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2018年 日・EU フレンドシップウィーク 

2018年 4 月 13 日現在 

プログラム 

3 月 19 日（月） 

～5 月 31 日（木） 

パネル展示、EU

クイズ 

「福澤諭吉、ヨーロッパへゆく 

 ～安政五か国条約と文久遣欧使節団」 

主催：慶應義塾大学 EU情報センター 

場所：慶應義塾大学三田メディアセンター 

5 月 8 日（火）、17 日

（木）、22 日（火）、

31 日（木）、6 月 1 日

（金） 

映画上映、 

ティーチイン 

「EU 映画上映会」 

主催：同志社大学図書館、同志社大学今出川校地学生支援課 

共催（予定含む）：boid、京都映画センター、出町座、大阪ドイツ文

化センターほか 

場所：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（水）   ヨーロッパ・デー（EU の創設記念日） 

5 月 9 日（水） 

～5 月 3１日（木） 

展示会、 

ＥＵクイズ等 

 

日・ＥＵフレンドシップウィーク 2018 

「Travelling to Europe !」（仮題） 

主催：日本大学国際機関資料室ＥＵ情報センター 

場所：日本大学図書館国際関係学部分館１階閲覧室 

5 月 9 日（水） 

～6 月 8 日（金） 

資料展示、 

クイズ 

 

「EU を知ろう！ 

 ブルガリアとオーストリア ～2018 年の EU議長国」 

主催：北海道大学附属図書館（EU 情報センター） 

場所：北海道大学附属図書館（本館）玄関ロビー 

5 月 15 日（火） 

 

講演会 

 

EU 舞台芸術に関する講演「オペラをつくろう オペラ創作の実践」 

主催：上智大学ヨーロッパ研究所 EU情報センター 

共催：オーストリア大使館／オーストリア文化フォーラム 

場所：上智大学中央図書館 9 階 L921 会議室 

5 月 15 日（火） 

～6 月 2 日（土） 

 

展示、クイズ 展示：「ローマ条約が今日の欧州連合（ＥＵ）に遺したもの ～条約

調印 60 周年記念巡回パネル展より～（1957 年～2017 年）」 

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 

場所：中央大学多摩キャンパス中央図書館 2Ｆ展示コーナー（展示）

／中央大学多摩キャンパス図書館国際機関資料室（クイズ） 
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5 月 17 日（木） 

16:30～17:30 

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） 

場所：北海道大学附属図書館（本館）リテラシールーム 

5 月１9 日（土） 

～5 月 20 日（日）  

留学フェア 「欧州留学フェア 2018」  

主催：駐日 EU 代表部 

会場：明治大学（19 日）、大阪国際交流センター（20 日） 

5 月 23 日（水） 

～6 月 28 日（木） 

ＥＵパネル展示、

ＥＵクイズ、 

講演会 

「ヨーロッパレード！－建築と歴史のカーニバル－」 

～東北大学片平キャンパス地区 平成 29 年度都市景観大賞「都市空

間部門」特別賞受賞記念～ 

主催：東北大学附属図書館ＥＵ情報センター 

場所：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（土） 

～6 月 2１日（木）  

月曜休館 

 

映画祭 「EU フィルムデーズ 2018」  

25 の EU加盟国の映画作品を上映  

主催：在日 EU 加盟国大使館・文化機関、駐日 EU 代表部、国立映画

アーカイブ 

会場： 国立映画アーカイブ 

※上映スケジュール等の詳細は公式 HP をご覧下さい 

5 月 28 日（月） 

～6 月 15 日（金） 

（予定） 

展示および EU ク

イズ 

「EU 資料展」 

主催：琉球大学 EU 情報センター 

場所：琉球大学附属図書館 

6 月 2 日（土） 

～6 月 24 日（日）  

月曜休館 

 

映画祭 「EU フィルムデーズ 2018 in 京都」  

23 の EU加盟国の映画作品を上映  

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 

※上映スケジュール等の詳細は公式 HP をご覧下さい 

6 月 4 日（月） 

～6 月 15 日（金） 

EU クイズ、展示 EU に関するクイズと展示 

主催：九州大学 EU センター（ジャン・モネ CoE九州） 

場所：九州大学伊都キャンパス SALC（センターゾーン 1 号館１階） 
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6 月 7 日（木） 

