
August 5 to 13, 2021
※Pre-study sessions to be planned in July

TEL: 082-424-6188

E-mail: inu@hiroshima-u.ac.jp

Hiroshima University

INU (International Network of

Universities)

2021年 8/5(木)～13(金)
※7月中に事前研修あり

広島大学INU

(国際大学ネットワーク)

Understanding Global Inequalities:

Bridging the Gaps

世界に広がる不平等：格差のない社会を目指して

Microsoft Teams, Zoom, 

WeChat 等オンラインツール
(詳細は決定次第連絡予定)

Global Initiatives Group,

Hiroshima University

広島大学

グローバル化推進グループ

INUや学生セミナーの詳細については，

INU ホームページまたは広島大学ホームページでご覧いただけます。

More information about the INU and this Student Seminar 

can be found on the websites below.

INU Website
http://www.inunis.net

Hiroshima University website（Japanese)
http://hiroshima-

u.jp/international/network/inu/inu_exchange/seminar_peace

Hiroshima University  website（English)
https://www.hiroshima-

u.ac.jp/en/international/network/inu/inu_exchange/seminar_peace

○ グループ討議等，全日程に参加する広島大学学生の

申込期間は2021年5月7日（金）～5月20日（木）です。

詳しくはもみじ掲示をご覧ください。

○INU特別集中講義(前期教養科目2単位)に登録されます。

ただし非正規生は「単位不要」として履修登録されます。

○The application period for HU students attending the entire 

program including Group discussion etc., is Friday, May 7 to 

Thursday, May 20, 2021. Please see Momiji for more details.

○Will be registered as a Special Intensive Course, first semester 

Liberal Arts course, 2 credits. (Special Auditing/Research 

Students cannot earn any credits.)

Online tools e.g. Microsoft 

Teams, Zoom, WeChat
（Details to be notified）

開催日

Date

実施方法

Methods

主催

Hosted by

問い合わせ先

Inquiry

http://www.inunis.net/
http://hiroshima-u.jp/international/network/inu/inu_exchange/seminar_peace
https://www.hiroshima-u.ac.jp/en/international/network/inu/inu_exchange/seminar_peace


INU STUDENT SEMINAR 2021

ON GLOBAL CITIZENSHIP & PEACE
HOSTED BY HIROSHIMA UNIVERSITY AND INU

INU STUDENT SEMINAR 2021

ON GLOBAL CITIZENSHIP & PEACE
HOSTED BY HIROSHIMA UNIVERSITY AND INU

Understanding Global Inequalities: Bridging the Gaps

The INU Student Seminar aims to allow students from INU (International Network of Universities) member  universities to 

learn about “Global Citizenship” through discussions, workshops, and activities with distinguished  guest speakers and 

students from around the world under the theme of "Peace".

This seminar has been held in Hiroshima annually since 2006, and approximately 80 students from about 10 universities 

around the world, including Hiroshima university, have participated and we have had very active discussions. 

The 2020 seminar had to be cancelled due to the novel Coronavirus, but we will hold the 2021 seminar online for the first 

time and this year will be the 15th anniversary of the INU Student Seminar. The theme of 2021 is " Understanding Global 

Inequalities: Bridging the Gaps", and the program is as follows. We are looking forward to your active participation in the 

lectures and discussions with students from INU member universities abroad!

Seminar Dates

August 5 (Thu) to August 13  (Fri), 2021

*August 5 night only

*Excluded Saturday and Sunday

*Pre-study will be provided in July.

Methods
Microsoft Teams, Zoom, WeChat etc.

*Details to be notified

Eligible

Participants

Undergraduate/Graduate Student of Hiroshima 
University; Must be willing to participate  in 
debates held in English (at least TOEIC600 level); 
and those able to attend the entire program 
including pre-study/personal account of A-bomb 
survivor (about 3 times) to be held in July and 
pre-assignments (reading, video study etc.).

Max number of 

attendees

30 students from Hiroshima University

*Selection will be conducted if applicants exceed 
the quota.

