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名  称  等 開設校地  所管部課   

同志社大学公開講座（計6回開催） 京田辺 教務部

2010年度同志社大学教育開発ｾﾝﾀｰFD講演会 今出川 教育開発センター

大学入学準備講座（計16回） 京田辺、今出川

Doshisha  Ｓｐｉｒｉｔ　Ｗｅｅｋ 2010  春学期（計8回開催） 京田辺、今出川 キリスト教文化センター

Doshisha  Ｓｐｉｒｉｔ　Ｗｅｅｋ 2010  秋学期（計6回開催） 京田辺、今出川

人権教育委員会人権教育研究集会（第31回） 今出川

第22回京田辺ランゲージ・セミナー 京田辺 言語文化教育研究センター

学術講演会 京田辺

第37回外国文化週間（計5回開催） 京田辺

言語文化教育研究ｾﾝﾀｰFD委員会主催　講演会 京田辺

Neesima Room企画展（第37回、第38回） 今出川 社史資料センター

公開講演会（計2回） 今出川

新島旧邸一般公開 新島旧邸

新島旧邸春の特別公開 新島旧邸

新島旧邸秋の特別公開 新島旧邸

京たなべ・同志社ヒューマンカレッジ（計7回開催） 京田辺 総務部

What't on Thursdays!(WOT)（計21回開催） 今出川 学生支援センター

クローバーシアター（計20回開催） 今出川

ＣＬＡＰ（計4回開催） 今出川、京都コンサートホール

地域コミュニティーによる学生支援方策
　～京町家を拠点にした異世代協同プロジェクト～（計33回開催）

でまち家

ふらっと♭プログラム（計6回開催） 京田辺

S-cubeセミナー×NHK大学セミナー 京田辺

アッセンブリーアワー（計6回開催） 今出川

新入生歓迎特別講演会（計2回開催） 京田辺、今出川

水谷修氏講演会 京田辺

ヒューマンスキルセミナー(計3回開催） 京田辺、今出川

先輩に聞こう！ 京田辺

エンパワーお遍路 徳島県

発達障害に関する教職員向け　講演会 京田辺、今出川

スポーツ講演会 京田辺

公開講演会(第69回、第70回、第71回、第72回） 今出川 人文科学研究所

同志社キャンパスフェスタ（計7回開催）
東京、金沢、松山、福岡、松江、
盛岡、福島

企画部

DOSHISHA Alumni　Party in Dusseldorf Hoteｌ　Nikko Dusseldorf

神学部・神学研究科主催　一神教学際研究センター共催　公開講演会(計5回開催） 今出川 神学部・神学研究科

関西学院大学神学部・同志社大学神学部・
関西学院大学キリスト教と文化研究センター主催　公開講演会

日本基督教団　東梅田教会礼拝堂

神学部・神学研究科（基督教研究会）公開講演会 今出川

一神教学際研究センター主催/
アメリカ研究所部門研究3、神学部・神学研究科共催　公開講演会（計2回開催）

今出川

一神教学際研究センター主催/京都ユダヤ思想学会、神学部・神学研究科共催　公開シンポジ
ウム

今出川

一神教学際研究センター、笹川中東イスラム基金主催/神学部・神学研究科共催　公開講演会 今出川

一神教学際研究センター、日本オリエント学会主催/神学部・神学研究科共催
公開講演会（計2回）

今出川

一神教学際研究センター主催/神学部・神学研究科共催　公開講演会（計5回開催） 今出川

一神教学際研究センター、笹川平和財団、Wast West Center 、アメリカ研究所部門研究3主催
公開シンポジウム

今出川

一神教学際研究センター主催/アメリカ研究所、神学部・神学研究科共催　公開シンポジウム 今出川

一神教学際研究センター、神学部・神学研究科主催　公開講演会(計2回開催） 今出川

一神教学際研究センター主催/グローバルスタディーズ研究科、神学部・神学研究科共催　公開
講演会

今出川

第3回「文化遺産としての大衆的イメージ」公開講演会 今出川 文学部・文学研究科

同志社大学国文学会 今出川

「大正イマジュリィ学会」第20回研究会 今出川

大学院コロキアム（計4回） 今出川

同志社大学英文学会 今出川

国際シンポジウム2010（計3回開催） 今出川

文化史学会大会公開講演 今出川

����　　公開講座 ・ 公開講演会等の����（2010年度）
３ ２ ２ ４　　公開講座・公開講演会の実施状況（2010年度）
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公開学術講演会（計7回開催） 今出川 社会学部・社会学研究科

