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3 筑波芸術アート＆デザイン・ストリート2023 Art & Design Street by University of Tsukuba
2023

2023年3月17日
～2024年３月 つくばセンター周辺 アート＆デザ

イン作品
国立大学法人

筑波大学
無

（ワークショップは必要） 近日中に開設予定

4 脈流×鼓動 ― 筑波アートの半世紀
Conservative versus Progressive:
A Semicentennial Exhibition of the Art & Design, University of
Tsukuba.
Selected Works from the University of Tsukuba Art Collection

2023年9月26日
～2023年10月8日 茨城県つくば美術館 日本語

英語
国立大学法人

筑波大学

5
筑波会議2023 図書館情報メディア系 セッション
「身体知の芸術表現による意識変容」

Transformation of consciousness through
artistic expression of embodied knowledge

2023年9月26日
～2023年9月28日

(筑波会議2023内で開催予定)
つくば国際会議場 英語 国立大学法人

筑波大学 未定

(日)
https://tchou.tomonaga.tsuku
ba.ac.jp/index.html

(英)
https://tchou.tomonaga.tsuku
ba.ac.jp/eng/index.html

6 筑波大学附属病院シンポジウム University of Tsukuba Hospital Symposium 2023年9月29日 附属病院桐の葉モール講堂
（筑波キャンパス） 日本語 国立大学法人

筑波大学

1
筑波大学附属大塚特別支援学校
えがおカフェ

The Special Needs Education School for the
Mentally Challenged at Otsuka, University of
Tsukuba　Egao Café

2022年
9月6日(東京)終了

10月11日(東京)終了
12月6日(東京)終了
12月14日(筑波)終了

 2023年
1月24日(東京)終了
2月14日(東京)修了
10月1日(筑波)
※日程追加予定

東京キャンパス
筑波キャンパス

(2023年10月1日は、
大学会館内または

大学会館近辺を予定)

日本語 国立大学法人
筑波大学

7 筑波大学発社会的起業家集合！ From University of Tsukuba to Social
Entrepreneurs 2023年10月1日 筑波キャンパス 日本語 国立大学法人

筑波大学

8
シンポジウム
「IT技術はこれからの50年をどのように変えていくのか
～流行語@IT技術の変遷から未来を予測する～」

Symposium
"How IT technology will change the next 50 years -
Predict the future through IT busswords change -"

2023年10月1日
筑波キャンパス(3A204)

＋
オンライン

日本語
英語

国立大学法人
筑波大学

10 シンポジウム
「デジタルデモクラシーとオープンデータ」 Digital Democracy and Open Data 2023年10月1日 筑波キャンパス(1D201) 英語 国立大学法人

筑波大学
未定

To be decided

23 シンポジウム
「サステナブルな社会変革に向けた社会人大学院の役割と展望」

The Role of Graduate Schools for Business
People in Promoting Sustainable Social
Change

2024年3月16日 東京キャンパス 日本語 国立大学法人
筑波大学

要
Required 開設予定

○記念事業（終了済み）　

2 記念シンポジウム
「芸術×体育で未来を拓く」 Opening up the Future through Art & Sport 2023年2月4日 つくば国際会議場 日本語 国立大学法人

筑波大学

有り（先着200名）
Required

(First 200 people)

https://50th.projects.tsukuba.ac.
jp/news/20230302195600/

国立大学法人
筑波大学11

Tomonaga Center Symposium
 「Origins and evolution of the universe,
  matter and life」

Tomonaga Center Symposium
 「Origins and evolution of the universe,
matter and life」

2023年9月28日 筑波キャンパス 英語 未定
To be decided

https://tchou.tomonaga.tsukuba.ac.jp/index.html
https://tchou.tomonaga.tsukuba.ac.jp/index.html
https://tchou.tomonaga.tsukuba.ac.jp/index.html
https://tchou.tomonaga.tsukuba.ac.jp/eng/index.html
https://tchou.tomonaga.tsukuba.ac.jp/eng/index.html
https://tchou.tomonaga.tsukuba.ac.jp/eng/index.html
https://50th.projects.tsukuba.ac.jp/news/20230302195600/
https://50th.projects.tsukuba.ac.jp/news/20230302195600/
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48 自然を見る、感じる、記録する
−ナチュラリスト青柳昌宏のスケッチと軌跡−

