
 

２０２２年度 日本・カナダ学生フォーラム 募集要項 

 

主催：日加戦略的学生交流促進プログラム日加コンソーシアム（JACAC） 

 

日加戦略的留学交流促進プログラムの一環として、日本とカナダの加盟大学合わせて 17 大学からなる日加コンソーシアム 

（JACAC）の学生フォーラムを開催します。今年度は、「Canada and Japan: Towards 100 years of diplomatic relations」

をテーマに、城西国際大学（東金キャンパスおよび紀尾井町キャンパス）が会場となり、参加学生は専門的な講義の受講、日加

混合でのグループワーク、フィールドワーク等を行います。(使用言語は英語) 日加の学生で協働しながら、テーマについて学

び、学生の視点で問題提起を行い、解決策をまとめることを目指します。各グループでまとめたものはカナダ大使館（東京）に

おいてプレゼンテーションを行い、最優秀グループは表彰されます。 

なお、今年度の開催を以て日本・カナダ学生フォーラムは終了となります。（2023 年度以降の実施は予定しておりません） 

 

 

 

 

 

【フォーラムテーマ】Canada and Japan: Towards 100 years of diplomatic relations 

日本・カナダ学生フォーラムは、今回が現在の形式での最後の開催となります。この最後のフォーラムでは、カナダと日本の関係の歴史を振り

返るとともに、今後、両国がどのように関係を強化していくことができるかを展望していきたいと思います。4 つのセッションで、社会の変化、

ジェンダー問題、ボランティアやコミュニティへの参加の側面、環境など、特定の主要テーマについて学びます。各セッションは、授業とワー

クショップで構成され、学生はこれら 4 つの大きなテーマについて活発に議論し、アイデアを共有します。また、文化的なイベントや交流活動、

東京ツアーもご用意しています。 

 

フォーラムでは、日加混合のグループに分かれ、以下の活動を行います。 

1. Pre-course assignments to prepare for the academic sessions. 

2. Lectures and discussions 

3. Workshop activities 

4. Final group presentations at the Embassy of Canada in Tokyo 

5. Cultural events and exchange activities 

6. Tokyo Tour 

7. Final individual report 

 

また、参加者は以下のトピックについてディスカッションを行います。 

1. In an age when the difference between natural and anthropogenic disasters is not self-evident, how will our culture and aesthetics 

be transformed? 

2. What kind of relationship can we find between the geophysical environment and literary production in Japan? 

3. How would a disaster like 3/11 affect literary expression? 

4. What are some key landmarks in Canada-Japan relations over the last 100 years? 

5. What are similar and different societal challenges that Canada and Japan will face in the near future? 

6. What kinds of activities can people engage in to influence government and public policies? 

7. What are the challenges that hinder women and minorities' political participation and representation in decision-making and 

governance? 

8. What can be done to help advance women's political participation and representation, and achieve gender equality? 

9. What are common volunteer activities for students?  

10. What specifically did you do as a volunteer? How did the activity change your attitude towards others? 

本フォーラムは、以下のスポンサーの協力を得て開催されます。 

● アルバータ大学高円宮記念基金  ● 日加戦略的留学生交流促進プログラム日本コンソーシアム 

● 三菱 UFJ 国際財団 

 

 



 

1. フォーラム実施場所 

会場 内容 

城西国際大学 

東金キャンパス 

千葉県東金市求名 1 番地 

オリエンテーション 

レクチャー、グループワーク 

紀尾井町キャンパス 

千代田区紀尾井町 3-26 

レクチャー、グループワーク 

フィールドトリップ 

カナダ大使館 東京都港区赤坂 7-3-38   最終プレゼンテーション、修了式 

 

2. フォーラム参加学生募集人数 

  日本側，カナダ側 各１２名 

  ＊原則としてコンソーシアム各加盟大学から参加者１名および補欠１名を推薦する。 

 

