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月 26 日午後 5 時より、「Our World 2.0 − Peace &
Creativity Salon」と題するイベントが開催され、

200 人を超える人たちが国連大学（UNU）屋外広場に集
まりました。
イベントでは最初に、ドキュメンタリーフィルム『英
知への歳月』を上映。このフィルムは日本の高齢社会に
焦点を当て、研究者や医師へのインタビューを通じ、高
齢者が長く健康を保ち、精神的にも豊かに暮らすための
科学的知見を追究。同時に 100 歳を越えた今も、商店
主として充実した毎日を送る山崎まつさんや 103 歳の
現役西陣織職人など、老年時代を元気に過ごす高齢者の
事例を紹介し、来場者に大きな感銘を与えていました。
山崎まつさん本人もこの日会場に姿を見せ、司会者から
紹介されると多くの人から歓迎される一幕も。
続 い て 行 わ れ た「 国 際 平 和 デ ー」 を 記 念 し た 映 画

『Soldiers of Peace（平和の戦士たち）』のワールドプレ
ミア上映では、上映終了後、オーストラリアにいるティ
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特集

ム・ワイズ監督と UNU 本部をインターネット回線

ＵＮＵメディアスタジオ

クリエイティブ集団 の 新たなる試み

で結び、ワイズ監督が UNU からの問いかけや質問に応

−メディアスタジオでは、これまでいろいろなオン

じました。その他、世界各地の 10 人の男女にビデオカ

ライン教材やドキュメンタリーフィルムを製作して

メラが密着し、その生活を浮き彫りにするというユニー

きましたが、その中でも『アユキラ川を救え (Saving

クな『Global Lives Project』の上映や、ピースボートメ

the Ayuquila River)』(http://onlinelearning.unu.edu/

ンバーによるダンスパフォーマンス、さらに来場者同士

ayuquila/main.html) は各方面で高い評価を受けていま

の懇談と交流が午後 10 時過ぎまで続き、会場は大きな

すね。

盛り上がりに包まれました。

バレット：
「これは一般から大学院生まで幅広い層の人

これらのイベントを企画したのが、UNU メディアス
タジオ
（以下
「メディアスタジオ」
）
。
メディアスタジオは、

たちが、オンライン上で環境問題や実践的な政策論を学
習できるよう作られた e ケーススタディです。

2003 年の開設以来、主に開発途上国の人材育成のため

アユキラ川はメキシコ西部を流れる川で、古くから地

のオンライン教材や、環境問題、平和と紛争をテーマに

元の人々に豊かな恵みを与えていましたが、1972 年に

したドキュメンタリーフィルムを数多く手がけ、
『英知

川の上流にサトウキビの精糖工場が

への歳月』でもプロデューサーを務めました。UNU 本

建設されたことによって、水質汚染、

部ビル左側、ガラス張りのオフィスを拠点として、優れ

環境破壊などの問題が発生し、下流

た教育関連のコンテンツを世界に発信するメディアスタ

地域の住民に深刻な影響を及ぼすこ

ジオのスタッフは総勢 8 人。クリエイティブ集団を率

ととなりました。工場関係者、地元

いる所長のブレンダン・バレットさんに、これまでの活

住民の間で複雑な対立が長年続いて

動と「新たなプロジェクト」についてうかがいました。

いましたが、最終的に研究者の科学

ブレンダン・バレット所長

1

的な努力や地元政府の政策措置、市民との協力体制に
よって解決へと導かれます。
『アユキラ川を救え』では、
①関係者へのインタビューを交えたドキュメンタリー

元気な高齢者に焦点
『英知への歳月』

フィルム、②現地の状況変化を、時間的・地理的な観点

−メディアスタジオの教材や作品は、現代世界に生起す

から理解できるよう作成された地図、さらに③関連する

る深刻な課題をテーマにしながら、常に「問題解決の可

論文・文献資料 を組み合わせて構成し、問題発生の背

能性」を追求しようとする姿勢が感じられます。
『英知

景から解決に至るまでのプロセスを段階的に学べるよう

への歳月（The Wisdom Years）』（WHO 神戸センターと

になっています。

共同製作）でも、日本の高齢社会の「光の部分」を取り

2005 年にスタッフのひとりが、メキシコ・グアダラ