Watching, Feeling, and Drawing Nature:
Sketches and the Life of Masahiro
Aoyanagi

2023年4月10日
～2023年5月31日

附属中央図書館
ギャラリーゾーン

日本語
点訳

自然保護寄附講座、
人間総合科学研究群世界遺産
学学位プログラム
生命地球科学研究群
生命環境学群
下田臨海実験センター
附属視覚支援学校

ー https://www.conservation.tsu
kuba.ac.jp

41 UTAC筑波大学アート・コレクション選 Selected Works from the University of
Tsukuba Art Collection

第Ⅰ期
2023年4月11日
～203年7月27日

第Ⅱ期
2023年8月1日

～2023年11月30日
第Ⅲ期

2023年12月5日
～2024年3月28日

芸術系ギャラリー
（芸術系棟1・2階） 日本語 芸術系 ー

https://www.art.tsukuba.ac.jp
/archives/category/art-
street/art-space

34 川島史也—Another Skin— KAWASHIMA Fumiya: Another Skin 2023年4月25日
～2023年6月1日 大学会館アートスペース 日本語 芸術系 ー

https://www.art.tsukuba.ac.jp
/archives/category/art-
street/art-space

15 2023年度
第18回朝永振一郎記念「科学の芽」賞

Dr. Sin-itiro Tomonaga memorial
"Bud of Science" Prize

2023年4月27日
～2023年12月16日(予定)
※広報開始～表彰式・発表会

大学会館ホール 日本語 附属学校教育局
2023年8月21日

～2023年9月16日
※作品応募期間(予定)

https://www.tsukuba.ac.jp/co
mmunity/students-
kagakunome/

9 日本教育経営学会第63回大会 JASEA 63rd Annual Conference 2023年6月2日
～2023年6月4日 第2エリア 日本語 日本教育経営学会

https://sites.google.
com/view/jasea2023
/%E5%8F%82%E5%8
A%A0%E6%96%B9%
E6%B3%95%E7%94
%B3%E8%BE%BC

https://sites.google.com/view
/jasea2023/

35 ギャリー・マクラウド＆アザーズ—試みたこと— Gary McLeod & Others: TELL 'EM I
TRIED

2023年6月6日
～2023年7月27日 大学会館アートスペース 日本語 芸術系 ー

https://www.art.tsukuba.ac.jp/ar
chives/category/art-street/art-
space

33 スケジューリング国際シンポジウム2023 International Symposium on Scheduling 2023 2023年6月23日
～2023年6月25日 つくば国際会議場 英語 スケジューリング学会 ー ー

57 筑波大学開学50周年記念TARAシンポジウム
　『先端学際生命科学：CODE-DECODEの新たな展開』

Cutting-edge interdisciplinary life science:
Exploring new frontiers of CODE-DECODE 2023年6月30日 大学会館 国際会議室 日本語

研究推進部研究企
画課（生存ダイナミ
クス研究センター）

ー

36 博物館実習生による
UTAC筑波大学アート･コレクション選

Selected Works from UTAC. Curatorial
Practice of Museology

2023年8月1日
～2023年9月28日 大学会館アートスペース 日本語 芸術系 ー

https://www.art.tsukuba.ac.jp
/archives/category/art-
street/art-space

47 第31回日本運動生理学会大会 The 31st Annual Meeting of Japan Society of
Exercise and Sports Physiology

2023年8月23日
～2023年8月24日

大学会館
もしくは

体育芸術学群(5C)棟
日本語 日本運動生理学会

https://jsesp31-
tsukuba.secand.net

/sanka.html

https://jsesp31-
tsukuba.secand.net/

*2023年4月27日
～2023年５月29日
↓事前参加申し込みリンク

＊2023年4月24日
～2023年7月14日
↓事前参加申し込みリンク

https://www.conservation.tsukuba.ac.jp/
https://www.conservation.tsukuba.ac.jp/
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25 日本睡眠学会第45回定期学術集会
第30回日本時間生物学会学術集会 合同大会

Joint Congress of the 45th Annual Meeting of Japanese
Society of Sleep Research, the 30th Annual Meeting of
Japanese Society for Chronobiology

