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2016 年 日・EU フレンドシップウィーク 
2016 年 4 月 25 日現在 

プログラム 

4 月 12 ⽇（⽕）〜5 月
9 ⽇（月） 

図書展示、パネ
ル展示 

「100 Books on Europe to Remember@Hokkaido Univ.」 
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（月）18:30
〜20:00 

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 

 

5 月 9 ⽇（月）   ヨーロッパ・デー（EU の創設記念⽇） 

 

５月９⽇（月）〜23 ⽇
（月） 

パネル展示 「ドイツ統一への道」 
主催： 上智⼤学 EU 情報センター、上智⼤学ヨーロッパ研究所 
協⼒： ドイツ連邦共和国⼤使館・総領事館 
会場： 上智⼤学中央図書館１階展示スペース 

５月９⽇（月）〜31 ⽇
（⽕） 

パネル展、展示
会、EU クイズ等 

「チャレンジ！EU 諸国への留学」 
主催：⽇本⼤学国際機関資料室 EU 情報センター 
会場：⽇本⼤学国際関係学部図書館内 

5 月 10 ⽇（⽕）〜31 
⽇（⽕） 
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 2016」 
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 10 ⽇（⽕）、12
⽇（木）、17 ⽇
（⽕）、19 ⽇（木）、
20 ⽇（⾦）、24 ⽇
（⽕）、31 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、アンスティチュ･フランセ関⻄ 
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 12 ⽇（木）〜25
⽇（水） 
※14 ⽇（土）、15 ⽇
（⽇）を除く 

パネル展 「EUROSTAT でみるヨーロッパ」 
主催：東京⼤学 EU 情報センター（総合図書館国際資料室） 
会場： 東京⼤学本郷キャンパス総合図書館 1F 
 

5 月 12 ⽇（木）〜26
⽇（木） 

図書展示 「ヨーロッパのカフェと文学」 
主催：関⻄⼤学図書館 EU 情報センター 
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9:00〜21:00（⽇曜⽇
は 17:00 まで） 

会場：関⻄⼤学総合図書館 1 階展示室 
 

５月 12 ⽇（木）〜６
月４⽇（土） 
 

資料展示、EU
クイズ 

資料展⽰ 「EU × ジェンダー：いちばん身近なところから考える」 
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 展示コーナー、国際機関
資料室 

5 月 18 ⽇（水）〜6 月
3 ⽇（⾦） 

パネル展示、EU
クイズ 

「EU の⾔語政策〜多様性の中の統合」 
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 

5 月 25 ⽇（水）〜6 月
26 ⽇（⽇） 

パネル展示、講
演会、EU クイズ 

「EU と宇宙」 
主催：東北⼤学 EU 情報センター 
会場：東北⼤学附属図書館本館 

5 月 30 ⽇（月）〜6 月
10 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（水）〜30 ⽇
（木）（⽇曜と 11 ⽇を
除く） 
平⽇ 8:50〜16:50 
土曜 8:50〜12:20 
 

クイズ 「EU を知ろう」 
主催：関⻄学院⼤学 EU 情報センター 
会場：関⻄学院⼤学⻄宮上ケ原キャンパス 産業研究所（⼤学図書館
3F） 

6 月 1 ⽇（水）〜30 ⽇
（木）(26 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 の品質認証制度」 
主催：関⻄学院⼤学 EU 情報センター 
会場：関⻄学院⼤学⻄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 2 ⽇（木）〜17 ⽇
（⾦） 
平⽇の 9:00〜17:00 

展示会および
EU クイズ 

「EU と日本：経済関係を中心に」 
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ラウンジ 

6 月 11 ⽇（土）〜12
⽇（⽇） 

フェア 「欧州留学フェア 2016」 
主催：駐⽇ EU 代表部 
会場：キャンパスプラザ京都（11 ⽇）明治⼤学（12 ⽇） 

6 月 13 ⽇（月）〜7 月 EU に関するクイ 「EU クイズ」 
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1 ⽇（⾦） 
平⽇の 9:00〜21:30 

ズおよび展示 主催：⻄南学院⼤学 EU 情報センター 
会場：⻄南学院⼤学図書館 

6 月 17 ⽇（⾦）15:00
〜18:00 

シンポジウム、パ
ネル討論 

「日・EU フレンドシップウイークシンポジウム in WASEDA」 
主催：早稲田⼤学現代政治経済研究所 
共催：早稲田⼤学地域・地域間研究機構（EUIJ 早稲田、EU 研究
所） 
会場：早稲田⼤学 早稲田キャンパス 8 号館３階会議室 

6 月 18 ⽇（土）〜7 月
10 ⽇（⽇） 月曜休館 
（上映スケジュール等の詳
細は公式 HP をご覧下さ
い） 

映画祭 「EU フィルムデーズ 2016」 
26 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、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 

6 月 25 ⽇（土） 
13:30〜16:40 

ミニ・シンポジウム 「食文化・食生活の日欧比較」 
主催：関⻄学院⼤学EU情報センター 
会場：関⻄学院⼤学 ⼤阪梅田キャンパス（Ｋ.Ｇ.ハブスクエア） 

6 月 25 ⽇（土）〜7 月
15 ⽇（⾦） 月曜休館 
（上映スケジュール等の詳
細は公式 HP をご覧下さ
い） 

映画祭 「EU フィルムデーズ 2016 in 京都」 
24 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、京都文化
博物館 
会場：京都府京都文化博物館 

6 月または 7 月（開催⽇
未定。詳細は図書館 HP
に掲載予定） 

交流会 「ヨーロッパへ留学しよう！」 
主催：⻄南学院⼤学 EU 情報センター 
会場：⻄南学院⼤学図書館 

7 月 1 ⽇（⾦）〜8 月
5 ⽇（⾦）（予定） 

パネル・図書展
示 

「今、EU へ発信する NIPPON」 
主催：一橋⼤学 EU 情報センター 
会場：一橋⼤学附属図書館 

7 月 10 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：関⻄学院⼤学 EU 情報センター、EU インスティテュート関⻄
（EUIJ 関⻄） 
会場：兵庫栄養調理製菓専門学校 

開催⽇未定 ミニ講演会「EU
カフェ」 

「日・EU フレンドシップウィーク 2016」  
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 
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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。 


