共に考える。未 来のかたち

Shaping a Shared Future Together
東京大学に新しく設立された「東京カレッジ」。
世界の第一線で活躍する研究者や知識人を招き、市民の皆さんと一緒に未来社会の様々な側面について考える場を作ります。

Tokyo College aims to generate new knowledge to contribute to the creation of an inclusive society
and spark deeper public engagement with the University.

東 京カレッジ講演会

Tokyo College Event

参 加 無 料（ 要 事 前 登 録 ）
Free entry: Pre-registration required

小さな国の大きな力
国 際 関 係におけるアイスランドの役 割
The Might of the Weak: The Role of Small States in International Relations and the Case of Iceland

2019 . 10 . 24（木）
東京大学・福武ラーニングシアター（本郷キャンパス 情報学環・福武ホール地下 2 階）
14 : 30 開場

15 : 00 開演

16 : 30 閉会

Thursday, October 24, 2019
Fukutake Learning Theater, The University of Tokyo（B2F., Fukutake Hall, Hongo Campus ）

2:30 pm Doors Open, 3:00 pm Start, 4:30 pm Finish

講師：グドゥニ・トルラシウス・ヨハネソン（アイスランド共和国大統領）
Speaker: Guðni Thorlacius Jóhannesson, President of the Republic of Iceland
アイスランド大統領府
公式ホームページより

東京カレッジ講演会

Tokyo College Event

参 加 無 料（ 要 事 前 登 録 ）
Free entry: Pre-registration required

小さな国の大きな力：国 際 関 係におけるアイスランドの役 割
講師：グドゥニ・トルラシウス・ヨハネソン（アイスランド共和国大統領）
The Might of the Weak: The Role of Small States in International Relations and the Case of Iceland
Speaker: Guðni Thorlacius Jóhannesson, President of the Republic of Iceland

来日されるアイスランドのヨハネソン大統領をお迎えして、ご講演いただきます。アイスランド近現代史がご専門の歴史学者でもある
現職大統領が説く小国論は、世界を考える上での新たな視角を私たちに与えてくれるでしょう。
President Jóhannesson of Iceland will give a lecture at the University of Tokyo on the occasion of his formal visit to Japan. As
a historian specializing in the modern history of Iceland, we believe that a talk on the role of small countries by an incumbent
president will provide us with a new perspective on how we think about the world.

プロモートアイスランドより

2019 . 10 . 24（木）
東京大学・福武ラーニングシアター（本郷キャンパス 情報学環・福武ホール地下 2 階）
Thursday, October 24, 2019 / Fukutake Learning Theater, The University of Tokyo（B2F, Fukutake Hall, Hongo Campus ）

15 : 00 講演「小さな国の大きな力：国際関係におけるアイスランドの役割」
グドゥニ・トルラシウス・ヨハネソン

Lecture, The Might of the Weak: The Role of Small States in International Relations and the Case of Iceland
Guðni Thorlacius Jóhannesson

16 : 00 質疑応答 / Q&A

グドゥニ・T・ヨハネソン：ウォーリック大 学で歴 史 学と政 治 学を学び、アイスランド大 学 、オックスフォード大 学で歴 史 学を修めた後 、

2003 年にロンドン大学クィーン・メアリー校にて博士号を取得。アイスランド大学で教鞭を執った後、2016 年 6月に史上最年少の 48
歳でアイスランド大統領に選出された。
Guðni Thorlacius Jóhannesson studied history and political science at Warwick University（BA in 1991）, and went on to study history at the University of
Iceland（MA in 1997）, Oxford University（MSt in 1999）, and Queen Mary University of London（PhD in 2003）. He was a professor of history at the University
of Iceland before being elected as the president in June 2016 at the age of 48, which was the youngest in the history of Iceland.

事前参加登録 ▶ https://bit.ly/ 2 kJEUKU

定員：160 名（先着順） 言語：英語（日英同時通訳有）

主催：東京大学 国際高等研究所 東京カレッジ

Pre-registration: https://bit.ly/ 2kJEUKU（160 seats - First come, ﬁrst served ）
Language: English（English-Japanese simultaneous translation available）/ Organizer: Tokyo College, The University of Tokyo
［講演会事務局／ Inquiries ］tcevent@pco-prime.com

参加登録は
こちらから

