
参加申込要領
Application Information

会場のご案内
Access

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。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. Par-
ticipants are required to understand both English and Japanese, as 
lectures will be delivered in either language. Simultaneous interpre-
tation will not be provided.

参加資格

2011年8月29日（月）～9月2日（金）                         
8月29日の午後1時に開会式会場にて参加登録。9月2日の昼食後は、
現地解散。詳細は迫って通知します。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: 29 August - 2 September, 2011 (Monday-Friday)
Registration begins at 13:00 on 29 August; the seminar ends on 2 
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.

期　　間

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：global2011@kif.ac

Venue: Shonan Village Center 
1560-39 Kamiyamaguchi, Hayama-machi
Kanagawa-ken 240-0198
TEL: 046-855-1822   FAX: 046-858-1210 
http://www.shonan-village.co.jp/ 
E-mail: global2011@kif.ac

場　　所

一人4万円（宿泊費、食費、資料代込。ただし、現地までの交通費は
含まれません。） 留学生（月々 125,000円以上のいかなる奨学金を
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。

Fee: The participation fee of JPY40,000 covers accommodation, meals 
and seminar documents. Transportation costs to/from the seminar site 
are not included. Foreign students (excluding those who receive any 
monthly scholarship of 125,000 yen or more) may apply for JPY30,000 
waiver of this seminar fee.

費　　用

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 suc-
cessful completion of the seminar.

修 了 証

セミナーに参加ご希望の方は、所定の申込用紙に必要事項のほか小論
文を書いて下記へ送付してください。

Application: Please complete the application form, including a brief 
essay on the reverse explaining your reasons to apply for the UNU 
Global Seminar, and send to the following address by post, fax or e-mail:

応募方法

応募者はプログラム委員によって審査され、結果は7月7日頃に郵送さ
れます。合格者は7月25日までに参加費用として4万円を指定の銀行
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。

Notification of Selection: Applications will be reviewed by the Pro-
gramme Committee. Candidates will be notified around 7 July, 2011. 
The participation fee, 40,000 yen, must be deposited to the designated 
bank account by 25 July, 2011. Details will be sent to the selected par-
ticipants directly.

合格通知

〒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をのぞく）

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

事 務 局

100名 Number of participants: 100定　　員

2011年５月27日（金）必着 Application Deadline: Friday, 27 May 2011応募締切

●バスを利用の場合
○ＪＲ逗子駅前１番乗り場より16系統「湘南国際村」
または26系統「湘南国際村センター」行きバスに
乗車、「湘南国際村センター前」下車 （所要時間約
30分　料金340円）
※このバスは２～３分後に京急新逗子駅前１番バス乗
り場に停車します。
○京急汐入駅前バスターミナル２番乗り場から、「湘
南国際村」行きバスに乗車、「湘南国際村センター前」
下車（所要時間約30分　料金370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15分　料金約2,500円）
●車を利用の場合
○逗子インターを逗葉新道（有料100円）方面へ、
料金所を通過後、一つ目の信号を左折。トンネル通
過後、直進し、坂を上り、「湘南国際村センター入口」
交差点を左折後、約１km。（横浜横須賀道路の逗子
インターより約10分）

環境にやさしい大豆油インクを使用しています



プログラム委員

セミナープログラム
Seminar Programme

講師（敬称略、講義順）
Lecturers (in order of presentations)

プログラム委員（敬称略、委員長以下は 五十音順）
Programme Committee Members (in Japanese alphabetical order)

