ホームページ
http://ias.unu.edu/jp/admissions/certificate/unu-global-seminars.html

申込はオンラインで受付けます。
Application is available online at the UNU website.
https://pgp.isp.unu.edu/registration/

セミナーのねらい
Seminar Objectives

国連の新たな挑戦 ― グローバル時代の安全保障
The United Nations New Challenges to Global Security

国連憲章の前文には、国連が「戦争の惨害から将来の
世代を救い」「国際平和および安全を維持すること」を
目的とすることが明記されています。国際関係において
自由主義概念が広まっていた当時、国連は全ての人々に
集団安全保障をもたらすために不可欠な国際組織だと
みなされていました。冷戦下の大国間対立により活動が
制限されたにも関わらず、国連は設立されて以来60以上
もの平和維持活動を実行し、そこへ何万もの兵士を派遣
してきたという歴史を歩んできました。また、少なくと
も1994年以降には伝統的な安全保障に加え、非伝統的な
安全保障、特に人間の安全保障に関する課題にも注目し
ています。国連はこの人間の安全保障を世界に普及させ
る活動を牽引してきました。

The opening phrases of the UN Charter clearly dedicate the
organization ‘to save succeeding generations from the scourge of
war’ and ‘to maintain international peace and security’. In the
prevailing liberal conception of international relations of the time,
the UN as an effective international organization was considered
essential to provide collective security for all. Despite its limitation
in the context of the Cold War rivalry, history of the UN reveals
that, since its inception, the organization has fielded more than five
dozens of peacekeeping operations, deploying tens of thousands of
troops under its banner. At least since 1994, in addition to traditional
aspect of international security, the UN has increasingly paid closer
attention to issues that fell under non-traditional security, especially
those pertaining to human security. The UN has been at the forefront
of promoting human security around the world.

しかし、長年にわたって国際平和と安全を維持する国
連の役割及び国連が安全保障の任務を遂行する取組みに
ついて学術を含む様々な議論がなされてきました。本来
国連は、国際政治の勢力均衡ではなく国際社会の協調関
係に根ざした制度たることが期待されていましたが、国
連は力の政治の一部となっているという批判もあります。
創設から約70年経った今も、暴力的な国際紛争は存続し、
国連は様々な安全保障問題に直面しています。それらは
今では、非国家主体、
「破綻国家」、大量破壊兵器の拡散、
文民保護の任務など、多岐にわたる課題を含みます。
国連大学グローバル・セミナー第30回湘南セッション
では、21世紀の安全保障問題に取り組む国連の役割を
考察し、その課題や将来の展望を探っていきます。

For years, however, there has been a scholarly debate over the role
of the UN in maintaining international peace and security and that
questions the UN’s effort to fulfill its security mandate. The UN,
as an institution, was to replace the balance of power with a power
of international society; yet, its critics point out that it remains
epiphenomenal in international politics. Now, after nearly 70 years
later, violent international conflicts persist and the UN continues to
confront various forms of security challenges, including challenges
posed by non-state actors, ‘failed states’, and the proliferation of
weapons of mass destruction, as well as missions to protect civilians.
This Global Seminar (Shonan Session) will examine the role of UN
in tackling the security challenges of the 21st century and explore
challenges and prospect for future.
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セミナープログラム
Seminar Programme
13:00〜
16:00

Opening Ceremony

開会式
（国連大学本部

(U Thant International Conference Hall, UNU Headquarters Building)

ウ・タント国際会議場）

基調講演
基調講演１
「国連の平和と安全保障に関するこれまでの活動を
振り返って」 デイビッド・マローン

1 September
(Monday)

基調講演２
「国連と人間の安全保障」 山影 進

Keynote Lecturers
Keynote Lecture 1
“Revisiting the UN’s Past Experiences in Peace and Security”
David Malone
Keynote Lecture 2
“UN and Human Security” Susumu Yamakage
Group Photo and Reception

写真撮影とレセプション
16:00

チャーターバスにて湘南国際村に移動

Move to Shonan Village Center by charted bus

19:30

レセプション

Welcome Reception

グループミーティング

Group Meeting

20:30〜
21:30
9:00〜
11:45

Lecture 1
“Emerging Challenges to Global Security”
Sebastian von Einsiedel
Lecture 2
“The Role of Security Council in Development of Peace Operation”
Shinichi Yamamoto

講義１

「グローバル時代の安全保障における新たな課題」
セバスティアン・フォン・アインジーデル

講義２

2 September
(Tuesday)

「安全保障理事会の役割と平和維持活動の展開」
山本 慎一

13:30〜
15:30

Kanagawa Session — Case Studies of Local Efforts

かながわセッション 〜 地域からの事例報告
（4つの分科会から1つを選択）

All the participants will be expected to attend one of the four lectures.

