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2017年 日・EU フレンドシップウィーク 

 

プログラム 

5月 9日（火）、11日

（木）、16日（火）、

18日（木）、19日

（金）、23日（火）、

30日（火） 

映画上映 

 

「EU映画上映会」 

主催：同志社大学今出川校地学生支援課、同志社大学図書館 

共催：boid、京都映画センター、Indie Tokyo 

会場：同志社大学寒梅館ハーディーホール、クローバーホール 

５月９日（火）～５月

31日（水） 

展示会、EU クイ

ズ等 

日・EU フレンドシップウィーク 2017「情報で見る EUのあれこれ」 

主催：日本大学国際機関資料室 EU情報センター 

会場：日本大学図書館国際関係学部分館内 

5月 9日（火）～5月

31日（水） 

平日 8:45~22:00          

土日 9:00~17:00 

資料展示・図書

展示・パネル展

示 

 

「日・EU フレンドシップウィーク 2017」 

主催：金沢大学 EU情報センター 

共催：金沢大学附属図書館 

会場：金沢大学附属図書館中央図書館 

5月 9日（火）～6月 9

日（金） 

 

パネル展示 「EU を知ろう：ヨーロピアン・ボーダーブレーカーズ賞」 

主催：北海道大学附属図書館（EU情報センター） 

会場：北海道大学 附属図書館（本館） 

 

5月 9日（火）   ヨーロッパ・デー（EU の創設記念日） 

 

５月 12日（金）～31

日（水） 

ポスター展示会 「EUポスター展：ポスターの映し出す欧州連合の現在、そして未来」 

主催：中央大学図書館国際機関資料室・中央大学 EU情報センター 

会場：中央大学多摩キャンパス中央図書館 1Ｆ展示ホール 

5月 16日（火） 

8:40～10:10 

セミナー ジャン・モネ・セミナーシリーズ「フランス選挙（仮）」 

主催：九州大学 EU センター（ジャン・モネ CoE九州） 

会場：九州大学箱崎キャンパス文系地区・文系講義棟大講義室 

５月 16日（火）～６月

3日（土） 

EU クイズ EU クイズ「クイズに答えて EU オリジナルグッズを GET！」 

主催：中央大学図書館国際機関資料室・中央大学 EU情報センター 

会場：中央大学多摩キャンパス中央図書館 2F国際機関資料室 

5月 18日（木） 

17:00～20:00 

 

講演会 

 

「ユーロヴィジョンから見たヨーロッパ：EU を超える音楽番組」 

主催：上智大学ヨーロッパ研究所、上智大学 EU情報センター 

共催：上智大学外国語学部ポルトガル語学科 

会場：上智大学四谷キャンパス中央図書館 8F L821会議室 
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５月 20日（土）～21

日（日） 

フェア 「欧州留学フェア 2017」 

主催：駐日 EU代表部 

会場：明治大学駿河台キャンパス アカデミーコモン２階（20日）、同志

社大学今出川キャンパス 良心館１階ルーセントプラザ（21日） 

5月 24日（水）～6月

25日（日） 

パネル展示・講

演会・EU クイズ 

「EU と科学技術」 

主催：東北大学附属図書館 EU情報センター 

会場：東北大学附属図書館 エントランスホール展示コーナー、グローバル

学習室 

5月 26日（金）～6月

22日（木）（月曜休

館） 

映画祭 「EU フィルムデーズ 2017」 25 の EU加盟国の映画作品を上映 

上映スケジュール等の詳細はウェブサイトをご覧下さい。 

主催：在日 EU加盟国大使館・文化機関、駐日 EU代表部、東京国立

近代美術館フィルムセンター 

会場：東京国立近代美術館フィルムセンター 

5月 29日（月）～6月

16日（金） 

（予定） 

展示・EU クイズ 「EU資料展」 

主催：琉球大学 EU情報センター 

会場：琉球大学附属図書館 

6月 1日（木）～30日

（金）（日曜と 10日を

除く） 

平日 8:50～16:50 

土曜 8:50～12:00 

EU クイズ 「EU を知ろう」 

主催：関西学院大学 EU情報センター 

会場：関西学院大学西宮上ケ原キャンパス 産業研究所（大学図書館

3F） 

6月 1日（木）～30日

（金）(25日を除く) 

平日 8:50～22:00 

土曜 8:50～18:30 

日曜 12:00～18:00 

パネル展示 「EU加盟国の絵本」 

主催：関西学院大学 EU情報センター 

会場：関西学院大学西宮上ケ原キャンパス 大学図書館エントランスホー

ル展示ケース 

 

6月 3日（土）～25日

（日）（月曜休館） 

映画祭 「EU フィルムデーズ 2017 in 京都」 24 の EU加盟国の映画作品を上映 

上映スケジュール等の詳細はウェブサイトをご覧下さい。 

主催：在日 EU加盟国大使館・文化機関、駐日 EU代表部、京都府京

都文化博物館 

会場：京都府京都文化博物館 

6月 8日（木）～6月

23日（金） 

9:00～17:00（土日を

除く） 

展示会 「EU へ留学しよう！」 

主催：名古屋大学 EU情報センター 

会場：名古屋大学経済学図書室 
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6月 9日（金） 

18:15～19:15 

セミナー 「国際機関情報の探し方セミナー：EU編」 

主催：北海道大学附属図書館（EU情報センター） 

会場：北海道大学 附属図書館（本館）リテラシールーム 

6月 19日（月）～6月

30日（金） 

パネル展示・EU

クイズ 

「EU とオープンアクセス」 

主催：慶應義塾大学 EU情報センター 

会場：慶應義塾大学三田メディアセンター 

6月 24日（土） 

15:00～17:40 

ミニ・シンポジウム 「日 EU・EPA/FTA シンポジウム」 

主催：関西学院大学 EU情報センター 

会場：関西学院大学 大阪梅田キャンパス（Ｋ．Ｇ．ハブスクエア、1004

教室（10階）） 

6月 25日（日） 

10:00～12:00（受付

9:30～） 

料理教室 「EU クッキングレッスン」 

主催：EU インスティテュート関西（EUIJ関西）、関西学院大学 EU情

報センター（EU i） 

協力：兵庫栄養調理製菓専門学校 

会場：兵庫栄養調理製菓専門学校 

6月～7月中旬  EU クイズ・展示 「EU に関するクイズおよび展示」 

主催：西南学院大学 EU情報センター 

会場：西南学院大学図書館 

6月または 7月中旬 

（開催日未定） 

交流会 「ヨーロッパの車窓から」 

主催：西南学院大学 EU情報センター 

会場：西南学院大学図書館 

7月 3日（月）～28日

（金） 

パネル展示・図

書展示 

 

「魅せる・競う・繋がる EUのスポーツ」 

主催：一橋大学 EU情報センター 

会場：一橋大学附属図書館 

（開催日未定） ミニ講演会「EU

カフェ」 

「EU に留学してみよう」 

主催：金沢大学 EU情報センター 

共催：金沢大学附属図書館 

会場：金沢大学附属図書館中央図書館 

 

以上のイベントは主催者の都合でやむを得ず予告なしに変更されることがあります。最新情報は各主催者

または会場にお確かめください。 
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