
Global Week -立場を超えて、互いに学びあう 1 週間- 
2017 年 10 月 27 日（金）～11 月 8 日（水）14 時 30 分～16 時 

日本全国、国外から来て下さった話題提供者と、正解のない問題について立場に関係なく語り合うための 1
週間です。ぜひ、有効に時を過ごしてください。話題提供者の方も含めて、参加者全員が楽しめる催しになる

ことを願っています。                         グローバルウィーク実行委員会 
参加者へのお知らせ 

１．登録したトピックには必ず参加してください。 
２．指定された事前課題を終えて参加してください。事前にメール送付や、ウェブ登録が必要なトピック

もあります。前日までに終えるようにしてください。 
３．開始時間までに会場で着席していてください。 
４．配布されたワークシート（ノート代わりに使えます）に記入して帰りに提出してください。（出席票の

代わりにします） 
５．会場 PBL１と２･Mini Labo･Learning Commons は理軒館３階、Labo1 と L2 は地下 1 階にあります。 

●1 日目：10 月 27 日（金）14：30～16：00 
トピック 実施 話題提供者名 所属 トピック名 会場 

101 27日 長畑 誠 

明治大学専門職大学

院ガバナンス研究科

専任教授 

私たちが暮らす 

「地域コミュニティ」って何だろう？ 
Labo2 

102 27日 宮首 弘子 
杏林大学外国語学部

中国語学科 教授 
あなたの知らない中国の高校生生活 51 

103 27日 
菱田 雅晴 

 

