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国連大学協力会理事会・評議員会を開催しました
7 月 25 日午後 4 時から、国連大学本部ビル２階レセプ
ション・ホールにて第 23 回理事会、第 14 回評議員会が
合同で開催されました。3 月末の役員・評議員改選後、初
顔合わせとなることもあり、当日は、退任された理事・評
議員の方もお招きし、
国連大学関係者や政府関係者も含め、
総勢 27 名が参集しての賑やかな会議となりました。
冒頭、事務局から今年 3 月の役員改選により、理事長
が吉川弘之氏から小宮山宏氏に交代したこと、評議員会会
長に米倉弘昌氏が再選され、

UNU-IAS が開講していた” 生物多様性に特化した大学院プ
ログラム” を統合し、
「大学院サステイナビリティ学研究科」
となったことなどの報告がありました。
続いてスリカンタ・ヘラート新 UNU-IAS 上級学術官から
は、大学院の状況について
１）2014 年度修了生の研究テーマが多岐にわたることや、
修了後の進路は外国の大学院博士課程進学が圧倒的に多いこ
と、就職者については、いったん民間での職業経験を経て国
連機関などへ進む志向が強

副会長に大竹美喜氏が選出

いこと

されたことを報告。小宮山新

２）新 UNU-IAS 大学院へは、

理事長、米倉評議員会会長の

今年も世界各地から水準の

挨 拶 に 続 き、 こ の 3 月 末 で

高い応募があり、その多く

相談役に退いた吉川前理事

はアフリカからであったこ

長から、10 年にわたる理事

と、開発途上国からの進学

長在任期間中の国連大学と

者には奨学金給付が確保さ

の協力関係についての思い

れ る こ と が 不 可 欠 で あ り、

出や今後の国連大学への期

国連大学協力会からの奨学

待が述べられました。また、

金は大変効果的であること

同じく 3 月末で退任した瀬

などが紹介されました。

谷博道前評議員会副会長か

これを受け、今後の国連

らも在任中の役員・評議員各

大学への支援の在り方につ

位の協力に感謝の意が表さ

いて審議に移り、大学院支

れました。
ついで、国連大学からは、
8 月に副学長に就任される
マックス・ボンド学長室長が

援 募 金 活 動 の た め に 2010
上段左から吉川 jfUNU 相談役、ボンド UNU 学長室長（当時）、
下段左から竹本 UNU-IAS 所長、ヘラート UNU-IAS 上級学術官

挨拶に立たれ、国連大学協力会の国連大学への継続的な協
力に対する感謝の言葉が述べられました。
審議に先立ち、竹本和彦国連大学大学院サステイナビリ
ティ高等研究所（UNU-IAS）所長から、国連大学の最近の
動向について
１）従来東京本部に設置されていた「サステイナビリティ
と平和研究所（UNU-ISP）
」と横浜に設置されていた「高
等研究所（UNU-IAS）
」の統合により、新たに東京本部内
に「サステイナビリティ高等研究所」
（Institute for the
Advanced Study of Sustainability： 新 UNU-IAS） を 設 置
したこと
２） 新 UNU-IAS の 設 置 に 伴 い、 旧 UNU-ISP に 設 置 さ れ
ていた「大学院サステイナビリティと平和研究科」と旧

年度から使用してきた「国
連大学大学院サステイナビ
リティと平和研究科支援募

金」の名称を「国連大学大学院サステイナビリティ学研究科
支援募金」に変更する議案が了承され、続いてこの募金活動
の今後の進め方について種々の論議の後、理事長より、「我
が国の経済状況も少しは上向いてきたので、経済界との連携
をより一層緊密にし、企業への働きかけを強め募金活動を活
発にしていきたい」との方針が打ち出されました。
最後に、竹本 UNU-IAS 所長から、来年 2015 年に国連大
学が創立 40 周年を迎えるにあたり、記念事業の実施や次の
10 年にむけた国連ならではの研究・教育の計画を検討中で
あることが紹介され、これに対し国連大学協力会はアイデア
の提案や実施において積極的な協力を惜しまぬことを合意し
て閉会となりました。
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学院
国連大学大

