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いいね︕ 2 ツイート

スタッフセミナー(クリストファー・クナー教授）開催のお知らせ（⽇本⽐較法研究所）

2017年11⽉29⽇（⽔）14:00〜15:30

市ヶ⾕キャンパス 2201教室

スタッフセミナー「EUデータ保護規則とAI社会」
基調講演︓ クリストファー・クナー教授（ブリュッセル⾃由⼤学）
コメンテーター︓藤原 靜雄 教授（中央⼤学法科⼤学院）
        佐藤 信⾏ 教授（中央⼤学法科⼤学院）
司           会︓宮下   紘    准教授（中央⼤学総合政策学部）
 
⽇  時︓ 2017年11⽉29⽇（⽔） 14︓00〜15︓30

 場  所︓ 市ヶ⾕キャンパス 2201教室（2号館2階）
⾔  語︓ 英語（通訳なし）
申  込︓   参加ご希望の⽅は こちらのページで11⽉26⽇(⽇)までにお申し込みください。

               なお、「参加⽇時」には「20171129」、
            「企画名」には「EUデータ保護規則とAI社会」とご⼊⼒ください。
 
★皆様のご参加をお待ちしております★
 
---------
Staff Seminar
 "EU General Data Protection Regulation and Artificial Intelligence Society"
Keynote Speaker︓
  Prof. Christopher Kuner（Vrije Universiteit Brussel）
Commentator: Prof. Shizuo Fujiwara（Chuo Law School）
                      Prof. Nobuyuki Sato（Chuo Law School）
Moderator: Associate Prof. Hiroshi Miyashita（Chuo University）
 
Date︓    29 November, 14:00〜15:30

 Venue︓    Ichigaya Campus, Room 2201(Building No.2, 2F)
 Language︓ English

Attendance: Please register by E-mail as written below by November 26.
                     E-mail: hikakuhouefm@tamajs.chuo-u.ac.jp

                     Subject: 20171129 Christopher Kuner
                     Registration information: Name, Affiliation, Title
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⼀覧へ戻る

⼤学紹介

総⻑・学⻑挨拶

理念・⽬的等

役員・役職者紹介

⼤学概要・基礎データ

中央⼤学の歴史

中⻑期事業計画 Chuo Vision
2025

特⾊ある教育

⼤学の取り組み

情報環境への取り組み

附属中学・⾼等学校

広報・広聴活動

情報の公表

採⽤情報

専任職員（総合職）採⽤情報

学部・⼤学院

法学部

経済学部

商学部

理⼯学部

⽂学部

総合政策学部

法学部通信教育課程

教職課程（⽂系／理系）

法学研究科

経済学研究科

商学研究科

理⼯学研究科

⽂学研究科

総合政策研究科

公共政策研究科

戦略経営研究科（ビジネス科
学専攻︓DBAプログラム）

アカウンティングスクール

ロースクール

ビジネススクール

研究

研究戦略会議

研究実績

研究所

研究開発機構

中央⼤学学術シンポジウム

研究推進

産学官連携

コンプライアンス

⽂部科学省︓私⽴⼤学研究ブ
ランディング事業

国際連携・留学

留学希望者

外国語講座・資格テスト

外国⼈留学⽣

国際寮

異⽂化交流ラウンジ

海外とのネットワーク

国際協⼒・国際貢献

プログラムやイベント

研究者交流

国際化推進の体制

刊⾏物

関連リンク

社会・地域貢献

中央⼤学ダイバーシティ宣⾔

社会連携と社会貢献に関する
理念

オープンカレッジ︓クレセン
ト・アカデミー

講演会

ボランティア

社会・地元地域との連携

中⾼⽣向け活動

教養番組「知の回廊」

公開講座「学びの回廊」

学⽣⽀援

在学⽣サポート

キャンパスマナー

学習施設・講座ガイド

学外施設利⽤ガイド(在学⽣対
象)

⼤学への意⾒は「オピニオン
カード」を

⽂系学部の学⽣⽣活サポート
（多摩キャンパス）

理⼯学部の学⽣⽣活サポート
（後楽園キャンパス）

学⽣相談室

授業・定期試験、各種申請

証明書発⾏

学費

奨学⾦

サークル・部会活動

学園⽣活365⽇

学⽣⽣活実態調査

保健センター

野島記念Business Award

学園祭(⽩⾨祭)

キャリアサポート

キャリアセンター

地⽅への就職（UIターン）

インターンシップ

資格取得

法曹(裁判官・検察官・弁護
⼠)資格

公認会計⼠・簿記検定

教職課程（⽂系／理系）

図書館

資料を探す

図書館を使う

調べものの相談をする

卒業⽣・学外の⽅へ

中央⼤学図書館の紹介

特別コレクション・古⽂書⼀
覧

よくいただくご質問

⼊試情報

学部⼊試

⼤学院⼊試

専⾨職⼤学院⼊試

学費・⼊学⾦

受験⽣向け奨学⾦情報

受験⽣ナビ Connect Web

オープンキャンパス

キャンパス⾒学会

学外進学相談会

進学相談コーナー（多摩・後
楽園）

スポーツ・⽂化活動

部会紹介（スポーツ活動）

部会紹介（⽂化活動）

学友会とは

事務室・Cスクエア開室時間

部会活動上の諸⼿続

学内施設利⽤ガイド（在学⽣
対象）

プライバシーポリシー サイトポリシー 取材申込み

多摩キャンパス（学部︓法・経済・商・⽂・総合政策、⼤学院︓法学・経済学・商学・⽂学・総合政策・公共政策）
後楽園キャンパス（学部︓理⼯、⼤学院︓理⼯学、専⾨職⼤学院︓ビジネススクール）
駿河台記念館
市ヶ⾕キャンパス（専⾨職⼤学院︓ロースクール）
市ヶ⾕⽥町キャンパス（中央⼤学ミドルブリッジ）

附属学校(中学校・⾼等学校)
中央⼤学⾼等学校(昼間定時制 普通科)
中央⼤学杉並⾼等学校(全⽇制 普通科)
中央⼤学附属中学校・⾼等学校(全⽇制 普通科)
中央⼤学附属横浜中学校・⾼等学校(全⽇制 普通科)
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