
  

        

第第第第１９１９１９１９回学長定例記者会見回学長定例記者会見回学長定例記者会見回学長定例記者会見    発表事項発表事項発表事項発表事項６６６６  

                           平成 23 年 7 月 25 日 

 

『『『『INUINUINUINU 学生セミナー学生セミナー学生セミナー学生セミナー‘‘‘‘地球市民と平和地球市民と平和地球市民と平和地球市民と平和’’’’2020202011111111』』』』とととと    

『『『『INUINUINUINU 修士サマースクール修士サマースクール修士サマースクール修士サマースクール‘地球市民と平和’‘地球市民と平和’‘地球市民と平和’‘地球市民と平和’』』』』    

開催のお知らせ開催のお知らせ開催のお知らせ開催のお知らせ    
 

 

広島大学と INU（国際大学ネットワーク）は、8 月 5 日から 10 日まで、広島

市内および本学東広島キャンパスにおいて、地球市民と平和について討議する

「「「「INUINUINUINU 学生セミナー学生セミナー学生セミナー学生セミナー‘地球市民と平和’‘地球市民と平和’‘地球市民と平和’‘地球市民と平和’2011201120112011」」」」を開催します。 

 

8888 月月月月 6666 日の原爆記念日を中心に日の原爆記念日を中心に日の原爆記念日を中心に日の原爆記念日を中心に、、、、広島において広島において広島において広島において、、、、海外協定大学の海外協定大学の海外協定大学の海外協定大学の学生を招い学生を招い学生を招い学生を招い

てセミナーをてセミナーをてセミナーをてセミナーを開催することで開催することで開催することで開催することで、、、、国際的に平和を希求する地球市民を育成するこ国際的に平和を希求する地球市民を育成するこ国際的に平和を希求する地球市民を育成するこ国際的に平和を希求する地球市民を育成するこ

とに貢献しています。とに貢献しています。とに貢献しています。とに貢献しています。    

 

このセミナーは、世界の INU 加盟大学と協力して平成 18 年から毎年広島で

開催しており、今年で 6 回目となります。今回のテーマは、「「「「保護する責任保護する責任保護する責任保護する責任

(Responsibility to Protect)(Responsibility to Protect)(Responsibility to Protect)(Responsibility to Protect)」」」」で、参加学生は海外の大学から 22 名、立命館

大学から 7 名、立命館アジア太平洋大学から 3 名、本学から 42 名の合計 74 名

となる予定です。 

本セミナーでは、元広島市長で本学特任教授である秋葉忠利氏による基調講

演、被爆者の方による体験講話のほか、広島平和記念資料館の見学、平和記念

式典への参列、そしてINU加盟大学教員による講義やワークショップなどが行わ

れます。最終日には、「Does the international community have a responsibility 

to protect civilians in Saudi Arabia?(国際社会はサウジアラビアの一般市

民を保護する責任があるのか)」というテーマで模擬国連総会を行います。 

  

また、8 月 3 日から 10 日には、広島市内、ひろしま国際プラザおよび本学

東広島キャンパスにおいて、「「「「INU INU INU INU 修士サマースクール修士サマースクール修士サマースクール修士サマースクール‘地球市民と平和’‘地球市民と平和’‘地球市民と平和’‘地球市民と平和’」」」」

を開催します。これは、INU に加盟する複数の大学が共同で開発した、修士レ

ベルで少人数クラスの夏季集中講義です。平成 21 年より毎年広島で開催して

おり、3 回目となる今年は、オーストラリア、アメリカ、スウェーデン、日本

から学生 9 名、教員 4 名が参加予定です。基調講演や被爆体験講話など一部の

プログラムは、上記学生セミナーと共同で行います。 

 

 

【お問い合わせ先】 

平和・国際室国際交流グループ 

グループリーダー  下田 修二 

TEL:082-424-6041 FAX:082-424-6179   

  



  

 

INUINUINUINU（（（（International Network of UniversitiesInternational Network of UniversitiesInternational Network of UniversitiesInternational Network of Universities）について）について）について）について    
 

■ＩＮＵは、学生や教職員の交流、遠隔授業の開発・実施、大学経営に関する情報交換

などを目的に、オーストラリアのラ・トローブ大学オズボーン前学長が提唱して 1999

年に設置され、2011 年 6 月 20 日現在、8 カ国 11 大学が加盟しています。 

■広島大学は初年度より加盟し、2003 年からは理事校に任命されました。年次総会や理

事会の他、交換留学をはじめとする教育活動、研究に関するワークショップや、職員研

修の協力などを通して、加盟大学間の情報・意見交換などを行っています。INU の活動

は、本学の重要な国際戦略の柱の一つとなっています。  

■加盟大学：ラ・トローブ大学（オーストラリア）、フリンダース大学（オーストラリア）、

マルメ大学（スウェーデン）、サクロクオーレ・カトリック大学（イタリア）、ロヴィラ・

イ・ヴィルジリ大学（スペイン）、ジェイムス・マディソン大学（米国）、カトリック・

パラヤンガン大学（インドネシア）、キョンヒ大学（韓国）、立命館大学（京都）、立命館

アジア太平洋大学（大分）、広島大学 

 

 

【INU 学生セミナーおよび修士サマースクールに参加予定の大学】 

ラ・トローブ大学（オーストラリア） 

フリンダース大学（オーストラリア） 

マルメ大学（スウェーデン） 

ジェイムス・マディソン大学（米国） 

カトリック・パラヤンガン大学（インドネシア） 

ロヴィラ・イ・ヴィルジリ大学（スペイン） 

キョンヒ大学（韓国） 

立命館大学（京都） 

立命館アジア太平洋大学（大分） 

広島大学 

 









 

 

INU Master’s Summer School on 
Global Citizenship 2011 

The INU Master’s Summer School on Global Citizenship, hosted at Hiroshima University, is an 
interdisciplinary course which aims to allow students at master level from the INU universities to 
explore the theoretical and practical dimensions of the concept of global citizenship, by investigating 
the political, ethical, legal and economic implications. 
 

