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1. Program Title 

プログラム名 国際機関の役割と活動 / Roles and Activities of International Organizations 

2. Professor 
担当教員 須藤 智徳 SUDO Tomonori 

3. Activity site 
実習地 

東京、スイス(ジュネーブ)、フランス(パリ) /  
Tokyo, Switzerland(Geneva), France(Paris) 

4. Academic Year 
開講年度 AY2019 

5. Period in which 
program is offered. 
開講時期 

冬セッション / Winter Session 

6. Language 
開講言語 

・日本語/英語 
[実習で使用する場合がある言語: 英語] 
・Japanese/English 
[Language you may use in activity: English]  

7. Credits 
単位数 

2 単位 / 2 credits 
-Credits are not counted toward the maximum number of credits 
registerable per semester. 
-セメスターの登録可能単位数の上限に含まれません。 

8. Overview 
プログラム概要 

本プログラムは、将来国際機関への勤務希望を有する学生や国際機関に関

心を有する学生のためのプログラムである。 

本プログラムでは、ジュネーブにある国連専門機関（OHCHR, ILO 等）及びパ

リにある OECD 本部、国際エネルギー機関（IEA）を訪問し、各国連専門機関

の役割や業務内容及び業務プロセスを学ぶ。 

事前授業では、外交、国際機関の役割及び地球規模課題について学ぶ。 

現地実習では、事前授業での学修をベースに、国際機関を訪問し、各国際機

関の役割や活動について学ぶ。 

事後授業では、各国際機関を訪問した結果を受け、大学生として何を学び、

どのような活動を行うことが必要かを検討する。 

This program is designed for the students who are willing to work at, or 
are interested in the work of International Organization. Under this 
program, we will visit UN Organizations, such as OHCHR, ILO, etc. in 
Geneva and OECD and IEA in Paris to learn the roles, works and 
working procedures of those organizations.   

At Preliminary class, diplomacy, role of international organizations and 
Global issues will be studied. 

In practicum, we will visit several international organizations and hear 
from them on the roles and activities of each organization. 
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At Post class, based on the result of the visit to international 
organizations, what we should study and what we should do as a 
university student will be considered. 

9. Objective 
プログラムのねらい 

本プログラムは、将来国際機関への勤務希望を有する学生や国際機関に関

心を有する学生のためのプログラムである。 

本プログラムでは、国際機関を訪問し、各機関の役割や業務内容及び業務プ

ロセスを理解し、将来国際機関に就業するために必要な知識やコンピテンシ

ーを強化するために、大学で必要な学修や活動について考える機会を提供

する。 

This program is designed for the students who are willing to work at, or 
are interested in the work of International Organization. Under this 
program, we will visit international organizations to understand the roles, 
works and working procedures of those organizations, and provide the 
opportunity to consider the necessary studies and activities to 
strengthen the necessary knowledge and competencies to work at the 
international organizations in future. 

10. Participation Fee 
(Approx.) 
参加費 (目安) 

項目/Items 費用/Fee 
交通費/ Transportation ¥200,000 
宿泊費 / Accommodation ¥80,000 
現地交通費/ Transportation on site ¥20,000 

総計/ Total ¥300,000 

 

 

 

 
 
[上記に含まれないもの] 

 食費 
 VISA 取得費用（必要な場合） 
 海外旅行保険、J-TAS 費用  
 日本国内交通費 
 予防接種費（希望者のみ）  

 [Fees not included] 
 Food expenses 
 Visa application & its related fees (if applicable) 
 Overseas travel insurance & J-TAS (mandatory) 
 Ground transportation in Japan 
 Immunization (optional)  

 
11. Recommended 

qualifications 
knowledge 
履修の目安 

本プログラムでは、積極的に英語での議論に参加することが求められる。 
In this program, participants are requested to join the discussion in 
English actively. 
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12. Standard of 
 Completion 
到達目標 