上げていますね。

ハラ大学で行われた水質保全のトレーニング・プログラ

バレット：
「今、先進国の多くが高齢社会に突入してい

ムに参加した際、このアユキラ川において発生した一連

ます。中でも日本は著しいスピードで高齢化が進行し、

の紛争を知ったことがきっかけでしたが、製作にあたっ

世界中からその取り組みや対応が注目されています。
『英

ては、メディアスタジオとグアダラハラ大学が中心と

知への歳月』は、日本の高齢社会を調査しながら、単に

なったほか、現地メキシコの NGO や科学者、政府関係

高齢化に伴う問題を指摘するだけではなく、都市部に住

者の大きな協力を得ました。
」

む高齢者がどのようにそれらを乗り越え、人生を楽しん

−続いて公開された『チチナウツィンの声 (Voices of

でいるのか、さまざまなケースを紹介した作品です。

the Chichinautzin)』も、国際的な賞を受賞しました。

WHO（世界保健機関）は、
「人が生まれ、生活し、育

バレット：
「
『チチナウツィンの声』もやはりメキシコ

ち、働き、老いる過程での社会環境が健康に重要である」

を舞台として、開発による自然環境の破壊とそれを懸命

と発表しています（Social determinants of Health）。そ

に守ろうとする地元住民の姿を追い続けたドキュメンタ

して ”Healthy Urbanization Site” として、健康増進の施

リーフィルムです。今年の 5 月、メキシコで開催され

策に積極的に取り組む世界の 6 つの都市を挙げていま

た第 2 回ラテンアメリカフィルムフェスティバルにお

すが、日本の神戸市はそのひとつです。『英知への歳月』

いて、「科学・エコロジードキュメンタリー部門」の最

では、高齢者の豊富な経験を生かし、さらなる生きがい

優秀賞を受賞し、続いて 9 月には、アメリカ・コロラ

づくりを推進している例として、神戸のシルバーカレッ

ド州ボルダーで開催されたムーンダンス国際映画祭（通

ジなどを取材し、生涯学習やスポーツに意欲的に取り

称『アメリカのカンヌ映画祭』
）で、
「優秀ドキュメンタ

組む高齢者の姿を、そのメンタル面もあわせてクローズ

リー賞」を受賞しました。
」

アップしています。他にもお手本となるような生き方を
している高齢者が登場しています。保健や社会福祉に携
わる政策関係者や学生、研究者をはじめ、この問題に直

『チチナウツィンの声』

面している多くの方々に見てもらいたいですね。
」

メキシコ・シエラ・ノルテにあるセンポアラ湖
とテポツテコ国立公園を結ぶチチナウツィン生態
回廊の総面積は 37,000 ヘクタール。メキシコシ
ティとクエルナバカの間に位置し、貴重な緑地帯
として多種多様かつ地域固有の生物資源が生息、
中には絶滅の危機にある個体も多くみられる。し
かし、この地域は現在、山
火事、違法伐採、開発事業
により脅威にさらされてい
る。このドキュメンタリー
は、ゴルフ場、鉄道、高速
道路の建設や違法伐採に立

http://voices.unu.edu/en/home/

ち向かう住民たちの実体験
をもとに、住民たちが自ら
の自然環境や伝統文化を保
護しながら、開発とのバラ
ンスを模索する様子を描い
た。

ラテンアメリカ・フィルムフェ
スティバルで受賞記念として贈
呈された「サパタ像」

http://wisdom.unu.edu/
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日本社会に身近な
問題を考察する
−そしてメディアスタジオが、ウェブマガジンという新
しいスタイルで立ち上げたのが『Our World 2.0』ですね。
バレット：
「メディアスタジオでは、これまで主に開発
途上国の人々を対象として、環境と開発、紛争解決等の
問題を扱ったオンライン教材やドキュメンタリー作品を
製作してきました。それは、国連のシンクタンクである
UNU のメンバーとして当然のミッションですが、一方
で UNU が 30 年来、日本に本部を置きながら、その活
動内容が日本の人々にあまり浸透していないという側面
も感じていました。そこで UNU の研究内容や活動を知っ
てもらうというねらいを持ちつつ、日本の人々や社会に
も影響が大きいグローバルイシューに焦点を当て、そう
した問題を日本の人々と一緒に考えていく機会を作ろう
と考えました。
『英知への歳月』
の製作もその一環ですが、
ただオンライン教材や本格的なドキュメンタリーは、製