～7 月 17 日（火） 

9：00～17：00 

（土日を除く） 

展示会 「EU とサッカー～FIFAワールドカップを楽しもう！」 

主催：名古屋大学 EU情報センター 

場所：名古屋大学経済学図書室 

6 月 11 日（月） 

～7 月 1 日（日） 

資料展示、講演会 EU 資料展「EU に留学しよう：チェコ&ポーランド編」 

主催：金沢大学 EU 情報センター 

共催：金沢大学附属図書館 

場所：金沢大学附属図書館中央図書館 

6 月 13 日（水） セミナー 日・ＥＵフレンドシップウィーク 20１8 講演会  

（駐日 EU代表部公使・副代表による） 

主催・共催：兵庫 EU協会、（公財）兵庫県国際交流協会ほか 

場所：神戸国際会館 

6 月 15 日（金） 

～7 月 14 日（土） 

平日 8:50～16:50 

土曜 8:50～12:20 

（日曜を除く） 

クイズ 「ＥＵを知ろう」 

主催：関西学院大学 EU情報センター 

場所：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 15 日（金） 

～7 月 14 日（土） 

（6 月 24 日を除く） 

平日 8:50～22:00 

土曜 8:50～18:30（7

月は～19:00） 

日曜 12:00～18:00 

パネル展示 「学生が見た EU の産業と日本のつながり（仮題）」 

主催：関西学院大学 EU情報センター 

場所：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 24 日（日） 

10:00～13:00 

（受付 9:30～） 

料理教室 

 

「EU クッキングレッスン」 

主催：関西学院大学 EU情報センター 

場所：兵庫栄養調理製菓専門学校１階栄養士科調理実習室 

東京 6 月 26 日（火）

13:00～17:00 

大阪 6 月 28 日（木）

13:00～17:00 

国際シンポジウム 神戸大学 Jean Monnet Centre of Excellence  NECA 国際シン

ポジウム「世界における安全安心の新潮流：協調安全 Safety2.0 と 

VISION ZERO の連携推進に関する日欧戦略的協同」 

主催：神戸大学ジャンモネＣｏＥ、（一社）日本電気制御機器工業会 

場所：（東京）青山ＩＶＹホール、（大阪）大阪大学中之島センター 
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6 月 29 日（金） 

11:10～12:40 

講演会 「EU ではたらく」（仮題） 

講師：Anna Schrade（関西学院大学産業研究所准教授） 

主催：関西学院大学 EU情報センター 

場所：関西学院大学西宮上ケ原キャンパス 大学図書館ホール 

6 月～7 月中旬の平日 資料展 「パリ万博貴重書展」 

主催：西南学院大学 EU情報センター 

場所：西南学院大学図書館 3 階国際機関資料室 

6 月～7 月中旬の平日

（20 回程度開催予

定） 

発表、交流会 留学体験発表会「ヨーロッパに行ってみた」  

主催：西南学院大学 EU情報センター 

場所：西南学院大学図書館 1 階プレゼンスペース 

6 月～7 月中旬の平日 EU クイズと関連

展示 

EU クイズと関連展示 

主催：西南学院大学 EU情報センター 

場所：西南学院大学図書館 1 階展示コーナー 

6 月～7 月のいずれか

の平日 

鑑賞会 「ヨーロッパ音楽レコード鑑賞会」 

主催：西南学院大学 EU情報センター 

場所：西南学院大学図書館 1 階多目的ホール 

7 月 1 日（日） 

～7 月 13 日（金） 

月曜休館・火曜休映 

映画祭 「EU フィルムデーズ in 広島」  

13 の EU加盟国の映画作品を上映  

主催：在日 EU 加盟国大使館・文化機関、駐日 EU 代表部、広島市映

像文化ライブラリー 

会場：広島市映像文化ライブラリー 

※上映スケジュール等の詳細は公式 HP をご覧下さい 

7 月 3 日（火） 

～7 月 26 日（木） 

パネル、図書展示 「EU 世界遺産周遊ツアー2018」 

主催：一橋大学 EU 情報センター 

場所：一橋大学附属図書館 

 

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。 

http://www.euinjapan.jp/fw
http://www.kwansei.ac.jp/i_industrial/
https://opac.seinan-gu.ac.jp/library/
https://opac.seinan-gu.ac.jp/library/
https://opac.seinan-gu.ac.jp/library/
https://opac.seinan-gu.ac.jp/library/
https://eufilmdays.jp/
https://eeas.europa.eu/delegations/japan/22299/node/22299_ja
http://www.euinjapan.jp/
http://www.cf.city.hiroshima.jp/eizou/
http://www.cf.city.hiroshima.jp/eizou/
http://www.eufilmdays.jp/
https://www.lib.hit-u.ac.jp/about/partner/eui/