2023年9月15日
～2023年9月17日 パシフィコ横浜　ノース 日本語

英語
日本睡眠学会
日本時間生物学会

https://www.c-
linkage.co.jp/jssr45

-
30jsc/registration.h

tml

https://www.c-
linkage.co.jp/jssr45-30jsc/

31 第14回真空電子源国際会議 The 14th International Vacuum Electron
Sources Conference (IVESC 2023)

2023年9月25日
～2023年9月29日 筑波大学春日講堂 英語 イノベイティブ計測技術

開発研究センター ～2023年6月15日 ー

3 筑波会議2023 Tsukuba Conference 2023 2023年9月26日
～2023年9月28日 つくば国際会議場 日本語

英語 筑波会議委員会 未定 ー

2 創基151年筑波大学開学50周年記念
第16回つくば３Ｅフォーラム会議 The 16th TSUKUBA 3E Forum 2023年10月1日 大学会館 日本語 つくば3Eフォーラム

事務局 ー https://eeeforum.sec.tsukuba.
ac.jp/

37 UTAC石井コレクション特集展示
「水谷勇夫＆加納光於」

MIZUTANI Isao + KANO Mitsuo: Selected
Works from the Ishii Collection, UTAC

2023年10月4日
～2023年10月27日 大学会館アートスペース 日本語 芸術系 ー

https://www.art.tsukuba.ac.jp/ar
chives/category/art-street/art-
space

28 筑波大学管弦楽団第94回定期演奏会 University of Tsukuba Orchestra 94th
Regular Concert

2023年10月7日
昼公演 ノバホール 日本語 筑波大学管弦楽団

2023年9月7日
~2023年10月7日
※チケット販売期間(予定)

https://www.tsukuba-orch.org/

30 第7回日本産前産後ケア・子育て支援学会学術集会 The 7th Japan Society of Child Bearing
& Rearing Support 2023年10月8日 一橋大学一橋講堂 日本語 日本産前産後ケア・子育

て支援学会 未定 http://kosodate.umin.jp/

17 附属視覚特別支援学校音楽科定期演奏会
Special Needs Education School for the Visually
Impaired, University of Tsukuba
The 43rd Annual Concert / Music course

2022年10月(終了）
2023年10月

附属視覚特別支援学校
近郊の音楽ホール 日本語 附属視覚特別支援学校

音楽科
ー

(関係者のみでの開催)
https://www.nsfb.tsukuba.ac.j
p/music/music_d.html

38 建築の研究と実践 Studying/Making in Architecture 2023年11月14日
～2023年12月21日 大学会館アートスペース 日本語 芸術系 ー

https://www.art.tsukuba.ac.jp
/archives/category/art-
street/art-space

19 企業法学ホームカミングデイ
Business Law Homecoming Day
-50th ANNIVERSARY OF UNIVERSITY OF
TSUKUBA-

2023年11月23日 東京キャンパス文京校舎
(1F134講義室) 日本語

人文社会ビジネス科学学
術院ビジネス科学研究群
法学学位プログラム

要
（後日詳細公開）

http://www.blaw.gsbs.tsukub
a.ac.jp/

39 尾川明穂書作展2024 OGAWA Akiho: Works of Sho-calligraphy
2024

2024年1月9日
～2024年2月29日 大学会館アートスペース 日本語 芸術系 ー

https://www.art.tsukuba.ac.jp/ar
chives/category/art-street/art-
space

43 令和5年度筑波大学芸術専門学群卒業制作展 University of Tsukuba School of Art and
Design Degree Show 2024

2024年2月6日
～2024年2月18日 茨城県つくば美術館 日本語 芸術専門学群 ー https://www.geijutsu.tsukuba

.ac.jp/sotsuten/

45
令和5年度 筑波大学大学院人間総合科学学術院人間総合科学研究群芸術学
学位プログラム (博士前期課程)  修了制作展
筑波大学大学院人間総合科学研究科博士前期課程芸術専攻修了制作展

