ICC Online Talk Session

グローバル社会での

7.6 Tues.

と 18:15~19:45

〜外交官としての歩みと挑戦〜
Language skills and
intercultural communication in a global society
Progress and challenges as a diplomat

z

今回のICCのトーク・セッションでは、外交官として39年間、
オーストラリア、イラン、スイスなど様々な国で活躍され、
現在は教育機関で教鞭をとられている二階堂幸弘氏をお招
きし、海外駐在中のご経験を基に、異文化コミュニケーション
にまつわる具体的なエピソードや、世界を舞台に働く上での
語学との向き合い方などについてお話しいただきます。
語学力・異文化理解力を身に付けたい方はもちろん、将来
グローバルに活躍したい方、外交官の仕事に興味がある方
にとっても、有意義な時間になるはずです。
奮ってご参加ください！
ゲスト・プロフィール：二階堂幸弘 氏 Yukihiro Nikaido
慶応大学法学部卒。カリフォルニア大学バークレー校政治学修士取得。
外務省（オーストラリア、ブルガリア、イラン、アメリカ、クウェート、スイス）勤務後、
コロンビア大学東アジア研究所プロフェッショナルフェロー、日本国際問題研究所
研究調整部長、世界平和研究所（現中曽根平和研究所）主任研究員、関西学院
大学客員教授を経て、現在、学習院女子大学、東京未来大学、東京成徳大学、
東京声優国際アカデミー講師、NPO法人美Japon理事を務める。

BA (Law), Keio University; MA (Political Science),
University of California, Berkeley
After working as a diplomat in Australia, Bulgaria, Iran,
United States, Kuwait and Switzerland, served as a
Professional Fellow at Columbia University's East Asia
Institute, Director of Research Coordination at the Japan
Institute of International Affairs, Senior Research Fellow
at the Institute for International Policy Studies (now the
Nakasone Peace Institute), and visiting professor at
Kwansei Gakuin University; currently serving as instructor
at Gakushuin Women‘s College, Tokyo Future University,
Tokyo Seitoku University, Tokyo Seiyu Academy,
and director at the nonprofit corporation Be Japon.

ICC has invited Mr. Yukihiro Nikaido, a former diplomat who
now teaches at multiple educational institutions, for a talk session.
He will share real episodes around intercultural communication,
approaches to language study for working on the world stage and
other lessons from his 39 years of diplomat experience in
countries such as Australia, Iran and Switzerland.
This will surely be a meaningful event for people who want to
gain skills in language and cultural understanding, to perform on
the global stage, or have interest in the work of a diplomat.
All are welcome!
2021年7月6日 （火）18:15-19:45
（18:00からZoom入室可能）
会場：
オンライン開催（Zoom使用予定）
対象：
早大生・教職員
言語：
司会は日英、講演は日本語、質疑応答は英語も可。
参加費： 無料
事前登録： 必要。MyWaseda またはQRコードより。
登録締切： 6月30日（水）9:00am
日時：

Date & Time: July 6th (Tue.), 2021, 6:15-7:45pm
(Zoom will open at 6:00pm)
Venue:
Online (Zoom meeting)
Eligibility:
Waseda students, faculty and staff
Language:
MC (JP& EN), Presentation (JP),
Q&A session (JP& EN)
Fee:
Free
Registration: Required via MyWaseda
or use the QR code.
Deadline:
June 30th (Wed.), 9:00am

お問い合わせ/Inquiries：ICC(異文化交流センター） TEL 03-5286-3990

Sign Up!
登録はこちらから!

Email: icc-events@list.waseda.jp

