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博士課程教育リーディングプログラム 

平成２５年度プログラム実施状況報告書 

 

採択年度 平成２５年度 

申請大学名 広島大学 申請大学長名 浅原 利正 

申請類型 複合領域型（多文化共生社会） プログラム責任者名 坂越 正樹 

整理番号 Ｓ０３ プログラムコーディネーター名 岡橋 秀典 

プログラム名 たおやかで平和な共生社会創生プログラム 

 

＜プログラム進捗状況概要＞ 

１．プログラムの目的・大学の改革構想 

本プログラムは，時間と空間の広がりの中で多様に育まれた地域独自の社会と文化を深く理解し，それをふまえて条件不利地域が抱える課題の克

服のために，必要な先端科学技術をその地で見出し(開発し)，育む(社会実装する)ことによって，多文化共生社会を支えうる多様な人材を育成する。 

今日のグローバル社会は，経済発展の縁辺に位置する多くの条件不利地域が地球上に共存・共生することを受け入れる「たおやかで平和な共生社会」

であることが求められる。それゆえ,困難な課題を抱える地域に寄り添い，ニーズから発想してより効果的に社会を望ましい方向へ導く課題解決型技

術開発「オンサイト・リバースイノベーション」に取り組むことが急務である。多様化する文化・社会への科学技術の解は一つではなく，それぞれ

の文化・社会に見合った様々な技術が必要である。次世代の先端科学技術が地域社会で取捨選択されるだけではなく，地域社会も先端科学技術に適

応することにより，異なるコミュニティが共生するたおやかな社会の実現が可能となる。 

本プログラムでは，平和を希求する広島大学がこれまで培ってきた産学官との密な連携を教育面に発展させ，インドを中心とした南アジア地域研

究の実績に基づき，文化共生，技術適応，社会変革を密に連携させ，文化のシナジー効果を享受する３つのタイプのリーダーを育成する。 

（１）文化創生コース：社会・環境変化や技術革新に適応し文化を創生する人材 

文化を護り，育て，地域振興をデザインする国際NGO職員，教員，教育行政職員など 

オンサイト・メディアで地域のアイデンティティを発信する報道記者やジャーナリストなど 

（２）技術創生コース：条件不利地域の文化と社会環境における課題に適応する科学技術を創生する人材 

安価で劣悪環境でも機能する技術を生み出すグローバル・オンサイト企業技術者など 

多様な価値観や環境変化に技術開発コンセプトを適応させる技術移転専門家・起業家など 

（３）社会実装コース：創生される多様な文化と新たな科学技術が均衡するよう社会に実装する人材 

厳しい条件下で 適なオンサイト・ソリューションをみつける行政・開発コンサルタント 

価値の異なる利害関係者の合意形成をはかる政府職員・地方行政職員・国際協力機関職員など 
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こうした人材は，国際政治・行政・教育においてたおやかな平和共生社会の実現に直接貢献するだけでなく，産業界におけるリーダーとしても活

躍しうる。 

広島大学は，人類が解決を迫られている複雑な課題に挑戦し，世界の平和と持続的な発展に貢献するため，従来の学問分野、研究領域の枠組みを

超えて，新たな知を創造できる人材を育成し，グローバルリーダーとして社会に輩出することを目的として，広島大学大学院リーディングプログラ

ム機構のもとに本学大学院に研究科を横断する新たな学位プログラムを開設し，平成24年10月から学生の受け入れを開始した。 

本プログラムは大学院教育改革を実践するプログラムとして位置づけられ，提案支援型教育の導入と文理混合教員による指導体制を構築すること

によって，学生達の垣根を越えた自由な発想を育む点に特徴を持つ。また，学生にはプロフェッショナルメンターをつけ，初期段階からキャリアパ

スが明らかになるように工夫している。 

本プログラムでは，広島大学が目指す平和な社会の実現に貢献すべく，多文化共生社会を創生していく多様な資質を備えたリーダーを育成する。

「たおやかで平和な共生社会」の構築，即ち，経済発展の縁辺に位置する条件不利地域が地球上に共存・共生することを受け入れられる社会の構築

を広島大学理念の具現化の重要な柱と位置付ける。 

 

２．プログラムの進捗状況 

・ 平成25年10月 3日 プログラム設置準備会議 
・ 平成25年10月10日 プログラム企画会議（第1回） 
・ 平成25年10月15日 大学院リーディングプログラム機構運営会議（第25回） 
・ 平成25年10月16日 プログラム企画会議（第2回） 
・ 平成25年10月31日 学内キックオフ会議（東広島キャンパス） 
・ 平成25年11月 5日 プログラム企画会議（第3回） 
・ 平成25年11月 8日 広島大学・ＪＩＣＡ中国国際センター共催セミナー（東広島キャンパス） 
・ 平成25年11月12日 プログラム会議（第1回） 

平成26年4月入学生募集要項公開 
・ 平成25年11月19日 大学院リーディングプログラム機構運営会議（第26回） 
・ 平成25年11月23日～28日 海外拠点設置協議（ダッカ・バングラデシュ,カトマンズ・ネパール） 
・ 平成25年11月28日 広島大学留学フェア（インドネシア大学デポックキャンパス・インドネシア） 
・ 平成25年11月30日  国際協力キャリアフェア2013参加（TKP市ヶ谷カンファレンスセンター・東京都） 
・ 平成25年12月 2日 キックオフミーティング（第1回コラボレーション会議）（広島国際会議場） 
・ 平成25年12月 4日 プログラム企画会議（第4回） 

