
11 月 8 日開催シンポジウムのご案内（豊橋技術科学大学）	 

	 

豊橋技術科学大学スーパーグローバル大学推進室より、シンポジウム開催のご案内です。	 

	 

2019 年（令和元年）11 月 8 日（金）に豊橋技術科学大学にて、下記２つのシンポジウムを

開催いたします。	 

	 

○『	 豊橋技術科学大学のグローバル化へのチャレンジ	 』	 …	 午前	 

スーパーグローバル大学創成支援事業（SGU）シンポジウム	 

○『	 2019 年	 第３回	 HOUSE 会議	 』	 …	 午後	 

大学寮の教育的運営を考える担当者ネットワーク会議	 

	 

豊橋技術科学大学は、スーパーグローバル大学・グローバル化牽引型指定校として、国際

通用性と国際競争力を有する大学への変革を断行すべく、抜本的なグローバル化施策を

2014 年より全学で推進しています。グローバル社会が求める資質と能力を備えた、ものづ

くりに極めて強い上級技術者という新しい人材像『グローバル技術科学アーキテクト』の

養成を根幹とした、様々な新しい取り組みにチャレンジしています。	 

	 

この５年間の取り組みは中間評価でＳ評価を得ましたが、現状を振り返り、多くの皆さま

の知見と意見を頂いて、今後の展開に向けたディスカッションが必要と認識し、今回の公

開シンポジウムを開催することにいたしました。	 

	 

午前の部では、豊橋技術科学大学のこれまでの取組状況を、スーパーグローバル大学採択

大学を中心とした皆様と共有します。そして、グローバル人材の育成、日本の国際競争力

への貢献、地域社会への貢献などについて、今ある課題を整理し、次の展開にむけたディ

スカッションを行います。	 

	 

日本人と留学生が混住するシェアハウス型の学生宿舎（TUT	 グローバルハウス）の新設は、

多文化共生・グローバルキャンパス創成の核となる新たなチャレンジで、その運営には、

先駆的な各大学の取り組みから学ぶことが必須です。	 

	 

そのため、午後の部として、「大学寮の教育的運営を考える担当者ネットワーク会議」の第

３回目となる「2019 年 HOUSE 会議」を、豊橋技術科学大学をホスト校として開催いたしま

す。ここでは、教育寮としての学生寮構築に積極的な大学教職員や学生スタッフが、各々

の学生宿舎の取り組みや構想について意見交換を行い、各自の教育寮運営に役立つ情報交

換を行うとともに、学生寮に携わる現場担当者同士のネットワークを築き、大学における

教育寮の在り方を模索します。	 

	 

午前・午後ともに、会場の皆様との双方向の活発なディスカッションを行う予定です。	 

つきましては、多くの皆様の参加を頂きたく、ご案内申し上げます。	 



	 

―	 記	 ―	 

	 

日	 時：	 2019 年 11 月 8 日（金）	 

○『	 豊橋技術科学大学のグローバル化へのチャレンジ	 』…	 10:15–12:00	 

・	 TUT	 グローバルハウス見学	 …	 12:50-13:40	 

○『	 2019 年	 第３回	 HOUSE 会議	 』…	 14:00-17:00	 

・	 ネットワーキング	 …	 17:30-19:00	 

場	 所：	 豊橋技術科学大学	 	 愛知県豊橋市天伯町雲雀ヶ丘 1-1	 

アクセス：東海道新幹線	 豊橋駅よりバスで約 30 分	 

https://www.tut.ac.jp/about/access.html	 

参加費：	 無料（ネットワーキングは有料）	 

申込みフォーム：	 https://forms.gle/jVFMRvGDSEycRqtx5	 

申込み締切り：	 	 	 10 月 10 日（木）	 先着順	 定員	 150 名（午前の部）、	 50 名（午後の部）	 	 

	 

【スケジュール】	 	 

	 

