日時・会場
12 月 2 日（日）

公開講座の名称

大阪大学高度副プログラム Global Japanese Studies キックオフ・イベント
大阪大学大学院文学研究科・国際日本研究コンソーシアム 共催 国際シンポジウム

※要事前申込

Reimagining Japanese Studies from Asia-Paciﬁc Perspectives

日本研究再考：アジア・太平洋の視点から
第 1 部 基調講演

The Shifting Frontiers of Japanese Studies

5F 講義室 507

13:00 ～ 18:00
12:30 開場

テッサ ・ モーリス - スズキ （オーストラリア国立大学名誉教授）
ディスカッサント ： 坪井秀人 （国際日本文化研究センター教授）
第 2 部 パネル ・ セッション How to Practice “Global Japanese Studies” （「国際日本研究」 をどう実践するか？）
発言① 「日本の日本研究は誰と対話することを望むのか？」 宇野田尚哉 （大阪大学大学院文学研究科教授）
発言② 「モビリティから読む日本文化」
申寅燮 （韓国 建国大学校教授）
発言③ Re-defining Japanese Studies in Southeast Asia
カール ・ チュア （フィリピン アテネオ ・ デ ・ マニラ大学助教授）
ディスカッサント ： 河野至恩 （上智大学国際教養学部准教授）
◆申込方法 ： gjs@let.osaka-u.ac.jp まで、 「お名前」 と 「ご所属」 をお知らせください。
◆お問合せ ： 大阪大学大学院文学研究科 GJS プログラム担当教員
宇野田尚哉 （unoda@let.osaka-u.ac.jp）
または
周雨霏 （zhouyufei@let.osaka-u.ac.jp）

12 月 3 日（月）

10F メモリアル
ホール

テーマ「阪大発

研究最前線」

10 ： 12 月 3 日（月）ロボットを通した人間理解

講師：大学院基礎工学研究科・教授
18:30 ～ 20:00

12 月 5 日（水）

7F 講義室 703

石黒

浩

■お問い合わせ先：大阪大学共創推進部・社学共創課 公開講座 担当
Tel：06-6850-5016 （土日祝、8月13日(月)～15日(水)を除く9時～17時。）
Eメール：kyousou-syagaku-syakyou@office.osaka-u.ac.jp
■詳細・お申込方法はＨＰをご覧ください。URL: http://21c-kaitokudo.osaka-u.ac.jp/koukaikouza/h30

平成 30 年度

懐徳堂古典講座

世阿弥の能再読

講師 : 天野 文雄 氏

（京都造形芸術大学舞台芸術研究センター所長・大阪大学名誉教授 )

18:00 ～ 19:30

12 月 6 日（木）

◆お問合せは：（財）懐徳堂記念会事務局 〒560-8532 豊中市待兼山町 1-5 大阪大学文学部内
Tel： 06-6843-4830
Fax： 06-6843-4850
URL： http://www.let.osaka-u.ac.jp/kaitokudo/

大阪大学大学院医学系研究科医療経済経営学寄附講座

公開講座『ブロックチェーンと医療』

開会
挨拶
基調報告１
7F 講義室 703 基調報告２
パネルディカッション

13:30 ～ 16:30

河越 正明
松浦 成昭
井上 敦司
竹村 匡正
・ 安部 聡
（パネリスト ： 五十音順）
・ 井上 敦司
・ 竹村 匡正
・ 松永 隆
（司会） 前浜 隆広

（大阪大学大学院医学系研究科医療経済 ・ 経営学特任教授）
（大阪国際がんセンター総長）
（東ワシントン大学ビジネススクール教授）
（兵庫県立大学大学院応用情報科学研究科教授）
（BCG Digital Ventures, Venture Architect Director）

（大阪国際がんセンター医療情報部主任部長）
（大阪大学大学院医学系研究科医療経済 ・ 経営学招へい教授）

◆お問合せ ： 医療経済 ・ 経営学寄附講座 メール ： norikotakatsuka@sahs.med.osaka-u.ac.jp （講座秘書 高塚宛）
◆大阪大学大学院医学系研究科医療経済 ・ 経営学寄附講座 HP http://ohem.jp/index.html

第11回関西安全保障セミナー2018
12 月 7 日（金）

米中対立と日本の安全保障
【基調講演】「米中対立と日本の安全保障」

【パネルディスカッション】
≪司会≫
10F メモリアル
≪コメント≫
≪パネリスト≫
ホール
「米中対立と日米同盟」
「米中対立と日米韓連携」
「米中対立と日本の防衛政策」

村井 友秀（東京国際大学教授）
中内 政貴（大阪大学准教授）
村井 友秀（東京国際大学教授）
坂元 一哉（大阪大学教授）
阪田 恭代（神田外語大学教授）
松村 五郎（元東北方面総監／陸将）

