
-Global Weeks-

Let‘s explore the various possibilities in global careers! 

グローバルな世界で活躍するゲストの話を聞き将来のキャリアを考えてみよう！

第２部 イギリスイベント
～英国出身の留学生と交流しよう＋英国について学ぼう

要申込

2014年、立教大学異文化コミュ
ニケーション学部生として、イ
ギリス、スコットランドのエ
ディンバラ大学にて、半年間の
語学留学を経験。2016年、立教
大学を卒業した後、アリエール、
レノア、ファブリーズ、パン
テーン、SK-Ⅱなどを代表とす
る、日用品を取り扱う外資メー
カー、P&G（プロクター・アン
ド・ギャンブル）ジャパンに入
社。現在に至るまで、営業統括
本部に所属し、得意先の課題解
決を目的として、営業活動を
行っている。

立川志の春氏
落語家

立川志の輔の3番弟子、
2002年10月に入門。
幼少時と学生時代合計
7年間を米国で過ごし、
米国イェール大学卒業
後、三井物産にて三年
半勤務。古典落語、新
作落語、英語落語を演
じ、大学、企業にて英
語落語を交えた講演多
数。

18:00〜19:00
＠マキムホールM301教室

グローバル
キャリア

留学

Rikkyo University’s Global Weeks Fall 2018:

DISCOVER THE WORLD & BE INSPIRED

10/15~10/29

英語で落語 - English Rakugo

18:30〜20:00
＠池袋グローバルラウンジ

講演「留学とキャリア」

森田悠美氏
プロクター・アンド・ギャ
ンブル・ジャパン株式会
社 営業統括本部所属

講演「国際協力NPO設立までの道のり」

16:45〜18:30
＠池袋グローバルラウンジ

講演「女性のキャリアと米国留学」

笹田千鶴氏
日米教育委員会
（フルブライト・ ジャパン）
Education USA シニア留学アドバ
イザー

早稲田大学卒業後、アメ
リカバーモント州St. 
Michael's Collegeに留学
し、英語教授法の修士号
取得。帰国後、フルブラ
イト奨学金を運営する日
米教育委員会にて、留学
アドバイザーとして勤務。
家庭と仕事を両立しなが
ら、多くの留学希望者の
相談に携わる。2016年か
らアメリカ大使館の一機
関であるアメリカンセン
ターJapanに出向し、よ
り幅広く留学相談業務を
遂行し現在に至る。

第２部 アメリカイベント
～米国出身の留学生と交流しよう＋米国について学ぼう

16:40〜19:00
＠池袋グローバルラウンジ

山田一竹氏
非営利団体「スタンド・ウ
イズ・シリア・ジャパン」
代表

高校時代のオーストラリア
とフランス長期滞在を経て
2017年立教大学異文化コ
ミュニケーション学部卒業。
大学在学中は、高等教育機
関Foundation for International 

Education(在イギリス)にて
紛争解決・分析コース修了、
同時に現地の難民支援団体
にて支援活動従事。2017

年4月より東京大学大学院
総合文化研究科「人間の安
全保障」プログラム在籍
（ジェノサイド研究）。非
営利団体Stand with Syria 

Japan -SSJ代表就任。日本
におけるシリア危機の関心
向上を目指した活動を国内
外で行う。
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Let’s get to know international students
and learn new cultures! 留学生と交流して異文化を学ぼう！

