
2023年１月 31日 

 

学生の皆さまへ 

 

総長対話（国際卓越研究大学）の開催について 

 

 このたび、次回総長対話の機会を下記のとおり設定しましたのでご案内します。 

現在、文部科学省が国際卓越研究大学の公募を行っています。本学においては、UTokyo 

Compass の中で新しい大学モデルの構築を掲げており、国際卓越研究大学制度を活用する

ことが新しい大学モデル構築実現に資すると判断し、同制度への申請の検討作業を本格化

させています。 

上記の制度は、本学の今後の在り方に大きく関わるものであることから、構成員の皆さま

との対話を通じ、これらに関する全学的な理解を深めたいと考えております。皆さまにおか

れましては、ぜひ積極的なご参加をお願いします。 

 

記 

 

開催日時：2023年２月 17日（金）10:00～11:30 

テ ー マ：国際卓越研究大学について 

対  象：本学の教職員及び学生 

開催形式：Zoom Webinar 

※英語による同時通訳を予定しております。 

※聴覚障害のある教職員、学生向けに手話通訳を同時配信予定です。 

参加方法： 申込フォームから申し込みをお願いします。ご登録いただいたメールアドレ

ス宛に参加リンクをお送りします。また、申込フォームにおいて、ご意見等を

入力いただくことができます。当日ご参加が難しい方もぜひご意見をお寄せ

ください。 

当日は時間に限りがございますので、事前にお寄せ頂いたご意見等を優先

的に取り上げさせていただく予定ですが、当日の進行状況により、これ以外の

ご意見等も受け付ける予定です。 

申込・意見入力期限：2023年２月 17日（金）９:00まで 

申込フォーム：https://forms.office.com/r/tm1JCsJrwt 

※UTokyo Accountでのログインが必要です。 

※関連資料は、参加申込者に事前送付予定です。 

  

（本件担当） 

総長対話（国際卓越研究大学）事務局 

（本部経営戦略課経営戦略チーム） 

E-mail：fund-dialogue.adm@gs.mail.u-tokyo.ac.jp 

https://forms.office.com/r/tm1JCsJrwt


  31st January 2023 

 

Dear Students, 

 

Dialogue with the President (regarding “国際卓越研究大学 (Universities for 

International Research Excellence)”) 

 

We are pleased to announce that we have set up the following opportunity for the next 

“Dialogue with the President”. 

 

Currently, MEXT (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology) is 

accepting applications for “国際卓越研究大学 (Universities for International Research 

Excellence)”. Since we believe that the “国際卓越研究大学 (Universities for International 

Research Excellence)” program will contribute to the realization of a new university 

model as stated in the UTokyo Compass, we are currently considering applying for this 

program. 

 

Since the system described above has a great bearing on the future of our university, we 

would like to deepen our university-wide understanding of this system through dialogue 

with our members. 

 

◆ Date and time：Friday, February 17, 2023, 10:00-11:30 

◆ Topic : “国 際 卓 越 研 究 大 学 (Universities for International Research 

Excellence)”  

◆ Target : Faculty, staff and students 

◆ Format: Zoom Webinar 

* Simultaneous interpretation in English will be provided. 

* Sign language interpretation will be provided for participants with 

hearing disabilities. 

◆ How to participate :  

Please register using the registration form below. We will send you a link 

of the event to your E-mail address. 

You can also send in your opinions regarding the topic using the 

registration form. (Those who are unable to attend on the day may still 

submit their opinions.) 

◆ Application deadline: 9am Friday, February 17, 2023 



◆ Registration form: https://forms.office.com/r/tm1JCsJrwt 

 

* You will need to log in with your UTokyo Account.  

* Related materials will be sent to applicants prior to the President's 

Dialogue. 

 

 
Contact: Office of “Dialogue with the President (Universities for 

International Research Excellence)” 
 (Management Strategy Group, the University of Tokyo) 
E-mail: fund-dialogue.adm@gs.mail.u-tokyo.ac.jp 

https://forms.office.com/r/tm1JCsJrwt