修了式を実施

サステイナビリティ学研究科

6 月 27 日、国連大学大学院サステイナビリティ学研

ンジャミン・マイアングワさんとニシレ・コスマス・ム

究科（UNU-IAS 修士課程）の第 3 回修了式が国連大学

ワイスンガさんもこの日卒業。ムワイスンガさんへの学

本部ビル 3 階のウ・タント国際会議場で開催されました。

位授与の際には母国マラウイの大使も登壇して祝福し、

東京と横浜にあった大学院が今年 1 月に統合され、
「サ
ステイナビリティ学研究科」となったあと初となる修了

一緒に記念撮影をする一幕もありました。
また jfUNU からは、森茜常務理事からお祝いの言葉
と修了生全員に歌舞伎の浮世絵が描かれた団扇のおみや

生は、20 名にのぼりました。
式典では、
はじめに武内和彦国連大学上級副学長が「修
了おめでとう。しかしこ

げが贈呈され、緊張した面持ちの学生から笑みがこぼれ
ました。

れからが本当のスタート
です」と挨拶。
続いて海外出張中のデイ
ビッド・マローン学長が、
ビデオメッセージで学生
たちを祝福しました。
サステイナビリティ学研
究科科長の竹本和彦氏
武内 UNU 上級副学長

の挨拶に続き、4 月から
国連大学協力会（jfUNU）
の理事長に就任した小宮

小宮山 jfUNU 理事長

山宏氏が、次世代のリー

最後に、UNU-ISP 修士課程の「地球変動とサステイ

ダーとしての活躍を祈念

ナビリティ」「平和と安全保障」「国際協力と開発」の 3

してお祝いの言葉を述べ

分野から修了生の代表が、修士論文のエッセンスをス

ました。

ピーチ。
「平和と安全保障」分野の代表として登壇した

祝辞に続く特別講演では

マイアングワさんは学生

青柳正規文化庁長官が

生活の思い出を織り交ぜ

「文化とサステイナビリ

ながら、一言ひとこと噛

ティ」と題した講演を行

み締めるようにスピーチ

い、学生たちの門出に際

しました。
修了生の学生生活の思い

し、励ましとはなむけの言葉を贈りました。
スリカンタ・ヘラート国連大学サステイナビリティ高

出を紹介したビデオが会

等研究所上級学術官大学院教授から 4 年にわたる大学

場に流れるなか、修了式
は和やかに終了。

院の実績と今年度の修了生の研究論文が紹介されたの
ち、武内副学長と竹本科長より、20 名の学生一人ひと

スピーチをするマイアングワさん

2 年にわたり jfUNU が修学生活をサポートしてきたベ

引き続き場所を 2 階レセ
プション・ホールに移し

りに修士の学位記と記念品が手渡されました。

てレセプションが行われ、ムワイスンガさんから長谷川
善一 jfUNU 専務理事に奨学金受給のお礼状が手渡され
ました。

母国マラウイの国旗をはさんでムワイスンガさんと
ムワイスンガさん（右から 2 人目）と母国マラウイ大使（左端）
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長谷川 jfUNU 専務理事

jfUNU ひと口メモ

また、卒業式に先立って 6 月 18 日、住友化学から冠
奨学金を受けていたマイアングワさんが、国連大学のス
リカンタ・ヘラート上級学術官大学院教授、ムワイスン

jfUNU の奨学金ってなあに？

ガさんとともに、東京新川にある住友化学本社を表敬
訪問しました。同社・高尾剛正副社長と福田加奈子 CSR
推進室部長に面談し、直接感謝の意を表するとともに、

国連大学協力会（jfUNU）では、

同社の米倉弘昌会長（当時）に宛てたお礼状を手渡しま

UNU-IAS 大学院開設当初の 2010 年

した。

に、企業、団体、個人から賛助会員を
募り、その賛助会費を奨学金として、
同大学院生の修学生活をサポートする
jfScholarship for UNU 奨学賛助会員制
度をスタートさせました。
賛助会員は、ひとりの学生の修学生活
を１社もしくは個人でサポートする、
いわゆる “冠奨学金” の特別賛助会員、
数社もしくは数人でサポートする賛助

住友化学本社にて

会員 A・B の 3 種で構成されています。

左からヘラート UNU-IAS 上級学術官、

マイアングワさん、高尾副社長、福田 CSR 推進室部長

サステイナビリティ学研究科

入学式が行われました

9 月 8 日に国連大学大学院サステイナビリティ高等研究
所の大学院修士課程および博士課程の入学式が行われまし
た。今年も世界各国から水準の高い応募があり、修士課程
には、144 名の応募から 7 名が、博士課程には 82 名の応募
の中から 3 名が入学しました。
入学式は午前 10 時半から国連大学ビル 5 階のエリザベ
ス・ローズ国際会議場で行われ、デイビッド・マローン学
長が「UNU で充分に勉学に励んで欲しい」と学生たちを激

共同の奨学金を支給しているほか、博士課程 3 年生 1

励。この日からはじまる国連大学短期集中講座の受講生も

名に引き続きトヨタ自動車株式会社から冠奨学金が、ま

加わり、華やかな入学式になりました。

た博士課程 2 年生 1 名に住友化学株式会社から冠奨学

国連大学協力会では、今年入学した学生を含め修士課程

金が支給されています。

4 名、博士課程 3 名の計 7 名の学生に複数企業や個人から

2014 年度の出願者数、修士課程は 144 名
2014 年度 UNU-IAS 修士課程の入学試験が終了しました。修士課程は合計 144 名の出願のうち 7 名が合格、また博士課程は
82 名の出願者があり、そのうち 3 名が合格しました。
＜修士課程＞

