第１回UHHAシンポジウム

文明社会の成熟とは-2012.10.15
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第1回UHHAシンポジウム「文明社会の成熟とは」
［タイムテーブル］｛インヲーネットによるLive配｛置を予定）
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羽田空港で真のグローバルを体感

世界銀行東京$務所の後援のもと、48年ぷりに東京で開催される国際通貨
基金・世界銀行年次総会のアフター・カンファレンスとして「第1回UHHA
シンポジウムJを羽田空港で開催します。
国内外よりお招きしたスペシャルキーパーソンにご登壇頂いてのパネルテ’イス
カッションや、 学生を交えたディベートなどを英語ベースで進行し、「高等教育
のグローバル化jや「学生の国際交流jの一翼を担うシンポジウムを目指します。
また、 スリ・ムルヤニ・インドラワティ氏 （世界銀行専務理事） の特別機演
や猪瀬直樹氏（東京都副知事）の基調講演を予定。「日本から見る日本Jとrt世
界から見る日本j の差異を肌で感じる機会を創出し、 世界を体感するグローパ
ルな一日を羽田空港から発信します。（会場では同時通訳機器を無料貸出）

開会の挨拶
•11向島骨u量（UHHAエグゼクテイプ・コミッティ座長※VTRによる）
I.I城勲(UHHAエグゼクテイプ・コミッティL�J店長）

特別講演
テーマ：f次世代の人材育成j
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スリ・ムルヤニ・インドラワティ（！It界鋭行場務理Pl�）
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パネルディスカッション1
テーマ：「21世紀（次世代）の人材育成（フ．ロファイル）、
グローバル化の中での大学の役割訂正j
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モデレーター：ff野茂夫（ナザルパエフ大学伊良）
パネリスト
スリ・ムルヤニ・インドラワティ（I陀界鋭行以.!"1ll11!!Jq
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基調講演
テーマ：［文明社会の成熟とはj
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猪瀬直樹（東京都副知事）
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I 2012年10月15日（月）
｜ 羽田空港第1旅客ターミナルビル 6 Fギャラクシーホール
無料（事前参加登録制）
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猪瀬 直樹 （東京都副知事｝
スリ・ムルヤ ニ ・ イ ンドラワティ ｛世界銀行 専務理事）
板東 久美 子 ｛ 文節科 学 省 高等教育局長）
勝 茂夫 ｛ ナザ J レパ 工フ大学学長 ｝
グレン·S・フクシマ回目刷M.sn皿・岨毘．元エァ，.... ;;.1.－�•l.1:制輔l
黒田 玲子 （東京理 科大学総合研究後偶数媛 東京大学 名 誉教侵）
ユ ー・アンジェラ （上智 大学学術交流担当副学長｝

14目：35
14:20

パネ ルテrイス カッシ ョン2
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モデレーター市川f\1J也
iヨ際教義大学グローバル・
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小林美和 （ボーインタ・ジャパン 政府間練／渉外担当ディレク:$1-)

j1tj川久1：チ

(It式会社ファースト公ターヘルスクア代長取樟It社長1

学生を代現して［Ill車通貨a‘会·Ill雰掴符
匁ll:I事会泊12.』に．躍するO酔e岡田＇＇＇＂
占甲田町Ill力老婦て． 署・d�・bる祉舎の

lYやグローバルに活瞳τる�t量代町人'l・

日比谷武（宮1:-1!ロフクス抹式全社常勧監査役｝
柴EB!ll/J河｛位式合祉Ind脚Blue代表取輯＇l!!社員）

ユー・アンジェラCt曹大学学術実証担当副学長）

ビジネス課程長／教授

、

市川博也｛国際教養大学タローパJレ・ビジネス銀程畏

Introduction
About Development Japan
Our Vision～あらゆる境界を怠えて～

若者が求める、社会のカタチ
～想いを形にするために～

200名
中嶋嶺雄｛国際教養大学理事長・学長｝・VTR口制

｜l

I
板Jl[久美子 （文書E科学省高等教＂（f局長）
グレン·S·フクシマCG&S Global Advi田町Inc.般向願JUI.疋エアパス・ジャパン株式会社会長）
黒田玲子（東京理科大学総合研究機構教授、見I京大学名後教授）
小林美和（ボーイング・ジャパン政府関係／沙外線当ディレクター）

