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３２２４　　公開講座 ・ 公開講演会等の実施状況 （2013年度）

所管部課 名称等 開設校地

京田辺校地
今出川校地

人権教育委員会人権研修会 今出川校地
今出川校地
京田辺校地

オープン・プログラム公開講演会 今出川校地
新入学生歓迎特別講演会 今出川校地
キャリア発見セミナー「才能と情熱を解き放つ」 今出川校地・京田辺校地
アッセンブリーアワー 今出川校地
X'mas直前　米良美一氏特別講演会 －生きながら生まれ変わる－ 京田辺校地
障害学生支援教職員研修会 今出川校地
同志社大学公開講座 京田辺校地
学習支援・教育開発センター　ワークショップ 今出川校地
2013年度学習支援・教育開発センターFD講演会 今出川校地
国際シンポジウム
「国際化における日本語教育ー多様化する日本語学習者とそのニーズの現状からー」

今出川校地

公開講演会 今出川校地
グローバル人材育成推進事業 在学生向けセミナー 今出川校地・京田辺校地
グローバル人材育成推進事業SD講演会 今出川校地・京田辺校地
グローバル人材育成推進事業  西日本第一ブロック共同ワークショップ 今出川校地
同志社大学　京都「家元講座」 JP TOWER Hall & Conference

岐阜、福島、東京、大分、
高知、秋田、山口

総務部 京たなべ・同志社ヒューマンカレッジ 京田辺校地
神学部・
神学研究科

同志社大学神学部基督教研究会公開講演会 今出川校地

大学院コロキアム“Radical Writers and the Culture of Religious Fear in
Milton's England”

今出川校地

大学院コロキアム“Poetry Reading & Lecture by Mr. Gerard Fanning” 今出川校地
大学院コロキアム“Romantic Genius and Contemporary American Poetry” 今出川校地
公開学術講演会 今出川校地
『国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ論』公開講義 今出川校地
同志社大学大学院メディア学研究会　公開講演会 今出川校地
『新聞学原論Ⅰ』特別講演 今出川校地
同志社大学大学院メディア学研究会公開講演会 今出川校地
社会学部・政策学部共催シンポジウム 今出川校地
「マスメディアの現場」公開講演会 今出川校地
『新聞学原論Ⅰ』ゲスト講義 今出川校地
ソーシャルワーカーデイ2013 in 同志社大学 今出川校地
「憲法から考える実名犯罪報道」シンポジウム 今出川校地

今出川校地
今出川校地
今出川校地

同志社大学社会学会・メディア学科　映画上映会・シンポジウム 今出川校地
教育文化学会　特別講演 今出川校地
同志社大学メディア学研究会主催講演会 今出川校地
同志社大学大学院メディア学研究会公開講演会 今出川校地
同志社大学社会学会、京都メディア懇話会公開シンポジウム 今出川校地
『新聞学原論Ⅱ』ゲスト講義 今出川校地
浅野健一ゼミ主催公開講演会 今出川校地
同志社大学メディア学研究会公開講演会 今出川校地
同志社大学メディア学研究会公開講演会 今出川校地
同志社大学社会福祉教育・研究支援センター国際シンポジウム 今出川校地
法学会講演会 今出川校地
法学部講演会 今出川校地
同志社大学法学部・政策学部合同講演会 今出川校地
同志社大学経済学部公開講演会 今出川校地
ディベート大会5周年記念  同志社大学経済学部講演会 今出川校地
新しい経済価値創造特別講演 今出川校地

商学部・
商学研究科

商学会講演会 今出川校地

政策学会講演会
社会学部・政策学部共催シンポジウム
公開講義【国際金融入門】
公開講義【国際機構】
公開講義【現代組織論】
公開講義【政策トピックス】
公開講義【現代組織論】
公開講義【国際金融市場政策】

文化情報学部・
文化情報学研究科

同志社大学文化情報学会講演会 京田辺校地

理工学部・
理工学研究科

同志社ハリスフォーラム2013
「広がる数理の世界」

今出川校地

今出川校地

法学部・
法学研究科

経済学部・
経済学研究科

Doshisha Spirit Week 2013春学期

Doshisha Spirit Week 2013秋学期

キリスト教
文化センター

社会学部・
社会学研究科

教育支援機構

同志社大学キャンパスフェスタ

学生支援機構

国際連携推進機構

政策学部・
総合政策科学研究科

文学部・
文学研究科

同志社大学社会福祉教育・研究支援センター講演会

企画部
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所管部課 名称等 開設校地

公開講演会「液状化するマヤの世界」 今出川校地
公開講演会「南海における桃太郎の冒険―新渡戸稲造と芥川龍之介を中心に―」 今出川校地
グローバル地域文化学部開設記念講演会・座談会 今出川校地
「模倣と創造ー日本とヨーロッパにおける文化継承お現象学」京都セッション 今出川校地
国際学術シンポジウム
「北に渡った言語学者・金壽卿（キム・スギョン）(1918-2000)の再照明」

