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東京フォーラム 2022サイドイベント・「Youth Session」のお知らせ 

12月 2日（金）13：00-15：00＠本郷キャンパス  
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東京大学では、12月 1日（木）、2日（金）の二日間にわたり、韓国の学術団体 Chey Institute 

for Advanced Studiesとの共催で「東京フォーラム 2022」を開催いたします。本年は 2年

間のオンライン開催を経てついに安田講堂からのハイブリッド開催となりました。 

 

それに伴い、本学の学生と韓国の学生、合計 10 人が本郷キャンパスで「東京フォーラム

2022」のメインテーマである「哲学と科学の対話：戦争とパンデミックそして気候変動に

直面する世界で」に関する対話を行います。難解なテーマですが、同世代の日韓の学生がこ

のテーマについて何を思うのか聞いて、議論に参加してみませんか？このセッションへの

参加を通して、「哲学と科学の対話」への理解をぜひ一緒に深めていきましょう！ 

 

日時：12月 2日（金）13：00-15：00（12：45開場） 

会場：東京大学本郷キャンパス理学部４号館 3階 1320会議室 

     （https://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_06_04_j.html ） 

参加登録 URL：https://forms.gle/sT2eKkvonNNaEWpL7 

言語：英語 

参加費：無料 

※東京大学に在籍するすべての学生および教職員の方にご参加いただけます。 

※当日は東京大学が発行した身分証明書（学生証・職員証）をお持ちください。 

 

★ぜひ東京フォーラム 2022 にもぜひご参加ください★ 

東京フォーラム 2022公式 HP： 

https://www.tokyoforum.tc.u-tokyo.ac.jp/ja/index.html, 

参加登録 URL（若手セッションの URL とは異なります）： 

https://www.tokyo-forum-form.com/apply/audiences/ja 

公式 SNS： 

(Twitter)https://twitter.com/UTokyo_forum 

(Facebook) https://www.facebook.com/UTokyo.tokyo.forum/ 

本件問い合わせ先： 

東京フォーラム運営事務局（tokyo.forum.adm@gs.mail.u-tokyo.ac.jp） 
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Tokyo Forum 2022 Side Event “Youth Session” 

Dec 2 (Fri) 1:00pm-3:00pm @ Hongo Campus 
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The University of Tokyo is pleased to co-host "Tokyo Forum 2022" with the Chey Institute 

for Advanced Studies, a Korean academic organization, on Thursday, December 1 and 

Friday, December 2. After two years of being held online, “Tokyo Forum 2022” will finally 

be held in a hybrid format from the Yasuda Auditorium. 

As a side event of this forum, a total of 10 students from UTokyo and Korean universities 

will engage in a dialogue on the main theme of Tokyo Forum 2022, "Dialogue between 

Philosophy and Science: In a World Facing War, Pandemic, and Climate Change.” 

It is an intellectually stimulating topic, so why don't you come and hear what students 

from Japan and Korea think about this topic? Let's deepen our understanding of the 

"Dialogue of Philosophy and Science" together by participating in this session! 

 

Date: Dec 2 (Fri) 1:00pm-3:00pm (12:45 doors open) 

Venue: Faculty of Science, Bldg. 4 Room1320 (Hongo Campus) 

   （https://www.s.u-tokyo.ac.jp/en/map/map05.html ） 

Registration Form: https://forms.gle/sT2eKkvonNNaEWpL7 

Language: English 

Fee: Free of charge 

*Open to all students, faculty and staff enrolled at the University of Tokyo. 

*Please bring your ID card issued by UTokyo(student ID or staff ID) on the day of “Youth 

Session.” 

 

★Please Join Tokyo Forum 2022★ 

Tokyo Forum’s Official Website: 

https://www.tokyoforum.tc.u-tokyo.ac.jp/en/index.html 

Registration URL (different from Youth Session’s one): 

https://www.tokyo-forum-form.com/apply/audiences/en 

Official SNS: 

(Twitter)https://twitter.com/UTokyo_forum 

(Facebook) https://www.facebook.com/UTokyo.tokyo.forum/ 

Contact: 

Tokyo Forum Secretariat (tokyo.forum.adm@gs.mail.u-tokyo.ac.jp) 
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