法政大学法学部 国

際政治学科、教授 

日中相互ヘイトの構造：中国はヤバい？

日本はウザい？ 
講堂 

104 27日 Ted O’Neill 
学習院大学国際社会

科学部 教授 

Studying Globalization and Business 

in English 
PBL１ 

105 27日 内尾 太一 麗澤大学講師 
「みなしご津波」とは何か？：海の向こ

うからやってくる災害と地球社会 
５２ 

107 27日 藪長千乃 
東洋大学 国際学部 

国際地域学科・教授 
社会保障の国際比較 

Mini 

Labo 

108 27日 田中 雅美 
埼玉大学工学部 3 年

Global Youth 

フィリピンにおけるインターン体験 

（セブ島マングローブ植林とマニラア

ジア開発銀行本部訪問） 

５０ 

109 27日 上原 優子 

立命館アジア太平洋

大学国際経営学部 

准教授 

NPO/NGO・社会的企業の 

ミッションマネジメントと寄付 
Labo 1 

110 27日 
宮崎 蒼生 

カバリヤ マホ 

順天高校 2年 

SGH支援員 

"動物と人との結びつき 

～可愛い動物達を救うには～" 
５３ 

111 27 日 斎藤 健一郎 
朝日新聞社文化くら

し報道部記者 
5アンペア生活をやってみた PBL2 



●2 日目：11 月 1 日（水）14：30～16：00 
トピック 実施 話題提供者名 所属 トピック名 会場 

201 1日 和泉 伸一 

上智大学外国語学部

英語学科、教授、英

語学科長 

世界における英語の役割 PBL１ 

202 1日 井田 正道 
明治大学政治経済学

部 専任教授 
ニュースから学ぶ世界の選挙 Labo 1 

204 1日 一原 克裕 

NPO 法人スポーツセー

フティージャパン・早

稲田大学アメリカンフ

ットボール部アスレテ

ィックトレーナー 

チャンスを掴む行動力と 

マインドセット 

〜スポーツ大国アメリカでの経験か

ら伝えたいこと〜 

PBL２ 

206 1日 太田 祥歌 

認定 NPO 法人日本ハ

ビタット協会プロジ

ェクトマネージャー 

教科書プロジェクト inラオス 

～多民族国家ラオスの教育支援～ 
６１ 

207 1日 Plas+ 麗澤大学学生団体 

How to 国際協力 Part 2！ 

～私たちがカンボジアとフィリピン

にハマっちゃった理由～ 

６２ 

208 1日 Paul Snowden 杏林大学副学長 Lost in Transcription ６０ 

209 1日 清 和成 
北里大学医療衛生学

部健康科学科・教授 
環境問題とサスティナビリティ Labo ２ 

210 1日 山口 哲一 

（株）バグ・コーポレーショ

ン 代表取締役,一般社団法

人日本音楽制作者連盟理事,

社団法人日本芸能実演家団

体協議会理事 

音楽ビジネスの「今」と「未来」 

（－「グローバル化する Jポップと日

本のポップカルチャー」－） 

Mini 

Labo 

211 1日 
山本 威一郎 

神林 絹枝 

日本ジャーナリスト

会議理事 

順天高校特任講師 

黒い太陽を追って 

～太陽と月が織りなす天空の奇跡 
講堂 

212 1日 北郷 美由紀 
朝日新聞社報道局デ

スク 
ＳＤＧｓでつくる自分たちの未来 ６３ 

●3 日目：11 月 2 日（木）14：30～16：00 
トピッ

ク 
実施 話題提供者名 所属 トピック名 会場 

302 2日 
Jason 

Somerville 

杏林大学 Writing Center, 

特任講師 

Student interaction in English 

using smartphone apps 
PBL１ 

303 2日 酒井 邦弥 神田外語大学学長 グローバル時代・若者たちの時代 PBL２ 

304 2日 渡部 靖夫 
法政大学生命科学部 応用

植物学科、教授 
世界の食料問題を考えてみよう ５９ 



305 2日 湯本 潤司 
東京大学理学系専攻科物理

学専攻教授 
波は万物の基本-三角関数の世界 

Learning 

Commons 

306 2日 

荘林 幹太郎 

荒井 啓子 

清水 敏男 

学習院女子大学 

国際コミュニケーション学

科 教授 

日本文化学科 教授 

日本文化学科 教授 

オリンピックとその『レガシー』 Labo ２ 

307 2日 佐藤 裕視 
国際協力機構 JICA 研究

所研究助手 

日本の国際開発協力 

－歴史的展開と今後の展望 
５０ 

309 2日 
福田 隆晃 

Max Fiedler 

順天高校 2年 

TalkativeTravelEducation 

Vice President 

An amazing English experience – 

your summer in England! 
  55 

310 2日 山本 威一郎 
日本科学ジャーナリスト会

議理事 
人類にとって科学技術とは何か Mini Labo 

311 2日 齋藤 博之 
東京電機大学工学部 機械

工学科 教授 
機械工学と夢の材料 Labo 1 

●4 日目：11 月 7 日（火）14：30～16：00 
トピック 実施 話題提供者名 所属 トピック名 会場 

401 7日 山口 和範 
立教大学経営学部 

経営学科教授 副総長 

グローバル世界で求められる 

統計的思考力 
PBL１ 

402 7日 土屋 隆裕 
横浜市立大学学術院 

（国際総合科学群）教授 

アンケート調査の方法と 

結果の見方 
PBL2 

403 7日 植木 安弘 
上智大学 

総合グローバル学部教授 

国連から見た世界と 

国際キャリア 
41 

404 7日 
Marat 

Zhanikeev 

東京理科大学経営学部 

経営学科准教授 

PBL のプロブレム部分に着目し

たイノベーション型プロダクト

開発の技 

40 

405 7日 佐々木 隆文 
東京理科大学経営学部 

経営学科教授 

企業の目的と 

コーポレートガバナンス 
Labo 1 

406 7日 
柴田 藍 

勝山 航陽 

順天高校 3年 

Beyond School副代表 
留学×キャリアワークショップ 44 

407 7日 由井 哲治 
外務省嘱託 

順天高校講師 

「世界システム」論と「国際関

係論」から見た西洋近代史 
42 

408 7日 井上 忠男 日本赤十字看護大学教授 

“戦争の中に慈悲を”～殺戮が

続く世界における赤十字と 

国際人道法の役割 

48 

409 7日 森本 章倫 
早稲田大学創造理工学部

社会環境工学科教授 
次世代交通とコンパクトシティ 45 

410 7日 新 江梨佳 

順天高等学校 SGH 支援

員・東京大学教育学研究

科修士課程 

“コミュニケーション能力”を

問いなおそう 
43 



411 7日 樂 大維 
拓殖大学外国語学部 

中国語学科講師 

クイズで楽しく知る台湾の 

言語と文化 
講堂 

412 7日 石飛 徳樹 朝日新聞社編集委員 より面白く映画を見るために Labo２  

413 7日 小林 岳彦 
東京電機大学工学部  

情報通信工学科教授 

携帯電話・携帯インターネット

の繋がる仕組み 
Mini Labo 

 
●5 日目：11 月 8 日（水）14：30～16：00 

トピック 実施 話題提供者名 所属 トピック名 会場 

501 8日 Kevin Ryan 
昭和女子大学英語コミュ

ニケーション学科教授 

21st Century Skills 

ネットリテラシー 
PBL１ 

502 8 日 岸本 直樹 
法政大学経営学部 

市場経営学科、教授 

ビジネスの国際化：証券投資を 

例にとって 
Labo 1 

503 8 日 安東 正樹 
東京大学理学部物理学科

准教授 
重力波で探る宇宙 ６１ 

504 8 日 宮下 大夢 
早稲田大学社会科学総合

学術院 助手 

大量虐殺から人々を救うにはど

うすべきか―正義の武力行使は

許されるのか？― 

６２ 

505 8 日 眞嶋 麻子 
日本大学国際関係学部 

国際総合政策学科 助教 

身近な問題から考える国際協力

―武力紛争と携帯電話の関係 
PBL2 

506 8 日 萩原 建次郎 
駒澤大学総合教育研究部 

教授 

子ども・若者の居場所の変容と 

自己形成空間の再生 
６３ 

507 8 日 尾尻 希和 

東京女子大学現代教養学

部国際社会学科国際関係

専攻教授 

発展途上国研究入門 
Learning 

Commons 

508 8 日 野津 美由紀 難民支援協会広報部 日本の「難民問題」を考える ６０ 

509 8 日 
宮地 貴士 

星 あゆむ 

IFMSA-Japan 

(国際医学生連盟 日本) 

秋田大学医学部 3年 

東邦大学医学部 2年 

(順天高校卒業生) 

ザンビア共和国に命の灯を 

～診療所建設に向けた 

大学生たちの挑戦～ 

６４ 

510 8 日 脇田 敬 

㈲FLYMUSIC代表取締役 

尚美ミュージックカレッジ 

ﾐｭｰｼﾞｯｸﾋﾞｼﾞﾈｽ科講師 

アーティストマネージメント 

とは？（仮） 
講堂 

511 8 日 岡村 郁子 
首都大学東京国際センタ

ー 准教授 
異文化理解とコミュニケーション Labo２ 

512 8 日 Malcolm Field 
杏林大学総合政策学部 

教授 

Introducing Research Methods 

(in English) 
Mini Labo 

 

以上 