http://ourworld.unu.edu/jp/

作を開始してから完成までおよそ１年から２年かかり、

昨年からスタッフの間でブレインストーミングを続けて

その間一般に公開することができません。

きましたが、このほどウェブマガジンとビデオドキュメ

最新の話題や課題を、機動的かつスピーディーに提
示・探究するコンテンツツールとして何がよいのか。

ンタリーを組み合わせた『Our World 2.0』というサイ
トを新たに立ち上げました。
ここでは、
「気候」
「石油」
「食糧」の 3 つの問題をテー

『Our World 2.0』
http://ourworld.unu.edu/jp/（日本語版）
インタビューにもあるとおり、
「気候」
「石油」
「食糧」の 3 つの地球的課題をテーマとして、一
般の人にも分かりやすい論文や記事、5 〜 6 分の
ビデオ (VideoBrief) 等で構成されたウェブマガジ
ン。現在はベータ版で、本格稼動・運営開始は
2009 年 1 月を予定。ウェブサイト以外にも、モ
バイル、ポッドキャスティングなどさまざまなメ
ディアを通じた展開も計画中。
中田宏横浜市長寄稿による横浜市の環境対策
や、名古屋市のゴミ分別の成功事例、電気自動車
の普及状況など、自治体をはじめ、日本社会が進
める積極的な環境対策について、タイムリーで興

マにしています。日本は食糧自給率が 40％程度、原油
にいたってはほぼ 100％を輸入に頼っているという国で
す。「気候変動」も含めて、これらの問題が引き起こす
事態に、日本の人々が大きな影響を受けることは、最近
の事例やニュースからも明らかです。
『Our World 2.0』
の「2.0」には、
「新しいバージョン」
「先進的」という
コンセプトが表現されています。すなわち従来のように、
知識や情報を一方的に伝えるのではなく、
『Our World
2.0』では多くの人々の間で意見が交換され、アイデア
が共有されながら展開し、新たな広がりや価値を増大さ
せていくことを目指しています。研究者や専門家だけで
なく、一般の多くの人々にもこのサイトを訪れてもらい、
よりよい「私たちの世界」を構築・設計していけたらと
思っています。」

味深い記事が多く掲載されている。サイト上から
の投稿や意見・コメントも歓迎している。また、
メディアスタジオでは、環境問題に興味のある執
筆者、編集経験者を募っているほか、スポンサー
も募集中。詳細は上記 URL から。

jfUNU で は、 メ デ ィ ア ス タ ジ オ 製 作 の『THE WISDOM
YEARS − AGEING INTO 21st
CENTURY −（ 英 知 へ の 歳 月
− 21 世 紀 の 高 齢 社 会 − ）』
（DVD： 英 語 ナ レ ー シ ョ ン・
日 本 語 字 幕・26 分 ） を ご 希
望 の 方 に 差 し 上 げ ま す。 氏
名、住所、電話番号を明記のうえ、FAX:03-5467-1349 か、
e-mail：jf@hq.unu.edu まで。先着 5 名、送料とも無料。
なお購入の場合は、UNU 出版局まで (TEL:03-5467-1212)。
定価 1,000 円（税込み）
。
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ジュニアフェロー
シンポジウム