公開特別シンポジウム 今出川

公開講演会(計7回開催） 今出川

同志社大学特別講演 今出川

高木静子さん講演会 今出川

公開シンポジウム（計2回開催） 今出川

メディア学科ファーストイヤーセミナー 今出川

メディア学科公開シンポジウム 今出川

合同公開講演会 今出川

公開国際社会福祉セミナー 今出川

公開講演・コンサート・学習会 今出川

特別公開講演会 今出川

研究会講演会 今出川

社会福祉講演会 今出川

社会福祉教育・研究支援センター　特別講座 今出川

宇田有三氏　講演会 今出川

研究会主催講演会 今出川

シンポジウム 今出川

学生ドキュメンタリー映画 今出川

社会学科講演会 今出川

北欧社会福祉国際講演会 今出川

法学会講演会（計7回開催） 今出川 法学部・法学研究科

法学部講演会 今出川

外交問題連続講演会（計4回開催） 今出川

法学部・法科大学院共催　講演会 今出川

法学部・司法研究科退職記念講演会 今出川

経済セミナー（計6回開催） 今出川 経済学部・経済学研究科

経済学部公開講演会（計2回開催） 京田辺・今出川

経済学部公開シンポジウム 今出川

商学会講演会（計12回開催） 今出川 商学部・商学研究科

政策学会講演会（計18回開催） 今出川 政策学部・総合政策研究科

総合政策科学研究科・総政会共催　講演会 今出川

文化情報学会講演会 京田辺 文化情報学部・文化情報学研究科

2010年度文化情報学部教育GPフォーラム 今出川

同志社ハリスフォーラム2010 京田辺 理工学部・工学研究科

第3回生命医科学フォーラム　生命医科学部教員父母連絡会講演会 京田辺 生命医科学部・生命医科学部研究科

公開講座（計4回開催） 京田辺 スポーツ健康科学部・スポーツ健康科学研究科

心理学部開設記念シンポジウム2010 今出川 心理学部・心理学科

対話集会 今出川 グローバル・スタディーズ研究科・

グローバル・スタディーズ研究科セミナー(計24回開催） 今出川 アメリカ研究所

グローバル・スタディーズ研究科パネルディスカッション 東京オフィス

アメリカ研究所　公開討論会 今出川

アメリカ研究所　公開講演会 今出川

アメリカ研究所　公開シンポジウム 今出川

法科大学院　オリエンテーション講演会 今出川 司法研究科

法科大学院講演会 今出川

司法研究科　退職記念講演会（計2回開催） 今出川
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ＭＢＡ公開講座（計2回） 今出川・大阪サテライト ビジネス研究科

DBSビジネスセミナー 今出川

HECビジネススクールとのセミナー 今出川

オムロン基金　ファカルティセミナー 今出川

Global　MBA　Seminar （計15回） 今出川

ダイバーシティーセミナー 今出川

同志社国際学院教育講演会 今出川 同志社国際学院設置準備室

京田辺ランゲージ・セミナー（第22回） 京田辺 言語文化教育研究センター

学術講演会 京田辺

第37回外国文化週間（計5回開催） 京田辺

講演会 京田辺

Co☆Labo+（計4回開催） 京田辺 図書館

公開講演会（第69、第70、第71、第72回） 今出川 人文科学研究所

同志社大学理工学研究所研究発表会（第48回） 京田辺 理工学研究所

加藤・山崎記念基金特別講演会 京田辺

辰巳和弘教授　退任記念講演会 今出川 歴史資料館

Neesima Room企画展示（第37回、第38回） 今出川 同志社社史資料センター

公開講演会（計2回開催） 今出川

新島旧邸　一般公開 新島旧邸

新島旧邸　春の特別公開 新島旧邸

新島旧邸　秋の特別公開 新島旧邸

大学シーズマッチングプロジェクト 京都信用金庫本店 研究開発推進機構

特許情報調査セミナー 京田辺

今、産官学連携は新たなステージに ウェスティンホテル大阪

Kyoto　EnviNano　Forum　2010 京都大学

販路開拓セミナー 京田辺

キャンパス・イノベーションセンター東京　新技術説明会 キャンパス・イノベーションセンター東京

環境・エネルギー産業活性化フォーラム（第1回） けいはんなプラザ

京都産学公連携フォーラム2010 京都工業会館

けいはんな情報通信研究フェア2010 けいはんなプラザ

文化経済学国際セミナー 今出川

新技術説明会 科学技術振興機構ＪＳＴホール

京都地区大学・新技術説明会 大阪国際会議場　他

同志社大学×龍谷大学ジョイントセミナー（第7回）
大阪国際会議場　他

同志社大学けいはんな産学交流会（第24回） 京田辺

平成22年度けいはんな研究シーズ紹介セミナー 大和郡山城ホール

2010年度　同志社大学リエゾンフェア 新・都ホテル

キラリと光る！京都やましろ元気な企業フェア けいはんなプラザ

ネオマテリアル創成研究会 今出川

大学シーズ説明発表会 京都リサーチパーク

粉体技術開発に役立つ粉体シミュレーション 京都タワーホテル

FC　EXPO　2011 東京ビックサイト

ビジネスフェア　in  京たなべ（第2回） 京田辺

竹メッセ　in  たき 多気町民文化会館

2010年5月度聴覚研究会 京田辺

複合材料研究センター発表会（第18回、第21回） 京田辺

2010年度　知的財産セミナー 今出川

ITECセミナー（計2回開催） 今出川

ARIPST国際シンポジウム（第1回） 京田辺

一神教学際研究センター第一プロジェクト公開講演会（計2回開催） 今出川

一神教学際研究センター　公開講演会 今出川

技術・企業・国際競争力研究センター国際会議（第8回） 今出川
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