
 

    

第４３回第４３回第４３回第４３回学長定例記者会見学長定例記者会見学長定例記者会見学長定例記者会見    発表事項発表事項発表事項発表事項７７７７  

 

平成２５年７月２９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・・・・修士修士修士修士サマースクールサマースクールサマースクールサマースクールをををを    

開催し開催し開催し開催し、、、、世界各国の学生を受世界各国の学生を受世界各国の学生を受世界各国の学生を受けけけけ入れます入れます入れます入れます！！！！    

 

                                                                                                        ［［［［教育教育教育教育機能］機能］機能］機能］    

    

この夏、広島大学では、INU（国際大学ネットワーク）加盟の世界世界世界世界 8888 ヶ国ヶ国ヶ国ヶ国

10101010 大学大学大学大学と協働して、国際的に平和を希求する地球市民を育成すること目的と

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。 

毎年 8888 月月月月 6666 日の原爆記念日日の原爆記念日日の原爆記念日日の原爆記念日に合わせに合わせに合わせに合わせ、、、、各国から学生・教職員を招き、これら

のプログラムを実施しています。 

『『『『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』では、元広島市長で本学特任教授である秋葉忠利氏に

よる特別講義、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。セミナー期間中には、参加学生たちが 9 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 9 ヶ国の代表団に扮して模擬

国連総会を行います。 

このセミナーは、平成 18 年度から毎年広島で開催しており、8 回目となる

今年は「「「「国連ミレニアム国連ミレニアム国連ミレニアム国連ミレニアムゴールゴールゴールゴール(MDGs)(MDGs)(MDGs)(MDGs)    ----貧困を撲滅することができるか貧困を撲滅することができるか貧困を撲滅することができるか貧困を撲滅することができるか----」」」」を

テーマとして議論します。 

『『『『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』は、「国際政治・平和」分野においては平成 21

年度より「「「「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」」」」をテーマに毎年開催しており、今回で 5 回目とな

ります。平成 24 年度からは、環境の分野でも「「「「地球環境の地球環境の地球環境の地球環境の持続性」持続性」持続性」持続性」をテーマ

とする修士サマースクールを実施しています。 

さらに、今年度より看護分野にも拡大し、「「「「世界の保健と看護世界の保健と看護世界の保健と看護世界の保健と看護」」」」をテーマに

ワークショップを開催します。これは、平成 23 年度に文部科学省世界展開力

強化事業として「国際大学間コンソーシアム INU を活用した、平和・環境分野

における協働教育」が採択されたことにより、分野の拡大を目指した成果でも

あります。 

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 70 人余と国内

（立命館大学、立命館アジア太平洋大学、広島大学）から約 100 人が参加し、

総勢 180 人近く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:082-424-6182/4346 FAX:082-424-4545  



参考資料 

 

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

年に設立され、2013 年 7 月 10 日現在、9 カ国 11 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）、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】 

フリンダース大学（オーストラリア） 

グリフィス大学（オーストラリア）（非 INU 加盟大学） 

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） 

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） 

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 

 



期　　間
Dates

会　　場
Venue

主　　催
Hosted by

Sun. August 4 to Sat. August 10, 2013

TEL: 06-6372-3051
E-mail: inu2013@intergroup.co.jp

Hiroshima University
INU (International Network of Universities)

平成
25年 8/4日～10土

広島大学
INU（国際大学ネットワーク）

The End of Poverty? 
-The Future of the Millennium Development Goals-
国連ミレニアムゴール (MDGs)
-貧困を撲滅することができるか-

INU

学生セ
ミナー

201
3

問合わせ先
Inquiry

○グループ討議等，全日程に参加する学生の
申込締切は平成25年6月16日（日）です。

○講義等の聴講のみをご希望の方は
事前申込の必要はありません。

○ The application deadline for students attending the entire program 
including group discussion etc., is Sunday, June 16, 2013.

○ Those who wish to sit in on the lectures only are not required to 
submit an application.

Hiroshima City
Hiroshima University (Higashi-Hiroshima Campus)

広島市内
広島大学（東広島キャンパス）

INU Student Seminar Secretariat
(c/o Inter Group Corporation)

INU学生セミナー運営事務局
（株式会社インターグループ内）

INUや学生セミナーの詳細については，INUホームページ
または広島大学ホームページでご覧いただけます。

More information about the INU and this Student Seminar can be found 
on the websites below.

INU Website
http://www.inunis.net
Hiroshima University website

http://www.hiroshima-u.ac.jp/top/kokusai/inuactivity/index.html



 

 

 
 

申申申ししし込込込みみみ受受受付付付中中中   
平平成成 2255 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  22001133  oonn  GGlloobbaall  
CCiittiizzeennsshhiipp  &&  PPeeaaccee  

The INU Master’s Summer School is held each year at Hiroshima University and is entering its fifth 
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. 

 

2013 Themes 

1. International political movements 
2. Sexual freedom and reproductive rights in 

comparative perspective 
3. Power and global governance 
4. Humanitarian Intervention 

 

UN Role Play  
 “The End of Poverty? -The future of the 

Millennium Development Goals” 
 

 
 

 

 

 

日  程: 平成25 年８月３日(土)～１０日(土) 

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: 立命館大学国際関係研究科，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25 年4 月４日（木）～４月15 日（月） 

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 学生支援グループ（担当：森永） 

Tel: 082-424-7290, E-mail: syakai-gaku-sien@office.hiroshima-u.ac.jp 



 

 

*Application forms available through MOMIJI and  
  http://www.hiroshima- u.ac.jp/en/top/International/inu/students/summerschool-envsci/ 

CALL FOR APPLICATIONS 

INU Master’s Summer School 2013 for  

Environmental Science 
2013 Topic: “Global Environmental Sustainability –  

Preparing for Climate Change and Coastal Disasters” 
 
The INU is proud to announce its second INU Master’s Summer School for Environmental 
Science in 2013. This year’s topic will focus on how to prepare for ‘Climate Change and 
Coastal Disasters.’ 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 onboard of the research vessel Toyoshio Maru and visit 
to the marine research institutes in Hiroshima; 

 Visit to Hiroshima Bay and Miyajima Island (world heritage); 

 Interactive workshops with students from across the globe; 

 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. 

 

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

issues related to climate change and coastal disaster through the 
presentations of the country case study reports and discussions. 

 To learn how they are tackling the local environmental issues with  
regard to climate change and coastal disaster in Japan. 

 

PRACTICAL INFORMATION 

  When:  August 3 – 9, 2013 

  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 deadline: MAY 6, 2013 

  Inquiries:   

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

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

 

 

  

kokusai-group
ノート注釈
kokusai-group : Accepted

kokusai-group
ノート注釈
kokusai-group : Accepted

kokusai-group
ノート注釈
kokusai-group : None

kokusai-group
ノート注釈
kokusai-group : None



 

 

CALL FOR APPLICATIONS FOR THE 

INU Nursing Workshop 

2013 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. 

 

When:  3 – 10 August 2013 

Where:  Hiroshima University, Japan 

How to apply: [FILL IN YOUR UNIVERSITY’S APPLICATION REQUIREMENTS] 

Application Deadline: [FILL IN YOUR UNIVERSITY’S DEADLINE – NOTE; ALL SUCCESFUL 

APPLICATIONS HAVE TO BE SUBMITTED TO MELANIE BY MAY 3, 2013] 

 

All application documents should be sent to [FILL IN YOUR ADMIN] 

If you have any questions about the seminar, contact [YOUR CONTACT PERSON] 
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