経営学部生・教職員の皆さまへ

“i-meeting”
～留学生との交流会～

コーディネーター：加藤 志津子教授
運営：CBM 履修者
“i-meeting”とは，経営学部で学ぶ多様な国籍の学生・教職員が交流する行事です。
聞こう！ 話そう！ 楽しもう！
１） 日時、場所
2013 年 11 月 21 日（木）

12： 30 - 14：30

MC & プレゼンター

リバティタワー第 4＆5 会議室 （リバティタワー6 階 ）
２） プログラム
カナダやフランス、中国、日本の学生による
プレゼンテーション
質問タイム
パーティー（軽食）

司会
佐々木結一郎 (経営学部 3 年)
松本卓也（経営学部 3 年）
発表
■James Nakaji & Vinson Chen
(ヴィクトリア大学、カナダ)
■永田翔（経営学部

３） 参加方法（無料）
事前登録： 経営学部事務室 （駿河台，和泉）
登録締切： 2013 年 11 月 14（木）18:00
＊希望者多数の場合，学生は先着 40 名まで。

4 年）
Laetta Prioux（国際日本学部 3 年）

■杉村理樹

（経営学部 3 年）

■李珍ニー

（ノースイースターン大学、米国）

＊登録後，事情があってキャンセルする場合は，必ず連絡すること！
無連絡キャンセルは，他の参加希望者や関係者全員に迷惑をかけることになります。
当日の無断欠席者に対しては，次回以後の i-meeting に参加を許可しない場合があります。
＊教職員も事前登録が必要です。
４） 使用言語
英語または日本語
５） 問い合わせ先
経営学部事務室： 03－3296－4194 （駿河台）
03－5300－1150 （和泉）

SBA students, teachers, and staff

“i-meeting”
Get Together with Students from Foreign countries

The School of Business Administration
Coordinator：Prof. Shizuko KATO
The host：Students of CBM Class

“i-meeting” is an opportunity
for SBA students, teachers, and staff from different countries to communicate with each other.
☆ Let’s Enjoy Listening and Talking !! ☆
1) Time and Place
Thursday, November 21th, 2013, 12：30 – 14：30

MC & Presenters

Conference Room no. 4&5, 6th floor of Liberty Tower
2) Program
Presentation by students from Canada, France,

MC
Yuiichiro Sasaki（3rd-year at SBA）
Takuya Matsumoto（3rd-year at SBA）

China and Japan
Q&A
A party with some refreshments
3) Registration
■Pre-registration is required (free of charge)
■Deadline：Thursday, November 14th, 18:00
■Place：Office for School of Business Administration

Presenters
・James Nakaji & Vinson Chen
（University of Victoria, Canada）
・Sho Nagata & Laetta Prioux
（4th-year at SBA, 3rd-year at SGJS）
・Riki Sugimura（3rd-year at SBA）
・Zhenni Li（North Eastern University, USA）

(SBA Office：Surugadai, Izumi)
* This “i-meeting” is limited to 40 students.
If the enrollment exceeds the fixed number, the first 40 students will be accepted.
* Please let us know if you would like to cancel your participation in the “i-meeting”.
Anyone who is absent from this event without notice may not be allowed to participate in the future “i-meeting”.
* Pre-registration for teachers and staff is also required.
4) Language
English or Japanese
5) Contact Office:
Office for School of Business Administration： 03 – 3296 – 4194 （Surugadai）

03 – 5300 – 1150 (Izumi)

