1月12日まで開催（4日
間）

80程度

24 A
早稲田大学
[実証政治経済
学拠点]

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

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2日
間に渡り発表・議論を行う。内容は市場経済のゲーム論
的研究から、意思決定、帰納的ゲーム理論等、広範囲に
渡る。

60予定

25 B 千葉大学
第50回千葉大学　ユニバーサルフェスティバ
ル

2017/6/15 千葉大学けやき会館 学生、教職員、一般 日本語/英語 無料
留学生のステージ発表、ポスター発表を通じて、異文化へ
の理解を深める。

http://cire-chiba-
u.jp/article/news/eve
nt/

参加自由（申込不要） 230

26 B 千葉大学
第51回千葉大学　ユニバーサルフェスティバ
ル

2017/12/14 千葉大学けやき会館 学生、教職員、一般 日本語/英語 無料
留学生のステージ発表、ポスター発表を通じて、異文化へ
の理解を深める。

http://cire-chiba-
u.jp/article/news/eve
nt/

参加自由（申込不要） 300(見込み)

27 B 岡山大学
平成29年度岡山大学FD・SD研修
第20回桃太郎フォーラム

2017/9/30
岡山大学創立五十周年
記念館

国内大学関係者、その
他一般参加者

日本語 無料
全学教員研修として教育改善について教員・職員・学生が
討議する。

日にち未定（9月開催） 約200
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28 B 岡山大学 スーパーグローバルホームカミングデー2017 2017/10/31
岡山大学創立五十周年
記念館

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
全学同窓会及び国際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、著名な講師による記念講演会を
行う。

日にち未定（10月開催） 約400

29 B 熊本大学
熊大グローバルYouthキャンパス
Open College Day

2017/8/5
熊本大学グローバル教育
カレッジ棟

高校生、保護者、教職
員、本学学生

英語
日本語

無料

このイベントは、グローバル教育カレッジ及び熊大グロー
バルYouthキャンパスの取り組みを高校生にわかりやすく
紹介することを目的として企画され、英語による教養科目
の模擬授業やIELTSの体験型説明会、留学成果について
の発表などが行う予定。
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
職員と交流する。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。

30 B 熊本大学 Soseki Global Café（仮称） 2017/11/ ※
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

一人ずつ順番にステージに上がり、夏目漱石が詠んだ俳
句または「草枕」国際俳句大会入賞作品を英語と日本語
で詠む（予定）。
同時に、学生の国際交流サークルがグローバル教育カ
レッジ棟のラウンジやキッチンを使い、伝統料理イベントや
国際交流ゲームなどを実施する（予定）。

日程未定(11月開催)

31 B 芝浦工業大学 GTIコンソーシアムシンポジウム 2017/12/31
芝浦工業大学
豊洲キャンパス

GTIコンソーシアム会
員、教職員・学生、一般

日本語・英語

無料
（シンポ
ジウム後
の交流会
は有料）

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

日にち未定（12月開催）
300程度
（見込）

32 B 芝浦工業大学 GTIコンソーシアムセミナー 未定 ※
芝浦工業大学
キャンパス未定

GTIコンソーシアム会
員、教職員・学生、一般

日本語 無料

GTIコンソーシアム加盟機関より講演予定。本セミナーを
GTIコンソーシアム（東南アジアと日本に軸足を置く産学官
連携コンソーシアム）の活動の一環として位置づけ、メン
バー及び加盟を検討している機関の参加を募る。

50程度
（見込）

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

芝浦工業大学および
GTI加盟機関大学の学
生、GTIコンソーシアム
会員、教職員、学生、一
般

日本語・英語 無料

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

35程度
（見込）

34 B 芝浦工業大学
芝浦工業大学スーパーグローバル大学創成
支援シンポジウム

未定 ※
芝浦工業大学
豊洲キャンパス

外部参加者、大学教職
員及び学生

日本語・英語 無料

スーパーグローバル大学創成支援事業における取り組み
についての発表、TOEIC表彰式、学生のパネルディスカッ
ション。各界で活躍する卒業生を招へいした講演会、国際
プログラムに参加した学生による成果発表等を行う。

200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。 4/6



参加者数

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

（人）

2017年度 スーパーグローバル大学創成支援 採択大学開催イベント　一覧　（2017年4月～）
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35 B 法政大学 法政グローバルデイ2017 2017/5/20
法政大学市ヶ谷キャンパ
ス

大学教職員
学生、企業関係者
他

日本語　英語 無料

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

事前申込あり
400名程度（見

込み）

36 B 創価大学
スーパーグローバル大学創成支援
事業報告会

2017/4/21 創価大学

SGU・GGJ採択校
SGH採択校
本学学生・教職員、教
育関係者、一般

日本語
（日本語→英語の
同時通訳あり）

無料 SGU・GGJの成果発表 150

37 B 創価大学 英語による教授法スキルアップ研修 2017/11/30 ※ 創価大学
本学学生・教職員、教
育関係者、一般

英語 無料 TESOLの海外招聘教員による教授法スキルアップ研修 日にち未定（11月開催） 30

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

日本語 無料
フォーチュン500等に数えられるグローバル企業が参画
し、パネルディスカッションやセッションを開催

3月28日まで（3日間） 150

39 B 創価大学 8言語スピーチコンテスト 備考参照 ※ 創価大学
本学学生・教職員、一
般

各言語および日本
語

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

2017年11～12月にかけ
て言語別に開催

50～100
（言語ごと）

40 B 国際大学
ジェトロ・長岡技術科学大学・国際大学
連携シンポジウム

未定 ※ ハノイ市内
本学学生、本学教職
員、一般

日本語 無料

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

　　　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。 5/6
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41 B 国際大学
第二回スーパーグローバル大学創成支援事
業特別シンポジウム

未定 ※ 国際大学
本学学生、本学教職
員、一般

英語 無料

国連で活躍する本学修了生や国際協力分野に携わって
いる方々を招聘し、国際協分野で活躍できるグローバル
人材の育成、学生への啓蒙を目的としてシンポジウムを
行う。特にアフリカ地域での国際協力に焦点を宛てること
で本学のスーパーグローバル大学創成支援事業構想調
書に掲げられている、アフリカにおける戦略的展開とリンク
させたシンポジウムとする。

42 B 関西学院大学 大学院 国連･外交コース説明会

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

関西学院大学(各キャン
パス)

学生･一般 日本語 無料

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

日程は変更の可能性が
あります。

-

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

学生･一般 日本語 無料

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

　　　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。 6/6