2008

コー・チー・トン博士が開発途上国の
教育問題にアプローチ 基調講演
9 月 18・19 日、国連大学協力会（jfUNU）と国連大

「人類が揺るぎない平和を構築するためには、『教育』の

学（UNU）の共催で、ジュニアフェローシンポジウム

力が欠かせないこと」を強調。氏が中心となって推進し

2008 が開催されました。これは、一昨年度に引き続き、

てきたアジア太平洋地域

UNU 東京本部が実施する国際講座、グローバルセミナー

における「万人のための

シリーズや大学院共同講座など各種の人材育成コースを

教育（EFA：Education for

修了した UNU 同窓会のメンバーを対象に、ブラッシュ

All）
」 や「 持 続 す る 開 発

アップ研修として行ったものです。今年のテーマは、

のための教育（Education

“Agenda for Peace and Development: Our Initiatives

for Sustainable

for a Better World”。

Development）」の取り組

従来、異なった分野として理解されてきた平和と開発

みについて具体的に紹介

の問題が、今日では密接に関連し合い、問題解決のため

しました。そしてその成

には 統合的な取り組みが必要とされています。今回の

果と今後の課題について

シンポジウムは、「平和」と「開発」の問題を包括的に

語りながら、特にアジア

捉え、一人一人がより良い世界の構築に貢献できる方法

と太平洋地域の EFA について、政策的な評価を試みま

を主体的に考えてみようというものです。

した。

エッセイ課題を提出し、受講を認められた参加者は

引 き 続 き、” Issues of Peace and Development in

40 名。そのうち 30 名が、外国からの参加者と日本で学

Asia” をテーマにパネルディスカッションが行われ、ト

ぶ外国人留学生でした。さらに 14 名の学生がオブザー

ン氏をはじめ、UNU 学術研究官、大学教員らが、それ

バーとして加わりました。

ぞれの研究分野からアジアにおける教育、平和構築、開

2 日間にわたるシンポジウムは、基調講演、パネルディ
スカッションならびにワークショップで構成されたプロ
グラム。初日の基調講演とパネルディスカッションは一

発などの問題における現状や課題について見解を述べ、
参加者からも積極的な意見と質問が寄せられました。
ワークショップでは、参加者（含むオブザーバー）が

般公開され、学生、社会人など約 80 名が聴講しました。

3 グループに分かれ、それぞれ UNU 研究官らがリーダー

最初に、ユネスコ統計研究所 アジア太平洋地域アド

となって、平和、開発、教育をテーマにディスカッショ

バイザーのコー・チー・トン博士が、
「人間能力の育成：

ンを実施。2 日目のワークショッププレゼンテーション

アジアの平和と発展のために」
と題する基調講演を行い、

において、各グループ毎に議論の成果を発表しました。
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UNU Capacity Development Course Alumni Association

第 2 回人材育成コース同窓会総会を開催
9 月 18 日（木）
、第 2 回国連大学人材育成コース
同窓会 (UNU Capacity Development Course Alumni
Association) 総会が UNU 本部で開催されました。CDC
同窓会は、UNU 本部と国連大学高等研究所（UNU-IAS）

が行われ、修了生同士がにぎやかに交流を深めました。
UNU 人材育成コース修了生の同窓会への登録は、随
時受け付けています。ご希望の方は、国連大学協力会
（jfUNU）のウェブサイト上（http://www.jfunu.jp/

の実施する人材育成コース修了生が、情報交流を図る機

contents/J̲alumni/j03.htm）
からご登録ください。また、

会を作ることを目的として昨年 12 月に発足したもので

既に登録済みの方で登録事項に変更がある場合も、上記

す。午後６時に始まった総会では、同窓会登録者のうち

ページからご連絡いただけます。

約 50 名が出席。勝間靖代表幹事
（早稲田大学大学院教授）

【UNU 人材育成コース同窓会事務局】

から入会状況が報告された後、3 人の同窓生が UNU で

財団法人 国連大学協力会

学んだことを現在の自分の仕事や活動にどう活かしてい

TEL:03-5467-1369

小林・上田

FAX:03-5467-1349

るかを発表。その後、２F レセプションホールで懇親会

lumni !

ow Our A

Get to Kn

難民キャンプでの活動を原点として
クワジオ・コフィ・イズィドーさん

クスの修了生で、アフリカ西部の国コートジボワールの出

ワジオ・コフィ・イズィドーさんは国連大学人材育成コー

身。コートジボワールでは、2002 年 9 月に内戦が勃発。政府
軍と反乱勢力の対立は泥沼化し、長期間にわたる混乱が続くこ
とになりました。コートジボワールに、この当時ひとつしかな
かった大学医学部で医学を専攻したコフィさんは、博士課程を
卒業するまで、在学中の 1999 年から赤十字のボランティア活
動に積極的に参加しました。
2003 年に大学を卒業し、ただちに赤十字が派
遣する医療チームの医師として、コートジボワー
ルの西部地域に派遣されました。そこは隣国リ
ベリアとの国境付近で最も危険な地域。もとも
と多くの貧しい人々が住んでいましたが、さら
に、戦争により村を破壊されたコートジボワー
ルからの国内避難民、リベリアからの避難民が
溢れかえっていました。そこでは病院は破壊され、医療品や医
療機器が盗まれる状況が起きていました。コフィさんはこの地
に赤十字が設置した臨時の施設でマラリア、結核、赤痢、麻疹、
皮膚疾患、栄養失調などに苦しむ人々の治療や戦争で怪我をし
た人々の医療活動に従事しました。
さらに、コフィさんは赤十字の活動の後にリベリアからの避
難民のために IOM（国際移住機関）の一員として活動。避難
民の健康を守るために感染症のサーベイランスに専念しまし
た。
この２つの経験からコフィさんが痛感したのは、紛争や災害
発生時における医師の重要なつとめとして、「医療行為そのも
のはもちろんだが、それとともに、戦争など人的災害や自然災
害に見舞われた地域では、ただちに伝染病の発生を監視し、予
防策を総合的に講じることが大切である」ということ。そして、
日本に留学し災害管理、感染症のサーベイランス、ヒューマン
セキュリティーを学ぶことを決意しました。
2005 年に来日し、東北大学大学院医学系研究科の博士課程
に入学。以来、大学とアパートを往復しながら研究に励み、
「災
害後の伝染病予防」をメインテーマとして、現在、博士論文の
執筆に取り組んでいます。
その傍ら、東北大学医学部で学ぶ 24 カ国 78 名の外国人留
学生で組織される東北大学国際医療組織（TUIMS）」の会長を
務め、東北大学だけでなく、仙台市に居住する外国人の生活サ