＜博士課程＞
●入学出願者地域別

●入学出願者地域別
アフリカ

８７名（２３カ国）

アフリカ

３９名（１４カ国）

中南米

6 名（

６ヵ国）

中南米

6 名（

６ヵ国）

オセアニア

1 名（

１カ国）

中東

１０名（

５カ国）

中東

１９名（

７カ国）

アジア

２５名（１１カ国）

アジア

２９名（

９カ国）

ヨーロッパ

１名（

１カ国）

２名（

２カ国）

北米

１名（

１カ国）

ヨーロッパ

●合格者・国別・性別（合格者数：7 名）
インド：男１名、女１名／スリランカ：男１名／

●合格者・国別・性別（合格者数：3 名）
ブータン：男１名／ミャンマー：女１名／日本：女１名

パナマ：男１名／フィリピン：男１名／ブルキナファソ：女１名／
ミャンマー：男１名
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国連大学グローバル ･ セミナー湘南セッション第 30 回記念式典開催

1985 年の開催から今年で 30 回を数える国連大学グロー
バル・セミナー湘南セッション。
その 30 周年を祝う式典が、9 月 1 日、国連大学本部ビ
ル 3 階のウ ･ タント国際会議場で開催されました。
竹本和彦国連大学サステイナビリティ高等研究所所長の
挨拶、共催の水田秀子かながわ国際交流財団専務理事に
よる挨拶に続き、デイビッド・マローン国連大学学長によ
る「国連の平和と安全保障に関するこれまでを振り返って」
と題した基調講演が行われ、その後、フロアからの質疑応
答では、活発な議論が展開されました。

デイビッド・マローン UNU 学長

引き続き行われた、山影進青山学院大学教授による基調

最終日の 4 日にはグループ発表が行われ、「国連の新

講演では「国連と人間の安全保障」という今回のテーマに

たな挑戦ーグローバル時代の安全保障」のテーマにもと

関わる問題提起が行われ、意識を高めた参加者は、場所を

づき、21 世紀の安全保障問題に取り組む国連の役割を

湘南国際村に移して 3 日間の集中討議、グループ討論へと

考察し、その課題や展望を探った熱い熱い 4 日間が終わ

突入しました。

りました。

jfUNU Lecture Series 9

東京の国連大学本部に拠点を置く、国連大学政策研究セ

ンター（UNU-CPR:Center for Policy Research）は、国連大
学システムとそれを超えた幅広い機関の研究を踏まえて、
平和、国際安全保障、世界開発といった問題に関して政策
研究を行います。とくに、国連にとって喫緊の課題に関わ
る政策研究の強化に力を入れ、研究の普及を後押しする戦
略を見出し、国連の意思決定力の向上につながる政策枠組
みの変革を促します。初代の所長に就任したドイツのセバ
スティアン・フォン・アインジーデル氏について、デイビッ
ド・マローン国連大学学長は「広範な国連コミュニティ内
で極めて優れた政策研究のリーダー」と評し、今後の活動
について大いに期待しています。

■マックス・ボンド氏が国連大学副学長就任

2014 年 8 月、国連大学学長室長を勤めるマックス・ボン

ド氏が、副学長に任命されました。
ボンド氏は、1982 年に国連大学に加わり、以来 32 年間

環境と平和 より包括的なサステイナビリティを目指して

■国連大学政策研究センター (UNU-CPR) を新設

国連大学協力会では、2012 年 11 月
に国連大学サステイナビリティと平和研
究所（UNU-ISP）との共
催により、「環境と平和
－より包括的なサステイ
ナビリティを目指して」
のテーマでシンポジウ
ムを開催しましたが、こ
のたびその内容を編集・収録した上で、
「jfUNU レクチャーシリーズ 9」
（武内和
彦編・国際書院）として出版いたしまし
た。
ご希望の方には本書を送料とも無料で差
し上げます。お申込は、氏名、住所、電
話番号を明記の上、E-mail jf@unu.edu
か FAX

03-5467-1349。先着 3 名まで。

に亘り、本部（東京）の組織計画・資源開発部、戦略計画、
広報、コミュニケーション、およびその他いくつかの学術サー
ビスに関する要職を歴任し、2003 年 12 月からは国連大学
システムの主要な調整役である学長室長を務めています。
ボンド氏の副学長就任は、国連大学協力会にとってもたい
へん喜ばしいことであり、今後、より円滑な協力関係が期待
されます。
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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。
国連大学協力会

検 索