プログラム学生募集説明会（広島大学東広島キャンパス，東京オフィス（テレビ会議）） 
・ 平成25年12月11日 プログラム学生募集説明会（シェラトンホテル広島） 
・ 平成25年12月13日 プログラム会議（第2回） 
・ 平成25年12月17日 プログラム学生募集説明会（広島大学東広島キャンパス，東京オフィス（テレビ会議）） 
・ 平成25年12月19日 プログラム企画会議（第5回） 
・ 平成25年12月20日 プログラムセミナー（第1回）（（株）東芝：大幸 秀成，（株）東芝インド社：高橋 理一郎） 
・ 平成25年12月24日 プログラム会議（第3回） 
・ 平成25年12月24日～31日 海外拠点設置協議（デリー大学,国立イスラーム大学他・インド） 
・ 平成25年12月26日～27日 広島大学留学フェア（台湾政治大学，台湾中央大学・台湾） 
・ 平成26年 1月 8日 プログラム企画会議（第6回） 
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・ 平成26年 1月10日～平成26年1月11日 リーディングプログラムフォーラム2013参加（大阪） 
・ 平成26年 1月 5日～11日 海外拠点設置協議（JETRO OFFICE IN NEW DELHI他・インド） 
・ 平成26年 1月17日 プログラム会議（第4回） 
・ 平成26年 1月20日 プログラムセミナー（第2回）（楠田哲也：九州大学名誉教授） 

                   プログラムセミナー（第3回）（戸田真志：熊本大学教授） 
・ 平成26年 1月21日 大学院リーディングプログラム機構運営会議（第27回） 
・ 平成26年 1月25日 プログラムセミナー（第4回）（溝口常俊：名古屋大学客員教授，土屋 純：宮城学院女子大学教授他） 
・ 平成26年 1月27日 プログラム企画会議（第7回），プログラム会議（第5回） 
・ 平成26年 2月 5日 プログラム企画会議（第8回） 
・ 平成26年 2月10日 プログラムセミナー（第5回）（Minho Kim,：Washington University研究員） 
・ 平成26年 2月13日 プログラムセミナー（第6回）（Chen Jin：Beijing Normal University教授） 
・ 平成26年 2月14日 プログラム企画会議（第9回） 

          プログラム会議（第6回） 
          プログラム学生募集説明会（ネパールアジア工科大学，ネパール工科大学・ネパール） 

・ 平成26年 2月15日 JASSO留学セミナー（トレードタワービジネスセンター，カトマンズ・ネパール） 
・ 平成26年 2月16日～20日 プログラム広報活動（インドネシア大学・インドネシア） 
・ 平成26年 2月18日 大学院リーディングプログラム機構運営会議（第28回） 
・ 平成26年 2月19日～23日 プログラム広報活動（テキサス大学オースティン校・アメリカ） 
・ 平成26年 3月 4日  プログラムセミナー（第9回）（Vera L. te Velde,：University of California, Berkeley研究員） 
・ 平成26年 3月 5日 プログラム企画会議（第10回） 
・ 平成26年 3月 6日  プログラムセミナー（第10回）（Jungwan Hyun,：Michigan State University研究員） 
・ 平成26年 3月 6日～ 9日 プログラム広報活動（フィリピン大学ディリマン校・フィリピン） 

・ 平成26年 3月 8日～12日 プログラム広報活動（バンドン工科大学・インドネシア） 
・ 平成26年 3月 7日 広島大学工学部研究室紹介（広島大学工学部） 
・ 平成26年 3月10日 プログラム会議（第7回） 
・ 平成26年 3月11日 大学院リーディングプログラム機構運営会議（第29回） 
・ 平成26年 3月12日  プログラムセミナー（第11回）（Martin Hundhausen：University of Erlangen，Nuremberg教授） 
・ 平成26年 3月13日 プログラムセミナー（第12回）（Arnab Jana：Indian Institutes of Technology，Bombay助教，Metin Senbil： 

Gazi University准教授，Sudarmanto Budi Nugroho：Institute for Global Environmental Strategies研究員） 
・ 平成26年 3月12日～13日 ブダペスト国際留学フェア（ブダペスト技術経済大学・ハンガリー） 
・ 平成26年 3月18日  プログラムセミナー（第13回）（Shiban Kishen Koul：Indian Institute of Technology Delhi教授） 

インド工科大学デリー校との大学間協定締結 
・ 平成26年 3月20日  プログラムセミナー（第14回）（Libo Wu： Fudan University教授） 
・ 平成26年 3月21日 第三者評価委員会及び公開セミナー・プログラム説明会（リーガロイヤルホテル広島） 
・ 平成26年 3月25日～29日 プログラム広報活動（北京師範大学・中国） 
・ 平成26年 3月30日 プログラム学生募集説明会（Agriculture and Forestry University, Chitwan・ネパール） 