［開催概要］憲新情報l灼巾引uhha.間I/symposium.htmlをご覧ください。
開催日

モデレーターに元世界銀行副総般の腸

l 茂 尭氏を迎え、 在世代で活摘する人
輔 潟成‘宮たずローパ ル 化を見 据えた
群町住割とua，をテー マに肘自由．
：大型

世界 と日本
～未来のヴィジョンをともに描く～
日比谷武｛富士ゼロックス紘式会社電磁監査役｝
凶Jll久仁子

｛隊式会社7•ーストスターへルスケア代最取締役社長｝

パッカード啓子

日比谷武 ｛富 士 ゼロッヲス株式会社 常動監査役｝
柴田 励 司 ｛綜式会 社Indigo Bl時 代褒取鈎役社長）

剣勝弘u嶋純聾）；.学客自殺授｝

西川久仁子（綜式会社ファーストスヲー・ヘルスケア代表取鎗役社長）

Development Japan

パッカード啓子｛社団法人KIP知日派国際人育成プロヲラム理軍長）

努緩弘｛回線数獲大学客員数鐸）

鷹減 勲 ｛日本空港ピJレデン ゲ株式会社 代表取鈎役社長｝

(!ttJl訟人KIP知llilll母際人宵IQ.プログラムS軍事長〉
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閉会の挨拶
調«--f>:flfl仁（日本空港ピルデング�式会主i UHHJ.\事務局長）
t持参加者、締涜内容、S講演時間などが予告なく変更にftるi畠合がございます。予めぽ了承ください。

｛参加者プロフィールle桝略｝

中嶋嶺雄
図限敏美大学理事長・学長 UHHAエデセヲティプ・コミ・ノティ座長
1936f事長野県必本市生まれ， 1965年東京大学大学院社会学研究科 ｛国際
関係la）修了。98～01年国立大学沼会副会長』オーストラリア国立大学、
バリ政治学院‘ カリフ考）�ニア大学サンディヱゴ絞大学院の客員 数綬. 2003l'F
度f.iE路大賞J祭賞. 04年から全国初の公立大学法人閣僚教養犬繁の理事
長・学長m著書はf現代中国蛤j f国際関係陰J F中国・台湾ー香港J rs窓人
の敏餐j rr全銀j教育儲j f音楽は生きる力行世界に通用する子供の育て方J軍事e
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世界銀行事務浬事
世界銀符の全Tのj�繊総局の襲務の統絡に加え、 公正監察総局、 制鍍委員
会司匹務局、野信・敏行停止担当局など組鎌管理規能を統li!i.
2010年6月の世界銀行入行前には、インドネシ7の財務大臣および縫涜鍋 艶
担当大臣として、インドネシアの経済政策を主導。財務大陸続倍以前はインドネ
シア国家開発金iii庁長官として‘ 2004年の，章波による繍滅的彼普からの復興
に当た仏政府と国際織問による取り組みを鍋盤。また、 回線通貨基金
(IMF）の1里』慣も務めた。さらに、 インドネシア大学で教綬をとった他、 ジョージア
州立大学？ンドリュー・ヤング公共政策大学院の客員数慢を務めた経験もある。
イリノイ大学で経済学陽士号を、インドネシア大学で経済学学士号を取得。また、
ユーロマネー践がi量ぷf今年を代表する結界の財務大臣J、f7'ジア新興国ft
ii)の財務大臣jなど、4量々な名誉や貨に輝いている．フ...－ブス総のf世界で
ftも�・カのある女性100人j iこも常に登場している。既婚. 3子

猪瀬直樹園型車置
東京都副知寧
作家. 1946年、 長野県生まれι87f手fミカドの肖f量jで第18回大宅壮
ーノンフィヲション貨を受賞.. r日本園の研究jで96年度文蕊春秋E章者賞
受賞。 以降． 特殊迭人事事の廃止・民営化に取り組み、02年6月末、 小
泉首相より道路公団民営化鍬進委員に任命される. 06年10月、 東京工
寮大学4事径数媛、07年6丹、 東京概副知恵．近著にf決断するカt

(PHP係書｝、f冨.の力J （中公妬・）など

板東久美子ran置
文錦科学省高等教育局長

1954年岡山県岡山市生まれ＇ 1977年東京大学法学館寧築後、 文部省
入省。生滋学習局婦人教育館長、 文化庁文化郎著作織館長等を経て、
1998年～2000年に秋回県の副知事を務めるJその後、 文留科学省高
等教育局高等教育企画線長、 大臣官房入車録長、 大臣官房審紐官等
を歴任し. 2006年に内閣府男女共閃参翻局長に就任。2009年、 文部
科学省生涯学習政策局長を経て、2012年より現職に至る。

・主催・共催／UHHAシンポジウム実行醤員会．臼本空港ピルデンダ株式会位 ．後援／世界銀行東京事務所、支節科学省、外務省、図土交通省‘東京錦、公益社団浪人経済問友会、日本経済新聞社、産綬頼関社内
大串頼関u ・tl!力〆東京国際空港:$1ーミナル紘式会社、日本鉱空綜式会社、全日本空輸紘式会社、スカイマーヲ株式会社．株式会社AIROO、スカイネットアジア航空総式会社‘株式会批;1.:$1ーフライヤ一、
京浜急行電鉄線式会位、東京モノレール紘式会社、空港施設縁式会社

・当日は駐車渇の涜絡が予怨されます。公共交通4畳間をご利用ください。

・お問い合わせ先／UHHA事務局TEL.03・6380・5545
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