・10/17(水) ワールドカフェ 申込不要
「Language exchange event」

・10/19(金) 茶道イベント 要申込
~ Matcha green tea pop up event             

・10/23(火) 和太鼓・和楽器ワークショップ 要申込

・10/25(木) ロシア出身留学生によるロシアイベント

要申込

池袋グローバルラウンジ（マキム中2階） 新座グローバルラウンジ（８号館1階）

・10/16（火） 中国カントリーフェスタ 要申込

・10/17（水）国際交流ランチ 要申込

・10/18（木）ワールドカフェ 申込不要

「Language exchange event」

・10/23（火） 韓国カントリーフェスタ 要申込

・10/25（木）ワールドカフェ

国際
交流

○時間はすべて12:20～13:00 ○時間はすべて12:20～13:10。日程を変更する場合があります。

○応募者多数の場合、申込を締め切ることがあります。
○応募者多数の場合、申込を締め切ることがあります。

中国カントリーフェスタ10/16(火) 12:20～
13:00 ＠グローバルラウンジ
中国出身の留学生が、中国の歴史観光における地域
ご当地の演劇の役割と、今旬な中国の歴史型テーマ
パークについて紹介してくれます。
要申込 注）日程変更の可能性あり

韓国カントリーフェスタ10/23(火) 12:20～
13:10＠グローバルラウンジ
韓国出身の留学生達を中心に、ソウルでのインスタ映えス
ポットや韓国での旬な話題について紹介してくれます。チ
マチョゴリの試着も出きます。要申込
注）日程変更の可能性あり

国際交流ランチ
10/17(水) 12:20～13:10
留学生を囲んで楽しくランチしませんか？
要申込 注）日程変更の可能性あり

和太鼓・和楽器ワークショップ
10/23(火) 12:20～13:00
合唱団アヒル会が和楽器演奏と踊りのパフォーマンスを披
露します。和太鼓、三味線、篠笛等
の和楽器の体験ワークショップも開催します。
留学生と交流しながら日本文化に触れて
みませんか？要申込

茶道イベント
Matcha green tea pop up event
10/19(金) 12:20～13:00
茶道部の学生が留学生にお茶のたて方を教えます。また、
日本人学生にはお茶をたててくれますので留学生と
抹茶を味わいながら交流しませんか？
要申込

ロシア出身留学生によるロシアイベント
10/25(木) 12:20～13:00
ロシア出身の学生スタッフ・バレリアが、ロシアに
ついてお教えします！ 要申込

ワールドカフェ
【池袋】10/17(水）12:20～13:00【新座】10/18・25(木) 12:20～13:10
留学生と英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、中国語で話しませんか？＊申込不要

-Global Weeks-
10/15~10/29

【池袋】
カフェテリア山小屋では15~26日までグローバルウィークスタ
イアップ日替わりランチを提供します！！

○ワールドカフェは日程を変更する可能性があります。



Let’s enjoy Japanese culture with international 

students! 留学生と日本文化について学ぼう

Rakugo

in English

Matcha green tea 

pop up event

Japanese
drums and

instrument
workshop

留学プログラム概要説明会

立教大学では、長期の派遣留学から短期語学研修、イン
ターンシップなど、多様な海外プログラムを展開。年間約
1,300名が海外プログラムに参加しています。各プログラ
ムの違いや申込スケジュールなど、基本を押さえて自分に
ぴったりのプログラムを見つけよう。

池袋： 10/16(火) 12:20~13:00
@M302（マキムホール ３階）

10/22(月) 12:20~13:00
@M301（マキムホール ３階）

新座： 10/15(月) 12:20~13:10
@新座グローバルラウンジ

（8号館 １階）
注）新座は日程変更の可能性あり

昼食持参OK

申込不要

Let’s consider studying abroad! 留学について知ろう！

10/19

(金)

10/23

(火)

10/17 

(水)

-Global Weeks-
10/15~10/29

日本
文化

留学

「留学体験発表会」10/23（火）18:30～20:30
@池袋キャンパス10号館２・3階 教室
大学間協定校への派遣留学経験者による体験発表を
行います。様々な留学体験が聞けるとともに、個別
相談にも応じます。要申込

「留学経験者相談会」10/22(月)、26日(金)
12:20～13:10@新座キャンパス8号館1階グローバ
ルラウンジ
大学間協定校への派遣留学経験者による留学相談会。
経験者が簡単に自身の体験を発表した後、
皆さんの具体的な相談に応じます。