◆主催：大阪大学大学院 国際公共政策研究科、 一般財団法人 平和・安全保障研究所
◆助成：国際交流基金日米センター
◆協賛：大阪防衛協会、株式会社インターグループ
・懇親会 一般 4,000 円、学生 2,000 円
14:00 ～ 17:00 ◆参加費：・セミナー 無料
◆申込方法：下記 HP の申込フォームよりお申込みください。
受付 13:30 ～ ◆お問合せ：一般財団法人平和・安全保障研究所、
TEL:03-3560-3288
FAX:03-3560-3289
mail: rips-info@rips.or.jp
◆詳細・申込みフォーム：http://www.rips.or.jp/archives/symposium_category/symposium-category-02/

主催：日本船舶海洋工学会関西支部・関西船体構造研究会（KSSG）
主催：日本船舶海洋工学会関西支部・関西船体構造研究会（KSSG）

12 月 7 日（金）

7F 講義室 703

13:30 ～ 17:10

１

講演
永田 靖 ︵大阪大学大学院文学研究科教授︶

土井 健史 ︵大阪大学大学院薬学研究科教授︶

１９７０年代以降︑日本を含むアジア演劇は西欧演劇との関
係を変容させ︑またアジア域内での交流も活発化させてきて
います︒ポスト・グローバルの時代を迎えるこれからの日本
社会のあり方︑アジアや西欧への向き合い方について触れな
がら︑この間の日本を含むアジア演劇の独自の動きを現代演
劇史の中に位置づけていきます︒

２

〜ポスト・グローバリゼーション時代に向けて〜

大阪大学適塾記念講演会

演劇の
アジア的転回

平成３０年度

講演

18:00 ～ 20:00

箕浦 宗彦
飯島 一博
辰巳 晃 ,
生島 一樹
平田 信行
岡 正義
飯島

◆共催 ： 大阪大学大学院工学研究科地球総合工学専攻船舶海洋工学部門
◆参加費 ： 【講演会】 （テキスト代含む， 当日現金支払い， 要事前登録） 一般 3,000 円、 学生 1,000 円
【懇親会】 （当日現金支払い， 要事前登録） 一般 5,000 円、 学生 2,000 円
◆申込方法 ： 参加お申し込みの方は 11 月 30 日 （金） までに下記 HP の 「参加申込み受付フォーム」 よりお申込下さい。
◆詳細 ・ 申込 ・ お問合せは HP をご覧ください。 URL ： https://www.jasnaoe.or.jp/lecture/symp/k.symposium.181207.html

二酸化塩素が
世界を変える

ホール

大阪大学
大阪大学
大阪大学
大阪府立大学
CFD における不確かさについて
海上技術安全研究所
モニタリング技術の最前線
海上技術安全研究所
総合討論 ： 不確実性の把握と設計 ・ 運用の合理化に向けて
司会

〜社会に対して多方面での貢献が期待〜

10F メモリアル

海象の不確実性
荷重 ・ 応答の不確実性
強度の不確実性

二酸化塩素は︑水の消毒や消臭材として用いられているが︑大
阪大学の研究により︑思いがけない作用を示すことがわかって
きました︒抗菌︑抗ウイルス︑がんを退縮させる作用の他︑こ
れまで常温︑常圧では反応しなかったメタンの酸化︑またプラ
スチックへの化学修飾などを可能にするなど︑困難と思われて
いた多くのことを実現化に向けて動き出しています︒本講演で
は︑これらについてご紹介します︒

12 月 10 日（月）

不確実性からみた船体構造設計の未来展開
―不確実性を明確化せよ―
あいさつと序論
大阪大学 藤久保 昌彦

要申込 申込締切 12 月 3 日（月）
入場無料 定員 190 名・先着順
【申込方法】 ・ WEB ： http://21c-kaitokudo.osaka-u.ac.jp/h30tekijuku_form （WEB 申込みフォーム）
・ FAX ： 06-6850-5015 （以下の内容をご記入の上、 送信ください。） 氏名 （フリガナ）、 住所、 電話番号、 FAX 番号、 E-mail アドレス
※WEB、 FAX からお申込みいただけない場合は、 FAX 申込と同様の内容をご記入の上、 sympo-info@tekijuku.osaka-u.ac.jp までご送信ください。
【問合せ先】 適塾記念会事務局 住所 ：〒560-0043 豊中市待兼山町 1-13 （大阪大学会館内 大阪大学適塾記念センター）
電話 ： 06-6850-5016 FAX ： 06-6850-5015 E-mail ： sympo-info@tekijuku.osaka-u.ac.jp