University of Tsukuba Master‘s Program in
Art Degree Show 2024

2024年2月20日
～2024年3月3日 茨城県つくば美術館 日本語

大学院人間総合科学学術院
人間総合科学研究群芸術学
学位プログラム

ー https://www.geijutsu.tsukuba
.ac.jp/sotsuten/

※近日中に詳細掲載予定

※近日中に特設サイト開設予定

＊2023年4月27日
～2023年10月24日
↓事前参加申し込みリンク

https://www.c-linkage.co.jp/jssr45-30jsc/registration.html
https://www.c-linkage.co.jp/jssr45-30jsc/registration.html
https://www.c-linkage.co.jp/jssr45-30jsc/registration.html
https://www.c-linkage.co.jp/jssr45-30jsc/registration.html
https://www.c-linkage.co.jp/jssr45-30jsc/registration.html
https://www.c-linkage.co.jp/jssr45-30jsc/
https://www.c-linkage.co.jp/jssr45-30jsc/
https://eeeforum.sec.tsukuba.ac.jp/
https://eeeforum.sec.tsukuba.ac.jp/
https://www.tsukuba-orch.org/
http://kosodate.umin.jp/
https://www.nsfb.tsukuba.ac.jp/music/music_d.html
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https://www.art.tsukuba.ac.jp/archives/category/art-street/art-space
https://www.geijutsu.tsukuba.ac.jp/sotsuten/
https://www.geijutsu.tsukuba.ac.jp/sotsuten/
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40 日髙衣紅—キリシタン版をモチーフに— HIDAKA Iku: Silkscreens Inspired by the
Jesuit Mission Press in Early Modern Japan

2024年3月5日
～2024年3月28日 大学会館アートスペース 日本語 芸術系 ー

https://www.art.tsukuba.ac.jp/ar
chives/category/art-street/art-
space

56 日本オペレーションズ・リサーチ学会2024年春季シンポジウム・研究
発表会

Operations Research Society of Japan 2024
Spring Symposium and Research Conference

2024年3月6日
～2024年3月8日 筑波キャンパス春日地区 日本語 システム情報系 ー

https://orsj.org/symposium
 
https://orsj.org/conference

※近日中に特設サイト開設予定

https://www.art.tsukuba.ac.jp/archives/category/art-street/art-space
https://www.art.tsukuba.ac.jp/archives/category/art-street/art-space
https://www.art.tsukuba.ac.jp/archives/category/art-street/art-space
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24 第12回サマーリサーチプログラム2022 12th Summer Research Program 2022
１.2022年7月8日

　～2022年7月15日
2.2022年10月10日

　～2022年10月28日

オンライン(7月)、
筑波キャンパス(10月) 英語

人間総合科学学術院人間総
合科学研究群フロンティア医
科学学位プログラム

2022年6月10日
～2022年6月25日

https://www.tsukubamed.org/
srp2022

21
筑波大学附属図書館　図書館情報学図書館　企画展示
わたしの大切な書物　～蔵書票の視点から歴史に触れる～
※Web展示は引き続き公開中

My Favorite Books: History from the
viewpoint of the Ex-Libris

2022年7月11日
～2022年11月25日

情報メディアユニオン、
図書館情報学図書館

メディアミュージアム
日本語 図書館情報メディア系 ー

https://www.tulips.tsukuba.ac
.jp/pub/mediamuseum/2022z
oushohyo/

20 大学研究センター主催　大学マネジメントセミナー
「新しい資本主義に向けた改革と大学について」 ー 2022年7月14日 東京キャンパス文京校舎

(1F134講義室) 日本語 大学研究センター ー https://www.rcus.tsukuba.
ac.jp/

27 第14回日中韓国際大学院生アカデミックフォーラム The 14th Japan-China-Korea International
Postgraduate Academic Forum

2022年9月27日
～2022年9月28日 オンライン 英語 理工情報生命学術院

生命地球科学研究群
2022年4月5日

～2022年5月31日
https://www.life.tsukuba.ac.jp
/event_post/20220412_01/

4 ウズベキスタン文化ウィーク Uzbekistan Culture Week 2022年9月28日
~2022年9月30日

Bixiつくば
ノバホール(小ホール) 日本語 国際室 2022年9月1日

～2022年9月25日
https://www.bgi.sec.tsukuba.
ac.jp/uzbekistan-week/

5 第4回日本ウズベキスタン学長会議 ー 2022年9月28日 つくば国際会議場 英語 国際室 ー
(関係者のみでの開催) ー

6 日本・ウズベキスタン学生学術フォーラム2022 Japan - Uzbekistan Student Academic Forum
2022 2022年9月29日 つくば国際会議場 日本語 国際室 ー

