国際連合ユース大使

サマー サミール メズガニ

氏

（日）

参加無料
要予約

［日時］

13:00 ～ 17:00（予定）

［会場］

品川クリスタルスクエア
フクラシア 2階フロア

（東京都港区港南 1-6-41） ＊JR品川駅港南口より徒歩約８分

第1部

［13：00 ～ 13：30］

Becoming a Youth Leader

（若きリーダーになること）
講演 /

サマー サミール メズガニ

氏

なぜ世界は若きリーダーを必要としているのか、世界・社会にどう貢
献していけるのかについて、サマーさん自身の高校時代、大学時代の
海外経験を元にお話しくださいます。中高生の今だからできる、若き
リーダーになるためのステップとは何か。世界で成功するために、中
高生の今から行動を始めなければならないことは何かに気づくはずです。また、海外に興味を示すお子
様をお持ちの保護者様の役割とは。親子で今始めらることを考えるきっかけにしていただきたい講演で
すので是非ご参加下さい。

第2部

［13：30 ～ 14：30］

世界を目指す若者に必要な経験や学びとは？

～国際連合の現場体験から日本の中高生へのメッセージ～
講演 /

河野 毅

氏

国際連合は世界中の人が世界のために働ける場所、そんな場所を自分の居場所としたい。
気負うこともなく、自然にそう思い、海外を目指す中高校生は少なくない。一方で、留学しただけで、
国際連合に居場所を創れるわけではもちろんない。中高生にとって、今後どのような経験を積むことが
大事なのか？ 元ＵＮＤＰ（国連開発計画）で、国際連合の現場を見てきた河野教授に、現在、日本の大学
生を教えているご経験もふまえ、世界の人材との比較において、日本の若者に必要な経験や学びは何か
をお話いただきます。
特にこれから留学を志す高校生においては、ネット情報が氾濫する現在、意味のはっきりしないグロー
バル人材という言葉から距離を置き、世界に出て学ぶべきことを、ゼロから自分の頭で考えるきっかけ
にしてほしいと思います。
河野教授は、国際連合での経験から多様性が創造性や進取性を生むのだと実感したといいます。「多様性
を共存の方向へすすめ、地球規模で考える」が河野教授のテーマでもあります。

世界を目指す日本の中高校生のための進路ガイダンス

3/31

氏

米国オハイオ州立大学 大学院 博士課程修了（PhD 政治学）
。在東ティモール日本大使館
政務班長（一等書記官）
、国際連合開発計画対外関係・アドボガシー局 特別顧問、東ティ
モール国際連合開発計画事務所長代行など、東ティモール安定のための現場での勤務や
ニューヨーク国際連合本部で職員採用の業務に携わる。現在、東洋英和女学院大学・大学
院 国際学部 教授として、学生に居心地の良い環境からはみ出して異文化の人々と働く
楽しさ伝えつつ、ニューヨークとカリフォルニアにいる家族との週末のスカイプを楽しむ。

聴いてみよう世界のこと。考えてみよう留学のこと。

ケンブリッジ大学 博士課程修了（PhD 中東研究）、チュニジア人として、大学創設以降、
初めて博士課程を修了。世界最年少作家として二つのギネス記録を持ち、100 以上の子供
向け短編小説を書き、14 の著書を発行。また国連や、6 の大陸に渡る 20 以上の国々で基
調講演を行う。様々な活動が評価され、2016 年、国際連合から 17 人の「持続可能な開
発目標 (SDGs) の国連ヤングリーダーズ」の 1 人にも任命される。

河野 毅

特別顧問

高校留学
海外大学 進学セミナー

Samar Samir Mezghanni

元 国際連合開発計画対外関係・アドボガシー局
（現 東洋英和女学院大学 教授）

………………… 開会の辞（司会）

13:00（5 分）

ISA

13:00-13:30（30 分） ………………… 第１部 基調講演（サマー サミール メズガニ氏）
13:30-14:30（60 分） ………………… 第2部 基調講演（河野 毅 氏）

グローバル

14:30-14:40（10 分） ………………… ISAの各プログラム紹介と会場案内（休憩・移動含む）

進路ガイダンス

14:40-15:40（60 分） ………………… プログラム別グループ／個人カウンセリング
16:00-17:00（60 分） ………………… プログラム別グループ／個人カウンセリング

プログラム

………………… クロージング（司会）

17:00 ～

※時間は若干変わることも予想されます。予めご了承下さい。
ホール A

13：00 ～ 14：30

14：40 ～ 15：40

第一部・第二部

高校留学説明会

会議室Ｅ

14：40 ～ 15：10
海外大学進学

14：40 ～ 15：10
目的別短期研修

15：10 ～ 15：40
UCD アカデミック英語
講座

15：10 ～ 15：40
目的別短期研修

個別
カウンセリング

個別質問をお受けいたします。

高校留学説明会

会議室Ｃ
（待合スペース）

基調講演

15：40 ～ 16：00

16：00 ～ 17：00

会議室Ｄ

個別
カウンセリング

16：00 ～ 16：30
海外大学進学

16：00 ～ 16：30
目的別短期研修

16：30 ～ 17：00
UCD アカデミック英語
講座

個別質問を
お受けいたします。

2019年にご参加頂ける
パンフレットを設置して
おります。
お部屋にご自由に
おはいり下さい。
また、
休憩・お待ちわせと
してもご利用頂けます。

※個別カウンセリングで、さらにお時間を必要とされる場合は、当ビル 5 階でお受け致します。お気軽にスタッフへお声がけください。

プログラム説明会・カウンセリング ［14：40 ～ 17：00］
中 3 ～高校生対象！ 目的別短期研修

海外大学進学

将来の選択肢の幅を広げるために－。
「次世代で求められるリーダーシップ
を学びたい」
「女性の活躍について考
えたい」
「英語力を向上させたい」
。ご
自身の目的に合わせて選べる 2019
年夏休み実施予定の海外短期研修を
3 本ご紹介いたします。

イギリスの医学 部や
世界の大学ランキン
グ Top3 にランクイ
ンするオックスフォー
ド大 学・ケンブリッ
ジ大学といった名門
大学への進学ルート
「A-levels」 や 海 外
大学の奨学金につい
てご案内します。
イギリス以外のアメリ
カ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの大学進学サポートにつ

中高生対象！ 長期留学プログラム
＜交換留学＞
日本の高校 生の代 表として、1 学年
間、ホームステイをしながら現地校に
通い、異文化体験を通して国際理解
を深め、自身を成長させることのでき
るプログラムです。数々の挑戦をしな
がら国際社会で活躍するための人間
力を高校時代に習得しませんか。

いてもご相談ください。

カリフォルニア大学デービス校（UCD）アカデミック英語講座
アメリカ現 地でも行
わ れてい るアカデ
ミックイングリッシュ
の授業で、英語の基
本 4 技 能 やアカデ
ミックスキルを伸ばし
ます。ロジカルなエッ
セイライティング 手
法、ディスカッション
スキル、高度な大量の英文を短時間で理解する力など、海外・国内大学
進学や高校留学にも役立つ
「使える」英語を、東京校で学んでみませんか？

＜私費留学＞
自分の進路、目的に合わせて渡航先国、
時期、期間、滞在形態を選ぶことが出
来る現地校に通う留学プログラムです。
将来は国連で働きたい、世界で活躍す
るジャーナリストになりたい……そのよ
うな夢を実現するためのスキルを身に
つける大きな進学になるはずです。

お申し込み
締切

3月28日（木）
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〈お問い合わせ先〉 株式会社アイエスエイ本社

Tel : 03-5463-7554

Mail：tyfit@isa.co.jp

