
環境マネジメントセミナー A 
Seminar in Environmental Management 

講演・セミナー・学会等参加ポイント申請書 

Application Form for Attendance of Lectures, Seminars and Conferences 
 
 

氏名（Name）                                  Email                                             
 
入学年度(Year of entrance to GSGES)          指導教員（Supervisor）                   
 
1. 学堂・学舎が主催／共催／後援の講演・セミナーへの参加履歴（開催日，名称，参加時間，申請ポイントを明記のこ

と） 
Record of your attendance to special lectures and seminars hosted or supported by GSGES (For each event, specify 
the date, the length of your attendance, and the points you claim.)  

番号 
No. 

日時 
Date 

行事名 
Special lectures, Seminars, etc. 

時間数 
Hours 

ポイント 
Points 

認定欄 
Official use only 

Ｓ１ 25/4/2015 環境マネジメントセミナー 特別講義 1.5 h 3 pt.  

      

      

      

      

      

      

申請ポイント小計 
Subtotal  

 
pt. 

 

 
2. その他の学会等への参加履歴（それぞれについて開催日，名称，参加時間，申請ポイントを明記の上，指導教員署名

欄に署名を得ること） 
Record of your attendance at other lectures, seminars and conferences and request your supervisor’s signature (For 
each event, specify the date, the length of your attendance, and the points you claim.)  

番号 
No. 

日時 
Date 

行事名 
Lectures, Seminar, Conferences, etc. 

時間数 
Hours 

ポイント 
Points 

指導教員印 
Supervisor’s 

Seal 

認定欄 
Official use only 

1 20−22/9/2013 IWA World Water Congress 10 h 
(3 days) 5 pt.   

       

       

       

       

申請ポイント小計 
Subtotal  

 
pt.  

 

 
 
*裏面のポイントのルールを参考に, 内容の妥当性と申請ポイントをご確認ください。 



 Please review the relevance of the student’s activities in section 2. Also, see the guidelines on the backside.  
ポイント認定ルール Requirement of the points  

 

1.  単位認定の必要条件：合計 15 ポイント以上 
    Requirement: minimum 15 points.  
2.  申請書の提出時期: 前期・後期終了時、および 15 ポイント以上を獲得したと考えた時点（提出方法は後日アナウン

スする）。 
    Submission of application form: Submit the form after each semester, and when you think to get 15 points or 

more (The details will be announced later). 
3.  レポートの提出：参加した講義等ごとにレポート（A4 で 1 ページ程度）を作成し、講義等が終了した日から一週間

後の 13:00 までに事務室に提出する。レポートが所定の期限内に提出されない場合、レポートが不十分な場合は当

該ポイントを認めない。なお、締切日が土日祝日になる場合は、その直後の平日を締切日とする。（例えば、土曜日

に講義等が開催された場合は、翌々週（9 日後）の月曜日 13:00 を締切とする。） 
    Submission of reports: Submit the report for each event (seminar / lecture / conference). The submission deadline 

is 13:00, seven days after each event. If the submission is incomplete, the points for the event are not accepted. 
 
ポイント算定基準 Criteria for the points’ calculation  

 

1-a. 特別推奨講演（特別講義（３回／年）および特別講演等、地球環境フォーラム（３回／年））：45 分１ポイント* 
     GSGES special selected lectures and special lectures given by guest lecturers (3 special selected lectures and 

some lectures or seminars / year) and KU Global Environmental Forum held by GSGES (3 forums / year): 1 
point for each 45 min of attendance* 

1-b. 学堂主催行事：45～90 分１ポイント* 
     Other seminars and symposia hosted by GSGES: 1 point for each 45-90 min of attendance* 
1-c. 学堂共催・後援行事：60～120 分１ポイント* 
     Other seminars and symposia co-hosted/supported by GSGES: 1 point for each 60-120 min of attendance* 
 

2.  その他学会、国際会議等出席：90～180 分で１ポイント（1 学会で 6 ポイント以下）** 
     Other activities (conferences etc.): 1 point for each 90-180 min of attendance (Maximum 6 points for one 

conference with the submission of a report)** 
 
*   1-a.〜c.についてはそれぞれの講演等についてポイントの基準を事前に設定しウェブに掲載。 
  ｢はんなり京都・嶋臺塾｣はポイントに有効なセミナーに含まない。 
  Points of 1-a, b, c will be posted on the GSGES website.  
    ‘Hannari Kyoto Shimadai-juku’ is not included in available seminars. 
**  指導教員により決定。 
    Points will be determined by your supervisor. 
    Students should confirm the approval of their supervisor for the attendance. 