今出川校地

国際シンポジウム
「インド人による反植民地主義の越境的奇跡ーヨーロッパと東アジアの経験ー」

今出川校地

学術講演会「世界史教育と地域史教育」 今出川校地
グローバル・スタディーズ研究科公開セミナー 今出川校地
シリーズ「グローバル・ジャスティス」 今出川校地
「アジアの中の日本」公開講義 今出川校地
Global Resource Management 2013 国際会議 今出川校地
生命倫理国際ワークショップ
「アジア的生命倫理かアジアにおける生命倫理かー新しい方向・新しい挑戦ー」

今出川校地

公開ワークショップ
「福島原発事故後、健康への権利をどう実現できるか？：その現状と見地」

今出川校地

「生命倫理ガバナンス」国際ワークショップ 今出川校地
生命倫理国際ワークショップ
「アジア的生命倫理かアジアにおける生命倫理かー新しい方向・新しい挑戦ー」

今出川校地

公開ワークショップ
「福島原発事故後、健康への権利をどう実現できるか？：その現状と見地」

今出川校地

「生命倫理ガバナンス」国際ワークショップ 今出川校地
アメリカ研究所春季公開講演会 今出川校地
アメリカ研究所コロキアム 今出川校地
アメリカ研究所公開討論会 今出川校地
アメリカ研究所夏期セミナー公開講演会 今出川校地
アメリカ研究所部門研究 今出川校地
アメリカ研究所秋季公開講演会 今出川校地
脳科学研究科講演会  「神経難病の克服に向けて」 京田辺校地

国際シンポジウム「日本法を理解するための私のキーワード」 今出川校地
司法研究科退職記念講演会 今出川校地

京都リサーチパーク
今出川校地

Global MBA Research Seminar 今出川校地
Global MBA Executive Seminar 今出川校地

図書館 Co☆Labo＋「歌留多の世界～江戸時代の遊びと伊勢物語」 京田辺校地
人文科学研究所国際学術シンポジウム  「磁場としての東アジア」
第１回：「ミッション高等教育史の可能性」
第２回：「植民地主義のなかの帝国」
第３回：「日本の『戦後史』と東アジア」
第４回：「北に渡った言語学者・金壽卿（キム・スギョン）(1918-2000)の再照明」
加藤・山﨑記念基金特別講演会 京田辺校地
第51回同志社大学理工学研究所研究発表会
2013年度学内研究センター合同シンポジウム

京田辺校地

公開講演会「魅惑の天目」 今出川校地
公開講演会「東洋絵画修復技術と素材について」 今出川校地
第42回Neesima Room企画展　公開講演会 今出川校地

京都御苑
新島会館
今出川校地

ハリス理化学館同志社ギャラリー  開館記念公開講演会 今出川校地
福島の3年―記者の視点から―  第1回「記者が経験した震災、原発事故」 今出川校地
特許情報調査セミナー 京田辺校地
第1回公開シンポジウム
「高次神経機能障害の発症メカニズム解明と新規治療法の開発」

京田辺校地

第5回ビジネスフェアin京たなべ 多々羅キャンパス
第27回同志社大学・けいはんな産学交流会 ～産学連携マッチング交流会～ 京田辺校地
京都産学公連携フォーラム2013 京都工業会館
2013年度　同志社大学知的財産セミナー 京田辺校地
第10回龍谷大学＆同志社大学 ジョイントセミナー クリエイション・コア東大阪
第10回関東・関西10私大産学連携フォーラム 立命館大学朱雀キャンパス
2013年度同志社大学リエゾンフェア （NPO10周年記念フォーラム） ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ京都
第5回けいはんなのトップシーズを聴く会 神戸国際会館
関西8私大 新技術説明会 JST東京本部別館ﾎｰﾙ
同志社大学東アジア総合研究センター （CEAS）2013年度第2回講演会 京田辺校地

今出川校地

理工学研究所

歴史資料館

脳科学研究科 日本学術振興会研究拠点形成事業　先端拠点形成型　 ＜神経シナプスナノ生理学拠点
の構築＞国際シンポジウム“Mechanisms of synaptic transmission”