APS 各学修分野の視点から以下の点を習得することを目標とする。 

 国際機関の役割を理解する。 

 国際機関の業務を理解する。 

 国際機関の業務プロセスを理解する。 

The goals of this program are to achieve following points in view of each 
Areas of Study of APS,  

 To understand the roles of the International Organizations 

 To understand the works of the International Organizations 

 To understand the working procedures of the International 
Organizations 

13. Teaching Method 
授業方法 

[事前授業 Pre-Activity Class at APU]  

2020 年 1 月 15 日(水) 5-6 限目、および 1 月 22 日(水) 5- 6 限目 (計 4 講義) 

国際機関に関する基本情報や基礎理論に関する講義およびグループワーク 

5th and 6th periods on Wednesday, January 15 and 5th and 6th periods 
on Wednesday, January 22, 2020 (4 lectures in total) Lectures and 
group works on basic information and theory on International 
organizations   

[実習 Field Study]  

2020 年 2 月 16 日(日)～2 月 27 日(木)  

東京にて国連大学、世界銀行、ＪＩＣＡ本部、外務省、ジュネーブにて国連専門

機関、パリにて OECD、IEA 等を訪問し、実施機関の職員や受益者へのイン

タビュー等を通じ、各機関の事業の狙いとその効果の把握を行う。 

Sunday, February 16~ Thursday, February 27, 2019 

We will visit UN University, JICA and Ministry of Foreign Affairs (MOFA) 
in Tokyo, UN organizations in Geneva and OECD in Paris, and have 
interviews to the officials of each organization and stakeholders to 
understand the objectives and effectiveness of their activities. 

[事後授業 Post-Activities Class at APU]  

2020 年 2 月 28 日(金)、4 月 3 日(金) 各日 4-5 限目（各日 2 講義 計 4 講義）/ 

本プログラムを通じて得た情報を整理し、結果についてプレゼンテーションを

行う。また、本プログラムで得た経験をもとに、今後の学修計画について検討

する。 

Friday, February 28 and Friday, April 3, 2019 – 4th- 5th periods (2 
lectures in each day, 4 lectures in total.) 
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Sort out information collected through this program and make a 
presentation on the result of the survey. Based on the result of this 
program, further study plan will be developed. 

[Environment and Method to implement Multicultural Cooperative 
Leaning/多文化協働学修に関する環境と手法] 

本プログラムは国内学生及び国際学生の混合チームでグループワークを行

う。また様々な国の出身ながら中立の立場である国際機関職員からのレクチ

ャーを受けることで、国際機関という多文化協働環境に必要なコンピテンシー

を学ぶ。 

In this program, all group works will be done by joint groups of domestic 
and international students. In addition, by receiving lectures from officials 
of international organizations who come from variety of countries but 
work as nutral position to the member countries, students will learn the 
necessary competencies to work at international organization where the 
working environment is multicultural. 

14. Schedule(Tentative) 
スケジュール(暫定) 

[事前授業]   
日 時限 内容 

1 月 15 日(水) 
5 限 
6 限 

イントロダクション 
二国間外交と多国間外交 

1 月 22 日(水) 国際機関の役割と活動 
地球規模課題 

[Pre-departure classes]   
Date Period Content 

Wed., 15-Jan 
5-6th 

- Introduction 
- Bilateral and Multilateral Diplomacy 

Wed., 22-Jan 
- Role and activities of International Organizations 
- Global issues 

 [現地での実習] 

日 内容 

2 月 16 日(日) 大分～東京 

2 月 17 日(月) 終日：在京国連機関、JICA、アジア開発銀行等訪問 

2 月 18 日(火) JICA 地球ひろば訪問 

2 月 19 日(水) 東京～ジュネーブ 

2 月 20 日(木) 
終日:在ジュネーブ国連機関等訪問 

（OHCHR, ILO, UNHCR, ) 

2 月 21 日(金) 終日:在ジュネーブ国連機関等訪問 
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（OHCHR, ILO, UNHCR, ) 

