
 

 

第５５回学長定例記者会見 発表事項３  

 

平成２６年７月２５日 

 

- INU（国際大学ネットワーク）加盟の世界８ヶ国 9 大学との協働 - 

国際的に平和を希求する地球市民の育成を目的とする 

「INU 学生セミナー・修士サマースクール」を開催します 
 
                           ［教育機能］ 

 

広島大学では、INU（国際大学ネットワーク）加盟の世界８ヶ国 9 大学と

協働して、8 月 4 日（月）から 8 月１０日（日）にかけて国際的に平和を希

求する地球市民を育成することを目的とした学生セミナーを開催します。ま

た、「平和」「環境」「看護」分野における修士サマースクール・ワークショッ

プも並行して開催します。 

このセミナーは、毎年 8 月 6 日の原爆の日に合わせ、各国から学生・教職

員を招き実施しているものです。 

『INU 学生セミナー』では、広島平和記念資料館の見学、平和記念式典への

参列、そして日本文化体験の講義やワークショップなどを行います。セミナー

期間中には、参加学生たちが８つの国グループに分かれてグループ学習を重ね、

最終日には、世界８ヶ国の代表団に扮して国際会議を行います。 

『INU 修士サマースクール』は、平和分野においては「地球市民と平和」、

環境分野は「地球環境の持続性」、看護分野は「災害看護」をテーマとして実

施します。 

これらのプログラム全体の参加者は、海外から学生・教職員６０人余りと国

内（立命館大学、立命館アジア太平洋大学、広島大学）から約８０人が参加し、

総勢 1４0 人余りの大規模なイベントとなります。 

これらの行事を通し、世界各国の若者が、ここ広島でお互いの絆を深め、平

和の尊さと地球市民として自覚を深めてくれることを大いに期待しています。 

 

 

 

 

 

 
【お問い合わせ先】 

教育・国際室国際交流グループ 

TEL:082-424-6182/4566 

FAX:082-424-4545  

 

 



 

（参考資料） 

 

INU（International Network of Universities）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 年に設立され、2014 年 7 月 10 日現在、８カ国１

０大学が加盟しています。 

■ 広島大学は 2000 年より加盟し、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：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）、ネルソン・マ

ンデラ・メトロポリタン大学（南アフリカ）、カトリック・パラヤンガン大

学（インドネシア）、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】 

 

加盟大学全て 及び グリフィス大学（オーストラリア） 

 



INU STUDENT SEMINAR 2014 
ON GLOBAL CITIZENSHIP & PEACE

HOSTED BY HIROSHIMA UNIVERSITY AND INU

INU STUDENT SEMINAR 2014 
ON GLOBAL CITIZENSHIP & PEACE

HOSTED BY HIROSHIMA UNIVERSITY AND INU

Refugees in Global Society
The INU Student Seminar aims to allow students from INU (International Network of Universities) member 
universities to learn about “Global Citizenship” through discussions, workshops, and activities with distinguished 
guest speakers and students from around the world.
This seminar has been held annually since 2006. The 2013 seminar was carried out under the theme “The End of 
Poverty? –The Future of the Millennium Development Goals”, and approximately 80 students from 10 different 
universities in 8 countries around the world participated. They held lively debates and had an unforgettable 
experience overall.
The theme for the 2014 program is “Refugees in Global Society” and will proceed according to the schedule 
below. Don’t miss this opportunity to join the lectures and discussions with students from INU universities 
abroad.

Dates Monday, August 4 to Sunday, August 10, 2014

Venue Hiroshima City, Hiroshima University 
(Higashi-Hiroshima Campus)

Eligible Participants

Students currently enrolled at INU member 
universities; Must be willing to participate 
in debates held in English; and those able to 
attend the entire program (from August 4 to 10)

Capacity

50 students from Hiroshima University, 
Ritsumeikan University, and Ritsumeikan Asia 
Pacific University (A selection process will 
apply should the number of applicants exceed 
the quota.)

Participation Fee Free (except meals, transportation fee, etc.)