京田辺校地

司法研究科

ビジネス研究科
MBA公開講座

人文科学研究所

グローバル地域文化
学部

グローバル・
スタディーズ研究科

研究開発推進
機構

同志社社史
資料センター

ハリス・アワー「襄と八重」の横顔

アメリカ研究所
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所管部課 名称等 開設校地

GRM Lecture Series 2013
「歴史の一部になるということ　ルワンダ大虐殺から19年」

今出川校地

技術・企業・国際競争力研究センター（ミシガン大学交通研究所共催）“Focus on
the Future”Automotive Research Conferences

米国・ミシガン大学

GRM Lecture Series 2013　「ナフダトゥール・ウラマーの社会活動ー地域社会への支
援を通した多元社会の実現ー」

今出川校地

GRM Lecture Series 2013　「『脱成長』の挑戦～なぜ消費社会は北側諸国だけではな
く、南側諸国でも持続不可能なのか？～」

今出川校地

技術・企業・国際競争力研究センター（台湾東海大学共催）
中日事業承継フォーラム

台湾・東海大学

GRMグローバル・リーダーシップ・フォーラム　“Arab Spring and the
Democratization Process in the Middle Eastern Countries”

今出川校地

ー神教学際研究センター公開講演会「真の平和を実現していくために ―コプトが伝え
る聖家族のエジプト避難の旅とイスラームの聖遷（ヒジュラ）を通して考える―」

今出川校地

GRM Lecture Series 2013　「最困難国シリア内戦の現状について」 今出川校地
ー神教学際研究センター 「第7回ユダヤ学会議 中世ユダヤ文化の創造力：キリスト教
思想・イスラーム思想との関係 」

今出川校地

GRM Lecture Series 2013　“Nihilism and Islam” 今出川校地
GRM Lecture Series 2013　「日中関係をどう打開するか」 今出川校地

CISMOR・同志社大学博士課程教育リーディングプログラム　グローバル・リソース・
マネジメント主催講演講演会『新興国における穏健イスラームと市民社会運動の役割
―インドネシアのムハンマディーヤを事例に』

今出川校地

技術・企業・国際競争力研究センター　事業継承オープンフォーラム
『欧州の事業承継－イタリア老舗企業の創業家一族が事業承継を語る－』

今出川校地

技術・企業・国際競争力研究センター
"Workshop on the Comparative Research of Engineers"

フィンランド
タンペレ大学

ー神教学際研究センター
「第2回合同会議　宗教的伝統と近代的価値の対立と合意」

今出川校地

GRM Lecture Series 2013　「トルコとエジプトの民主化の（過程）比較」 今出川校地
ー神教学際研究センター「ペルシア・イスラーム文化の諸相を知る」 今出川校地
ー神教学際研究センター
「ツタンカーメン王と信仰復興～アマルナ以後のエジプト第18王朝～」

今出川校地

技術・企業・国際競争力研究センター
第6回クオリアAGORA2013「原発リスクとどう向き合う？ ～東電問題を考える～」

今出川校地

ライフリスク研究センターシンポジウム『学歴社会の実像と虚像』 今出川校地
今出川校地
京田辺校地

GRMグローバル・リーダーシップ・フォーラム
「グローバル企業は、いかにしてグローバルになったか」

今出川校地

技術・企業・国際競争力研究センター 第4回事業継承研究大会 今出川校地
技術・企業・国際競争力研究センター Family Business国際ワークショップ 今出川校地
エネルギー変換研究センター　技術セミナー 京田辺校地
GRMグローバル・リーダーシップ・フォーラム
「危機に立ち向かうリーダーシップ」

今出川校地

ー神教学際研究センター「昭和戦時下における新聞の親ナチ・反ユダヤへの傾斜
―それに同調できなかった人々」

今出川校地

ー神教学際研究センター「ダン・ブラウン最新刊『インフェルノ』を10倍楽しむ
─美術史および宗教学の視点から─」

今出川校地

エネルギー変換研究センター　講演会 京田辺校地
ライフリスク研究センター『“まきしま”のつながりを考える集い』 京都府宇治市
技術・企業・国際競争力研究センター
"Workshop on the Comparative Research of Engineers"

今出川校地

エネルギー変換研究センター
INTERNATIONAL CONFERENCE OF PM2.5 & ENERGY SECURITY 2014

今出川校地

ー神教学際研究センター「ハラール食品のグローバリズム：イスラームとハラール市
場に対する政府の規制」

今出川校地

エネルギー変換研究センター　海外客員フェロー等　講演会 京田辺校地

高等研究教育
機構

博士課程教育リーディングプログラム「グローバル・リソース・マネジメント」
キャリア形成支援セミナー