(関係者のみでの開催)
https://tgsw.tsukuba.ac.jp/ses
sions/512

22 筑波大学計算科学研究センター
創立30周年記念シンポジウム

The 30th Anniversary Symposium of Center for
Computational Science at University of Tsukuba

2022年10月13日
～2022年10月14日

つくば国際会議場
オンライン

　(ハイブリッド開催)
英語 計算科学研究センター 2022年8月30日

～2022年9月20日
https://www.ccs.tsukuba.ac.jp
/sympo20221013en/

12
令和4年度筑波大学附属図書館特別展
　「孔子をまつる」ー歴聖大儒像の世界ー
※Web展示は引き続き公開中

Worship Confucius: The Images of the Great
Confucian Masters and Sages

2022年11月1日
～2022年11月18日

附属中央図書館
貴重書展示室 日本語 附属図書館

芸術系
2022年10月29日

～2022年11月15日
https://www.tulips.tsukuba.ac
.jp/exhibition/2022/

18 これまでの20年、そして、これからのスポーツウエルネス学学位プログラム
－DESIGN THE FUTURE－

The past 20 years and the future of the Master's
and Doctor's program in Sport and Wellness
Promotion

2022年11月19日 茗渓会館 日本語 スポーツウエルネス学
学位プログラム

ー
(関係者のみでの開催)

https://www.shp.taiiku.otsuka.ts
ukuba.ac.jp/2022年リカレントプログラ
ム・20周年記念祝賀会を開/

50
地域活性化シンポジウム
「若い世代による土浦まちづくり提案
～都市計画マスタープラン演習最終発表会～」

Regional vitalization Symposium "Tsuchiura Urban
planning proposal from young generation -Final
presentations on Seminar in Urban Masterplan-"

2023年2月10日 茨城県南生涯学習センター 日本語 筑波大学・土浦市 ー ー

42 令和4年度筑波大学芸術専門学群卒業制作展 University of Tsukuba School of Art and
Design Degree Show 2023

2023年２月7日
～2023年２月19日 茨城県つくば美術館 日本語 芸術専門学群 ー https://www.geijutsu.tsukuba

.ac.jp/sotsuten/

（日）
https://wpi-
iiis.tsukuba.ac.jp/japanese/event
/3127/
（英）
https://wpi-
iiis.tsukuba.ac.jp/event/1954/

32 第11回IIIS国際シンポジウム
～本能行動の謎を解読する～

The 11th Annual WPI-IIIS Symposium
~Deciphering the mysteries of
instinctive behaviors~

2023年2月22日 国際統合睡眠医科学
研究機構(IIIS)

