
Pre-symposium for the Joint Symposium on Sustainable Development in Asia—Part 2 

Promotion of joint research 

 Kagawa University has held a joint symposium with Chiang Mai University in Thailand every two years, and a 

workshop with National Chiayi University in Taiwan every alternate year. In 2022, the three universities will gather 

in Kagawa to hold the first joint symposium, and in September 2021, the three universities will sign an online 

Partnership Agreement between the presidents of the three universities. Each Faculty will also organize online 

satellite sessions to coincide with this event to develop collaboration between researchers. 

Date： 2nd, September, 2021, Friday, 14:00-16:00（UTC＋9, Japan） 

13:00-15:00（UTC＋8, Taiwan） 

12:00-14:00（UTC＋7, Thailand） 

10:30-12:30（UTC＋5.30, India） 

This meeting will be held online this year 

１．Purpose of this Meeting ：To hold a pre-symposium to enhance the value of the symposium as 

a symbol of international exchange based on the Academic Exchange Agreement, with the main 

purpose of developing joint research among researchers and student exchange. The pre-

symposium will be held as an exchange event for researchers who plan to participate in the first 

symposium in 2022. 

2, Main theme of the symposium: Sustainable Development Goals 

Presentation, 15 minutes per person. 

Researcher exchange meeting 

Please fill out the application form by 5:00 p.m. on Wednesday, July 21, 2021, and submit 

the outline of your presentation after the meeting. 

Please submit a form and inquiries to the following e-mail address： 

takagi.yumiko@kagawa-u.ac.jp, 

Professor, Faculty of Education, Kagawa University, in charge of joint symposium 
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共同研究の推進 

 香川大学は、２年毎にタイのチェンマイ大学と合同シンポジウムを開催してきました。また台湾
国立嘉義大学とは、毎年交互にワークショップを開催しています。２０２２年には３大学が香川に
集い第一回合同シンポジウムを開催する予定であり、２０２１年９月には、オンラインで 3 大学⾧
間でのパートナーシップ Agreement を締結します。各学部でも、本行事に合わせて研究者間の共同
研究の発展のためにオンライン・サテライト・セッションを開催します。教育学部ではで以下のよ
うに実施する予定ですので、奮ってご参加下さい。 

・日時：令和３年９月 2 日（木）１４：００～１６：００（日本時間）

１３：００～１５：００（台湾時間） 

１２：００～１４：００（タイ時間） 

１０：３０～１２：３０（インド時間）教育学部主管協定校 

・場所：香川大学教育学部第 3 会議室（Zoom 開催）

 

 １．開催趣旨 

1. 学術交流協定に基づく国際交流において研究者間の共同研究の発展及び学生交流を主目的

とし、交流の象徴としてのシンポジウムをより価値あるものにするためにプレシンポジウムを

開催する。

2. 2022 年度の第一回シンポジウムに参加を予定する研究者の交流会的位置づけとして、プレ

ジンポジウムを開催する。

２．主催：香川大学教育学部国際交流委員会 

３．内容:シンポジウム共通テーマ：持続可能な開発目標 

主催者挨拶、趣旨説明、研究発表(発表＋質疑応答１５分参加人数によって変更)、 

 研究者交流会 

４．参加方法 

オンライン開催。参加者名簿の作成にご協力ください。

5．申込みについて 

Oral Sessions（口頭発表・英語） 

提出様式： Form A 

締切日 ：Form A・・・ 令和３年７月２１日（水）17：00（期限厳守） 

会終了後、発表概要を提出してください。（発表のスライド可。形式は自由 A4 2 枚まで） 

 締切日 ：発表概要・・・令和３年９月２２日（水）17：00（期限厳守） 

6. 申込方法  学務係松井 lgakum3@kagawa-u.ac.jp まで様式をメールで送付願います。 

7. 問い合わせ先

香川大学 櫻井佳樹（sakurai.yoshiki@kagawa-u.ac.jp）国際交流委員会 総括 

高木由美子（takagi.yumiko@kagawa-u.ac.jp）合同シンポジウム 



Application Form for Presenters 
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Please send this form by fax or e-mail by 21st July 2021 

tel: +81-87-832-1461 
E-mail: lgakum3@kagawa-u.ac.jp 

 
Notice; 

The outline must be submitted by 22nd September 2021. 
 

Name 
(Given)                             (Family) 

 

Affiliation  

Position  

Address 

 

 

Phone:  Fax: 

E-mail:  

Presentation 
Title  

Author(s)  

Short 
Abstract 

(up to 200 words) 

 

 

 
  
 

Form A 
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