1950年香川県生まれ。1972年
に大阪大学法学部卒業後、外務
省に入省。国際連合日本政府代
表部特命全権大使、
ドイツ特命
全権大使などを歴任後、2012年
から現職。

3 国連・国際機関等への
ゲートウェイを創設

国連職員、外交官、国際NGO職員になる
ための大学院一貫プログラムが整います。
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希望する学生︵学部２年以上︶を
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国での経験で培われたに違いない︒
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年からは国連事務総長の活動
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供して︑
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設置︒国連・国際機関へのインタ

対策︑ICT︑プロジェクト・サ

ことから分かるように︑卒業後の

この構想では︑
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も豊かにすることが目標﹂と語る︒

イクル・マネジメント等を学ぶ︒

進路にも好影響を与えているので

同大学では﹁スーパーグローバ

ーンシップも実施する︒

それから約５カ月間にわたって世

ある︒

れる︒だが︑海外でのボランティ

ル大学﹂構想のひとつとして﹁国

包括的なプログラムで
国連職員などを育成

界の カ国・地域に派遣されるこ
とになる︒
レポート作成などが必要だが︑
﹁国連ユースボランティア実習﹂
などとして最大で 単位が認めら
ア実体験はそれ以上の価値を学生
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フィリピン
11名 ドイツ
キルギス
14名 マラウイ
マダガスカル 1名 フィジー
ガーナ
2名 サモア
東ティモール
バングラデシュ
ナミビア
ウクライナ
ボスニア・
ヘルツェゴビナ
モザンビーク
ルワンダ
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2名
16名
2名
人数
派遣国

しました﹂
︵総合政策学部３年︑松

て︑将来的には国際経済系の大学

かし︑自分にはスキルも語学力も

として国連ボランティア計画に賛

5

国連ユースボランティアの実績をベースに
世界の公共分野で活躍する
グローバルリーダーを育成
関西学院大学の﹁スーパーグローバル大学﹂構想が担っている大きな目標は︑
同大学のミッション
﹁〝Mastery for Service〟を体現する
世界市民の育成﹂の実現だ︒
これを象徴するのが﹁国連・国際機関などへのゲートウェイ創設﹂で︑
２００４年から続けてきた開発途上国への学生ボランティア派遣の実績が
ベースになっている︒
文／笠木 恵司
︵チーム・スパイラル︶ 撮影／山本 仁志
︵フォトスタジオヒラオカ︶ デザイン／納富 進
︵スタジオトラミーケ︶
︵WAVE︶ 企画・制作／AERA AD セクション
企画協力／西岡 譲二

協定校への派遣学生数日本一
2

ルになることが分かりました︒し

この国連ユースボランティアは︑

国際通用性のある
質保証システムを構築

74名

4

ことから︑外務省と連携した関西
学院大学国際機関人事センターを
新設してキャリア支援も行う︒学
部の段階から大学院修了後まで見
据えた包括的なプログラムを導入
することで︑グローバルリーダー
の育成を推進していくわけだ︒
さらに︑スーパーグローバルハ
イスクール︵SGH︶に指定され
た関西学院高等部をはじめとして︑
グローバル人材育成に力を入れる
高校とも連携︒早期から意識を高
める教育に取り組むという︒
﹁国際機関で活躍するためには︑
意欲はもちろん︑精神的にもタフ
でなきゃいけない︒かといって日
本人の長所を捨てる必要はなく︑
国際性を足し算すればいい︒そう
した観点から多角的な連携を今後
も拡大していきます﹂
︵前出・神余
副学長︶

☎0798−54−6017（広報室）
www.kwansei.ac.jp

しん よ

全学生に課す
「ダブルチャレンジ制度」
１
国連ユースボランティア派遣実績（2004年度〜2013年度）

基調講演を行った、
国連ボランティア計画事務局長の
リチャード・ディクタス氏
体系的な知識,経験

22

合計

「スーパーグローバル大学」
構想のポイント

国連ユースボランティア,
青年海外協力隊,
国際赤十字等で実践

学部

副専攻
国連・外交プログラム

副学長・国際連携機構長

関西学院大学
74

多彩な価値を生み出す
国連ユースボランティア
実践型“世界市民”
育成プログラム

12

連・国際機関等へのゲートウェ

大学院 国連・外交コース

スリランカ
ベトナム
モンゴル
ネパール

74

5

たちにもたらすようだ︒

29

※次回は 月 日・ 月 日合併号
︵ 月 日発売︶
にて﹃ダブルチャレンジ制度﹄
編を掲載する予定です︒

「国連・国際機関等へのゲートウェイ」育成プログラム

今年11月13日に関西学院会館で第５回関西学院大学
世界市民グローバルフォーラム
「世界市民としての国連ユ
ースボランティア」が開催された。国連ボランティア計画に
賛同した同大学が学生を派遣して10周年を記念したもの
で、
まず村田治学長が開会挨拶。
続
いて国連ボランティア計画のリチャー
ド・ディクタス事務局長が基調講演を
行い、
「ボランティアは社会貢献以上
の多彩な価値をもたらす」
と語った。
その後、
神余隆博副学長を司会とし
て、
事務局長と４人のボランティア経
験者（写真）
によるパネル討論が行
われた。

11

10

外部機関と連携した新設センターがキャリア支援

キャリア

実務家教員登用. 全科目英語で授業.
実務的演習中心 インターンシップ必修
複数研究科が共同.
各自の専門に+α

修士
1

問い合わせ先：

﹁海外に出たら︑
めっちゃ面白い﹂

派遣先のサモアで
子供たちと交流する林達也さん

10

国連グローバル・コンパクト
関西学院大学
支援関学センター
国際機関人事センター
12

16

国連・国際機関 編

井筒穂奈美さん。サモア
に派遣。2013年に法学
部を卒業して総合電機
メーカー東芝に就職
荻野良さん。ネパールに
派遣。2012年に総合
政策学部を卒業後、重
工業メーカーIHIに就職

13
12

「スーパーグローバル大学」
実現への取り組み
第 ❷回

関西学院大学
神余 隆博

松 浦 果 穂さん。ボスニ
ア・ヘルツェゴビナに派
遣。総合政策学部３年
林達也さん。サモアに
派遣。総合政策学部
４年

