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l\,4r. Xanana Gusi-r-ac, ,,^,'ho is the flrst President of Timor-

East and the Honcraq,, Doctor of Law of Waseda University,

had a special leciure entitled "The Role of the '97+' for

Peacebuilding'' at Ono Audltorjum on November 24,2021 .

97+ was organized by seven post-conflict and fragile

countries including TlmotLeste in 2010, and now 20

countries in the world padicipate in this intergovernmental

organization. N,4r. Gusm6o appealed that development and

peace need to be made by the people of post-conflict and

fragile countries, not through the one-size-fits-all processes

by foreign interventions, based on his experiences of

contributions to peacebullding and state-building in Timor-

Leste.

N/r. Gusm6o explained that the purpose of the
establishment of 97+ is to achieve sustainable peace by

reconciliation and dialogue. After his special lecture, a

student asked the question "what can we Japanese do

for fragile countries?" N/lr. Gusmao then answered that it is

important to directly communicate with the people in fragile

countries and talk about democracy and peace,

(Research Associate Rui Asano)
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はなく、紛争後国家や脆弱国家の国民自身が自国の問題を解決し、

開発と平和をもたらす必要があると強く訴えました。

講演後には、学生から「日本人として脆弱国家に対して何ができ

るか」との質問が寄せられました。不□解と対話により持続的平和を

達成することがgフ十の設立目的であると講演中に語ったグスマン

氏は、学生に対して、脆弱国家の国民と直接対話し、民主主義や平

和の理念を伝えることが重要であると説きました。

(浅野 塁 助手)

請カロ

騒 燿

ｔ

〓
●

藤
=疲

議鷲.=,一
“
機゙ :嘉猿織:=菫書‐機猿療機難鷲‐鷲鷲・難‐難‐

.‐鴛纂
=装

質.譲
|11111:||‐

|,|||11111illll■ 鬱|11111:|||||||:11:||||||:||||||||:|||||||'■ 難‐'藤
`|::|:11111111111‐

|||:||11111il,|||1彎 |||:111:1111:|lillll:|:||||||:||||||‐ 機霊機驚
.“

:

シヤナナ・グスマン氏特別講演を開催しました

一一獲一一一一一一一一摯一一一

纂一一一一一一一一一一一一一一一一

一一一一一蔵一一一警一一摯一

緩警 誓 蓄 帯響 華 暉

||1燿
:::I参:麓 :::腰懸::;:壼 1髯 i::;B:::,1:

華||||||||||:|||:|||:||||||1111:|||||||||:|||:|||:||||

錯 11:‐ ||:||||111111il:||111111111111‐ 1111:‐ |‐|

一藤
一警
一十一菫
一

畿
笞
一一

一・粂

Ｆ

Special Lecture by Mr. Xanana Gusmio, the first President of Timor-Leste


