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ACT1
　3 月 11 日に発生した東日本大震災で亡くなられ
た方々に衷心よりお悔やみを申し上げますととも
に、被災地や事故周辺地域において、今なお不自由
かつ不安な生活を余儀なくされている皆様に、深く
お見舞いを申し上げます。
　国連大学協力会では、被災された方々、救出・復
興作業にあたっている人々へ支援をお届けするた
め、募金活動を行っています。
　皆様のご協力をお待ちしております。

公益財団法人 国連大学協力会
理事長　吉川　弘之

Activity Report 
　  国連大学協力会 2010 年度活動報告 Japan Foundation for United

● 活動の基本方針

　国連大学は、1975 年の創設以来、学者の国際的共同体として機能してきましたが、2009 年 12 月、第 64 回国連総会に
おける国連大学憲章の改正を経て、正規の大学院教育を行う機能を獲得しました。そして、東京本部にある「サステイナ
ビリティと平和研究所（UNU-ISP）」を基盤として、昨年 9月に大学院「サステイナビリティと平和研究科」を創設しました。
このことを受けて公益財団法人国連大学協力会（jfUNU）では、国連大学新大学院の教育研究活動が、グローバル・イシュー
の解決に貢献する人材の育成や日本社会の真の国際化等に大きく寄与するものであるとの認識に立ち、同大学院に対する
我が国国民の関心を高め、資金的に援助する体制を整備していくことを 2010 年度の活動の基本方針としました。
　この基本方針の下に、jfUNU では、大学院学生の奨学助成に必要な経費を募金する具体的方法について、経団連等経済
界との連携・協議を行い、大学院生の奨学金助成について安定性と継続性が求められることから、11月に開催された理事会・
評議員会で、国連大学大学院支援に焦点化した新たな賛助会員制度「jfScholarship 賛助会員」を設置しました。また、他
方で広く一般国民への理解も求めながら、募金活動を展開していくこととし、併せて大学院開設時に記念イベントを開催し、
メディア関係や国民一般に対し、新大学院の広報・キャンペーン活動を積極的に行い、さらに、この大学院の基盤である「サ
ステイナビリティと平和研究所 (UNU-ISP)」や「国連大学高等研究所（UNU-IAS）」の研究プログラムについても、幅広く
広報展開を実施し、その活動を支援していくことを目標としました。

公益財団法人 国連大学協力会
〒 150-8925  東京都渋谷区神宮前 5-53-70
TEL 03-5467-1368　FAX 03-5467-1349　　
URL http://www.jfunu.jp/    E-mail  jf@unu.edu　

●「国連大学創設 35周年記念 大学院サステイナビリ
ティと平和研究科支援募金」活動
  ―　jfScholarship  for UNU 賛助会員制度の創設 ―
　jfUNU では、経団連を中心に経済界との協議を行
い、国連大学大学院学生が在学中、勉学に専念するに
あたっては、継続的かつ安定的な支援が肝要であると
の観点から、理事会・評議員会での決議を経たうえで、
「jfScholarship for UNU 賛助会員」制度を設け、本法人
役員関連企業を中心として募金活動を進めました。
　この賛助会員制度では、一企業団体が一人の大学院生
の奨学金を助成できる特別賛助会員、数団体で一学生の
奨学金を助成できる賛助会員Ａ及び広く一般国民が支援
できるための賛助会員Ｂよりなり、2010 年度には、特
別賛助会員として２社、賛助会員Ａとして３社から承諾
及び内諾を得ました。また、一般市民に対しても新賛助
会員制度の告知に努め、従来の jfUNU 一般賛助会員か
ら jfScholarship for UNU 賛助会員への移行登録が一部
行われました。
　さらに、従来同様広く国民一般から随意に受け入れる
「一般寄付金」、個人及び法人・団体からの一般「賛助会費」
による寄付金募集を行いました。