セミナーのねらい
Seminar Objectives

マルチラテラルなグローバル・ガバナンスに向けて
Toward Global Multilateral Governance

　わたしたちが直面する地球規模の課題、すなわち地球環境の悪化、テロや
組織犯罪、金融不安、不平等や格差に対しては、国際機関、各国家、国際
NGO、企業、市民団体などの多様な組織が多角的に協力を推し進めるほかに、
有効に取り組む方法がありません。その意味で、国連の設立時からの原則の
一つであるマルチラテラリズムは、かつてないほど重要性を増しています。
　しかし、設立から65年を経た国連も、平和と安全保障の促進のために多数
の組織が協力する有効な舞台とみなされているわけではありません。国連が
意思決定における「大国の優位」や関連諸機関の「民主性の不足」という規
範的な異議申し立てを受けているのが、その証拠の一つといってよいでしょう。
　民主的なガバナンスという21世紀の規範や期待に照らしたとき、今日そ
の手法が確立されつつあるグローバル・ガバナンスさえも、意思決定の不透
明、偏った利害の反映、などといった問題を抱えていることも事実です。
　そこで「国連大学グローバル・セミナー湘南セッション2011」は、参
加者が「マルチラテラリズム」の原理、価値、実際について国際関係の学者
や実務家たちと議論するためのフォーラムを提供します。プログラムでは、
以下の三つの視点からマルチラテラリズムの現状と未来について議論する予
定が組まれています。
　１．国際機関の運営原則としてのマルチラテラリズム
　国際機関（国連、世界貿易機関など）や地域機構（EU、ASEANなど）
において、マルチラテラリズムはこれまでどのように機能してきたのか、ま
た今日どのように機能しているのか。
　２．マルチラテラリズムの課題
　マルチラテラリズムは、グローバルな諸問題を始め、大国のエゴ、制御不
可能なマーケットパワーの登場、テロなどの新しい脅威に対して、どのよう
なガバナンスの枠組みを呈示できるのか、また台頭するグローバル市民社会
とどのように連携してゆくのか。
　３．マルチラテラルな体制や制度の行方
　国連や関連諸機関は、多角的な協力体制に向けどのように組み変わってゆ
くべきなのか、あるいはグローバル秩序の安定のために、マルチラテラリズ
ムの果たすべき役割とは何か。
　本セミナーの参加者は、マルチラテラリズムの基本原則について学び、新
しいグローバル秩序への移行にさいしてそれが果たすべき役割を、より深く
理解することができるでしょう。
　国際政治、国際関係や外交を専攻する学生や院生のみならず、地球環境の
保全、貧困と飢餓の撲滅、人権の保護、紛争の解決、国際テロの防止や予防、
金融の安定化などのグローバルな諸問題に関心を持つすべての人々の参加を
歓迎します。

武内　和彦 国連大学副学長／国連大学サステイナビ
リティと平和研究所所長

押村　高 青山学院大学教授（委員長）
内田　孟 国連大学サステイナビリティと平和研究

所所長特別顧問
大泉　敬子 津田塾大学教授
大森　正仁 慶応義塾大学教授
佐土原　聡 横浜国立大学教授
大門　毅 早稲田大学教授
滝田　賢治 中央大学教授
東　大作 東京大学准教授
ヴィルヘルム M フォッセ 国際基督教大学教授
藤巻　裕之 東海大学講師
二村　まどか 国連大学サステイナビリティと平和研究所
 アカデミック・プログラム・オフィサー
モン オン ミュオ 国際大学准教授
武藤　誠 （財）かながわ国際交流財団常務理事
森　茜 （公財）国連大学協力会常務理事・事務局長

Kazuhiko Takeuchi Vice Rector, United Nations University; and Director, UNU Institute 

for Sustainability and Peace (UNU-ISP)

Takashi Oshimura Professor, Aoyama Gakuin University (Chair)

Takeo Uchida Special Advisor to the Director, UNU-ISP

Keiko Oizumi Professor, Tsuda College

Masahito Omori Professor, Keio University

Satoru Sadohara Professor, Yokohama National University

Takeshi Daimon Professor, Waseda University

Kenji Takita Professor, Chuo University

Daisaku Higashi Associate Professor, University of Tokyo

Wilhelm M. Vosse Professor, International Christian University

Hiroyuki Fujimaki Lecturer, Tokai University

Madoka Futamura Academic Programme Officer, UNU-ISP

Maung Aung Myoe Associate Professor, International University of Japan

Makoto Mutoh Senior Managing Director, Kanagawa International Foundation (KIF)

Akane Mori Managing Director, Secretary General, Japan Foundation for 

United Nations University

トーマス G ワイス ニューヨーク・シティ大学大学院教授

松浦晃一郎 前ユネスコ事務局長
内田孟男 UNU-ISP所長特別顧問
大島賢三 国際協力機構（JICA）副理事長
 元国連事務次長
TBC

古城佳子 東京大学大学院総合文化研究科教授
 
二村まどか 国連大学サステイナビリティと平和研究所
 アカデミック・プログラム・オフィサー
香坂玲 名古屋市立大学大学院経済学研究科准教授

Thomas G. Weiss Presidential Professor of Political Science and Director, Ralph 
Bunche Institute for International Studies, Graduate Center,City 
University of New York

Koïchiro Matsuura Former Director-General of UNESCO
Takeo Uchida Special Adviser to the Director, UNU-ISP
Kenzo Oshima Senior Vice-President, Japan International Cooperation Agency / 

Former United Nations Under-Secretary-General for Humanitarian 
Affairs

Yoshiko Kojo Professor, Graduate School of Arts and Sciences, University of 
Tokyo