ポートにも取り組んできました。2005 年 8 月に宮城県南部地
震が起こったときには、直後に仙台市に居住する外国人を対象
に、地震経験の少ない外国人がどのように行動したかを精密に
調査。その結果を 2006 年 2 月に仙台で行われた日本集団災害
医学会の学術集会で発表しました。こ
の時、コフィさんは尊敬の念を抱く緒
方貞子氏（現 JICA 理事長）に初めて
会い、深い感銘を受けます。
さらに、コフィさんと TUIMS のメ
ンバーはその 4 ヵ月後に地元仙台市の
国際交流協会、市消防局と協力して、
外国人を対象とした防災訓練を企画し
ました。このような外国人を対象とし
た活動が外国人によって企画、実施さ
れたことは宮城県では初めてのこと。そのため、地震後の調査
や防災訓練の様子は地元の河北新報や NHK 宮城放送局でも大
きく取り上げられました。そしてこの調査では、外国人が地震
などの災害発生時、ある部分において非常に弱い立場になって
しまうことが明らかとなりました。
そんなコフィさんが UNU と関わるようになったのは、2006
年の国連大学グローバル・セミナー湘南セッションに参加した
ことがきっかけ。その後も jfUNU と UNU が共催するジュニア
フェローシンポジウムなど、UNU の人材育成プログラムに積
極的に参加してきました。
「大学院での専門的な研究以外に、UNU が開催するシンポジ
ウムやセミナーを通じて、平和や環境の問題、持続する開発や
教育、ヒューマンセキュリティー、MDGʼs など、地球規模の
課題を幅広く学んだことは、自分の視野を広げてくれました。
そして UNU で学んだ誰もが語るとおり、著名な教授陣との触
れ合いや、さまざまな国の参加者と交流し、意見を交わしたこ
とは、貴重な体験として今後の自分の活動にとても役立つこと
と思います。
」
コフィさんの難民キャンプでの経験に加え、日本で得た公衆
衛生や感染症サーベイランスの高い知識は、今後、災害などで
緊急状態にある弱い立場の人々を支援するために、確実に役立
つものになることでしょう。
■ コフィさんの連絡先：kouadio̲iso@yahoo.fr
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外国人留学生の支援を目指して
UNU の育英資金貸与事業
近年、日本で学ぶ外国人留学生の数が増加していま