2023年1月10日
～ 2023年2月10日

※募集終了
英語国際統合睡眠医科学

研究機構(IIIS)
講堂

※近日中に特設サイト開設予定

https://www.tsukubamed.org/srp2022
https://www.tsukubamed.org/srp2022
https://www.tulips.tsukuba.ac.jp/pub/mediamuseum/2022zoushohyo/
https://www.tulips.tsukuba.ac.jp/pub/mediamuseum/2022zoushohyo/
https://www.tulips.tsukuba.ac.jp/pub/mediamuseum/2022zoushohyo/
https://www.rcus.tsukuba.ac.jp/
https://www.rcus.tsukuba.ac.jp/
https://www.life.tsukuba.ac.jp/event_post/20220412_01/
https://www.life.tsukuba.ac.jp/event_post/20220412_01/
https://www.bgi.sec.tsukuba.ac.jp/uzbekistan-week/
https://www.bgi.sec.tsukuba.ac.jp/uzbekistan-week/
https://tgsw.tsukuba.ac.jp/sessions/512
https://tgsw.tsukuba.ac.jp/sessions/512
https://www.ccs.tsukuba.ac.jp/sympo20221013en/
https://www.ccs.tsukuba.ac.jp/sympo20221013en/
https://www.tulips.tsukuba.ac.jp/exhibition/2022/
https://www.tulips.tsukuba.ac.jp/exhibition/2022/
https://www.shp.taiiku.otsuka.tsukuba.ac.jp/2022%E5%B9%B4%E3%83%AA%E3%82%AB%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0%E3%83%BB20%E5%91%A8%E5%B9%B4%E8%A8%98%E5%BF%B5%E7%A5%9D%E8%B3%80%E4%BC%9A%E3%82%92%E9%96%8B/
https://www.shp.taiiku.otsuka.tsukuba.ac.jp/2022%E5%B9%B4%E3%83%AA%E3%82%AB%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0%E3%83%BB20%E5%91%A8%E5%B9%B4%E8%A8%98%E5%BF%B5%E7%A5%9D%E8%B3%80%E4%BC%9A%E3%82%92%E9%96%8B/
https://www.shp.taiiku.otsuka.tsukuba.ac.jp/2022%E5%B9%B4%E3%83%AA%E3%82%AB%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0%E3%83%BB20%E5%91%A8%E5%B9%B4%E8%A8%98%E5%BF%B5%E7%A5%9D%E8%B3%80%E4%BC%9A%E3%82%92%E9%96%8B/
https://www.geijutsu.tsukuba.ac.jp/sotsuten/
https://www.geijutsu.tsukuba.ac.jp/sotsuten/
https://wpi-iiis.tsukuba.ac.jp/japanese/event/3127/
https://wpi-iiis.tsukuba.ac.jp/japanese/event/3127/
https://wpi-iiis.tsukuba.ac.jp/japanese/event/3127/
https://wpi-iiis.tsukuba.ac.jp/japanese/event/3127/
https://wpi-iiis.tsukuba.ac.jp/event/1954/
https://wpi-iiis.tsukuba.ac.jp/event/1954/
https://wpi-iiis.tsukuba.ac.jp/event/1954/
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https://link.seameo.or
g/11SEAMEO-

UT_RegisParticipants

https://www.seameo.org/Mai
n_programme/396

https://link.seameo.org/1
1SEAMEO-UT/Live

https://www.criced.tsukuba.ac.jp
/math/seameo/2023/

18 第45回ペスタロッチ祭 Pestalozzi Festival 2023年3月3日
筑波キャンパス（2H棟）

オンライン
（ハイブリット開催）

日本語 人間系
～2023年3月2日

（18:00〆切)
(申し込みは右のURLより）

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ
LSdpCdjgaoxJYRegD3LnSvxCLb8zk8SoJzz0f
jYeg3wp7x3T4A/viewform

44
令和4年度 筑波大学大学院人間総合科学学術院人間総合科学研究群
芸術学学位プログラム (博士前期課程)  修了制作展
筑波大学大学院人間総合科学研究科博士前期課程芸術専攻修了制作展

University of Tsukuba Master‘s Program
in Art Degree Show 2023

2023年2月21日
～2023年3月5日 茨城県つくば美術館 日本語

大学院人間総合科学学
術院人間総合科学研究
群芸術学学位プログラム

ー https://www.geijutsu.tsukuba
.ac.jp/sotsuten/

（日）
https://tsukubadigitalbio.jp/info/
959/
（英）
https://tsukubadigitalbio.jp/en/in
fo/719/

51 コロイド凝集と界面動電現象の解析に基づく
生物資源工学の展開に関する学際シンポジウム

Interdisciplinary Symposium on the development of
bioresource engineering based on the analysis of
colloid aggregation and electrokinetic phenomena
(ISBEC2023)

2023年3月9日
～2023年3月10日

理科系修士棟
B107 C201 英語 生物資源コロイド工学

リサーチユニット

2023年2月9日
～2023年3月9日
※申し込み受付中

https://www.eng.bres.tsukub
a.ac.jp/isbec2023/

2023年2月20日～
※事前登録制

https://forms.gle/EL
J8EG7RLtPQ6No58

2023年2月20日
～2023年3月12日
※要参加登録

https://us06web.zo
om.us/webinar/regi
ster/WN_UFbqFWnG

T8usgtqMXlc6sg

53 第1サッカー場人工芝改修記念イベント Soccer Field Renovation
Commemorative Event 2023年3月16日 筑波大学第1サッカー場 日本語 体育センター長 ー ー

1 筑波大学ホームゲーム
「TSUKUBA LIVE!」

Univ. of Tsukuba Homegame
「TSUKUBA LIVE!」 2023年3月22日 つくばカピオ 日本語

英語
アスレチックデパートメント https://tsukubalive.

