
2016/7/25 広島大学  平和について討議する「ＩＮＵ学生セミナー」開催のお知らせ

http://www.hiroshimau.ac.jp/top/koho_press/press/h200112/p_7b97ea.html 1/1

>広島大学公式ウェブサイトについて（サイトポリシー）　　>プライバシーポリシー Copyright(C) 2003-2014 広島大学 
＊電話番号・所在地

<編集>：広島大学広報グループ
お問い合わせはこちら

 

 

 

 

 

 

 

 

      

大学案内

入試情報

教育・学生生活

研究

社会連携

留学・国際交流

学部・大学院等

研究所・施設等

広報・報道

採用情報

校友会・同窓会

支援財団・基金

図書館・博物館等

大学病院

附属学校

トップページ > 広報・報道 > 報道発表・報道された広島大学 > 平成２０年１月−１２月 > 平和について討議する「ＩＮＵ学生セミナー」開催のお知
らせ

平和について討議する「ＩＮＵ学生セミナー」開催のお知らせ

NEWS RELEASE

広島大学学長室広報グループ 

〒739-8511 東広島市鏡山 1-3-2 

TEL：082-424-6017 FAX：082-424-6040 

E-mail：koho＠office.hiroshima-u.ac.jp 

(※＠は半角に置き換え送信してください。)

　
平成２０年７月２５日

平和について討議する「INU学生セミナー」開催のお知らせ 
テーマは ”What is a Global Citizen?” 

　９カ国１１大学が加盟するＩＮＵ（International Network of Universities:国際大学ネット

ワーク）と広島大学は、８月５日から１０日まで、広島市内や本学東広島キャンパス

で、平和について討議する「２００８年INU学生セミナー」を開催します。

 

○概要 

　ＩＮＵ学生セミナーは、２００６年から毎年開催しており、第３回目となる今回は、”What

is a Global Citizen?”というテーマで開催します。この度は、パグウォッシュ会議会長の

ジャヤンタ・ダナパラ氏（前スリランカ大統領顧問、元軍縮問題担当・国連事務次長）に

よる基調講演、ＵＮＩＴＡＲ広島事務所長のナスリン・アジミ氏による講演のほか、広島

平和記念資料館の見学、平和記念式典への参列、被爆者の方による体験講話などが

行われ、最終日には、「核兵器は国際法上非合法か」をテーマに模擬国連総会を開催

します。 

　海外の大学から学生１６名と教職員１２名が、本学及び立命館大学からは学生５３名

（うち留学生１０名）が参加する予定です。 

○ＩＮＵ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、２００８年７月１日現在、９カ国１１大学が加盟しています。 

　広島大学は２０００年に加盟し、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、様々な教育研究に関するワークショップを通して、加盟大学間の情

報・意見交換などを行っており、INUでの活動は、本学の重要な国際戦略の柱の一つ

となっています。 

　加盟国：ブタペスト工科経済大学（ハンガリー）、フリンダース大学（オーストラリア）、

広島大学、ジェームス・マディソン大学（米国）、パラヤンガン・カトリック大学（インドネ

シア）、ラ・トローブ大学（オーストラリア）、レスター大学（英国）、マルメ大学（スウェー

デン）、立命館大学、キョンヒ大学（韓国）、サクロクオーレ・カトリック大学（イタリア）

  ※ＩＮＵ学生セミナー2008のプログラムはこちらをご覧ください。

 

【お問い合わせ先】 

広島大学学術室国際企画連携グループリーダー　吉住 

電話　０８２−４２４−６０４１
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別紙 

ＩＮＵ学生セミナー2008 プログラム 
月 日 時 間 スケジュール 場  所 

８月４日 

（月） 
 参加者の到着 メルパルク広島 

（広島市中区基町 6-36） 

 9:30-10:00 セミナー・オリエンテーション メルパルク広島 5階桜の間 

10:15-12:20 広島平和記念資料館の見学 広島平和記念資料館 

12:45-13:40 昼食 お好み焼き お好み共和国（中区新天地5-23）

 

14:30-16:00 

16:00-17:30 

 