Madoka Futamura Academic Programme Officer, UNU-ISP

Ryo Kohsaka Associate Professor, Graduate School of Economics, Nagoya City 
University  

 Because various global issues can only be tackled on a multi-
dimensional framework, “multilateralism” , one of the foundational 
principles of the United Nations, is more important than ever before. 
 Yet we must admit that the United Nations, despite 65 years of 
existence, is still not regarded as an effective center of multilateral 
commitments for peace and security. A number of challenges — in-
cluding US and “Great Powers” pre-eminence within the UN and nor-
mative claims on a “democratic deficit” in UN-related agencies — 
must be addressed.
 It is commonly argued that the manner in which the UN and in-
ternational organizations make decisions, and the interests that they 
represent, fall short of twenty-first century expectations and norms of 
multilateral governance. 
 Focusing on the dynamics of contemporary multilateralism as it 
relates to global issues, global governance and global institutions, 
this UNU Global Seminar Japan provides a forum in which partici-
pants, jointly with invited academics and practitioners, can discuss 
the principles, values and manifestations of multilateralism.
 The programme will look at the current stage and the future of 
multilateralism with three primary focuses:
 ——multilateralism as a guiding principle of international or-
ganizations: how multilateralism so far has functioned and is now 
functioning within international (e.g., UN, WTO) and regional (e.g., 
EU, ASEAN, AU) organizations;
 ——challenges to multilateralism: how multilateral institution 
can meet, in close cooperation with emerging global civil society, the 
challenges of great-power centrism, global capital, and new threats 
to peace and security; 
 ——the future of multilateral approaches and institutions: 
how multilateralism can operate in helping to stabilize the global or-
der, and how multilateral cooperation could be more viably consti-
tuted to cope with contemporary and future demands on global 
democratic governance.
 The seminar will help participants comprehend essential prin-
ciples of multilateralism and its role in the transition to an emerging 
new global order.
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30 August
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31 August
(Wednesday)

1 September
(Thursday)

2 September
(Friday)
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開会式

基調講演 :
　基調講演１
　「国連の歴史、現状、課題」
　トーマス G ワイス

　基調講演２
　「異文化のマルチラテラリズム」
　松浦晃一郎

レセプション
グループ討論

Opening Ceremony

Keynote Lectures:
 Keynote Lecture 1
 “History of the United Nations and it’s Current Situation and 

Challenge” 
 Thomas G. Weiss

 Keynote Lecture 2
 “Cross-Cultural Multilateralism”
 Koïchiro Matsuura

 Welcome Reception
 Group Discussion

セッション１：国際機構と日本外交におけるマルチラテラ
リズム

　講義３
　「行動を調和するための中心としての国連の課題」
　内田孟男

　講義４
　「日本外交におけるマルチラテラリズム」
　大島賢三

Session 1: International Organizations and Multilateralism in 
Japan’s Diplomacy

 Lecture 3
 “Challenges for the UN as a Center for Harmonizing the Actions”
 Takeo Uchida 

 Lecture 4
 “Multilateralism in Japan’s Diplomacy”
 Kenzo Oshima

かながわセッション～地域からの事例報告
グループ討論

Kanagawa Session — Case Studies of Local Efforts
Group Discussions

セッション２：地域機構と経済統合におけるマルチラテラ
リズム

　講義5
　「EUによるマルチラテラルな協力へのコミットメント」
　EU日本代表部（TBC）

　講義6
　「国際経済のガバナンスにおけるマルチラテラリズムの
　課題」
　古城佳子

Session 2: Multilateralism on Regional Organization and 
Economic Unification

 Lecture 5
 “The European Union’s Commitment to Multilateral 
 Cooperation Delegation of the European Union”
　Delegation of the European Union（TBC）

 Lecture 6
 “Challenges of Multilateralism on International Economic 
 Governance”
 Yoshiko Kojo

自由時間
グループ討論

Free Time
Group Discussions

全体討論：問題提起
グループ討論

Plenary Discussion
Group Discussion

グループ発表
閉会式

Group Presentations
Closing Ceremony

フェアウェルランチ Farewell Lunch

セッション3：グローバルイシューズ（環境、平和、開発）
とマルチラテラリズム

　講義7
　TBC
　二村まどか

　講義8
　「生物多様性条約とグローバル・ガバナンス」
　香坂玲

Session 3: Multilateral Approach to Global Issues

 Lecture 7
 TBC
 Madoka Futamura

 Lecture 8
 “Convention on Biological Diversity and Global Governance”
 Ryo Kohsaka 

（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.）