要申込

キャリアセンターによる留学と就
職ガイダンス

「図書館留学アワー」
10/15(月)＠池袋、10/18(木)＠新座
「留学経験を仕事に活かすには」をテーマ
にしたトークイベントや、情報活用、ディスカッション
のプログラムを展開します。一部要申込

「留学と就職ガイダンス」
10/18(木)12:30～13:00
@池袋キャンパス8号館8101教室
10/19(金)12:30～13:00
@新座キャンパス3号館N313教室
留学前の準備、帰国後の就職活動の動きを理解しよう。
留学準備を始める前の学生も参加して、情報収集しま
しょう。要申込

個別プログラム



月 火 水 木 金

10/15 10/16 10/17 10/18 10/19

池袋

図書館留学アワー
①12:30～13:00

留学経験をどう活か
す@図書館ラーニング
スクウェア

②15:00～16:00
情報で世界を制す
@図書館2階

③16:40～18:10
英語で伝える@図書館
2階

12:20～13:00
留学概要説明会
＠マキムホールM302
教室

12:20～13:00
ワールドカフェ
@グローバルラウンジ

18:00～19:00
立川志の春“英語で落
語”＠マキムホール
M301教室

12:30～13:00
留学と就職ガイダン
ス ＠8号館8101教
室

16:45～18:30
ゲスト講演
「国際協力NPO設立ま

での道のり」@グ
ローバルラウンジ

12:20～13:00
Matcha green tea 
pop up event
@グローバルラウンジ

18:30～20:00 
ゲスト講演「留学と
キャリア」＋英国イベ
ント @グローバルラ
ウンジ

新座

12:20～13:10
留学概要説明会
@グローバルラウン
ジ

12:20～13:00
中国カントリーフェスタ

@グローバルラウンジ

12:20～13:10

国際交流ランチ
@グローバルラウンジ

12:20～13:10                                   

ワールドカフェ
@グローバルラウンジ

図書館留学アワー
①15:00～16:00 

②16:40～17:10

@図書館2階

12:30～13:00                                               
留学と就職ガイダンス

＠3号館N313教室

10/22 10/23 10/24 10/25 10/26

池袋

12:20～13:00
概要説明会
@マキムホールM301

教室

16:40～19:00
ゲスト講演「女性の
キャリアと米国留
学」＋アメリカイベ
ント
@グローバルラウンジ

12:20～13:00
和太鼓、和楽器ワー
クショップ
@グローバルラウン
ジ

18:30～20:30
留学体験発表会
@10号館2・3階教室

休講日
(国際交流ツアー「東京
１日観光”伝統進化”」)

12:20～13:00
ロシア出身の留学生
によるロシアイベン
ト@グローバルラウ
ンジ

12:20～13:00
IELTS/TOEFL説明会
@グローバルラウンジ

新座

12:20～13:10
留学経験者相談会①
@グローバルラウン
ジ

12:20～13:10
韓国カントリーフェス

タ@グローバルラウ
ンジ

12:20～13:10                                      
ワールドカフェ
@グローバルラウン
ジ

12:20～13:10
留学経験者相談会②
@グローバルラウンジ

10/29

新座

12:20～13:00
IELTS、TOEFL説明会
@グローバルラウン
ジ

開催スケジュール一覧

Rikkyo 

University 

International 

officeで検索。
イベントは国際
センターの
Facebookページ
からも申し込み
可能。日程が変
更された場合も
Facebookで告知
します。

問い合わせ：国際センター global-lounge@rikkyo.ac.jp

-Global Weeks-
10/15~10/29

IELTS/TOEFL説明会

10/26(金) 12:20～13:00 ＠池袋グローバルラウンジ 10/29(月)12:20～13:00 ＠新座グローバルラウンジ

実施機関より職員が来訪しIELTS/TOEFLの内容、構成、
申込手続きの情報を提供します。申込不要