How to Apply

Please access the registration form via 
following URL. 
http://www.hiroshima-u.ac.jp/en/top/
kokusai/inuactivity/students/studentseminar/

Application Deadline Friday, May 16, 2014

For Inquiries 

International Exchange Group, 
Hiroshima University
TEL: 082-424-4346
FAX: 082-424-4545
Email: inu@hiroshima-u.ac.jp

Participating Universities (scheduled):
Flinders University (Australia)
James Madison University (U.S.A)
Malmö University (Sweden)
Universita Cattolica del Sacro Cuore (Italy)
Universitats Katolik Parahyangan (Indonesia)
Universitat Rovira i Virgili (Spain)
Nelson Mandela Metropolitan University 
(South Africa)
Ritsumeikan University (Japan)
Ritsumeikan Asia Pacific University (Japan)
Hiroshima University (Japan)

More information about the INU and this Student Seminar can be found on the INU website at

INU
Student
Seminar

2014

INU
学生セミナー

2014
Accepting 
Applications!

参加学生
募集中！

期間 平成26年8月4日（月）～8月10日（日）

会場 広島市内、広島大学（東広島キャンパス）

対象者

生学るす籍在に学大盟加UNI ①
　（広島大学の場合、 学部 ・ 大学院の学生）
②英語による討議に参加する意欲のある方

～日4月8（程行全のーナミセてしと則原 ③
10日）に参加できる方

定員
50名（定員を超えた場合は選考します）
（広島大学、 立命館大学、
　立命館アジア太平洋大学の参加者に限る）

参加費 無料（食事代等は自己負担）

申込方法

以下の広島大学のホームページから登録

フォームにアクセスし、 お申し込みください。

http://www.hiroshima-u.ac.jp/top/
kokusai/inuactivity/students/studentseminar/

申込締切 平成26年5月16日（金）

問合せ先

広島大学国際交流グループ

TEL: 082-424-4346
FAX: 082-424-4545
Email: inu@hiroshima-u.ac.jp

Refugees in Global Society　グローバル社会における難民

このセミナーは、 INU（国際大学ネットワーク）加盟大学の学生に対し、 著名なゲストスピーカーや世界各国
の学生とのディスカッションやワークショップ等を通じて、 “Global Citizenship” について考え討議する機会
を提供することを目的としています。
このセミナーは、 2006年から毎年開催しており、 昨年の第8回セミナーは、 “The End of Poverty? –The 
Future of the Millennium Development Goals” をテーマに開催し、 世界8カ国10大学から約80名の学生が
参加しました。 参加者間で活発な意見交換と討議が行われ、 参加した学生からは、 素晴らしい経験がで
きたとの感想が寄せられています。
第9回目となる2014年のテーマは “Refugees in Global Society” で、 以下の内容で開催します。 海外の
INU加盟大学の学生とともに、 講義やディスカッションに参加する意欲ある学生の皆さんの応募をお待ちし
ています。

参加予定大学 ：
Flinders University （オーストラリア）

James Madison University （アメリカ）
Malmö University （スウェーデン）

Universita Cattolica del Sacro Cuore （イタリア）

Universitats Katolik Parahyangan （インドネシア）

Universitat Rovira i Virgili （スペイン）

Nelson Mandela Metropolitan University
（南アフリカ）

立命館大学 （日本）

立命館アジア太平洋大学 （日本）

広島大学 （日本）

INU や学生セミナーの詳細については， INU ホームページでご覧いただけます→



和文 英文

8月4日（月） 海外参加者到着、 ウェルカムレセプション

8月5日（火） オリエンテーション

被爆体験講話

平和記念資料館見学

8月6日（水） 平和記念式典参列

8月7日（木）

↓　

8月9日（土）

講義

日本文化体験

グループ ・ ワークショップ

8月10日（日） 模擬国連総会

セミナー講評

修了証授与式

フェアウェルパーティー

Aug 4 (Mon) Participants’ arrival, Welcome Reception

Aug5 (Tue) Introduction
Narration of the Atomic Bomb Experience
Peace Memorial Museum 

Aug 6 (Wed) Peace Memorial Service

Aug 7 (Thu) 
↓　

Aug 9 (Sat)

Lecture
Japanese Cultural Experience
Group Workshop

Aug 10 (Sun) Role Play
Debriefing Session of Role Play
Diploma Ceremony
Farewell Reception

＊ 本セミナーのプログラムは全て英語で行われます。

＊ 参加登録者は、 事前に指定された英語の課題を読んでおいて下さい。

＊ 全プログラムに出席した学生には、 INU から修了証書が授与されます。

＊ 上記プログラムの内容は予告なく変更する場合があります。

◇ ＩＮＵ特別講義 ◇

この夏季集中講義は、 教養科目（前期 ・ ２単位）として履修登録することもできます。 登録を希望される方は、 申込

時に申請して下さい。

履修登録をした学生は、 ＩＮＵ学生セミナー2014の講演 ・ 講義 ・ グループワーク等全プログラムに参加し、 セミナー

終了後にレポートを提出する必要があります。 詳細は 「Myもみじ」 を参照して下さい。

＜登録可能な科目＞

・ ＩＮＵ特別集中講義Ａ

　　　 「グローバル社会における難民」

 担当 ： 西谷元教授　（講義コード ： 65140001）

◇こんな人にオススメです◇

●�異文化理解に興味がある人　

●�海外の授業を体験したい人

●�英語力を伸ばしたい人

●�留学を考えている人

●�平和 ・ 国際協力に興味がある人

●�将来国際的な組織で活躍したい人

◇昨年参加者の声◇

このセミナーは、 様々な国の学生と議論ができると
ても良い機会を与えてくれました。

セミナー開催前の準備についていくことや英語で自
分の意見を伝えることが大変でしたが、このセミナー
は私が英語に対して抱いていた負のイメージを改善
するのに役立ちました。