被爆者の方による体験講話 

交流会 

広島大学東千田キャンパス 

B 棟大講義室 

304 講義室 

８月５日 

（火） 

18:00-20:30 ウェルカムパーティー レストラン「Kemby’s（ケンビ

ーズ）（中区大手町 2-9-13） 

07:30- 平和記念式典に参列 平和記念公園 

09:30-15:00 広島市内見学 ＜グループ行動＞    広島市内 

８月６日 

（水） 

15:30- 東広島へ出発（バス） メルパルク広島ロビー 

09:00- 9:15 開会挨拶（二宮理事・副学長（研究担当））

 9:15- 9:45 INU（国際大学ネットワーク）の活動紹介 

 9:45-11:15 基調講演：パグウオッシュ会議会長（前スリ

ランカ大統領顧問，元軍縮問題担当・国連事務

次長） Jayantha Dhanapala 氏 

題目： Achieving the Vision of a Nuclear 

Weapon-Free World 

11:30-12:30 講義 ラ・トローブ大学 Dr. Thomas Weber 

題目：Security in a Globalising World: Nuclear 

Weapons, the law and global citizenship 

13:30-14:00 

 

ワークショップ・シンポジウム・ロールプレ

イについてのイントロダクション 

広島大学中央図書館ライブラリ

ーホール 

 

 

 

 

 

14:00-15:30 グループ討議 
1.グローバル・コモンズの共有 2.ナショナリズム

対グローバルシチズンシップ 3.都市構築 

同法学部・経済学部 2 階セミナー

室 

16:00-17:00 カントリーグループ学習計画セッション 同法学部・経済学部 1,2 階セミナ

ー室 

17:00-17:30 全体会議、評価 法・経講義室159 

８月７日 

（木） 

19:00-21:00 日本文化体験（着付け） 

 

ひろしま国際プラザ（東広島市鏡

山3） 

 9:00-10:00 

 

講義：教育学研究科 教授 落合 敏郎 

題目：「第 1回国連軍縮総会に参加して:一学

生代表としての記憶」 

10:30-12:00 

 

 

講演：UNITAR広島事務所長 Dr. Nassrine Azimi

講演とディスカッション 

題目：Global Citizenship: Our Inner and Outer 

Spheres for Action? 

広島大学中央図書館ライブラリ

ーホール 

 

 

 

13:00-14:30 グループ討議（1～3） 

 

同法学部・経済学部 2 階セミナー

室 

14:45-16:00 

 

講義：フリンダース大学 Dr. Andrew O’Neil

題目：Understanding Sovereignty in a Complex 

World 

法・経講義室159 

16:30-18:00 ジョイント・シンポジウム 
フリンダース大学 Dr. Vandra Harris 

ジェームス・マディソン大学 Dr. Devi Bhuyan

８月８日 

（金） 

18:00-18:30 全体会議、評価 

法・経講義室159 

 9:00-10:30 グループ討議（1～3） 同法学部・経済学部 2 階セミナー

室 

11:00-12:30 

 

ディスカッション（講義等についてのフィー

ドバック） 

法・経255講義室 

８月９日 

（土） 

（11:02-） 黙とう（長崎への原爆投下時刻）  



14:00-15:30 核兵器使用の合法性（日本語）と核兵器廃絶

のための国際キャンペーン（英語）について

の DVD 上映とディスカッション 

法・経255講義室、155講義室 

15:30- 

18:00- 
「模擬国連総会」の準備 法・経セミナー室 

 9:00-16:00 模擬国連総会（ロールプレイ・討議） 

題目：Can Nuclear Weapons be declared Illegal 

by International Law? 

16:00-16:45 模擬国連総会のまとめ 

レセプションホール（広島大学学

士会館内） 

16:45-17:30 セミナー講評、フィードバック 

17:35-18:45 修了証書授与式 

レセプションホール 

18:45- 記念撮影 学士会館前階段 

８月１０日 

（日） 

19:00-21:00 フェアウェルパーティー 「ラ・プラス」（広島大学構内）

８月１１日 

（土） 
 海外参加者帰国  

 


