
筑波大学国際総合（関係）学類創設３０周年記念シンポジウムについて 

http://www.kokusai.tsukuba.ac.jp/event/03.html 

 

このたび，筑波大学開学 40 周年記念にあわせまして，本学国際総合学類主催による「筑

波大学国際総合（関係）学類創設 30 周年記念シンポジウム」を開催する運びとなりました。

同シンポジウムは，学外の有識者や OB/OG の方々をお招きし，当学類の設置からこれまで

の 30 年間にわたる教育研究活動を振り返ると同時に，筑波大学と国際総合学類の将来のあ

り方を議論するためのシンポジウムです。 

本シンポジウムの開催を通して，筑波大学国際総合学類でつながる皆様が，親睦を深めて

いただける機会になれば幸いです。皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。 

 

主催： 筑波大学国際総合学類 

実行委員長：前川啓治 筑波大学人文社会系国際総合学類教授 

開催日時：2013 年 12 月 21 日（土）13:00-17:00 （筑波大学 2H 棟 201 号室） 

12:30    シンポジウム受付開始 

13:00    開会挨拶 

13:05-14:00 記念基調講演 柳井俊二氏 

（国際海洋法裁判所 (ITLOS) 所長 元外務事務次官） 

14:00-14:25 「国際総合（関係）学類の創設とその歩み」 

   中村逸郎 国際総合学類長 

綾部裕子氏（城西国際大学教授 元筑波大学国際総合学類長） 

細井邦生氏（筑波大学国際総合学類同窓会会長） 

14:30-15:20 講演「筑波大学での学びとキャリア構築に与えた影響」 

古在由春氏 伊藤忠商事 （農学博士） 

山田大樹氏 ＮＨＫ  

15:20-15:30 休憩（コーヒーブレイク） 

15:30-17:00  卒業生と在学生との対話 「熱く語ろう! 国際総合(関係)学類」 

司会 ：山田大樹氏 （NHK アナウンサー） 

パネリスト（学類 OB/OG）：川初美穂氏（早稲田総研イニシアティブ） 

澤田修孝氏（外務省） 

古在由春氏（伊藤忠商事） 

五十嵐立青氏（つくばアグリチャレンジ代表 前つくば市議） 

  パネリスト（在学生）：東村唯香（国際総合学類 4 年次）, 川上大河（国際総合学類 3 年次） 

17:00     閉会挨拶 

 

懇親会 17:15-19:15  （筑波大学第一エリア内 1A 棟大食堂） 

           祝辞  北脇信彦筑波大学コモンズ・ジェネラル長 （元国際総合学類長） 

             祝辞    村上晋氏 （筑波大学国際関係学類／国際総合学類同窓会幹事長） 

http://www.kokusai.tsukuba.ac.jp/event/03.html


参加申し込み等について 

学生のシンポジウム参加費は無料です。 

社会人（OB/OG等）の方々には，シンポジウム参加費に代えて、記念募金（寄附金）をお

願いたします。記念募金につきましては，以下をご参照ください。 

http://www.kokusai.tsukuba.ac.jp/event/doc/kokusai30-donation.doc 

 

懇親会の参加費は，以下のとおりです（懇親会費は当日受付にてお支払願います）。 

  [学生]  2,000円 

  [社会人] 4,000円 

＊シンポジウム及び懇親会ともに事前申し込みが必要です 

（申込み締め切り：2013年 12月 20日）。 

 

参加申込書 

 卒業生 http://www.kokusai.tsukuba.ac.jp/event/doc/kokusai30-registration-OBOG.docx 

 一般の方 http://www.kokusai.tsukuba.ac.jp/event/doc/kokusai30-registration-general.docx 

 学生 http://www.kokusai.tsukuba.ac.jp/event/doc/kokusai30-registration-students.docx 

 教職員 http://www.kokusai.tsukuba.ac.jp/event/doc/kokusai30-registration-faculty.docx 

 