16:00〜
17:30

グループ討論(1)

Group Discussion 1

19:30〜
21:00

グループ討論(2)

Group Discussion 2

9:00〜
11:45

Lecture 3
“Gender and UN Security Challenges”
Junko Sazaki
Lecture 4
“UN and Expanded Partnership:
Relationship between UN and Civil Society”
Kazuko Ito

講義３

「ジェンダーと国連の安全保障の課題」
佐崎 淳子

講義４

3 September
(Wednesday)

4 September
(Thursday)

「国連と市民社会のパートナーシップ ―新しい安全
保障の課題に取り組むために」
伊藤 和子
13:30〜
15:30

特別セッション：安全保障の課題とグローバル・ガバナンス
司会：内田 孟男

パネリスト：勝間 靖
松隈 潤
関 薫子（予定）

Special Session: Security Challenges and Global Governance
Moderator: Takeo Uchida

16:00〜
17:30

グループ討論(3)

19:30〜
21:00

グループ討論(4)

Group Discussion 4

AM

グループ発表
閉会式

Group Presentations
Closing Ceremony

PM

フェアウェルランチ

Group Discussion 3

Panelists: Yasushi Katsuma
Jun Matsukuma
Kaoruko Seki (TBC)

Farewell Lunch
（都合によりプログラム、講師は変更する場合があります。 Programme contents and lecturers are subject to change.）
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Professor, Graduate School of Asia-Pacific Studies,
Waseda University
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Professor, Graduate School of Global Studies,
Tokyo University of Foreign Studies

Kaoruko Seki (TBC)

Senior Inter-Agency Coordinator
for Syria Crisis Refugees Operations, Erbil Sub-Office,
UNHCR Iraq (On secondment from UNHQ in New York)

関薫子（予定）
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（国連事務局ニューヨーク本部より出向中）

（敬称略、講義順

／

in order of presentations）

参加申込要領
Application Information
参加資格

原則として、日本の大学に在籍する学部生、大学院生、留学
生で、専攻分野は問いません。テーマに関心のある社会人
（テーマについての専門家や大学などですでに教鞭をとられ
ている方は除く）も歓迎します。国外に住む外国籍の方は申
し込みできません。 セミナーの使用言語は日本語と英語。
初日の開会式及び基調講演以外の通訳はつきません。

Participation Requirements: The seminar is open to Japanese and foreign students
at Japanese universities (undergraduate/graduate students), irrespective of their major.
Young professionals who are interested in the theme of the seminar are also welcome,
although those working in the subject area are not admissible. Non-Japanese residents
(persons living outside Japan) are not eligible to apply. Participants are required to
understand both English and Japanese, as lectures will be delivered in either language.
Simultaneous interpretation will be provided for the first day of the programme
only; the interpretation will not be provided for other lectures.

期

間

2014年9月1日(月)〜9月4日(木)
9月1日の午後12時30分に開会式会場（東京都渋谷区・国連
大学本部）にて参加登録。開会式と基調講演後にチャーター
バスで湘南国際村センターに移動します。9月4日の昼食後は、
現地解散。詳細は追って通知します。なお、セミナー期間中、
受講生は全プログラムに参加するものとします。

Date: 1–4 September 2014 (Monday–Thursday)
Registration begins at 12:30 on 1 September at the United Nations University
Headquarters building. The participants will move to the Shonan Village Center by
charted bus. The seminar ends on 4 September after lunch. Further details will be
sent to the selected participants directly. Participants are expected to stay for the entire
duration of the seminar.