Participation Fee Free

How to Apply

Please register via following URL.

https://www.hiroshima-
u.ac.jp/international/network/inu/inu_exchange/s
eminar_peace

Application

Period
May 7 (Fri) to May 20 (Thu), 2021

For Inquiries

International Initiatives Group,  
Hiroshima University
TEL: 082-424-6188
Email: inu@hiroshima-u.ac.jp

Participating Universities
(Scheduled):

James Madison University (U.S.A)  

Malmö University (Sweden)

Universitats Katolik Parahyangan (Indonesia)  

Universitat Rovira i Virgili (Spain)

Stellenbosch University (South Africa)

European University Viadrina (Germany)  

Universidad Nacional del Litoral (Argentina) 

Kingston University , De Montfort University 

(England)

Hiroshima University (Japan)

More information about the INU and this Student Seminar can be found on the INU website at

Accepting  
Applications!

参加学生
募集中！

開催期間

2021年8月5日（木）～8月13日（金）

※5日は夜のみ，土日は除く。

※7月に事前研修があります。

実施方法
Mircosoft Teams，Zoom, WeChat等のオンラインツール

（詳細は決定次第連絡予定）

①広島大学に在籍する学生（学部 ・ 院生）

対象者 ②TOEIC600点相当以上の英語力があり，英語による討議
に参加する意欲のある方

③原則としてセミナーの全行程（8月5日～13日）と7月の
事前研修・被爆者体験講話（3回程度）に参加できる方。
事前課題（課題図書，ビデオ視聴等）に真剣に取り組める
方

定員 30名（定員を超えた場合は選考します）

参加費 無料

申込方法
以下のホームページから登録フォームに

アクセスし，お申し込みください。

https://www.hiroshima-

u.ac.jp/international/network/inu/inu_exchange/semina

r_peace

申込期間 2021年5月7日（金）～20日（木）

広島大学グローバル化推進グループ

問合せ先 TEL: 082-424-6188

Email: inu@hiroshima-u.ac.jp

世界に広がる不平等：格差のない社会を目指して

このセミナーは，INU（国際大学ネットワーク）加盟大学の学生に対し，「平和」というキーワードの下，著名なゲストス

ピーカーや世界各国の学生とのディスカッションやワークショップ等を通じて，“Global Citizenship” について考え討議する

機会を提供することを目的としています。

本セミナーは，2006年から毎年広島で開催しているもので，本学と海外の約10大学から80名程度の学生が参加し，

活発な意見交換が行われます。2020年度は新型コロナウイルスの影響でやむなく中止となりましたが，2021年度は初の

試みとして，オンラインで開催します。第15回目を迎える今年は “Understanding Global Inequalities: Bridging the 

Gaps”（世界に広がる不平等：格差のない社会を目指して）をテーマに，以下内容で実施します。海外のINU加盟大

学の学生とともに，講義やディスカッションに積極的に参加する意欲ある学生の皆さんの応募をお待ちしています！

INU や学生セミナーの詳細については， INU ホームページでご覧いただけます→

参加予定大学：

James Madison University (アメリカ)  

Malmö University (スウェーデン)

Universitats Katolik Parahyangan (インドネシア)  

Universitat Rovira i Virgili (スペイン)

Stellenbosch University (南アフリカ)

European University Viadrina (ドイツ)  

Universidad Nacional del Litoral (アルゼンチン)

Kingston University, De Montfort University (イギリス)

広島大学 （日本）

https://www.hiroshima-u.ac.jp/international/network/inu/inu_exchange/seminar_peace
mailto:inu@hiroshima-u.ac.jp
mailto:inu@hiroshima-u.ac.jp


