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The mission of United Nations University is to contribute “to efforts 
to resolve the pressing global problems that are the concern of 
the United Nations, its Peoples and Member States”. The focus of 
UNU research, capacity building and dissemination is on issues of 
human security, peace and development. UNU operates as a global 
network of research and training centres and programmes, with its 
planning and coordinating headquarters in Tokyo.

The aim of the UNU Global Seminars is to enhance 
awareness about contemporary global issues and the role 
of the United Nations in addressing those issues. Students 
and young professionals are given the opportunity to 
interact with distinguished scholars and practitioners from 
Japan and abroad, and to explore a specific issue in depth 
through lectures and group discussions. Seven regional 
sessions (each of three- or five-days duration) will be held 
in Japan in 2007.

These sessions are open to university students, graduate 
students, and young professionals residing in Japan. 
Lectures may be in Japanese or English, so participants are 
required to understand both languages. A participation fee 
covers accommodation, meals and seminar documentation. 
A limited number of fellowships are available for foreign 
students studying in Japan.

For more information, or to apply for one of the 2007 
sessions, see the UNU Global Seminar Series website. 
 

2007 国連大学

グローバル・セミナー 
シリーズ
国連大学グローバル・セミナーは、現代社会が直面している地球

規模の問題と国際連合の取り組みについての意識を高めることを

目的に開催されています。学生や若い社会人の方々が、国内外の

著名な学者や実務家と、講演やグループ討論を通して交流し、

特定の問題について話し合うまたとない機会となります。

2007年は日本国内７地域において、3日～5日間のセミナー

開催を予定しています。

セミナーは、国内に在住する、大学の学部生、大学院生、若い

社会人が対象となります。講義は日本語または英語で行われるため、

参加者は両言語での理解力が求められます。参加費には、宿泊費、

食事代、及びセミナー資料代が含まれます。尚、日本で学ぶ私費

留学生は、参加費用が一部免除されることがあります。

セミナーについての詳細、ならびに2007年の各セッションへの

応募については、国連大学グローバル・セミナーのホームページを

ご覧下さい。

国連大学は、国連とその加盟国および国民が関心を寄せる緊急かつ

地球規模の諸問題の解決に、研究、能力育成と知識の普及により

貢献することを目的としています。それらの活動は、人間の安全保障、

平和と開発の分野を中心に、計画・調整を担う東京の本部と、世界各地の

研究・研修センター（プログラム）から成るグローバル・ネットワークを通して

展開されています。

http://www.unu.edu/gs/

2007 国連大学
グローバル・セミナー 
シリーズ

8.22–25
北海道  Hokkaido Session
グローバル化時代の森林と環境　
～北の大地で考えるサステイナビリティ～
Forests and the Environment in the Era of Globalization– 
Considering Global Sustainability in Hokkaido

募集期間：5月下旬～6月下旬 *
Application period: late May to late June 2007 *

11.22–25
金沢  Kanazawa Session
グローバル化と文化の多様性
Globalization and Cultural Diversity

募集期間：9月中旬～10月中旬 *
Application period: mid-September to mid-October *

8.4–7
島根・山口  Shimane-Yamaguchi Session
世界に広がる健康危機：今なにができるのか
Global Health Crises: How Can We Cope?

募集期間：4月上旬～5月21日 *
Application period: early April to 21 May *

9.3–7
湘南  Shonan Session
新たなグローバル秩序の担い手たち
Stakeholders for a New Global Order

募集期間：4月中旬～5月25日 *
Application period:  mid-April to 25 May *

12.19–22
沖縄  Okinawa Session
人と環境のコミュニケーション
Interaction between People and the Environment

募集期間：9月中旬～10月中旬 *

Application period: mid-September to mid-October *

* セミナーの内容・募集期間は、変更されることがありますので、最新の情報を国連大学グローバル・セミナーのホームページにて、必ず確認するようにお願いします。
* Seminar information is subject to change. Please visit the UNU Global Seminar website for specific application periods and other important information.

8.19–22
東北  Tohoku Session
自然と人間の共生
Harmonious Coexistence between Nature 
and Human Beings

募集期間：5月下旬～6月30日 *
Application period: late May to 30 June *

9.18–21
神戸・淡路  Kobe-Awaji Session
ニューリーダーシップ―地球共同体のあり方を問う
New Leadership – Future of the Global Community

募集期間：5月下旬～7月上旬 *
Application period:  late May to early July *

セミナーについての詳細、ならびに2007年の
各セッションへの応募については、
国連大学グローバル・セミナーのホームページをご覧下さい。
For detailed information, or to apply for one of the 2007 

sessions, see the UNU Global Seminar Series website.

http://www.unu.edu/gs/

www.unu.edu/gs/
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