
特別シンポジウム　　第一次世界大戦と現代世界の誕生
Special Symposium

World War I and the Birth of the Modern World

主催：   公益財団法人国際文化会館、公益財団法人サントリー文化財団、公益財団法人渋沢栄一記念財団

基調講演：  デイビット・A・ウェルチ（ウォータールー大学）、中西 寛（京都大学）
パネリスト：  井上 寿一（学習院大学）、岩間 陽子（政策研究大学院大学）、細谷 雄一（慶應義塾大学）
司会および総括： 五百旗頭 真（熊本県立大学）

日本語／英語 （同時通訳つき）＊会費無料＊定員 150 名（要予約・先着順）

Co-organized by:  International House of Japan, Suntory Foundation and Shibusawa Eiichi Memorial Foundation

Keynote speakers: David Welch (University of Waterloo)
   Hiroshi Nakanishi (Kyoto University)
Panelists:  Toshikazu Inoue (Gakushuin University)
   Yoko Iwama (National Graduate Institute for Policy Studies)
   Yuichi Hosoya (Keio University)
Chair and Discussant: Makoto Iokibe (Kumamoto Municipal University)

Languages: Japanese/English (with simultaneous interpretation)
Admission: Free
Seating: 150 (reservations required) 

国際文化会館 企画部
Program Department, International House of Japan
専用サイト : http://www.i-house.or.jp/programs/publicprogram20141212
Web:  http://www.i-house.or.jp/eng/programs/publicprogram20141212
Tel: 03-3470-3211　Fax: 03-3470-3170
E-mail：program@i-house.or.jp
東京都港区六本木 5-11-16
5-11-16 Roppongi, Minato-ku, Tokyo

2014 年 12 月 12 日（金）午後 1時～ 5時 30 分
国際文化会館 岩崎小彌太記念ホール
Friday, December 12, 2014,  1:00-5:30 pm
Iwasaki Koyata Memorial Hall (B1) at the International House of Japan

2014 年は第一次世界大戦が勃発してから百年になります。サラエボの銃声に始まり、ヨーロッパさらには全世界を巻き込み 4年以上
続いた大戦は、19 世紀以来の国際社会の構造を根底から揺さぶり、20 世紀に始まる現代世界を生み出しました。しかし、百年をか
けて育んだ国際社会は十分に強靭ではなく、今日中国の台頭、クリミア・ウクライナの動乱といった第一次世界大戦的テーマの復活
が告げられています。現代世界の再認識が必要ではないでしょうか。

The year 2014 is the centennial of World War I.  The war began with a shot in Sarajevo that echoed for over four years, involving not only Europe 
but many parts of the world. The war fundamentally altered the structure of the international society that had been in place since the 19th century and 
created the modern world beginning in the 20th century. Even after one hundred years, modern global interaction faces many challenges. Current 
themes such as the rise of China and disturbances in Crimea and Ukraine are not unlike those occurring in conjunction with the outbreak of World 
War I.  Is there a need for a renewed understanding of the modern world?

都営大江戸線　麻布十番駅（７番出口）より徒歩５分
東京メトロ南北線　麻布十番駅（４番出口）より徒歩８分
東京メトロ日比谷線　六本木駅（３番出口）より徒歩１０分

お申込み　Reservation

講演当日、参加申し込みメールまたは本チラシをご提示の上、国際文化会館内のレストランでお食事いただいた方には食後のコーヒー /紅茶 or アイス
クリーム（ティーラウンジ「ザ・ガーデン」）、グラスワイン（レストラン SAKURA）をサービスいたします。ご利用の際は、事前のご予約をお勧めいたします。
On the day of this event, the restaurants at I-House will serve a cup of complimentary coffee/tea or ice cream (The Garden) or a complimentary glass of 
wine (SAKURA) to customers with their meals. Please show your registration confirmation email or flyer when ordering. We recommend that you reserve 
a table in advance.


