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神戸大学ユネスコチェアの経緯
Kobe University UNESCO Chair - Background



ユネスコチェアとは？
What is a UNESCO Chair?

• 知の創造と発信のためのネットワーク
• 高等教育機関などが行う

• 教育
• 研究
• 越境的な知の創造・共有・発信

• 発足
• ユネスコ本部の認証
• 4年間
• 補助金が伴わない

• 役割
• 学内研究・教育
• パートナー間の連携
• 地域連携
• グローバル連携

• A network for creating and distributing 
knowledge

• Objective: a university network for:
• Teaching 
• Research
• Cross-border creation and sharing of 

knowledge
• Approval

• Approved by UNESCO headquarters
• Four-year period
• No accompanying funding 

• Role
• University: Research & education
• Collaboration with partner institutions
• Community collaboration
• Global collaboration

UNESCO Chairs
世界:877
日本:11



神戸大学ユネスコチェア
Kobe University UNESCO Chair

• 阪神淡路大震災(Great Hanshin-
Awaji Earthquake)

• ジェンダーの視点、女性の視点
の重要性(Importance of gender 
perspective, women’s perspective)

• 神戸大学に女性研究者を増やす
重要性(Importance of increasing number 
of women researchers at Kobe University)

• 全学的に「ジェンダー」を考え
る重要性(Importance of thinking about 
‘gender’ throughout the university

• 男女共同参画推進室がユネス
コチェアをとろう!(Gender Equality 
Office decided to try to get a UNESCO Chair) この写真 の作成者 不明な作成者 は CC BY-ND のライセンスを許諾されています

https://ysugie.com/archives/1944
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/


神戸大学ユネスコチェア 背景
Background of Kobe University UNESCO Chair

• 2012.3 ユネスコ関係者とセミナー開催（ユネスコチェアをとることを
提案（ツェンコヴァ教授）Prof. Tsenkova suggests UNESCO chair ）

2015.3
文科省へヒアリング
MEXT へconsultation

色々なセミナー
Various seminars2015.4

第一回の申請
First application

2018.2～2022.2 神戸大学ユネスコチェア「ジェンダーや脆弱性に配慮した減災対策」
Kobe University UNESCO Chair “Gender and Vulnerability in Disaster Risk Reduction Support”

2022.2～2026.2 神戸大学ユネスコチェア「ジェンダー、脆弱性、ウエルビーイングを中心に据えた減災対策」
Kobe University UNESCO Chair “Gender, Vulnerability and Well-being in Disaster Risk Reduction Support”



Kobe University UNESCO Chair
神戸大学ユネスコチェア・1期目

• タイトル「ジェンダーや脆弱性に配慮
した減災対策」

• 目的
• 阪神淡路大震災をはじめ、災害の体験

を世界に共有する
• パートナーやほかの国、機関と連携し、

より安全で包摂的な世界の創造
• 期間：４年間
• 世界中の877ユネスコチェアの中、

ジェンダーと災害を取り上げているの
は神戸大学のみ

• ジェンダー関連ユネスコチェアネット
ワーク（47チェア）のメンバー

• Title: “Gender and Vulnerability in 
Disaster Risk Reduction Support”

• Purpose
• Share experience of Hanshin-Awaji 

Earthquake and other disasters with 
the world  

• Deepen connections with partners, 
other countries, institutions to create 
a safer and more inclusive world

• Duration: 4 years
• Out of 877 UNESCO Chairs, Kobe 

University is the only one on gender 
& disaster

• Member of a Global Network of 
UNESCO Chairs on Gender (47 
chairs)
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神戸大学ユネスコチェア
パートナー機関・Partner Institutions

Kobe 
University

ガジャマダ大
学UGM

マーシーマ
レーシア
MERCY 
Malaysia

高雄科技大学
NKUST

国立女性教育
会館NWEC

タマサート大
学NIDC

メーファール
アン大学MFU 

ツンクアブ
ヅールラーマ

ン大学
UTAR



第1期：教育プログラム、研究プログラム
1st Term: Education and Research



神戸大学ユネスコチェア

研究 Research 事例研究の書籍を発行する予定
Edited volume of case studies

教育（海外派遣
含む）
Education

2週間のサマープログラム、セミナー
オンライン・プログラムなど (40-50
人の参加）
2-week summer program, online 
seminar, etc.  (40-50 students)

ネットワーク
Network

パートナー機関との信頼関係・ネッ
トワークづくり (Building trust, 
networking with our partners)

啓発活動
Outreach

報告などをアーカイブ、HPに掲載等
Reports in archive, on HP, etc.

第1期・1st Term 第2期・2nd Term

2018年度～2021年度 2022年度～2025年度
ジェンダーや脆弱性を配慮した減災対策
Gender and Vulnerability in DRR Support

ジェンダー、脆弱性、ウェルビーイングを中心に据えた
減災対策Gender, Vulnerability and Well-being in DRR Support

研究 Research 連携機関研究者との共同研究
学内での共同研究 Collaboration with 
partners, Kobe Univ. Colleagues

教育（海外派遣含
む）Education

連携機関に所属する学生を対象にした
ジェンダー、脆弱性、ウェルビーイン
グの視点に基づく減災に関する教育プ
ログラムの実施 Add well-being to 
education program 

減災ネットワーク
の拡大 Network

地域の方と連携し災害リスクを軽減す
るためのネットワークを拡大していく
Expand our network for DRR with the 
community

減災教材の
開発 Curriculum 
materials

教育および研究の知見を活かした教材
の開発Develop teaching materials based 
on our work

啓発活動 Outreach 情報発信、市民講座などの開催
Information, Community lectures, etc.



みなさまにお願いしたいこと
Request to everyone here
• 神戸大学ユネスコチェア事業

に関心を持っていただくこ
と！

• 教育プログラムに学生を紹介
していただくこと！

• 研究プログラムにご自身の参
加や、周囲の先生方に参加を
促すこと！

• 今後のセミナーなどにぜひご
協力ください！

• Be interested in the work of 
the Kobe UNESCO Chair 
project!

• Introduce students to the 
education program!

• Participate yourself, and/or 
invite colleagues to join us in 
the research program!

• Cooperate with future 
seminars and other 
programs!



ご清聴ありがとうございました
Thank you