ハイレベルであり、 いま世界で何が起こっているか
に目を向かせてくれるセミナーです。

このセミナーをとおして解決策を探し続けることの大
切さを学びました。 セミナー後も、 人生における解
決策を一生懸命見つけようと思います。

２０１４年　スケジュール概要 （予定） 2014 Schedule

＊All programs of the Seminar will be conducted in English.
＊Participants are expected to undertake preparatory readings before the Seminar begins.
＊Those who complete the entire program will be presented with a certificate from the INU.
＊The Program above may be subject to change without notice.

◇ Aims of the Student Seminar ◇

●�To�increase�his/her�understanding�of�
the political, economic, social, and 
cultural challenges emerging in an 
increasingly globalized world.

●�To�understand�the�notion�of�global�
citizenship and consider his or her 
potential as a global citizen.

I loved every moment of it.

Overall, this seminar had contributed a lot of 
important things to my personal development, I feel 
incredibly satisfied.

I am really glad to be able to join this seminar because 
it gave me so many things like good friends from 
globe, new international environment, and ideas and 
experiences of peace, gender problem and poverty.

Overall it was the best thing I have ever done/
participated in ever.

◇ Comments from previous participates ◇

Hiroshima University students may also earn 2 credits (first semester General Education course) by attending 
this program. Those who wish to register should indicate this at the time of application for the Seminar. In 
order to receive credits, you must attend every component of the program and turn in a report after the 
Seminar. For more details, please refer to “My Momiji”.

<Applicable Subjects>
・�INU Special Intensive Course A
　　“Refugees in Global Society”
 Prof. Hajime Nishitani (Lecture Code: 65140001)

◇ INU Special Intensive Courses ◇※広島大学学生のみ対象
※ �For Hiroshima University 

students only
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CALL FOR APPLICATIONS FOR THE 

INU Nursing Workshop 2014 

 Program Theme: 
“Disaster Nursing” 

 
Scheduled to take place concurrent with the Peace Memorial Ceremony on August 6, 

the workshop will include expert speakers from each of the universities, visits to 
hospitals and community health organizations, and interactive case studies in which 

students apply learning principles to disaster scenarios.

Key Learning Objectives: 

• Communicate clearly to a group which is culturally and lingual diverse 
• Identify key nursing actions to be taken in a disaster 
• Identify resources critical to nursing care in a range of disaster settings 
• Describe how nurses fit into broader disaster planning, response and recovery 

activities.  
 

Students will work on three different workshop scenario settings throughout the course. 
The workshop scenario topics include Terrorism, Earthquakes and Pandemics. These 
workshop scenarios are designed for undergraduate and postgraduate nursing students. 
The scenarios aim to encourage students to think about how they might manage particular 
health conditions in a community in the event of a disaster. The focus is more on logistics 
and managing situations to reduce the impact of disasters on the health of a community 
and individuals, rather than the specific treatment of health conditions. 

                                    

 

 

                                                                      
 

日      程：2014 年 8月 3日（日）～10 日（日） 

会      場：広島大学霞キャンパス、東広島キャンパス、広島市内 

対象学生：看護学専攻の学部生及び大学院生で、全てを英語で展開される授業・ディスカッションへの参加が 

可能な者及び参加意欲がある者 

応募方法：メールの件名を「ワークショップ申込み」とし、本文に氏名・学籍番号・TOEIC の点数を明記すること。

①応募動機 ②学習の目的と目標  を Word で作成し（各 200 字前後）申し込み時に添付して下さい。 

応募・問い合わせ先：広島大学医歯薬保健学研究院 

                成人看護開発学 森山研究室（INU 担当：野村） rynomura@hiroshima-u.ac.jp 

応募締切：2014 年 5 月 9 日（金） 

mailto:rynomura@hiroshima-u.ac.jp


 

 

CALL FOR APPLICATIONS  

INU Master’s Summer School 2014 for  

Environmental Science 
2014 Topic: “Global Environmental Sustainability –  

Water Security” 
 
The INU is proud to announce its third INU Master’s Summer School for Environmental 
Science in 2014. This year’s topic will focus on ‘Water Security.’ We invite graduate 
students in relevant fields of study from INU member institutions to apply for this unique 
learning opportunity.  
 

