セミナーのねらい
◆ テーマ『地球をささえるヒューマンリソース
−いま教育にできること−』
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。
東北セッションは２００２年に仙台で初開催、東北地方の各国立大学をめぐり、
今回再び仙台で７回目のセミナー（今年９月）を開催します。本セミナーのテ
ーマは、「地球をささえるヒューマン・リソース―いま教育にできること―」。
２１世紀の国際社会ならびに地域社会の展望を考えるときに、国連が提起した
「持続可能な開発のための教育の 10 年（2005 年―2014 年）」は重要な指針
となります。本セミナーでは、この持続可能な社会を築くための人材育成につ
いて考えることにしました。
持続可能な社会を築くための人材は、①Think Globally（地球的発送の視点）
②Act Locally（地域で持続可能な社会を創る視点）③Capacity Building（コ
ミュニケーション能力）の３つが不可欠です。このセミナーではこの３つの視
点をどう育成すればいいかを議論する構成。初日の公開講演では、
「持続可能な
社会のための人材について」（国連大学協力会理事長吉川弘之、ヨーク大学
Charles Hopkins 教授）が予定されています。２日目および３日目は、「地球
規模でものを考えるということについて」「地域で実践するということについ
て」「Think Globally/Act Locally に必要なコミュニケーション力について」
について多彩な講師を招いて討論します。また、３日目の午後には、岩沼・名
取地域のフィールド・トリップを通じて、地域の文化・歴史、地域の取り組み
について学びます。
本セミナーは３泊４日の合宿形式で行われます。留学生を含めたさまざまな大
学・大学院の学生、若手の社会人とともに講演・講義を聴き、討論を行うこと
は有益かつ貴重な経験になるでしょう。

UNU Global Seminars are held annually to enhance awareness about
contemporary global issues and the role of the United Nations in addressing
those issues. The Tohoku Session of the UNU Global Seminars, which was
started in 2002 in Sendai city, has been held by national universities across

the Tohoku region. This year, the 7th session will be held in Sendai in
September with the theme of “Human Potential and a Sustainable Future:
How Education Can Contribute”.
The UN’s declaration of the “Decade of Education for Sustainable
Development (2005–2014)” provides an important guideline to think further
about the needs of our current globalized world as well as local society in the
twenty-first century. This seminar will focus on issues of capacity building in
order to achieve sustainable development.
There are three main skills required for sustainable development: the ability
to 1) think globally, 2) act locally, and 3) contribute to capacity building
(especially through effective communication). Seminar speakers will discuss
how these skills can be developed and nurtured. The public lectures on the
first day will discuss issues regarding how to become ideal citizens for a
sustainable society by Prof. Hiroyuki Yoshikawa, Executive Director, Japan
Foundation for United Nations University, and Prof. Charles Hopkins, York
University. Speakers from various fields will lecture on days 2 and 3 on the
sub-themes of “Thinking on a Global Scale”, “Acting Locally”, and “The
Importance of Communication in Regards to ‘Thinking Globally/Acting
Locally’”. A field trip to Iwanuma city and Natori city on the afternoon of day
3 will enable seminar participants to explore the local culture and history of
the area.
The seminar will be structured as a four-day, three-night camp. It will be a
useful and practical experience in which participants can attend lectures by
experts and engage in discussions with other university/graduate students
and young professionals.