よる資金協力をもとに、国連大学が日本国内の大学を通

す。そして専門的な知識や技術を修得した彼らが、母国

じて、外国人留学生を経済的に支援するというシステム

に戻って活躍したり、日本国内の企業に就職し、わが国

が 2003 年にスタートしました。『10 万人計画』もこの

の経済活性化に貢献することが期待されています。こう

年にようやく達成され、現在では新たに『30 万人計画』

した留学生、特に開発途上国出身の留学生を経済的に支

などが目標としていわれています。

援しようと国連大学（UNU）本部が行っているのが、
「私

開発途上国からの私費留学生にとって、物価の高い日

費留学生育英資金貸与事業（UNU Financial Assistance

本での生活には厳しいものがあります。この事業は、そ

Programme for Students from Developing Countries

うした留学生の入学や進級にかかる経済的負担を少しで

Studying in Japan. 以下「UNUFAP」
）
」です。この事業

も軽減し、可能な限り勉強に専念できる環境を整え、将

について、UNU 留学生支援プログラムオフィサーの大

来母国の発展のために活躍してもらおうというのが目的

西好宣さんに聞きました。

です。」

◆

◆

−貸与事業の具体的な内容、他の奨学制度との違いにつ

− UNU がこの事業を行っている目的とは何でしょうか。

いて教えてください。

大西：「日本では 1983 年に、
『留学生受入れ 10 万人計

大西：
「貸与対象となる留学生は、原則として「開発途

画』という構想を、当時の中曽根首相が提唱しました。

上国」の学生になります。「開発途上国の学生」とは、

欧米に比較して外国人留学生の数が少なかった当時の日

具体的には経済開発協力機構（OECD）の開発援助委員

本において、
もっと多くの留学生を諸外国から受け入れ、

会（DAC）が定めた「援助対象国・地域リストパート１」

日本の国際化を進めるとともに、開発途上国の人材育成

に属する国または地域の国籍を有する学生です。

にも貢献しようというのが目的でした。この計画の進捗
元首相が、留学生に対する奨学制度の拡充政策を進めま
した。UNUFAP もこの政策の一環として誕生したもの
で、日本政府（外務省）と独立行政法人国際協力機構に

貸与金額は、10 万円以上から 1 万円単位で留学生が

国際協力機構
日本政府
（外務省）

は遅々としていましたが、目標達成に意欲を示した小渕

資金供与

国連大学
返還

協力大学
資金貸与

返還

学 生

自ら借りる金額を決定でき、無利息です。またこの制度
は、「在学中に返還する」のが特徴で、そのため制度を
利用するタイミングによって、貸与金額の上限が決めら
れています。授業料や寮費、引越し費用、海外研修やゼ
ミ合宿の参加費など、大きな金額の支払いについて、こ
大西好宣さんのプロフィール：国連大学留学生支援プログラ
ムオフィサー、UNU 人材育成コース同窓会事務局長。また「高
等教育」を専門とする研究者（高等教育学博士）として、学
習院女子大学の非常勤講師等を務めるほか、全国 83 国立大
学法人の財務状況を独自の指標で評価し、『大学ランキング』
（週刊朝日進学 MOOK）誌上に発表している。オフィシャル
サイト：http://www.geocities.jp/yoshinobu̲onishi/

の制度を利用することで負担を和らげ、月１万円ずつ無
理なく返していく。それにより、安心して学業に励むこ
とができると思います。」
−実際に利用した留学生の反応はいかがですか。
大西：
「外国人留学生に対する奨学事業としては、独立
行政法人日本学生支援機構が行っている奨学事業や各種
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の民間奨学金がありますが、応募条件として所属大学
での前年度の成績状況を問われることが多くなっていま
す。UNUFAP では、入学前（予定）の留学生であって
も所属大学を通じて申し込むことが可能です。考えてみ
ると、留学生にとってまず資金が必要になるのは、大学
入学直後です。入学金や授業料の納入を終えてからも、
家賃を支払ったり、生活用品を揃えたり、教科書を購入
したりしなければなりません。この貸与制度は、アルバ
イトもできないこの時期に、当座必要な資金を得る手立
てとなっており、利用した留学生からも感謝の声が多く
寄せられています。日本での生活に不慣れで、まだ知り
合いもいない留学生が、お金に困ってサラ金から借金し
て返せなくなるという深刻なケースもしばしば発生して
いますので、そのようなことにならないよう積極的に活
用してもらいたいと思います。
」
−自分の在籍する大学が「協力大学」であることが必要
ですね。
大西：
「UNUFAP による資金貸与は、UNU と契約を締結
した「協力大学」に在籍する（入学予定者も申込み可能）
留学生（短大生・学部生・大学院生）に対して行われま
す。各協力大学は契約締結後、受給学生の募集や事前選
考、
学生からの資金返還の受付およびモニタリングなど、
事務的な作業を伴うことになりますが、貸与資金はすべ
て日本政府、国際協力機構から支弁され、大学が自ら資
金を用意する必要はありません。在籍する留学生へのメ
リットは大きいし、大学の担当者の方には、このプログ
ラムは留学生に対する経済的支援であると同時に、将来
母国を担う人材の育成に寄与する「国際協力」のひとつ