場

所

湘南国際村センター
〒240-0198 神奈川県三浦郡葉山町上山口1560-39
TEL: 046-855-1822 FAX:046-858-1210
http://www.shonan-village.co.jp/
E-mail：global2014@kifjp.org

Venue: Shonan Village Center
1560-39 Kamiyamaguchi, Hayama
Kanagawa 240-0198
Tel: 046-855-1822 Fax: 046-858-1210
http://www.shonan-village.co.jp/
E-mail: global2014@kifjp.org

定

員

費

用

Number of participants: 100

100名
一人３万８千円（宿泊費、食費、資料代、初日のバス代込。
ただし、現地までの交通費は含まれません） 留学生（月々
117,000円以上の奨学金を受給している人を除く）は、
選考により参加費が３万円免除となります。なお、宿泊は
2〜６名の相部屋です。

Fee: The participation fee of JPY38,000 covers accommodation, meals, seminar
documents, and bus fare on the first day. Transportation costs to/from the seminar
site are not included. Foreign students (excluding those who receive a monthly
scholarship of 117,000 yen or more) may apply for a JPY30,000 waiver of this
seminar fee. All the rooms will be shared with 2-6 participants.

修了証

セミナーの全プログラムを修了し、所定の手続きを完了した
参加者に対して国連大学から修了証が交付されます。

Certificate: Each participant will receive a UNU certificate upon successful
completion of the seminar.

応募方法

セミナーに参加ご希望の方は、オンライン
＜https://pgp.isp.unu.edu/registration/＞にて必要事項の
ほか小論文を明記して提出して下さい。

Application: Please complete the online application form, including a brief essay
explaining your reasons for applying for the UNU Global Seminar, at the following
web page: https://pgp.isp.unu.edu/registration/

事務局

〒150-8925 東京都渋谷区神宮前5-53-70
国連大学グローバル・セミナー 湘南セッション事務局
TEL: 03-5467-1212 FAX: 03-3499-2828
TEL: 03-5467-1266(直通)
E-mail: shonan@unu.edu
受付時間：月曜日 〜 金曜日
9:30〜17:30（13:00〜14:00を除く）

Secretariat:
United Nations University Global Seminar Japan Shonan Session Secretariat
5-53-70 Jingumae
Shibuya-ku, Tokyo 150-8925
Tel: 03-5467-1212 Fax: 03-3499-2828
Tel: 03-5467-1266 (direct)
E-mail: shonan@unu.edu
Office hours: Monday-Friday 9:30-13:00, 14:00-17:30

応募締切

2014年5月30日(金)必着

Application Deadline: Friday, 30 May 2014

合格通知

応募者はプログラム委員によって審査され、結果は7月8日頃
にメールで通知いたします。合格者は7月26日までに参加
費用として3万8千円を指定の銀行口座に振り込んで下さい。
詳細は後日、直接参加者にお知らせします。
※セミナー期間中に撮影した写真は各種広報に利用させて
いただく場合がありますので、ご了承ください。

Notification of Selection: Applications will be reviewed by the Shonan Session
Committee. Candidates will be notified around 8 July 2014 by email. The participation
fee of 38,000 yen must be deposited to the designated bank account by 25 July 2014.
Details will be sent to the selected participants directly.
*Please note that photos taken during the Seminar may be used for the purpose
of advertising.

【会場のご案内】
《国連大学本部》

●電車を利用の場合

国連大学センター
子供の城

JR 渋谷駅

原宿へ

青山通り
青山学院
大学

表参道駅

○国連大学本部は青山通りに位置して
おり、渋谷駅から徒歩10分、地下鉄
表参道駅出口B2(銀座線、半蔵門線、
千代田線乗り入れ)から徒歩5分です。

《湘南国際村センター》

●バスを利用の場合
○JR逗子駅または京急新逗子駅前1番バス乗り場より
「湘南国際村センター前」行きバスに乗車、
終着「湘南国際村センター前」下車
（所要時間約25分、料金350円）
○京急汐入駅前2番バス乗り場より
「湘南国際村センター前」行きバスに乗車、
終着「湘南国際村センター前」下車
（所要時間約30分、料金380円）

●タクシーを利用の場合
○ＪＲ逗子駅前タクシー乗り場より湘南国際村
センターまで（所要時間約20分 料金約2,500円）

＜写真提供：United Nations Photo＞