2021年 スケジュール概要 （予定）

＊グループ①は北米・南米・アジアの学生と，グループ②は欧州・アフリカ・アジアの学生と同じグループとして活動します。

＊本セミナーのプログラムは全て英語で行われます。

＊ 全プログラムに出席した学生には， INU から修了証書が授与されます。

＊ 上記プログラムの内容は予告なく変更する場合があります。

◇ ＩＮＵ特別集中講義 ◇

この夏季集中講義は，教養教育科目（前期 ・２単位）として，原則全員履修登録されます。ただし非正規生や過

去にＩＮＵに参加し単位を履修した人は「単位不要」としての参加となります。

参加者は，ＩＮＵ学生セミナー2021の講義 ・ グループワーク等，全プログラムに参加し，セミナー終了後にレポートを提

出が求められます。 （※第2タームの授業及び試験が重なる時間帯に限り，退席を認めることがあります）

＜科目名＞

・ ＩＮＵ特別集中講義 講義コード ：65143001

◇こんな人にオススメです◇

● 異文化理解に興味がある人

● 海外の授業を体験したい人

● 英語力を伸ばしたい人

● 留学を考えている人

● 平和 ・国際協力に興味がある人

● 将来国際的な組織で活躍したい人

2021 Schedule (Tentative)

＊ Group 1 students will work with students from North/South America and Asia and Group 2 students will 

work with students from Europe, Africa and Asia.

＊All programs of the Seminar will be conducted in English.

＊Those who complete the entire program will be presented with a certificate from the INU.

＊The Program above may be subject to change without notice.

Hiroshima University students may also earn 2 credits (first semester Liberal Arts Subject) by 
attending  this program. Those who already earned the credits  in previous years or the Special 
Auditing /Research Students will not be given any credits. Students must attend every component of 
the program and turn in a report after the  Seminar. Students may be allowed to leave the class only 
during the time when the classes and examinations overlap.

<Course name>

・INU Special Intensive Course (Lecture Code: 65143001)

◇INU Special Intensive Courses ◇

開催日 内容（オンライン）

日本時間 ① 8:00-10:00 ② 18:00-20:00 （全員）21:00-23:00

参加者 北米・南米・アジア 欧州・アフリカ・アジア 全員

7月中

事前研修（対面の可能性あり）

・広大生に向けた事前講義（2回程度。18時～（予定））

・被爆体験講話（予定：某日土曜日，広島市内）

8月5日（木） - -
開会セッション，

基調講演

8月6日（金）
平和祈念式典参加

（オンラインの可能性あり）
ワークショップ

8月7日（土）

8月8日（日）
休み

8月9日（月）

～

8月12日（木）

グループワーク，講義，日本文化紹介，被爆者との対話等
ワークショップ，

基調講演

8月13日（金） グループワーク，振り返り
最終発表，

閉会セッション

本セミナー参加者は，①午前2時間（8:00-10:00）または，②夕方2時間（18:00-20:00）のいずれかのグ

ループに割り振られます。また，同日の21:00-23:00は，全員参加となります。（いずれも日本時間）。①または②

については，募集時に希望を確認しますが，グループ分けのバランスの都合上，希望に添えない場合があります。

Participants will be assigned to one of the following groups: ① 2 hours in the morning (8:00-10:00) 
or ② 2 hours in the evening (18:00-20:00). All participants are required to attend the session of 
21:00-23:00 on the same day (in Japan time). Please note that we may not be able to accommodate 
your request for ① or ② due to the balance of the grouping.

Date Program (Online)

Time (JPT) ① 8:00-10:00 ② 18:00-20:00 （ALL）21:00-23:00

participants

Students from 

North/South America 

and Asia

Students from Europe 

and Africa and Asia
All

July

Pre-Study (could be in-person approach)

・Lecture on the theme exclusively for HU students (around 2 times, 18:00-

(planned))

・Personal Account of A-bomb survivor (Saturday, at Hiroshima city (planned)

Aug 5 (Thu) - -
Opening Session,

Keynote lecture 

Aug 6 (Fri)
Participation in Peace memorial ceremony

*This may change to online participation.
Workshop

Aug 7 (Sat)

Aug 8 (Sun)
Free (No seminar planned on weekend)

Aug 9 (Mon)

～

Aug 12 (Thu)

Group work, Lecture, Introduction of Japanese 

Culture, Discussion with Hibakusha(A-bomb 

survivor), etc.

Workshop,

Keynote lecture

Aug 13 (Fri) Group work, Recapitulation
Final presentation,

Closing Session

This program invites those who:

- are interested in intercultural understanding;

- want to experience classes provided by overseas universities;

- want to improve English language skills;

- wish to study abroad;

- are interested in peace and international cooperation;

- wish to work for an international organization in future.
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