UNUFAP の概要
（詳細はウェブサイト https://www.fap.hq.unu.edu/ で確認
してください）

●応募資格：協力大学の在籍者または入学予定者／「留
学」の在留資格を持つ者／開発援助委員会（DAC）が定
めた「援助対象国・地域リストパート１」に属する国ま
たは地域の国籍を有する者。等●貸与金額：10 万円以上
1 万円単位で希望の貸与金額（借りる金額）を決定でき
る。ただし、貸与資金を受け取る月から、在籍する短期
大学・大学・大学院課程の修了する月までの期間に応じ
て、貸与される金額の上限が決まっている。●応募書類：
所属大学で配布する「国際連合大学私費留学生育英資金
貸与申請書」を提出。申請書は UNU のウェブサイトか
らダウンロードできる。●選考：協力大学の選考委員会
が、①資金の必要性②責任感③学業成績④健康状況⑤返
還能力等を考慮して行う。●学生のその他のメリット：
計画通りに返還し、優秀な成績を修めた学生は、選考に
よって表彰を受け、賞金を貰えるチャンスがある。／計
画通りに返還している学生は、「エッセイコンテスト」
への応募資格が得られる。／国連大学留学生支援プログ
ラムのインターンシップに応募が可能。／国連大学から
年に２度発行される、学生生活や就職に役立つニュース
レター「FAP Outreach」を講読できる。／国連大学グロー
バルセミナーなど、国連大学のイベントや活動情報が得
られる。●協力大学について：現在国内 34 大学が協力
大学となっており、その中でこれまで延べ 700 名を超
える外国人留学生が UNUFAP を利用している。

