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UNU to Hold Symposium on Evaluating University Performance 

Event:  Symposium on “Perspectives on University Performance Evaluation”  

Dates/Time: 15–16 March 2010, 9:30 AM – 5:30 PM 

Venue:  Elizabeth Rose Conference Hall, United Nations University Headquarters, Tokyo 

Organizer:  United Nations University Institute of Advanced Studies (UNU-IAS) 

Collaborators: ProSPER.Net and Elsevier 

Interest in objectively measuring university performance has increased dramatically in recent years, 

driven by such factors as internal benchmarking needs, the imperative to demonstrate effective use of 

government funding, and interest among the public in university rankings.  Much debate remains, 

however, regarding what dimensions of performance to measure, how to measure them, and how this 

relates to the mission of the university. This symposium will present a diverse set of perspectives, with 

presentations by speakers from the UNU, UNESCO, The Center for Measuring University Performance 

(USA), and universities in Japan, Australia and Thailand, as well as a panel discussion on “How 

Education for Sustainable Development helps universities enhance their practices and improve their 

reputation”. Simultaneous Japanese–English interpretation will be provided. The event programme is 

available online at http://www.ias.unu.edu/sub_page.aspx?catID=8&ddlID=1172. 

 

Media representatives are cordially invited to attend. For more information or to reserve your place, 

please contact Aurea Tanaka (tel: 045-221-2333 / tanaka@ias.unu.edu) or Sachiko Yasuda  

(tel: 045-221-2330 / yasuda@ias.unu.edu), UNU-IAS . 

 

国連大学 大学評価シンポジウムを開催 
 

内容： 「大学評価シンポジウム」 

日時：   2010 年 3 月 15 日（月）、16 日（火） 午前 9 時 30 分～午後 5 時 30 分  

場所：   国連大学本部（渋谷区） 5 階エリザベス・ローズ国際会議場  

主催：   国連大学高等研究所（UNU-IAS） 

共催： ProSPER.Net、Elsevier 

 

大学の取り組みをいかに客観的に評価するかという議論は、近年ますます注目を集めている。 

その背景には、大学内における評価基準および資金提供機関に対して資金の効果的利用を実証す

る必要性、また、一般社会における大学ランキングに対する関心の高まりなどがある。 

その一方で、どのような側面をどのように評価するのか、また、それが大学のミッションにどの

ように結びつくのかといった議論も必要である。 

本シンポジウムでは、国連大学、ユネスコ、大学評価機構（アメリカ）、また国内およびオース

トラリアやタイを代表するスピーカーが、「持続可能な開発のための教育（ESD）はどのように

大学の実践や評価の向上に貢献できるのか」について、パネルディスカッションで議論する予定。

日英同時通訳あり。 

 

プログラムおよび詳細については、以下ウェブサイトをご参照ください。 

http://www.ias.unu.edu/sub_page.aspx?catID=8&ddlID=1172 

 

なお、本シンポジウムの取材を希望される方は、国連大学高等研究所の安田までご連絡ください。     

電話：045-221-2330、Eメール：yasuda@ias.unu.edu 

Office of Communications Tel.: +81-3-5467-1212 
53-70, Jingumae 5-chome  Fax: +81-3-3499-2828 
Shibuya-ku, Tokyo 150-8925 E-mail: media@unu.edu 
Japan Website: http://www.unu.edu/ 
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