寄付金募集活動

Nations
  University

2010

【義援金のお振込み先】
金融機関名 支店名 口座番号 口座名義人名

郵便局 －
振替口座

00180-0-651877 国連大学協力会
震災緊急支援募金

三菱東京UFJ 銀行 渋谷支店
普通預金 
0290799

検  索国連大学協力会

　詳しくは、本法人のウェブサイトをご覧ください。
http://www.jfunu.jp/



2

ACT2
国連大学への国民の関心を高め、
支持を強化するための事業

　国連大学の活動が、人類の生存や福祉、発展に関わる
緊急で地球規模課題の解決に不可欠なものであることに
ついて、広く国民の理解を得、幅広い国民各層が国連大
学の活動に高い関心を寄せ、強力な支持が得られるよう、
キャンペーン・広報事業を積極的に推進しました。
●  広報用パンフレットの作成・頒布
　国連大学と jfUNU の活動内容をより具体的に伝える
よう、各種パンフレットを制作・改定し、積極的に頒布
しました。さらに、「国連大学協力会ニュースレター」
において、本法人の決算概要や活動実績を掲載。また、
国連大学新大学院サステイナビリティと平和研究科につ
いては、設立趣旨や関連イベントの模様、関係者へのイ
ンタビュー記事を掲載した上で、賛助会員や企業関係者
を中心として幅広く頒布し、国連大学と本法人の活動に
関わる情報提供と広報に努めました。
　5月には、国連大学大学院の設置目的やカリキュラム、
教員組織等を掲載したリーフレットを作成し、関連機関
への国連大学の紹介に供しました。
● ウェブサイトのリニューアル
　jfUNUのウェブサイトをリニューアル・ブログ化（CMS
化）し、本法人の活動内容を始め、国連大学大学院及び
研究プロジェクト等の概要、イベント告知等、迅速な情
報提供に努めました。また、ツイッターによるソーシャ
ルメディアの活用も開始し、国連大学ウェブコンテンツ
との連携を図りながら、より広範な広報展開を実行しま
した。
● メールマガジンの配信
　賛助会員や本法人へのコンタクトを希望する人々に、
メールマガジンの配信によってイベント案内を主として
機動的な広報を行いました。
● マスコミ・各種メディアへのニュースリリース
　特に国連大学新大学院のアピールを目的として、各種
メディアへのニュースリリース、広報展開に努めました。
結果として、大手新聞を中心に、国連大学に関する取材
および記事掲載が増加しました。

　国民の各層に人類の生存や福祉、発展に関わ
る緊急で地球規模課題の解決のための知識や方法論、国
連関係機関や国連大学の活動と人々の生活、企業活動と
の関連など、身近な問題から国連大学の活動の重要性を
認識してもらえるよう、一般市民が参加できる講演会を
下記のとおり実施しました。
● 九州大学との共同セミナーの開催
　7 月 29 日、国連大学および九州大学との共催で、公
開シンポジウム「グローバル化した保健と医療 - アジア
の発展と疾病の変化」を九州大学医学部百年講堂で開催
しました。（後援：外務省、文部科学省及び厚生労働省）
　モハメド・ヤシン国連大学グローバルヘルス研究所
長、尾身茂自治医科大学教授を基調講演者に招き、続く
ショートスピーチおよびパネルディスカッションでは、
九州大学の教官より、健康、医療、環境、社会などの多
角的視点から最新の問題および解決策が提起されまし
た。

● 国連大学新大学院創設記念シンポジウム / ジュニア
フェローシンポジウム 2010
　「jfUNU/UNU ジュニアフェロー・シンポジウム」は、
2006 年以来、国連大学本部の実施する人材育成コース
修了者のフォローアップと修了生同士の連携の場を提供
することを目的として、国連大学協力会と国連大学が隔
年で実施してきたものです。
　2010 年度は、国連大学新大学院「サステイナビリティ
と平和研究科」の創設を記念して、「国連大学新大学院
創設記念シンポジウム　～ジュニアフェローシンポジウ
ム 2010 ～」（後援：文部科学省、外務省、日本経済新
聞社／助成：東京倶楽部）と題して実施しました。「サ
ステイビリティと平和」を全体テーマに、午前中は第 1
部として、例年通り国連大学の修了生を中心としたワー
クショップ、午後は第 2部として記念のシンポジウム
とし、公開講演会とパネルディスカッションを実施。
　第 1部のワークショップでは、国連大学の修了生で
世界の第一線で活躍する中堅的リーダーたちを世界 11
カ国から迎え、勝間靖早稲田大学大学院教授、望月康恵
関西学院大学法学部教授、蟹江憲史東京工業大学社会理