アクセス 

 筑波大学つくばキャンパスへは「筑波キャンパスへの交通アクセス」をご覧ください。  

 利用停留所（関東鉄道バス）：筑波大学中央行きまたは筑波大学循環バス「筑波大学中央」 

http://www.tsukuba.ac.jp/access/tsukuba_access.html 

http://www.tsukuba.ac.jp/access/pdf/131029campusbus_route.pdf 

 

 

連絡先 

 筑波大学国際総合（関係）学類創設 30周年記念行事実行委員会 

 事務担当：花見・高野 

TEL：029-853-6010  Fax: 029-853-5699 

E-mail: kokusai30@soc-int.tsukuba.ac.jp 
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[学類長挨拶] 

筑波大学国際総合学類は、今年度、国立大学で初の本格的な国際教育組織として誕生し

てから 30 周年を迎えます。皆様からいただいたご寄附は「筑波大学基金(TSUKUBA 

FUTURESHIP)」として、学類の新しい時代を切り拓き、さらに飛躍するために、学

生や若手研究者等への支援と充実のために活用します。私達の学類、そして皆さんの学

類は、今後も国際社会の様々な分野においてリーダーとなる国際性豊かな人材を育成し

ていきます。 

 

[用途] 

集まったご寄附は、国外スタディーツアーの開催や、国外研究機関の著名な研究者によ

る非常勤講義の実施など、学類教育のさらなる充実、今回の 30 周年記念行事の開催、

教室等設備の改善に資するために活用されます。 

 

[ご寄付申込み方法] 

ご寄附は１口 2,000 円（複数口可）でお申込みいただけます。 

インターネット申込み(クレジットカード払い)* 

https://futureship.sec.tsukuba.ac.jp/procedure/ccard.html 

振込関係資料請求 

https://futureship.sec.tsukuba.ac.jp/procedure/bank.html 

※ご寄附につきましては、確定申告をすることにより税制上の優遇措置が受けられます。

詳しくはこちらを参照ください。 

https://futureship.sec.tsukuba.ac.jp/tax/index.html 

 

＊インターネット申込みの際は、お手数ですが寄付内容を入力する際、画面下

方の「筑波大学へのメッセージ」欄に、「国際総合学類 30 周年記念募金」と入

力してください。 

 

[受付期間] 

平成２５年１０月 1 日～平成２６年３月３０日 
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[イベントのお知らせ] 

・１２月２１日（土） 13：00 開始 

学類創設３０周年記念シンポジウム （懇親会同日開催） 

※詳しくは別途の案内、ポスターを参照ください。 

 

[個人情報の取扱い] 

ご寄附により取得した個人情報につきましては、本学からの領収書とお礼状の

送付、寄附者様の顕彰に関する業務のほか、本学から寄附者様にご連絡する必

要がある場合のみ利用します。 

 

 

[お問い合わせ先] 

筑波大学連携・渉外室 

https://futureship.sec.tsukuba.ac.jp/index.html 

〒305-0821 茨城県つくば市春日 1-8-3 

E-mail：futureship@un.tsukuba.ac.jp なるべく、電子メールをご利用ください。 

TEL：029-853-2178 

FAX：029-853-6576 

 

 

国際総合学類 

30 周年記念行事企画実行委員会 

https://futureship.sec.tsukuba.ac.jp/index.html
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（OB／OG用） 

 

筑波大学国際総合学類 行 

 

筑波大学国際総合学類創設３０周年記念シンポジウム 

 

・開催日時：２０１３年１２月２１日（土） １３：００ シンポジウム 

                      １７：１５ 懇親会 

・場所：筑波大学２H棟２０１号室（シンポジウム）、第一エリア内１Ａ棟大食堂（懇親会） 

 

参 加 申 込 書 

 
ふりがな  

氏名  

所属  

職名  

卒業年度（西暦）  

連絡

先 

E-mail  
アドレス 

 
 
 

電話 
 

 