studio.site/

https://tsukubalive.studio.site
/

All Events:
https://isbs-
network.jp/?cat=13

Details:
ICBS 2023 [March 24-28, 2023] –
International Society of Bioprocesses and
Sustainability (isbs-network.jp)

https://www.wellnessinnovati
oncenter.org/post/健幸イノベー
ション開発研究センター-第3回シンポ
ジウム

https://www.osi.tsukuba.ac.jp
/sdgs/eventinfo_jp/eventinfo_j
p-2504

52 筑波大学DESIGN THE FUTURE機構設立記念シンポジウム
「カーボンニュートラル社会の実現に向けた筑波大学の挑戦」

Symposium for Establishment of Organization for
DESIGN THE FUTURE
- The University of Tsukuba Challenges to
Realize a Carbon-Neutral Society

2023年3月13日 オンライン 日本語 DESIGN THE
FUTURE機構

49 健幸イノベーション開発研究センター
第3回　シンポジウム

The 3rd Symposium of R&D Center for
Wellness Innovation 2023年3月10日 オンライン

健幸イノベーション開発
研究センター
センター長

日本語

46 つくばデジタルバイオ国際拠点 公開シンポジウム 2023
-つくば発信のハピネスライフ　ウェルビーイング社会をめざして-

Tsukuba Digital-Bio International Center
Public symposium 2023 2023年3月5日

つくば国際会議場
中ホール200

オンライン（Zoom)
（ハイブリット開催）

日本語
JST COI-NEXT　つくば
デジタルバイオ国際拠点
（代表機関：筑波大学）

2023年2月1日
～2023年2月28日

英語

2022年9月19日
～2022年11月18日29

SEAMEO

英語 国際バイオプロセス・サ
ステナビリティ学会

第11回筑波大学・東南アジア教育大臣機構SEAMEO
シンポジウム11

筑波キャンパス
オンライン

（ハイブリット開催）

2023年2月20日
～2023年2月22日

11th SEAMEO - University of Tsukuba
Symposium

バイオプロセス・サステナビリティ国際大会 The International Conference on
Bioprocess and Sustainability (ICBS)

