
第 70回学長定例記者会見 お知らせ事項 4   

 

平成２７年１０月２７日  

広島大学たおやかで平和な共生社会創生プログラム  第２回国際シンポジウム  

「フューチャー・アースと広島大学が推進する博士課程教育リーディング  

プログラムの学際研究、博士人材育成における連携のあり方」  

の開催について  
 

広島大学大学院博士課程教育リーディングプログラム「たおやかで平和な共生社会創生

プログラム（通称：たおやかプログラム）では、第２回国際シンポジウム「フューチャー・

アースと広島大学が推進する博士課程教育リーディングプログラムの学際研究、博士人材

育成における連携のあり方」を下記のとおり開催します。本プログラムは、世界の条件不

利地域の多文化共生課題を解決する人材の育成を目指し、国内外の教育研究機関や企業、

国際協力機関等との連携・協力のもとで実施する、学位プログラムです。  

 

このたびたおやかプログラムでは、さまざまなステークホルダーとの協働を通じたトラ

ンスディシプリナリを標榜しつつ、地球規模での環境変動に対処しながら持続可能な発展

を推進するための国際的な学術プログラム「フューチャー・アース」のエグゼクティブデ

ィレクター・Paul Shrivastava 氏を招き、基本的なコンセプトに多くの類似性がみられ

るたおやかプログラムが国際的イニシアティブにどのように貢献できるか、たおやかで平

和な共生社会の創生を実現するためにフューチャー・アースとどのような連携が可能かを

議論します。また、博士課程リーダー育成プログラムとしての学際研究分野における教育

の展望、育成した人材の活用等についても意見交換を行います。  

 

記  

 

日  時：平成 27 年 11 月 4 日（水）11:00〜16:30（10:30 開場）  

場  所：西条 Hakuwa ホテル（ルビー）広島県東広島市西条下見６丁目５−４５  

対  象：国内外プログラム関係者、一般の方  

定  員：70 人（参加申込期限：11 月２日 (月 )）  

言  語：日本語・英語（同時通訳付き）  

内  容：（午前の部）  

11:00～11:05 開会挨拶  

11:05～11:10 来賓挨拶  

11:10～11:50 基調講演  

（フューチャー・アース・エグゼクティブディレクター・Paul Shrivastava

氏）  

11:50～12:00 Q&A 

 

（午後の部）  

13:30～15:30 連携機関及び広島大学からの報告  

15:30～15:45 休憩  

15:45～16:25 パネルディスカッション  

16:25～16:30 閉会挨拶  

 

【お問い合わせ先】  

たおやかプログラム事務室  

TEL＆FAX: 082-424-6954 

E-mail: taoyaka-program@office.hiroshima-u.ac.jp 

 



参加申込み

Email にて氏名・所属先を明記の上、お申込みください。
［締切］11月2日（月）　［定員］70名（入場無料）
Registration: Contact us for registration with your name, 
affi  liation and contact information by 2 November, 2015
Seating capacity: 70 persons (for free)

平成25年度採択　文部科学省「博士課程教育リーディングプログラム」
広島大学たおやかで平和な共生社会創生プログラム 第２回国際シンポジウム

フューチャー・アースと広島大学が推進する
博士課程教育リーディングプログラムの学際研究、

 博士人材育成における連携のあり方
The 2nd TAOYAKA Program International Symposium, Hiroshima University
Collaboration between Future Earth and the Leading Graduate Education Program of 
Hiroshima University in interdisciplinary research and human resource development

日　時

Date

場　所

Venue

使用言語
Language

申込先

Email: taoyaka@hiroshima-u.ac.jp
広島大学たおやかプログラム事務室
Tel: 082-424-6954
http://taoyaka.hiroshima-u.ac.jp/

プログラム / Program

午前の部 / morning session (11：00～12：00)

午後の部 / afternoon session (13：30～16：30)

■ 基調講演 / Keynote lecture
ポール・シュリヴァスタヴァ 氏（フューチャー・アースエグゼクティブディレクター）
Dr, Paul Shrivastava, Executive Director of Future Earth 
インド、ボーパール生まれ。ニューヨーク大学スターンスクール（経営大学院）准教授、コンコーディア大学 デイヴィット・
オブライエン サステイナブル エンタープライズセンター名誉教授・ディテクター（カナダ、モントリオール）などを経て、
2015年２月よりFuture Earth 事務局長。
Born in India, Dr. Paul Shrivastava is the Executive Director of Future Earth since February 2015. Formerly, he was 
Distinguished Professor and Director of David O’Brien Centre for Sustainable Enterprise at Concordia University.

■ 連携機関及び広島大学からの報告 / Presentation from collaborating organizations and Hiroshima University 
 - 国連訓練調査研究所 広島事務所 / UNITAR Hiroshima Offi  ce
 - 広島大学博士課程教育リーディングプログラム / The Leading Graduate Education Program of Hiroshima University
 　（たおやかで平和な共生社会創生プログラム、放射線災害復興を推進するフェニックスリーダー育成プログラム）
 　(Program for creating a fl exible, enduring, peaceful society/ Phoenix Leader Education Program for Renaissance from Radiation Disaster)
 - 総合地球環境学研究所 / Research Institute for Humanity and Nature

■ パネルディスカッション / Panel Discussion
 フューチャー・アースと広島大学が推進する博士課程教育リーディングプログラムの学際研究、
 博士人材育成における連携のあり方
 Collaboration between Future Earth and the Leading Graduate Education Program of Hiroshima University 
 in interdisciplinary research and human resource development

フューチャー・アースとは、国際科学会議（ICSU）等が中心となっ
て進めている、地球規模課題の解決に資する研究の総合的な推
進を目指す国際共同の枠組みです。
Future Earth is an International framework led by International 
Council for Science (ICSU) to comprehensively promote research 
contributing to resolution of global issues.

平成27年11月4日（水）
11：00～16：30（10：30 開場）
Wednesday, November 4, 2015 11:00-16:30 

西条Hakuwa ホテル（会場：ルビー）
広島県東広島市西条下見６丁目5-45

Saijyo Hakuwa Hotel (Conf. Room: Ruby)

日本語・英語（同時通訳付き）
Japanese/English (Simultaneous interpretation provided)
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