懇親会参加 

（懇親会費：４０００円） 
懇親会に  参加する     参加しない 

 

シンポジウムにご参加される方は、上記申込書にご記入いただき、２０１３年１１月３０日ま

でに、筑波大学国際総合学類事務室の花見・高野 <kokusai30@soc-int.tsukuba.ac.jp> 

に、あるいは、国際総合学類事務室（ファックス：０２９－８５３－５６９９）に、ご送信下さいま

すようお願いいたします。これをもって、参加登録とさせていただきます。 

 

mailto:kokusai30@soc-int.tsukuba.ac.jp


（一般用） 

 

筑波大学国際総合学類 行 

 

筑波大学国際総合学類創設３０周年記念シンポジウム 

 

・開催日時：２０１３年１２月２１日（土） １３：００ シンポジウム 

                      １７：１５ 懇親会 

・場所：筑波大学２H棟２０１号室（シンポジウム）、第一エリア内１Ａ棟大食堂（懇親会） 

 

参 加 申 込 書 

 
ふりがな  

氏名  

所属  

職名  

連絡

先 

E-mail  
アドレス 

 
 
 

電話 
 

 

懇親会参加 

（懇親会費：４０００円） 
懇親会に  参加する     参加しない 

 

シンポジウムにご参加される方は、上記申込書にご記入いただき、筑波大学国際総合学

類事務室の花見・高野 <kokusai30@soc-int.tsukuba.ac.jp> に、あるいは、国際総合学

類事務室（ファックス：０２９－８５３－５６９９）に、ご送信下さいますようお願いいたします。こ

れをもって、参加登録とさせていただきます。 

 

mailto:kokusai30@soc-int.tsukuba.ac.jp


在学生用 

 

国際総合学類 行 

 

筑波大学国際総合学類創立３０周年記念シンポジウム 

 

・開催日時：２０１３年１２月２１日（土） １３：００ シンポジウム 

                      １７：１５ 懇親会 

・場所：２H棟２０１号室（シンポジウム）、第一エリア内１Ａ棟大食堂（懇親会） 

 

 

参 加 申 込 書 

 
ふりがな  

氏名  

所属  

学年  

連絡

先 

E-mail  
アドレス 

 
 
 

電話 
 

 

懇親会参加 

（懇親会費：２０００円） 
懇親会に 参加する     参加しない 

 

シンポジウムにご参加される方は、上記の参加申込書にご記入いただき、２０１３年１１月

３０日までに、国際総合学類事務室の花見・高野 <kokusai30@soc-int.tsukuba.ac.jp> に、

あるいは、国際総合学類事務室（ファックス：０２９－８５３－５６９９）に、ご送信下さいますよ

うお願いいたします。これをもって、参加登録とさせていただきます。 
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教職員用 

 

国際総合学類 行 

 

筑波大学国際総合学類創設３０周年記念シンポジウム 

 

・開催日時：２０１３年１２月２１日（土） １３：００ シンポジウム 

                      １７：１５ 懇親会 

・場所：２H棟２０１号室（シンポジウム）、第一エリア内１Ａ棟大食堂（懇親会） 

 

参 加 申 込 書 

 
ふりがな  

氏名  

所属  

職名  

連絡

先 

E-mail  
アドレス 

 
 
 

電話 
 

 

懇親会参加 

（懇親会費：４０００円） 
懇親会に  参加する     参加しない 

 

シンポジウムにご参加される方は、上記申込書にご記入いただき、２０１３年１１月３０日ま

でに、国際総合学類事務室の花見・高野 <kokusai30@soc-int.tsukuba.ac.jp>に、あるい

は、国際総合学類事務室（ファックス：０２９－８５３－５６９９）に、ご送信下さいますようお願

いいたします。これをもって、参加登録とさせていただきます。 

 

mailto:kokusai30@soc-int.tsukuba.ac.jp


シンポジウム会場
（2H201） 

懇親会会場 
（1A棟大食堂） 

バス停「筑波大学中央」 