講演会、シンポジウムの開催



科目 決算額

Ⅰ　一般正味財産増減の部

1. 経常増減の部

(1) 経常収益

　基本財産運用益 4,811,550 円

　特定資産運用益 15,685,942 円

　受取補助金 3,000,000 円

　受取寄附金 19,329,500 円

　雑収益 8,485 円

経常収益計 42,835,477 円

(2) 経常費用

　事業費 47,555,953 円

　管理費 7,341,349 円

　経常費用計 54,897,302 円

　評価損益等調整前当期経常増減額 △ 12,061,825 円

　特定資産評価損益等 △ 2,059,500 円

    当期経常増減額 △ 14,121,325 円

2. 経常外増減の部

　当期経常外増減額 1,145,000 円

　当期一般正味財産増減額  △ 12,976,325 円

　一般正味財産期首残高 631,432,587 円

　一般正味財産期末残高 618,456,262 円

Ⅱ　指定正味財産増減の部

　基本財産運用益 4,811,550 円

　特定資産運用益 366 円

    受取寄付金 19,560,000 円

　特定資産評価損 ▲ 424,400 円

　一般正味財産への振替額 △ 22,911,916 円

　当期指定正味財産増減額 1,035,600 円

　指定正味財産期首残高 183,684,000 円

　指定正味財産期末残高 184,719,600 円

Ⅲ　正味財産期末残高 803,175,862 円

助 成 項 目 金 額

アジア沿岸水圏における環境測定と管理プロジェクト 14,250,000 円

「国連大学高等研究所（UNU-IAS）」に対する助成 500,000 円

国連大学グローバル・セミナー湘南セッション 860,000 円

新大学院奨学金助成 3,600,000 円

新大学院開設記念講演会費用 375,000 円

国連大学本部の施設整備助成金 5,000,000 円

国連大学図書館図書購入費 50,000 円

合 計 額 24,635,000 円

■ 2010 年度 国連大学への助成内容

 項 目 金 額

一般寄付 ( 個人 4件、法人 1件 ) 14,566,000 円

賛助会費（個人 77件、法人 8件） 6,223,500 円

合 計 額 20,789,500 円

■ 2010 年度 寄附金収入

※一般寄付金及び賛助会費収入は全額国連大学への助成金に充て
られました。
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■ 2010 年度 国連大学協力会正味財産増減計算書概要

工学研究科准教授、鎗目雅東京大学新領域創成学研究科
のコーディネートにより議論と意見交換を実施。
　第 2部の記念シンポジウムでは、基調講演者に 1972
年にローマクラブから『成長の限界』の第一段階作業を
委嘱され、世界に「サステイナビリティ」という発想を
提起したデニス・メドウズ博士を招き、「成長の限界が
平和に示唆するもの」と題して講演を実施。続いて同氏
の講演をもとにパネルディスカッションでは、「『成長
の限界』が切り開いた人類の未来」というテーマで、武
内和彦国連大学副学長、茅陽一地球環境産業技術機構副
理事長、伊奈久喜日本経済新聞特別編集委員のプレゼン
テーションに加えて、第 1部の国連大学修了生も全員
登壇しながら公開フォーラム形式で、『成長の限界』で
指摘された地球と人類のその後の状況と今後の展望につ
いて考察しました。
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ACT4
ACT5

ACT6

● サステイナビリティに関する取組み動向についての
資料収集
   地球規模課題（グローバルイシュー）の解決に対して、
広く国民の理解と認識を得るためには、今日における当
該課題解決に係る社会の取組み、大学等における教育･
研究の動向を十分把握しておくことが重要です。
　2010 年度は、国連大学において「大学院サステイナ
ビリティと平和研究科」が設置されたことに鑑み、我が
国社会におけるサステイナビリティに関する取組み及び
サステイナビリティ・サイエンスにかかる取組み状況に
ついて、資料収集を行いました。