 

Themes for lectures and seminars 

Students will produce a paper on one of four 
beforehand given themes. The different themes 
will each get a whole day for lectures and paper 
panels, where it will be thoroughly discussed by 
academics and students from different parts of 
the world. The four themes are: 

 War and Conflict 

 Soft Power 

 Humanitarian Intervention 

 The Global Environment 

Cultural Program 
The 8 days long INU Master’s Summer School 
includes a Cultural Program that introduces a 
unique side of Hiroshima, with scheduled 
cultural activities and special entry to attend 
the annual Hiroshima A-Bomb Commemoration 
Ceremony on 6 August. 
 
Please note: In case of negative changes in the 
security situation in southern Japan that could 
jeopardize the safety of INU students or staff, the 
Master’s Summer School will be cancelled. 

 
※プログラム内容の詳細については別紙コースガイ
ドをご参照ください。

  

日 程:  平成２３年８月３日(水)―１０日(水) 

会 場:  ひろしま国際プラザ，広島市内，広島大学東広島キャンパス 

※ 学外からの参加学生はひろしま国際プラザに宿泊します。本学の学生についても，一緒に宿泊

することを推奨します(広島大学が手配，費用は自己負担(1 泊 2,241 円～3,741 円)) 

プログラム参加費(施設使用料等):  15,000 円（初日に現金で徴収）（参加費に宿泊費は含まない） 

対 象 学 生: 広島大学大学院（所属研究科は問わない）に在籍している学生で，英語での授業及びディスカ

ッションの参加が可能な英語力を有していること。 

履修登録期間: 平成 23 年 4 月 25 日（月）～5 月 11 日（水） 

履修登録方法: 社会科学研究科の学生支援グループへ直接申込をしてください。 

履修登録先:  社会科学研究科 学生支援グループ（担当：岩本） 

  Tel: 082-424-7148 E-mail: syakai-gaku-sien@office.hiroshima-u.ac.jp 

問合わせ先:   平和・国際室 国際交流グループ（担当：梅村） 

  Tel: 082-424-4346 E-mail: kokusai-ryugaku@office.hiroshima-u.ac.jp 

mailto:syakai-gaku-sien@office.hiroshima-u.ac.jp
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INU Master’s Summer School on 
Global Citizenship 2011 

The INU Master’s Summer School on Global Citizenship, hosted at Hiroshima University, is an 
interdisciplinary course which aims to allow students at master level from the INU universities to 
explore the theoretical and practical dimensions of the concept of global citizenship, by investigating 
the political, ethical, legal and economic implications. 

 

Themes for lectures and seminars 

Students will produce a paper on one of four 
beforehand given themes. The different 
themes will each get a whole day for lectures 
and paper panels, where it will be thoroughly 
discussed by academics and students from 
different parts of the world. The four themes 
are: 

 War and Conflict 

 Soft Power 

 Humanitarian Intervention 

 The Global Environment 

Cultural Program 
The 8 days long INU Master’s Summer School 
includes a Cultural Program that introduces a 
unique side of Hiroshima, with scheduled 
cultural activities and special entry to attend 
the annual Hiroshima A-Bomb 
Commemoration Ceremony on 6 August. 
 
Please note: In case of negative changes in the 
security situation in southern Japan that could 
jeopardize the safety of INU students or staff, the 
Master’s Summer School will be cancelled. 

 
※ Please refer to the Course Guide for more details 
and contents of the program. 
 

 Dates:  August 3 (wed) – 10 (wed), 2011 

Venue:  Hiroshima International Plaza (Science Park), Hiroshima City, Hiroshima University 

※ The students from other universities will be accommodated at the Hiroshima International Plaza. 

Hiroshima University students are also recommended to stay there during the course period 

(arrangements will be made by Hiroshima University; payment must be born at student’s individual 

expense (2,241 – 3,741 yen/night)) 

Program Fee: 15,000 yen (to be collected on the first day in cash)(does not include accommodation fee) 

E l i g i b i l i t y: Students enrolled at one of the Hiroshima University Graduate Schools; must be able to 

attend lectures and participate in discussions conducted in English. 

Registration Period: April 25 (mon) – May 11 (wed), 2011 

How to Apply: Please register at the Student Support Group of the Graduate School of Social Sciences 

Contact for Registration:  Student Support Group, Graduate School of Social Sciences (Mr. Iwamoto) 

   Tel: 082-424-7148 E-mail: syakai-gaku-sien@office.hiroshima-u.ac.jp 

Contact for Program Contents:  International Exchange Group/International Center (Ms. Umemura) 

  Tel: 082-424-4346 E-mail: kokusai-ryugaku@office.hiroshima-u.ac.jp 
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