○午前の部	 『	 豊橋技術科学大学のグローバル化へのチャレンジ	 』	 ＠A-101 講義室	 

9:45-10:15	 	 受付	 

10:15-10:45	 開会挨拶	 /	 豊橋技術科学大学のスーパーグローバル大学への取り組み	 

10:50-11:50	 ディスカッション『	 豊橋技術科学大学のグローバル化へのチャレンジ	 』	 

モデレータ:	 	 高嶋孝明（豊橋技術科学大学	 教授・スーパーグローバル大学推進室長）	 

パネリスト:	 	 Monte	 CASSIM	 (元立命館アジア太平洋大学学長・大学院大学至善館学長)	 

湯川高志（長岡技術科学大学	 国際連携・IT 担当	 副学長）	 

東田賢二（国立高等専門学校機構	 国際担当理事・佐世保高専	 校長）	 

松井孝悦（豊橋商工会議所副会頭・大三紙業株式会社	 代表取締役社長）	 

前田裕子（株式会社	 セルバンク取締役）	 

寺嶋一彦（豊橋技術科学大学	 理事・副学長）	 

12:00	 閉会	 

	 	 

	 

12:00-13:30	 ランチ	 	 ＠	 学内カフェテリア・ひばりラウンジ（各自）	 

	 	 

・ランチタイムツアー	 

12:45	 	 	 	 受付（附属図書館前	 および	 ひばりラウンジ前）	 

12:50-13:40	 TUT グローバルハウス（日本人･留学生混住シェアハウス型学生宿舎）見学	 

	 

○午後の部	 『	 2019 年	 第３回	 HOUSE 会議	 』	 ＠附属図書館１階	 マルチプラザ	 

	 	 13:30-14:00	 受付	 

	 	 14:00-14:10	 開会挨拶	 /	 TUT グローバルハウスの概要と目的	 



	 	 14:10-15:50	 パネルディスカッション１：	 各大学の RA 学生の困りごと	 

モデレータ:	 	 坂本裕子（豊橋技術科学大学	 特任准教授）	 

パネリスト:	 	 お茶の水女子大学 SCC	 RA,	 一橋大学国際学生宿舎	 学生スタッフ,	 

立命館アジア太平洋大学 AP	 HOUSE	 RA,	 早稲田大学 WISH	 RA,	 

豊橋技術科学大学	 GHSC	 

アドバイザー:	 阿部仁（一橋大学	 国際教育交流センター長）	 

村上健（立命館アジア太平洋大学	 学長室長）	 

山口博之（早稲田大学レジデンスセンター	 課長）	 

	 	 	 トピック:	 	 各大学のレジデントアシスタントの課題について事例紹介	 

学生間で意見交換、教職員・参加者による RA の困りごと意見交換	 

15:50-16:05	 コーヒーブレイク	 

16:05-16:55	 パネルディスカッション２：	 地域に期待される活動と人材育成	 

モデレータ:	 	 大村廉（豊橋技術科学大学	 准教授）	 

パネリスト:	 	 石黒康平（イノチオホールディングス株式会社	 取締役兼執行役員）	 

前田大（武蔵精密機械工業株式会社	 人事・IT	 統括	 執行役員）	 

野口貴道（豊橋商工会議所	 産業振興部工業振興課	 /	 豊橋市役所）	 

	 	 	 	 トピック:	 	 地域交流活動のメリットと成果、望まれる活動、地域ぐるみの人材育成	 

17:00	 閉会	 

	 	 

・ネットワーキング（SGU シンポジウム・HOUSE 会議参加者）	 ＠ひばりラウンジ	 

17：15-17：30	 受付	 

17：30-19：00	 交流会	 

	 

※	 敬称略、パネリストは予定であり変更となる場合があります。	 

	 

【問合せ先】	 豊橋技術科学大学	 国際課	 スーパーグローバル大学推進室	 

Email	 sgustaff@office.tut.ac.jp	 	 	 Tel	 0532-81-5182	 

【詳細案内】	 http://www.sgu.tut.ac.jp/about/news/280.html	 


