このたび、京都大学及び S&R 財団共催によるウェブセミナー「京都大学からの提言」の第
３回を下記のとおり開催いたします。多くの皆様のご参加をお待ちしております。
記
テーマ： マインド ジェンダーギャップ：私達は崖を跳び越えて行けるのか？
ジェンダーギャップ、国際社会への積極的な関わり、京都大学をより良くするための方向性
について対談を行います。
日時：
【日本時間】2020 年 12 月 17 日（木） 午前 9 時～
（
【米国東部時間】2020 年 12 月 16 日（水）午後 7 時～）
（
【米国西海岸時間】2020 年 12 月 16 日（水）午後 4 時～）
講演者：京都大学理事・副学長 稲垣 恭子
京都大学 iPS 細胞研究所長／教授 山中 伸弥（2012 年ノーベル医学・生理学賞受
賞者）
（司会：弁護士 齋藤 梓 （西村あさひ法律事務所 ニューヨーク事務所 京都大学卒業生））
使用言語：日本語（※英語への同時通訳あり）
定員：1,000 名（当日ログイン順。1,000 名を超えた場合は S&R 財団 Facebook のライブ配
信をご視聴いただけます。
）
視聴は無料ですが、事前登録が必要です。下記より必要事項を入力のうえ、送信ください
（登録が正しく完了すれば、確認メールが届きます）。
https://us02web.zoom.us/webinar/register/2916057338791/WN_RQYDUK2St2wO6rjR3CWPw
申込み締切：2020 年 12 月 16 日（水）
（日本標準時）
本セミナーは S&R Foundation の Facebook ページでもライブ配信します（日本語のみ）
。
https://www.facebook.com/SandRFoundation
また、英語翻訳のビデオは後日、京都大学の YouTube チャンネルで配信する予定です。
お問い合わせ：kunac_webinar@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

Subject Line: Webinar Invitation Mind the Gender Gap – Can we take the leap forward?
Please join Kyoto University and S&R Foundation on Thursday, December 17 from 9:0010:00AM JST (Wednesday, December 16 from 7:00-8:00PM EST or 4:00-5:00PM PST) for
a discussion on gender inequality, engaging further with the international community,
and creating potential paths to keep Kyoto University moving forward.
Featuring speakers Dr. Kyoko Inagaki, Executive Vice-President of Kyoto University,
Nobel Laureate Professor Shinya Yamanaka, Director of the Center for iPS Cell Research
and Application (CiRA) at Kyoto University and moderator Ms. Azusa Saito, Attorney at
Law at Nishimura & Asahi NY LLP.
This webinar is provided free of charge. The main spoken language for this webinar will
be Japanese; however, simultaneous interpretation will be provided for English and
Japanese.
The first 1000 registrants to sign into the webinar will be admitted.
This webinar will be streamed live in Japanese on S&R Foundation’s Facebook page.
The English language video will be available on Kyoto University’s YouTube channel
following the event.
You can register for this webinar here:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/2916057338791/WN_RQYDUK2St2wO6rjR3CWPw
Registration deadline: Wednesday, December 16, 2020 JST
After registering, you will receive a confirmation e-mail containing information about
the format of the meeting and the simultaneous interpretation feature.
If you have any inquiries, please email to
<kunac_webinar@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp>

