
【8th University Scholars Leadership Symposium @ United Nations - Bangkok, 

Thailand】 

 …………………………………………………………………………………………………… 

“Humanitarian Affairs UK はリーダーシップについて、また自分自身の行動について

話し合い、 

世界が直面している人道問題と開発上の課題に取り組むための素晴らしいプラットフ

ォームを築いていると考えます。” 

ハオリヤン・シュー、国連事務次官補、国連ニューヨーク 

Mr. Haoliang Xu, Assistant Secretary General, United Nations New York 

Humanitarian Affairs UK and United Nations Development Program ( UNDP ) は 2017

年 8 月 1 日から 7 日までタイ・バンコクの国連において開催される第 8 回大学生リー

ダーシップシンポジウム（USLS）2017 の主催を務めます。シンポジウムのテーマは「よ

り良い人生を築こう、人々に希望を与えよう」です。社会を変えるリーダーの育成に焦

点を当てたこのシンポジウムには世界の国連加盟国から約 1,000 人の若きリーダーた

ちが参加する予定です。 

つきましては、本シンポジウムへの参加に相応しいと思われる優秀な学生リーダー（7

名まで）をご推薦いただくか、または御校の学生様に本状をご通知いただきたくお願い

を申し上げます。 

  

USLS は世界中の若きリーダーを対象とした社会開発におけるリーダーシップ育成プロ

グラムで期間は 1週間です。このプログラムの目的はこれからの世界を担う若きリーダ

ーに社会的責任の意識と無私の奉仕の意義を植え付けることにあります。参加者たちは

このプログラムで社会への恩返しが何を意味するのか、思いやりと無条件の奉仕で恵ま

れない人々のニーズに応えるための挑戦が何をもたらすのかを学びます。また、専門的

なネットワークを広げるとともに国際関係についてより深く理解する機会も与えられ

ています。それを必要としている社会のために彼らの持つ知識とリーダーシップスキル

を活かすことの有意義さにも気づくでしょう。 

  

Humanitarian Affairs UK は国連グローバル・コンパクト、World Association of Non-

Governmental Organization、ボランティア推進活動協議会、市民活動団体世界連合と

提携しています。本プログラムについて、またシンポジウムのスピーカー及び登録料に

ついては www.universityscholars.org.uk or Japanese Brochure. 



  

ベトナムで開催された 2016 年のシンポジウム様子をビデオでご紹介しております- 

USLS 2016。 をご参照いただくか、myllane.kebir@humanitarianaffairs.org  までお問い

合わせください。 すべての人類にとってこの世界がよい世界になるための活動にご協

力いただき心より感謝申し上げます。 

---- 

Dear School of International Cultural Studies, 

  

I am sending you more details about the upcoming USLS by email.  

 

Humanitarian Affairs UK and the United Nations Development Program ( UNDP )  would like 

to invite Outstanding Students from your department to the 8th University Scholars Leadership 

Symposium ( USLS ) at the United Nations from August 1st to 7th, 2017. For more information 

about the speakers, program and registration fee, please click here.  → 

www.universityscholars.org.uk 

 

If nomination is not possible, please assist us to disseminate the information to your greater 

student populations. The organising committee will do the Selection Process. 

 

This unique international leadership development program is the perfect occasion to nurture 

compassionate young people who want to become competent leaders and who are committed 

to  initiate social changes in our world. 

 

For any interested students, the delegate application form is also attached. We kindly ask them to 

send their application no later than June 10th. 

 

For your convenience, the formal invitation translated in Japanese to assist you in a better 

understanding of the USLS is available below. 

 

If you have any questions or remarks, please feel free to reply to this email. 

 

I am looking forward to hearing back from you.  



  

Kind Regards, 

Myllane Kebir 

Global Partnership Associate 

Humanitarian Affairs Asia  

Chonburi, Thailand 

Tel   : +66-92-92-933-45 

Web : www.humanitarianaffairs.org  

  

 


