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ASEAN〈インドネシア〉〈フィリピン〉

「多民族国家の多様性と調和」

「ASEAN（インドネシア・フィリピン）」をテーマに、講演会や舞踊の紹介などを企画しました。
本学学生および教職員のほか、一般の方にも無料で参加いただけるイベントもありますので、是非足をお運びください。

〈多摩キャンパス〉
講演会

12/9 ㊋

Philippines

15：00 〜 16：30

〈8 号館 8203 教室〉
マヌエル・モレノ・ロペス
駐日フィリピン大使
「フィリピンのグッド・ガバナンス
〜政治的、経済的影響と日本との関係」
舞

踊

講演会

12/11 ㊍

11：00 〜 12：30

〈8 号館 8207 教室〉
駐日インドネシア大使館
M. イクバル・ジャワド教育文化部長
「インドネシアの人材育成の現状及び
今後の日本との関係」
舞

12/8 ㊊

踊

12/12 ㊎

16：40 〜

16：40 〜

フィリピン舞踊

インドネシア舞踊

〈G スクエア〉

〈G スクエア〉

〈多摩キャンパス〉
セミナー
説明会

JICA ボランティアセミナー
内閣府青年国際交流事業
（東南アジア青年の船等）説明会

6104 教室
G スクエア

発

表

学生プレゼンテーション

G スクエア

上

映

インドネシア・フィリピン
プロモーションビデオ上映

G スクエア

図書館企画展示

巨大災害とレジリエンス

生協企画

インドネシア・フィリピン

―インドネシア、フィリピン、そして日本の経験から―

フェア

〈後楽園キャンパス〉
発

表

生協企画

学生英語プレゼンテーション＆トーク
インドネシア・フィリピン

Indonesia

フェア

中央図書館
店舗・食堂

3 号館
1 階会議室
食堂

12/9 ㊋ 18：15 〜 19：45
12/10 ㊌ 16：40 〜 18：00
12/13 ㊏ 13：30 〜
12/1 ㊊〜 12/12 ㊎
12/8 ㊊〜 12/12 ㊎
12/8 ㊊〜 12/12 ㊎
12/11 ㊍ 16：20 〜 17：50
12/8 ㊊〜 12/12 ㊎

お問合せ〈中央大学 国際センター〉 E-Mail：i-week6@tamajs.chuo-u.ac.jp
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International Week

2014.12/8-13

ASEAN〈インドネシア〉〈フィリピン〉「多民族国家の多様性と調和」

第 6 回テーマ：

多摩キャンパス
講演会

講演会

12/9 ㊋ 15：00 〜 16：30

12/11 ㊍ 11：00 〜 12：30

〈8 号館 8203 教室〉

〈8 号館 8207 教室〉

マヌエル・モレノ・ロペス 駐日フィリピン大使

駐日インドネシア大使館

Good governance in the Philippines: impact on the political
and economic spheres and strategic relations with Japan
The Philippines, an archipelago straddling the strategic sea lanes between
the South China Sea and the Pacific Ocean, is one of Asia’s most vibrant
democracies and fastest growing economies. The sustained development
of the country contributes to East Asia regional stability and development.
In addition, many Japanese-af filiated companies are doing business in
the Philippines, and the country is the base of economic activities that are
important to the Japanese economy. Japan and the Philippines are bound
by shared values and maintain close economic relations. People-to-people
exchanges between the two countries are extensive. The lecture provides an
important look into recent key political and economic developments and trends
in the Philippines, as well as the state of its Strategic Partnership with Japan.

舞

M. イクバル・ジャワド教育文化部長

Indonesiaʼs human resource development and future
relations with Japan
In recent years, Indonesia has realized political stability and favorable
economic growth. Indonesia is a core country among other ASEAN countries
with the greatest population and largest national land. The country holds
the world's largest Islam population and is located at a strategic point of an
important sea lane including the Strait of Malacca. The stability of the country
is indispensable for the stability and prosperity of Asia including Japan. In
addition, Indonesia has been a strategic partner with Japan based upon a
wide variety of long term private-level friendships. The lecture provides an
important look into the development of human resources in Indonesia and its
future relations with Japan.

踊

舞

踊

12/8 ㊊ 16：40 〜

12/12 ㊎ 16：40 〜

府中のカトリック教会に通うフィリピン人グループ「THF (The Hachioji
Family)」が、２つのフィリピン舞踊を披露します。皆さん、バンブーダンス
に是非チャレンジしてみてください。

インドネシア民族舞踊グループ「ドゥタ・ムラティ」によるパフォーマン
スです。インドネシアには様々な舞踊がありますが、その中でも、ジャワ、
スマトラ、バリの舞踊を綺麗な民族衣装とともにお楽しみください。

フィリピン舞踊

セミナー

18：15 〜 19：45

〈6 号館 6104 教室〉

JICA ボランティア
セミナー
国際協力機構（JICA）が行う青年海外
協力隊等の JICA ボランティア事業に
ついて、事業概要に関する説明と青年
海外協力隊経験者（中央大学卒業生）
の体験談を聞くことができます。

発

12/10 ㊌

表

発

12/13 ㊏

16：40 〜 18：00

内閣府青年国際交流事業
（東南アジア青年の船等）
説明会
内閣府主催の青年国際交流事業の説
明会です。東南アジア以外における交
流 事 業の 紹 介もあります。担当者や
OB/OG から話を聞ける良い機会です。

学生プレゼンテーション
インドネシアおよびフィリピン人留学生と
両国でのインターンシッププログラムに参
加した日本人学生によるプレゼンテーショ
ン。日本人が旅行では知り得ない留学生
の自国の文化や習慣、日本人学生がイン
ターンシップを通して現地で発見したその
国の文化を紹介します。この機会に両国
の文化について見聞を広めてみませんか。

図書館企画展示

表

後楽園
キャンパス

12/11 ㊍

13：30 〜〈G スクエア〉

〈G スクエア〉

映

〈G スクエア〉

インドネシア舞踊

説明会

12/9 ㊋

上

〈G スクエア〉

16：20 〜 17：50

〈3 号館 1 階会議室〉

学 生 英 語プレゼン テ ー
ション＆トーク
インドネシア、フィリピンから日本に来て
いる外国人留学生による各国の文化や
日本との違いについての報告、日本人
学生によるグローバル社会における貧
困の抜本的解決方法の提案を英語で
プレゼンします。

生協企画

12/1 ㊊〜 12/12 ㊎ 12/8 ㊊〜 12/12 ㊎ 12/8 ㊊〜 12/12 ㊎

〈G スクエア〉

インドネシア・フィリピン
プロモーションビデオ上映
G スクエアのマルチスクリーンでのビデオ上映です。
インドネシアとフィリピンの豊かな自然、伝統文化、
街の様子、観光スポットなどをショートビデオで紹介
します。

10：00 〜 17：00

〈中央図書館 2 階

国際機関資料室〉

巨大災害とレジリエンス
今世紀、甚大な被害を伴う巨大災害に見舞われたイン
ドネシア、フィリピン、日本。大災害と復興の記録を、
世界銀行、国連食糧計画、ユニセフ、国連国際防災
戦略事務局など様々な国際機関の資料で紹介します。

インドネシア・フィリピン

フェア

〈多摩キャンパス：食堂・店舗〉
〈後楽園キャンパス：3 号館／ 5 号館

食堂〉

食堂ではインドネシアやフィリピンの料理を楽しんでい
ただけます。また、店舗ではインドネシア・フィリピン関
連の物品を販売します。

お問合せ〈中央大学 国際センター〉 E-Mail：i-week6@tamajs.chuo-u.ac.jp