2 月 22 日(土) 自由研究 

2 月 23 日(日) ジュネーブ～パリ 

2 月 24 日(月) OECD 訪問 

2 月 25 日(火) UNESCO、IEA 等訪問 

2 月 26 日(水) パリ～ 

2 月 27 日(木) 東京～大分 
 
[Practicum] 
Date Contents Venue 
Sun., 16-Feb - Fright from Oita to Tokyo Tokyo 
Mon., 17-Feb - Visit UN organizations in Tokyo, ADB 

and JICA 
Tokyo 

Tue., 18-Feb - Visit JICA Chikyu Hiroba Tokyo 
Wed., 19-Feb - Fright from Tokyo to Geneva Geneva 
Thu., 20-Feb - Visit UN organizations in Geneva Geneva 
Fri., 21-Feb - Visit UN organizations in Geneva Geneva 
Sat., 22-Feb - Free Research Geneva 
Sun., 23-Feb - Fright from Geneva to Paris Paris 
Mon., 24-Feb - Visit OECD Paris 
Tue., 25-Feb - Visit IEA and UNESCO Paris 
Wed., 26-Feb - Fright from Paris to Tokyo On board 
Thu., 27-Feb - Fright from Tokyo to Oita On board 

[事後授業]  
日付 時限 内容 

2 月 28 日(金) 4 限 
5 限 

資料整理、プレゼンテーション準備 
プレゼンテーション 

4 月 3 日(金) 今後の学修方針、進路について検討会 

 [Post-program classes] 
Date Period Contents 

Fri., 28-Feb 4-5th 
- Preparation of Presentation 
- Presentations 

Fri., 3-Apr - Discussion on the direction of study 
 

15. Method of 
Grade Evaluation 
成績評価方法 

 出席および授業・実習への貢献 40% 
 最終発表 30% 
 レポート 30%  
 Participation and contribution to lecture and field study 40％ 
 Presentation 30％ 



科目 

2011 年度カリキュラム フィールド･スタディ 

2017 年度カリキュラム APS フィールド・スタディ 

申請可能セメスター 
2∼7 セメスター(2019 年度秋セメスター時点)  
*詳細は募集要項をご覧ください。 

プログラム名 国際機関の役割と活動 (須藤智徳) 
 

ページ 6 

 

 

 Final Report 30％ 
16. Requirements for 

Students 
学生への要望事項 

政治情勢の急変や天候等により現地実習の内容が変更となることがありま

す。 食生活等の生活習慣や宗教的習慣が異なりますので、訪問国の文化や

習慣へのリスペクトを忘れないように。その他の注意事項に関しては授業の

中でも説明しますが、申請前に疑問等があれば指導教員に相談してくださ

い。 
-海外プログラムに参加するためには、出発から帰国までの期間について、大

学が指定する海外旅行保険への加入と大学指定の航空券の購入が必要で

す。詳細については、受講を許可された学生に対して別途に案内します。 
 
Schedule and contents of this program may be changed due to change in 
political circumstances and weather condition 
Please keep in your mind and respect that Culture and customs of life in 
visiting countries may be different from yours.  
Further instructions will be explained by the instructor. Should you have 
further inquiries before applying for this program, please feel free to 
contact instructor. 
 
-When going abroad, it is necessary for participants to purchase an 
international insurance and a flight ticket designated by the university from 
the date of departure until the date of return to Japan. The Academic 
Office will contact individual students once their participation is confirmed. 

17. Textbook 教科書  
18. Further readings 

参考文献  

19. Others 上記以外 事前授業時に受講者に講義資料等を配布する。 
Lecture Material will be distributed at the Pre class. 

20. Notes その他  募集人数: 30 
 最少実施人数: 5 
 派遣地域安全情報：レベル 0 
 Max. no. of students required: 30 
 Min. no. of students: 5 
 Risk level：Level  0 