国際相互理解の機会提供及び国連
大学への協力事業

● 国際相互理解事業の実施
【Friends of UNU 公開フォーラム】
　国連大学在学生や修了生が一般市民とともに地球規模
課題（グローバル・イシュー）について情報交流を行い、
国際相互理解を深めるため「Friends of UNU フォーラ
ム」を立ち上げ、第 1回「公開フォーラム」を 9月 4日、
UNU-ISP の協力を得て、国連大学本部ビル 1F 地球環境
パートナーシッププラザで実施しました。
　第 1部は、「国連大学人材育成コース修了生とともに
国連平和維持活動を考える」というテーマでUNUの国
際講座を修了し、現在、国連職員として PKOに従事し
ているリノ・シアーラ氏とウーター･フォン・クイック
ルボーネ氏をスピーカーに招き、国連の展開する平和維
持活動の最新情報を共有すると共に情報交流を行いまし
た。続く第 2部では、宇宙航空研究開発機構（JAXA) の
阪本成一教授により、「JAXA の最新の宇宙映像から地
球を考える」というテーマで講演と情報交流を行いまし
た。
【国際講座受講生の日本文化体験プログラム】
　国連大学の短期研修講座「国際講座（International 
Courses）」の受講生を対象として、日本文化体験の一
環として、6月の研修期間中に歌舞伎見学プログラムを
企画・実施しました。
● 国連大学への協力事業
【国連大学新大学院創設記念式典への協力】
　9月 3日の国連大学大学院「サステイナビリティと平
和研究科」創設記念式典に際し、全面的な協力を行いま
した。
【国連大学研修事業における諸費用の徴収事務】
    国連大学の事業に係る業務支援の一環として、研修参
加費の徴収事務を代行しました。

地球規模課題解決のための研究及び
社会の取り組みについての調査研究

国連大学への助成活動

　国連大学への助成に当たっては、国連大学が真に必要
とする分野の活動について、事前に国連大学関係者との
十分な連絡調整のもと、助成対象事業などを検討すると
ともに、具体的助成事業の選定・助成額配分などについ
ては、「国連大学協力会助成諮問委員会」による審議を
経て行いました。2010 年度の国連大学への助成金額は、
合計 24,635,000 円であり、助成対象となった国連大学
のプログラムは以下のとおりです。
● 国連大学の研究活動等に対する助成
　2010 年度において国連大学の下記の活動に対し助成
を行いました。
【アジア沿岸水圏における環境モニタリングとガバナンス】
　日本、中国、韓国、ベトナム、フィリピン、マレーシア、
タイ、シンガポール、インドネシア、インド、パキスタ
ン等の沿岸水圏（海水、河川水、湖沼）の汚染を防止す
るため、各国の公的機関や大学の環境汚染化学物質の分
析能力向上を目指して行う調査・研究に対し、2009 年
度も引き続き助成を行いました。同事業は、ダイオキシ
ンや PCB などの残留性有機汚染物質の検査技術の向上
を図り、アジア水圏の良好な環境管理を目指しています。
【気候変動と科学、技術、および持続可能な改革の研究
プロジェクト】
　国連大学高等研究所が、気候変動と技術革新の共存
の可能性を探るために複合的なテーマで進める研究プロ
ジェクトに対し、助成を行いました。
● 国連大学の教育活動等に対する助成
【UNU-ISP 大学院奨学金助成】
　「jfScholaship for UNU 賛助会員」制度に基づく特別
賛助会員企業からの寄付金を元に、国連大学新大学院「サ
ステイナビリティと平和研究科」の 2名の学生への奨
学助成を行いました。
【国連大学グローバル・セミナー湘南セッション】
    国連大学は、地球規模の問題やその取組みにおける国
連の役割について、大学生や若い専門家の理解を深める
ことを目的とした研究普及活動に積極的に取り組んでい
ます。その中で重要な役割を果たしているのがグローバ
ル・セミナーシリーズで、国連との関係に焦点を合わせ
た国際問題をテーマに取り上げ、国連スタッフ、学者ら
による講義と討論を合宿形式で実施しています。同セミ
ナーについて一部費用の助成を行いました。
【新大学院開設記念式典費用】
　国連大学新大学院「サステイナビリティと平和研究科」
の開設に伴う記念式典及びそのレセプション事業につい
て助成を行いました。
● 国連大学の施設・整備に関する助成
【国連大学本部の施設維持特別助成】
　国連大学本部の施設維持に係る経費について助成を行
いました。
【国連大学図書館図書購入費】
　国連大学図書館の蔵書の充実に資するべく、助成を行
いました。

jfUNUでは賛助会員を募集しています。
詳しくはウェブサイトをご覧ください。

検  索国連大学協力会