PROGRAM COMPONENTS 

 An intensive educational program with lectures and workshops; 

 Academic experts and guest speakers from around the world; 

 Field trip on-board of the research vessel Toyoshio Maru and visit 
to the water treatment plant and paper plant in Hiroshima; 

 Visit to Sandankyo Gorge (Ohta River); 

 Interactive workshops with students from across the globe; 

 An integrated cultural program that introduces a unique side of  
Hiroshima, which includes the attendance to the annual Hiroshima 
Peace Memorial Ceremony on 6 August. 

 

KEY EDUCATIONAL GOALS:  
 To know the similarities and differences in local environmental  

issues related to water pollution and water scarcity through the  
poster presentations of the country case study reports and  

discussions. 

 To learn how they are tackling the local environmental issues with  
regard to water security in Japan. 

 

PRACTICAL INFORMATION 

  When:  August 3 – 9, 2014 

  Where:  Hiroshima University, Japan 

  How to apply:  Fill the application form* and send it by email 

to Dr. Ione Madinabeitia [imadinab@hiroshima-u.ac.jp]  

 Registration period:  APRIL 22-MAY 14, 2014 

  Inquiries:   

    Dr. Ione Madinabeitia [imadinab@hiroshima-u.ac.jp] or  

    Prof. Tamiji Yamamoto [tamyama@hiroshima-u.ac.jp] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
www.worldtravel.com 

**Contact Dr. Ione  Madinabeitia to  request the application form 
 



 

 

 
 

CCCAAALLLLLL   FFFOOORRR   AAAPPPPPPLLLIIICCCAAATTTIIIOOONNNSSS   
平平成成 2266 年年度度  広広島島大大学学大大学学院院社社会会科科学学研研究究科科  前前期期開開講講科科目目  （（22 単単位位））  

ググロローーババルル法法政政特特講講（（地地球球市市民民とと平平和和））  

IINNUU  MMaasstteerr’’ss  SSuummmmeerr  SScchhooooll  22001144  oonn    
““GGlloobbaall  CCiittiizzeennsshhiipp  &&  PPeeaaccee””  

The INU Master’s Summer School is held each year at Hiroshima University and is entering its sixth 
annual iteration. Graduate students from INU universities in North America, Europe, Asia, Africa, 
and Australia participate in the course.  The course itself involves an intensive series of seminars and 
lectures directed by professors from INU member universities.  It requires participating graduate 
students to prepare and present a 4000-word paper on one of four themes related to global 
citizenship and peace and to participate in a simulation of a United Nations General Assembly 
session. 
 

Program Components 

 Pre-readings and preparation of a paper to 
be discussed with the group; 

 An intensive educational program with 
lectures and workshops; 

 Academic experts and guest speakers from 
around the world; 

 Interactive workshops with students from 
across the globe; 

 

 United Nations General Assembly Role Play; 

 An integrated cultural program that 
introduces a unique side of Hiroshima, which 
includes a visit to the Peace Memorial 
Museum and admission to attend the annual 
Hiroshima Peace Memorial Ceremony on 6 
August. 

 

2014 Themes 

1. Formation of International Policy 
(International Law/Treaties) 

2. Effectiveness of International Treaty Law 
 

UN Role Play  
 “Refugees in Global Society” 

 
3. International Political Movements 
4. Sexual and Reproductive Rights in 

Comparative Perspective 
 
 

 

 

 

日  程: 平成26 年８月３日(日)～１０日(日) 

会  場: 広島市内，広島大学東広島キャンパス 

※海外からの参加学生は東広島グリーンホテルモーリスに宿泊予定。立命館大学の学生で広島大学東広島キャンパ

ス近くに宿泊を希望する方は履修登録時に申し出て下さい（宿泊施設は未定。費用は自己負担）。 

対  象  学  生: 広島大学大学院（所属研究科は問わない），立命館大学国際関係研究科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26 年4 月４日（金）～４月15 日（火） 

履修登録方法: 広島大学学生はもみじを通じて通常の授業登録と同じように登録して下さい。 立命館大学学生は広島大学大学

院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: 広島大学大学院社会科学研究科 学生支援グループ （担当：那須） 

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

問 合 わ せ 先: 広島大学大学院社会科学研究科（担当：森永）Tel: 082-424-7290, E-mail: inu@hiroshima-u.ac.jp 
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