であるという、大きな視点で参加いただければと考えて
います。
」

賛助会員更新のお願い・新規のご登録もお待ちしています
2008 年 12 月末日をもって、会員有効期限が満了と

国連関係の豊富な資料を備えた UNU ライブラリー所蔵

なる賛助会員の皆様につきましては、12 月 22 日までに

の図書の館外貸出が可能となります ( 一般の方は閲覧の

更新の手続きをお願いいたします。

み可能）。さらに jfUNU より、ニュースレターならびに

■ 手続き方法

メールマガジンをお送りし、UNU の取り組みや活動に

本ニュースレターとともにお送りいたしました手続要

関する最新情報をお知らせします。

領をご確認いただき、同封の郵便払込票または銀行備え

なお、今年 4 月より賛助会員規則を改正し、会員有

付けの振込用紙をご利用のうえ、所定の賛助会費をお振

効期限を入会日より 1 年としております。本年度 4 月

込みください。
他に更新のための書類提出等は不要です。

以降入会の皆様には、有効期限の約 1 か月前にあらた

会費のお振込みを確認のうえ、12 月 26 日に下記のもの

めて更新のご案内をお送りします。

を発送いたします。

■ 新規のお申込みについて

2009 年度会員証／図書館ガイド／ JFUNU カレンダー

国連大学協力会 (jfUNU) の賛助会員とは、皆様に国連

他

大学 (UNU) の活動を年会費形式で支援していただくも

■ 会員特典について

のです。国連大学が行う研究、研修を含む各種事業を支

UNU ならびに jfUNU では、来年度も世界各国の要人

援することを目的とし、年会費は国連大学の活動に役立

を招いた各種シンポジウムや講演会、
アフリカデー、ウー

てています。いままでに国連デーや国連大学図書館の支

マンズデー、国連デーほかさまざまなイベントや研修プ

援などに使わせていただいております。申込みの詳細は

ログラムを予定しています。賛助会員の皆様には、その

ウェブサイト http://www.jfunu.jp/ をご覧いただくか、

都度郵送にて直接ご案内を差し上げます。また、UNU

直接お問合せください。TEL:03-5467-1368

の各種出版物を割引価格にて購入することができる他、
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■国連大学 / ユネスコ・グローバリゼーション会議
昨年の国連総会では、国際社会における多言語主義は、
多様性の調和と国際的な理解を深めるとして、2008 年
を「国際言語年」と宣言した。それを受け、8 月 27 日・
28 日に開催された国連大学 / ユネスコ国際会議では、
言語の多様性と多言語使用が人類と世界の持続的発展に
どう寄与しているか、またそれらが対話や社会の連帯、
平和にとってどのような価値があるかに焦点が当てられ
た。
1 日目のシンポジウムでは、言語の多様性を保持する
ための政策的な側面について講演が行われ、その後の
パネルセッションでは、言語の多様性の保護と促進のた
めのケーススタディがなされた。2 日目は基準設定法律
文書についてのパネルディスカッションに続き、4 つの
ワークショップで、政策に関する提言が話し合われ、最
後に全体会議でその概要が発表された。
■「平和構築分野のための人材育成」
8 月 25 日、国連大学は、広島平和構築人材育成セン
ター (HPC) の「平和構築分野の人材育成のためのパイ
ロット事業」第 2 期研修員を、国連大学本部で迎えた。
開講式は、6 週間にわたる研修の幕開けとなるもので、
伊藤信太郎外務大臣政務官、
HPC 事務局長の篠田英朗氏、
広島大学理事・副学長の二宮皓氏、国連大学学長コンラッ
ド・オス ターヴァルダー、そして JICA の副理事長大島
賢三氏によるスピーチが行われた。
研修員は、日本を含めたアジア各国から集 まってお
り、有望な平和構築実務者としての可能性をもっている。
国連大学「平和とガバナンス」プログラムは、専門知識
の共有により研修員の学習を促進し、将来、平和構築の
専門家として働く際に役立つ技能習得 を支援していく。
■「高齢化社会におけるビジネスチャンス」
をテーマにシンポジウム
現在、世界中で人口の高齢化と減少が進んでいるが、
特に日本はこの高齢化が急速に進展し、その対応が世界
から注目を浴びている。一方で、この人口動態の変化は、
特に 50 歳以上の年齢層が対象とされる、いわゆる「シ
ルバーマーケット」ととらえられ、メーカーやサービス
提供者が新たな有望市場と認識している。
10 月 3 日、4 日に国連大学、ドイツ日本研究所、ハ
ンブルク工科大学等の共催により実施された国際シンポ
ジウム「シルバーマーケット現象：高齢社会におけるビ
ジネスチャンスと企業責任」では、8 名の識者による基
調講演が行われた。
「脳を鍛える大人の DS トレーニング」
で知られる東北大学の川島教授は、脳ドリルによって認
知症のお年寄りの進行を止める試みに成功しつつあるこ
となどを紹介。そのほか、高齢者のためのペットロボッ
トが高齢者の癒しに成功していることなど、高齢社会に
伴う問題とその解決、ビジネスチャンスについて、多角
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的に検討された。

■「国連デー」
「国連デー」は、1945 年 10 月 24 日に国連憲章が発
効したことを記念して設けられた国連の記念日。国連大
学では、今年も子供から大人まで全ての年齢層を対象と
した参加型のイベントが数多く 実施された。
今年のテーマは「気候変動〜私たちにできること〜」
（"Climate Change: What We Can Do"）。多くの人々に、
気候変動や国連が取り組む気候変動への活動について
知ってもらうことを目的として、講演および パネルディ
スカッションを開催したほか、国連大学内に国連の活動
を知ることのできるブースを設置。子供たちが遊びなが
ら気候変動のことを学 ぶショーやクイズが行われた。
■コロンビア共和国副大統領とのコーヒータイム
麻薬汚染が深刻な南米コロンビア。2002 年にコロン
ビア共和国副大統領に選出されたフランシスコ・サント
ス・カルデロン氏は、以前メデリン麻薬カルテルに誘拐
され、約 8 ヵ月間人質となった経験がある。氏は、
解放後、
ハーバード大学フェローを経て、ボゴタへ戻り、誘拐の
犠牲者とその家族を支援する「パイス・リブレ（自由な
国家）
」を立ち上げ、コロンビアに根強く蔓延る麻薬問
題に取り組んでいる。
10 月 28 日に国連大学で行われた講演で、カルデロン
氏は、2005 年以降、コロンビア政府が、省庁の代表者、
非営利組織や非政府組織、関係政府機関、研究メンバー、
さらに一般市民と連携して麻薬撲滅を進めるイニシア
ティブ「共有責任」について語った。
■人権宣言 60 周年を記念してセミナーを開催
1948 年 12 月 10 日、国連総会は世界人権宣言（UDHR）
を採択した。同宣言には、ひとりひとりが平等に持って
いる権利が「すべての人民とすべての国とが達成すべき
共通の基準として」、明確かつ分かりやすいことばで述
べられている。今日、普遍的な人権概念を否定する国は
ほとんどないが、一方で、一部の国々では、深刻な人権
侵害が頻繁に発生している。
国連大学は 11 月 11 日、人権宣言 60 周年を記念した
セミナー「世界人権宣言の 60 年と今なお残る課題―ミャ
ンマーのケースより」を開催した。セミナーでは、コン
ラッド・オスターヴァルダー学長による開会挨拶に続き、
横田洋三国連大学学長特別顧問（中央大学教授）とモー
ティン・ピーダーセン氏による講演が行われ、人権宣言
の歩みと成果や、ミャンマーにおける人権侵害の状況と
代替案について考察がなされた。
国連大学で開催された講演会・シンポジウムは「UNU
VIDEO PORTAL」（http://c3.unu.edu/videoportal/）
でご覧いただくことができます。

財団法人 国連大学協力会
NU
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