
開催報告 

国際シンポジウム題名 
京都大学・ハノイ理工科大学－アジア諸国に展開する地球環境学の教育・

研究連携に関する国際シンポジウム 

開催日    平成 29 年 10 月 30 日～ 平成 29 年 11 月 1 日 （3 日間） 

主催部局 地球環境学堂 

協力部局名 
農学研究科、工学研究科、人間・環境学研究科、東南アジア地域研究研

究所、 アジア・アフリカ地域研究研究科

開催地 

国名 ベトナム 

開催地 ハノイ

会場名 ハノイ理工科大学

共催大学・機関名 ハノイ理工科大学

シンポジウム開催概要

ハノイ理工科大学において 10 月 30 日-11 月 1 日の 3 日間、第 10 回

AUN/SEED-Net 環境工学国際学術会議と合同で開催した。本シンポジウム

では概算要求機能強化経費「海外サテライト形成による ASEAN 横断型環

境・社会イノベータ―創出事業」と JSPS 拠点交流（B）｢アジアプラットフォー

ムによる地球環境学の実践的展開と学術研究基盤の創生｣の支援、および

在ベトナム日本大使館、JSPS、JICA、JASSO、京都大学ベトナム人留学生

会の後援を得た。

参加者はアジア・欧米 15 ヶ国 72 組織（51 大学、22 企業その他）からの

研究者や学生、民間企業関係者など、合計 286 名（大学 245 名、企業そ

の他 41 名）であった。京大からは、山極総長、北野理事他、地球環境学堂

他６部局から４部局長、３副部局長ら 81 名が参加した。 

 30 日午前のオープニングセッションでは、ハノイ理工科大学 Tran Van Top

副学長、AUN/SEED-Net プロジェクトコーディネーター岩舘裕氏、京都大学

北野正雄理事による開会の辞から始まり、２つの基調講演がおこなわれた。

同日午後および２１日午後には、JSPS 拠点交流による国際共同研究活動

報告、地球環境学堂のベトナム研究報告、国際化教育に関する各大学の

取り組み紹介、同窓生による東南アジアネットワークフォーラム等など、３会

場に分かれ合計 12 のサブセッションが実施された。また、これらサブセッショ

ン後（31 日昼）は、若手研究者 28 件、学生 52 件のポスター発表がおこな

われた。午後は国際共同研究に関する全体セッションとして、まずハノイ理

工科大学 Tran Van Top 副学長と京都大学山極壽一総長から開会の辞が、

在ベトナム日本大使館柳淳次席公使から祝辞が述べられ、続いて地球環

境学堂（舟川晋也 学堂学舎長）との学生交流協定継続（ハノイ理工科大

学、ダナン大学、王立農業大学、ボゴール農業大学）の調印式が執りおこな

われた。その後、京都大学山極壽一総長らよる基調講演と、国際共同研究

に関するパネルディスカッションがおこなわれた。最終日の 11 月 1 日は、ハ

ノイ近郊のチャンアン世界遺産等と、ナムソン廃棄物処分場との２つのスタデ 

ィツアーが実施された。

なお、このシンポジウムの機会を利用して、京都大学同窓会（29 日，参加

者 140 名）、京都大学留学フェア（30 日，参加者 60 名）も開催された。 

URL 
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/international/events_news/department/ 

kankyougaku/news/2017/171101_1.html  

参加者数（聴衆を含む） 286 人 



Report  

Theme “HUST & KU International Symposium on the Education & Research 
of the Global Environmental Studies in Asia”  

Date       From: October 30, 2017  Until: November 1, 2017 (3 Days) 

Organizing 
faculty/department 

Graduate School of Global Environmental Studies 

Cooperating 
faculty/department(s) 

Graduate School of Asian and African Area Studies 
Graduate School of Engineering 
Graduate School of Agriculture 
Graduate School of Human and Environmental Studies 
Center for Southeast Asian Studies 

Place 
Country Vietnam 
City Hanoi 
Venue Hanoi University of Science and Technology 

Co-organizers Hanoi University of Science and Technology 

Symposium summary 

HUST and KU international symposium was held in Hanoi 
University of Science and Technology (HUST) jointly hosting with 
Kyoto University (KU) from October 30 to November 1, in conjunction 
with the 10th reginal conference on environmental engineering 2017. 
It was sponsored by MEXT and JSPS, and supported by Embassy of 
Japan in Vietnam, JSPS, JICA, JASSO, and the alumni association of 
KU in Vietnam.  

The participants are researchers, students and engineers of 
private companies coming from 15 countries in Asian and European 
regions (72 organizations – 51 universities and 22 companies and 
others), amounting to 286 participants (245 from universities and 41 
from companies). KU participants numbered 81 consisting of a 
president, an executive vice president, four head and three deputy 
heads from six faculties, researchers and students. 

The opening session started on 30th of October from the keynote 
speeches of Prof. Tran Van Top - the vice president of HUST, Mr. 
Hiroshi Iwadate - the AUN/SEED-Net project coordinator, Prof. 
Masao Kitano - the executive vice president of KU and two others. 
Then 12 sub-sessions continuing on 31st were organized in three 
rooms to present and discuss the actions for international research 
collaboration, Vietnamese research reports by GSGES, the front-line 
activities on globalization of academic education and others. And also 
the session of poster presentation involved 28 young researchers and 
52 students. 

In the afternoon of 31st of October, Assoc. Prof. Tran Van Top, 
Vice-president of HUST and Prof. Juichi Yamagiwa, President of KU 
presented opening address, and Mr. Jun Yanagi, Deputy Chief of 
Mission, Embassy of Japan in Vietnam made complimentary speech. 
And next, GSGES held the ceremony of Extending Student Exchange 



Agreement with HUST, Da Nang University, Royal University of 
Agriculture, and Bogor Agricultural University. Then the Plenary 
Lectures by Prof. Juichi Yamagiwa and some invited professors, and 
the panel discussion of research internationalization were given for 
discussion with audiences.   

On 1st of November, the participants enjoyed the study tours of 
Tran An UNESCO World Heritage site (environment, nature, culture 
in Vietnam) or Nam Son landfill complex (Environmental 
Engineering tour). As optional events, KU alumni meeting (29th, 140 
participants) and KU study fair (30th, 60 participants) were organized 
in the symposium opportunities. 

Symposium URL 
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/international/events_news/department/ 
kankyougaku/news/2017/171101_1.html  

Total number of participants 
(including audience) 

286 person 

 