3. 実施日程およびプログラム内容（予定） 

  日程 イベント 宿泊 

2023 年 2 月 20 日（月） カナダ学生出発（翌日着）  

1 日目  2 月 21 日（火） 
日本・カナダ学生 東金キャンパス到着 

オリエンテーション 
千葉 

2 日目  2 月 22 日（水） 文化交流イベント 千葉 

3 日目  2 月 23 日（木） セッション１＆２（授業・ワークショップ） 千葉 

4 日目  2 月 24 日（金） セッション３＆４（授業・ワークショップ） 千葉 

5 日目  2 月 25 日（土） 紀尾井町キャンパスに移動、東京ツアー 東京 

6 日目  2 月 26 日（日） グループワーク 東京 

7 日目  2 月 27 日（月） 
カナダ大使による特別講義 

最終プレゼンテーション、修了式、レセプション 
東京 

8 日目  2 月 28 日（火） フィールドトリップ、自由行動 東京 

 2023 年 3 月 1 日（水） カナダ学生日本出発、日本学生解散  

 

4. 応募条件 

次の条件をすべて満たす、日加戦略的留学生交流促進プログラム加盟大学の学部生および大学院生 

●日常的なコミュニケーションのみならず、英語による資料作成、議論、プレゼンテーションのスキルを有する者。 

●今年度フォーラムテーマ「Canada and Japan: Towards 100 years of diplomatic relations」に強い関心を持ち、充

分に情報収集、研究を行ったうえでフォーラムに臨む意欲のある者。 

●事前/事後学習を含む、全行程を通じて参加し、計画された旅程に沿って行動できる者。 

＊参加内定後の参加辞退は認められませんので、プログラムの条件や日程等、詳細を良く確認の上、応募してください。万が一、参加内

定後に辞退する場合は、理由にかかわらずキャンセルにかかるすべての費用は辞退学生の個人負担となることをご了承ください。 

 

5. 評価方法と基準 

  事前課題 10％ 出席・参加 20％ グループプロジェクト 50％ 最終レポート 20％ 

6. 参加費 

  無料 

 

 



7. 助成内容 

●参加者に助成されるもの 

（１）フォーラム会場大学までの、主要都市間交通費（空港間、新幹線駅間の交通費のみ支給対象） 

（２）プログラム期間中の宿泊費  

（３）プログラム期間中の都市間移動のための交通費 

（４）プログラム期間中の国内旅行傷害保険加入費用 

●助成対象外となるもの（参加者自己負担） 

（１）飛行機、新幹線以外の交通費 

（２）プログラムに関連しない交通費 

（３）プログラム期間中の食費、雑費 

（４）上記国内旅行傷害保険で対象外となる保証内容 

    

8. 提出書類 

各大学の基準において，推薦候補者１名及び補欠候補者１名の以下の申請書類をグローバル教育センターへ提出する。 

（１） 日加学生フォーラム参加申込書  

（２） 成績通知書 

 

提出期限 ２０２２年 11 月 10 日（木）17:00 まで 

   

9. 選考方法 

  各大学により送付された推薦順位を基に，協議の上決定。 

 

10. 決定時期 

２０２２年１２月初旬（予定） 

 

11．参加にあたっての注意事項 

  （１）新型コロナウイルス感染状況に応じ、プログラムの中止及び変更の可能性があります。 

  （２）プログラム参加にあたり、主催者が定める新型コロナウイルス感染拡大防止のための注意事項に従ってください。 

（３）事前/事後学習においてオンラインにて実施する場合があり、通信機器（パソコンなど）、安定したネット環境の確保

が必要となります。 

（通信機器にはカメラ、マイクがついていることが必要です。また、通信料は各自負担となります） 

 

12. 問い合わせ先 

  グローバル教育センター事務室国際交流課 

  「日加学生フォーラム」担当 

   haken@ml.hosei.ac.jp 

     03-3264-9662 

   

以 上 


