大 学 院 博 士 課 程 教 育 リーディング・プログラム
Adv an c ed Do cto r al P rog r am in G l ob al R e s our c e M ana ge m ent
グローバル・リソース・マネジメント

G R M 成果報告会
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［発表者］ AHMAD Marwa
（グローバル・スタディーズ研究科 グローバル・スタディーズ専攻）
(Global Studies, Graduate School of Global Studies)

［日 時］

２０２１年 7 月 7 日（水） July 7 (Wed), 2021
１３：００～１３：４５

［言 語］

英語 English

［場 所］

WEB 会議ツール「ZOOM」
申込方法：事前申込制（こちら：QR コードからもアクセス可）
申込締切：7 月 2 日（金）１７：００
ミーティング ID とパスコードを返信します。
※同志社大学より付与されたメールアドレスのみ申込を受け付けます。

Online Participation by ZOOM
Application required in advance
(Click here or access by the QR code)
Application Deadline: 17:00, Friday, July 2
The Meeting ID and passcode for the participation will be informed later.
※E-mail account provided by Doshisha University is required.

学部生・大学院生・本学教職員対象
All students, all faculty and staff at Doshisha University are welcome.

-------------------------------------------------問合せ：GRM 事務局（高等研究教育院事務室）
Contact: GRM Office (Institute for Advanced Research and Education)
TEL: 075-251-3259
E-mail: ji-grmld@mail.doshisha.ac.jp
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［発表者］ HOSNIEH Elham
（グローバル・スタディーズ研究科 グローバル・スタディーズ専攻）
(Global Studies, Graduate School of Global Studies)

［日 時］ ２０２１年 ７月１４日（水） July 14 (Wed), 2021
１３：００～１３：４５
［言 語］ 英語 English
［会 場］

今出川校地（烏丸キャンパス）
志高館 GRM コモンルーム〔２階〕
IMADEGAWA: Shikokan GRM Common Room (2F)

京田辺校地
訪知館 GRM コモンルーム〔１階〕
KYOTANABE: Hochikan GRM Common Room (1F)
※テレビ会議システムで両校地を接続（発表者は今出川校地から発表します。）
The presentation will be distributed to each campus via TV conference system.
(The speaker will give the presentation in Imadegawa campus.)

学生はオンライン参加のみ（教員のオンライン参加も可）
申込方法：事前申込制（こちら：QR コードからもアクセス可）
申込締切：７月 9 日（金） 17：00
会議室の ID とパスワードを返信します。
※同志社大学より付与されたメールアドレスのみ申込を受け付けます。

Online Participation by ZOOM
Registered students may participate by ZOOM.
Faculties will participate either at the GRM Common Room or by ZOOM.
Application required in advance (Click here or access by the QR code)

Application Deadline: 17:00, Friday, July 9
The ID No. and password for the participation will be informed later.
※E-mail account provided by Doshisha University is required.

-------------------------------------------------問合せ：GRM 事務局（高等研究教育院事務室）

TEL:075-251-3259 E-mail:ji-grmld@mail.doshisha.ac.jp
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［発表者］ 張 文煜 （ZHANG WENYU）
（理工学研究科 応用化学専攻）
(Graduate School of Science & Engineering, Applied Chemistry)

［日 時］ ２０２１年 7 月 14 日（水） July 14 (Wed), 2021
１３：４５～１４：３０
［言 語］ 英語 English
［会 場］ 今出川校地（烏丸キャンパス）
志高館 GRM コモンルーム〔２階〕
IMADEGAWA: Shikokan GRM Common Room (2F)

京田辺校地
訪知館 GRM コモンルーム〔１階〕
KYOTANABE: Hochikan GRM Common Room (1F)
※テレビ会議システムで両校地を接続（発表者は京田辺校地から発表します。）

The presentation will be distributed to each campus via TV conference system.
(The speaker will give the presentation in Kyotanabe campus.)

学生はオンライン参加のみ（教員のオンライン参加も可）
申込方法：事前申込制（こちら：QR コードからもアクセス可）
申込締切：７月 9 日（金）17：00 まで
会議室の ID とパスワードを返信します。
※同志社大学より付与されたメールアドレスのみ申込を受け付けます。

Online Participation by ZOOM
Registered students may participate by ZOOM.
Faculties will participate at either the GRM Common Room or by ZOOM.
Application required in advance (Click here or access by the QR code)

Application Deadline: July 9 (Fri) 5:00pm
The ID No. and password for the participation will be informed later.
※E-mail account provided by Doshisha University is required.

-------------------------------------------------問合せ：GRM 事務局（高等研究教育院事務室）

TEL:075-251-3259 E-mail:ji-grmld@mail.doshisha.ac.jp

