
 
 

 
平成28年5月23日 

国際開発研究科同窓会会員 各位 
名古屋大学大学院国際開発研究科同窓会 

会長 北村隆幸  

 

GSID創設25周年記念シンポジウムおよび懇親会のご案内 

 
拝啓 時下ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、

厚く御礼申し上げます。 

 
さて、国際開発研究科は 1991 年に創設され、本年度で 25 周年を迎えました。これを

記念し、来たる 7 月 29 日（金）に、各分野で活躍をしている修了生、研究科関係者を

迎え創設 25 周年記念シンポジウムを開催いたします。また、シンポジウム後には修了

生、在学生、教員を交え懇親会を行います。院生時代の旧交を温める機会になればと存

じます。 
この 25 周年行事を機に、GSID 同窓会の会員の方々にも研究科を再び訪れていただ

きたく、いずれもメールにて参加申込を受付けておりますので、是非ご参加ください。

また、GSID 創設 25 周年記念へのメッセージを募集しております。併せて下記にご案内

申し上げます。 
敬 具  

 
記 

 
1. GSID 創設 25 周年記念シンポジウムについて 
日 時：2016 年 7 月 29 日(金) 13：30－18：00 
場 所：名古屋大学 野依記念学術交流館 
プログラム：添付資料をご参照ください 

一般公開・参加無料 
申込方法：事前申込 
参加ご希望の方は、2016 年 7 月 15 日（金）までにお名前、ご所属、卒業年および専攻

を gsid25@gsid.nagoya-u.ac.jp にご連絡ください。 
 
2. 懇親会について 
日 時：2016 年 7 月 29 日（金）18：00－20：00 
場 所：名古屋大学 野依記念学術交流館 
会 費：5,000 円（現役生：3,000 円） 
申込方法：事前申込 
参加ご希望の方は、2016 年 6 月 30 日（木）までに以下の GSID 同窓会口座に会費を振



 
 

り込んでいただけます様お願い致します。 
GSID 同窓会口座情報 
（銀行名）： 三菱東京UFJ銀行  
（支店名）： 今池支店 
（ 店 番 ）： 263 
（預金タイプ）： 普通預金  
（ 名 前 ）： GSID同窓会 劉靖 
（口座番号）： 1662261 
 

また、お振込後、以下の内容をメールにて alumni @gsid.nagoya-u.ac.jp までご連絡く

ださい。 
 件 名：GSID 創設 25 周年記念・懇親会参加 
 お 名 前 
 ご 出 席：A. シンポジウムおよび懇親会 

     B. 懇親会のみ 
 卒業年度および専攻 

現役生学年および専攻 
 
3. メッセージ募集 

GSID 創設 25 周年記念へのメッセージを募集しております。以下の内容をメールに

て alumni @gsid.nagoya-u.ac.jp まで送っていただければ幸甚です。 
 修了生の言葉：150 字以下 
  写 真 
 お 名 前 
 卒業年度および専攻 

現役生学年および専攻 
 
4. 海外からご出席される方へ 

海外からご出席される方は、日本の入国ビザが必要な場合、GSID 同窓会事務局にご

連絡くださいますようお願いいたします。 
 
お問い合わせ：GSID 同窓会事務局 alumni@gsid.nagoya-u.ac.jp 

以上 

  



 
 

 
GSID’s Silver Jubilee Commemorative International 

Symposium & Reception 
 
 
Dear Members of GSID Alumni Association, 
 

Graduate School of International Development (GSID) founded in 1991 will be 
celebrating 25 years in 2016. To mark this auspicious occasion, GSID will 
organize an international symposium on July 29, 2016 (Friday). Some of our 
distinguished alumni will be invited to give keynote speeches and join a 
discussion. GSID Alumni Association would like to take this opportunity to call on 
our alumni scattered in Japan and overseas to join this special event. After the 
international symposium, a reception is scheduled for our alumni, current 
students and professors to renew their old and new friendship. 

 

                                                          May 23, 2016 

                                     TAKAYUKI KITAMURA 

President of GSID Alumni Association 

 

Commemorative International Symposium 

Date: July 29, 2016 (Friday), 13:30-18:00 
Venue: Noyori Conference Hall, Nagoya University 
Program: Please refer to the attachment. 
Free and Open to All;  
Advance registration is required. Please send your full name, current affiliation, 
graduation year and affiliated department to gsid25@gsid.nagoya-u.ac.jp by July 
15 (Friday), 2016. 
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Reception 

Date: July 29, 2016 (Friday), 18:00-20:00 
Venue: Noyori Conference Hall, Nagoya University 
Participation fee: 5,000Yen (current student: 3,000Yen) 
Pre-registration and payment is required. 
 
Those who plan to join the reception, please make payment through bank transfer 
by July 1, 2016 (Friday). Please find the GSID Alumni Bank Account Information 
below (Those who are living in other countries can pay cash on site). 
 
Bank Name: Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ 
Branch Name: Imaike 
Branch Number: 263 
Account Type: Ordinary Account 
Name: GSID Alumni Association Liu Jing 
Account Number: 1662261 
 
Please also send the following information to alumni@gsid.nagoya-u.ac.jp 
 
 Title of email: GSID’s Silver Jubilee Commemoration Reception 
 Full Name 
 Participation 

A. Symposium & Reception 
   B. Reception 
 Year of Graduation/ Department 

Current Student: Year and entrance/Department 
 
 
Moreover, now we are calling for messages from graduates for GSID’s Silver 
Jubilee, if possible, please also send the following information to 
alumni@gsid.nagoya-u.ac.jp 
 
 Message (within 350 words) 
 Your photo 
 Full Name 
 Year of Graduation/ Department 

Current Student: Year and entrance/Department 
 

 
In addition, those whom need VISA application for entering into Japan, please 
contact GSID Alumni Office by alumni@gsid.nagoya-u.ac.jp 
 
For further inquiry: please contact GSID Alumni Office, alumni@gsid.nagoya-
u.ac.jp 
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