2023年3月25日
～2023年3月26日

総合研究棟A棟
※状況により

対面及びオンラインの
ハイブリッド開催予定

事前参加申し込みリンク

Youtube LIVEセッション
参加ご希望の方はこちら

※下記のページを参照

SEAMEO

CRICED

(下記のURLより）

(下記のURLより）

https://link.seameo.org/11SEAMEO-UT_RegisParticipants
https://link.seameo.org/11SEAMEO-UT_RegisParticipants
https://link.seameo.org/11SEAMEO-UT_RegisParticipants
https://link.seameo.org/11SEAMEO-UT_RegisParticipants
https://www.seameo.org/Main_programme/396
https://www.seameo.org/Main_programme/396
https://www.seameo.org/Main_programme/396
https://link.seameo.org/11SEAMEO-UT/Live
https://link.seameo.org/11SEAMEO-UT/Live
https://link.seameo.org/11SEAMEO-UT/Live
https://link.seameo.org/11SEAMEO-UT/Live
https://www.criced.tsukuba.ac.jp/math/seameo/2023/
https://www.criced.tsukuba.ac.jp/math/seameo/2023/
https://www.criced.tsukuba.ac.jp/math/seameo/2023/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpCdjgaoxJYRegD3LnSvxCLb8zk8SoJzz0fjYeg3wp7x3T4A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpCdjgaoxJYRegD3LnSvxCLb8zk8SoJzz0fjYeg3wp7x3T4A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpCdjgaoxJYRegD3LnSvxCLb8zk8SoJzz0fjYeg3wp7x3T4A/viewform
https://www.geijutsu.tsukuba.ac.jp/sotsuten/
https://www.geijutsu.tsukuba.ac.jp/sotsuten/
https://tsukubadigitalbio.jp/info/959/
https://tsukubadigitalbio.jp/info/959/
https://tsukubadigitalbio.jp/info/959/
https://tsukubadigitalbio.jp/en/info/719/
https://tsukubadigitalbio.jp/en/info/719/
https://tsukubadigitalbio.jp/en/info/719/
https://www.eng.bres.tsukuba.ac.jp/isbec2023/
https://www.eng.bres.tsukuba.ac.jp/isbec2023/
https://forms.gle/ELJ8EG7RLtPQ6No58
https://forms.gle/ELJ8EG7RLtPQ6No58
https://www.wellnessinnovationcenter.org/post/%E5%81%A5%E5%B9%B8%E3%82%A4%E3%83%8E%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E9%96%8B%E7%99%BA%E7%A0%94%E7%A9%B6%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC-%E7%AC%AC3%E5%9B%9E%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%82%B8%E3%82%A6%E3%83%A0
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_UFbqFWnGT8usgtqMXlc6sg
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_UFbqFWnGT8usgtqMXlc6sg
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_UFbqFWnGT8usgtqMXlc6sg
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_UFbqFWnGT8usgtqMXlc6sg
https://www.osi.tsukuba.ac.jp/sdgs/eventinfo_jp/eventinfo_jp-2504
https://tsukubalive.studio.site/
https://tsukubalive.studio.site/
https://tsukubalive.studio.site/
https://tsukubalive.studio.site/
https://tsukubalive.studio.site/
https://isbs-network.jp/?cat=13
https://isbs-network.jp/?cat=13
https://isbs-network.jp/?cat=13
https://isbs-network.jp/?p=1799
https://isbs-network.jp/?p=1799
https://isbs-network.jp/?p=1799
https://isbs-network.jp/?p=1799
https://www.wellnessinnovationcenter.org/post/%E5%81%A5%E5%B9%B8%E3%82%A4%E3%83%8E%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E9%96%8B%E7%99%BA%E7%A0%94%E7%A9%B6%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC-%E7%AC%AC3%E5%9B%9E%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%82%B8%E3%82%A6%E3%83%A0
https://www.wellnessinnovationcenter.org/post/%E5%81%A5%E5%B9%B8%E3%82%A4%E3%83%8E%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E9%96%8B%E7%99%BA%E7%A0%94%E7%A9%B6%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC-%E7%AC%AC3%E5%9B%9E%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%82%B8%E3%82%A6%E3%83%A0
https://www.wellnessinnovationcenter.org/post/%E5%81%A5%E5%B9%B8%E3%82%A4%E3%83%8E%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E9%96%8B%E7%99%BA%E7%A0%94%E7%A9%B6%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC-%E7%AC%AC3%E5%9B%9E%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%82%B8%E3%82%A6%E3%83%A0
https://www.wellnessinnovationcenter.org/post/%E5%81%A5%E5%B9%B8%E3%82%A4%E3%83%8E%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E9%96%8B%E7%99%BA%E7%A0%94%E7%A9%B6%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC-%E7%AC%AC3%E5%9B%9E%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%82%B8%E3%82%A6%E3%83%A0
https://www.osi.tsukuba.ac.jp/sdgs/eventinfo_jp/eventinfo_jp-2504
https://www.osi.tsukuba.ac.jp/sdgs/eventinfo_jp/eventinfo_jp-2504
https://www.osi.tsukuba.ac.jp/sdgs/eventinfo_jp/eventinfo_jp-2504


○冠事業（終了済み）一覧 　(3/3)

整理
番号 事業名 title 開催日 会場 使用言語 実施組織 事前申込み URL

55 第16回APEC筑波大学国際会議 APEC-Tsukuba International Conference
XVI 2023年4月14日 オンライン オンライン

筑波大学教育開発
国際協力研究セン
ター

ー https://www.criced.tsukub
a.ac.jp/math/apec/2023/

54 科学技術週間 キッズ・ユニバーシティ SCIENCE & TECHNOLOGY WEEK Kids’
University 2023年4月22日

総合研究棟A、B
及び

筑波キャンパス構内
各教室・講義室・屋外等

日本語 総務部総務課
（地域連携）

「特別授業」及び「筑波
大学地底探検ツアー」

は要事前申込
(先着順）

2023年3月14日～
2023年4月14日

https://scpj.tsukuba.ac.jp/

https://www.criced.tsukuba.ac.jp/math/apec/2023/
https://www.criced.tsukuba.ac.jp/math/apec/2023/
https://scpj.tsukuba.ac.jp/
https://scpj.tsukuba.ac.jp/
https://scpj.tsukuba.ac.jp/
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