
１９４９年ポルトガル生まれ。リスボン工科大学工学

部を卒業し、ポルトガル語のほか英語、フランス語、ス

ペイン語にも堪能、３人の孫の祖父でもあります。 

１９７６年、ポルトガルの議会選挙で当選し１９９５年

から２００２年にかけてはポルトガルの首相として、東

ティモール危機の解決に向けた国際的な取り組みに

深く関わるなど政務および公務に従事しました。 

２００５年６月から２０１５年１２月にかけ、世界最大

の 人 道 機 関 の ひ と つ 、 国 連 難 民 高 等 弁 務 官

（UNHCR）を率いました。緒方貞子氏の２代後の高等

弁務官にあたります。 

“It is an honour to stand with the people 

of Hiroshima on this important day, from this 

sacred space. The lessons of Hiroshima and 

Nagasaki, and the memory of those who lost 

their lives on that terrible day 77 years ago, 

will never be forgotten. On behalf of the 

women and men of the United Nations, I 

pledge to keep their memory alive, and 

continue working towards a more peaceful 

world, free of nuclear weapon. 
 

Antonio Guterres” 

https://www.unic.or.jp/info/un/un_organization/secretariat/secretary-general/list_sg/ 

国連憲章のもとに、安全保障理事会の勧告に基づ

いて総会から任命されます。総会や各機関の決定事

項を実施する主要機関である国連事務局の長。伝統

的に任期は５年（再選も可能）。安全保障理事会の５常

任理事国からは事務総長のポストに就くことはないとさ

れています。 

国連憲章では、事務総長を「行政職員の長」である

と規定するとともに、国際の平和と安全の維持を脅か

すと認める事項について安全保障理事会の注意を促

す権限も事務総長に与えています。 

２０１７年から現職。今年から２期目に入り、２０２６年

末までの続投が決まっています。 

先月は、広島平和記念式典への参加のために来日。

２０１８年の長崎平和祈念式典にも参加しています。 

グテーレス事務総長は、各地訪問の際には、当地の

若者たちと話す機会を設けるようにしています。若者へ

の期待の表れであり、今回の広島市でも核兵器廃絶に

向けた活動に取り組む日本人の若者と対話するイベン

トに参加しています。 

★歴代の事務総長については（国連広報センターHP） 

広島平和記念資料館に直筆で残され

たグテーレス事務総長のメッセージ 

 

（国連広報センターHPより） 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書名/著者名/出版社/出版年 資料番号 場所 

国連事務総長 ： 世界で最も不可能な仕事 

田 仁揆／著 中央公論新社  2019 
1014151227 ２階Ａ３ 

世界で最も厄介な仕事 ： 平和のための挑戦 

クルト・ワルトハイム／著 畔上 司／訳 サイマル出版会 1980 
1007935784 閉架書庫 

介入のとき ： コフィ・アナン回顧録  (上・下) 

コフィ・アナン／[著] ネイダー・ムザヴィザドゥ／[著] 岩波書店 2016 

1013315500 

1013315518 
１階ポ６７ 

To speak for the world ： speeches and statements by Dag Hammarskjöld 

Secretary-General of the United Nations 1953-1961    Atlantis 2005 
1009449586 ２階Ａ２ 

事務総長のことがわかる本  

について知ろう！ 

 

どんな人？ 

Secretary-General  

 

 

クンドルニュース

 
 

「クンドル(KUNDL)」は九州国連寄託図書館の英語の頭文字です 
KUNDL News No. １３１ 

２０２２年９月・１０月 

 

Kyushu United Nations Depository Library   九州国連寄託図書館 

 

アントニオ・グテーレス 

 

第９代事務総長 

 

 

事務総長とは？ 

 

 

 
知りたい！ 

https://www.unic.or.jp/info/un/un_organization/secretariat/secretary-general/list_sg/
http://www.google.co.jp/url?url=http://www.unic.or.jp/info/un_agencies_japan/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCAQwW4wBWoVChMIwre0rv6HyQIVpNimCh21nQu_&usg=AFQjCNF9al14crPwtAeIdmYOuKU71PYoSw


◆◇今月の注目資料◇◆ 

 

国連は、２０２１年８月３０日の国連総会に

おいて、１０月７日を「世界コットンの日」とする

ことを採択（A/RES/75/318）しました。コットン

（綿）は私たちの衣類の素材の代表格であり、

肌ざわりが良く、吸水性・耐久性にも優れた植

物繊維です。１トンの綿花は推定５人に年間

を通した雇用を提供するといわれています。

衣服だけではなく、食用油、化粧品、動物用

の飼料や燃料など、その用途は多彩です。こ

の機にぜひ、注目してみてください！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ご存知ですか？ 

        国際デー 

総合図書館２階の主題別部門社会

科学（棚Ｄ１１）の国連関連の資料を一

部国連Ａ３の棚に移動しました。 

貸出可能の国連資料の棚として、

今後も充実させていきたいと思いま

す。どうぞご利用ください！ 

 

 

『Report of the Secretary-General on the work of the Organization』   

(国連事務総長年次報告)   General Assembly Official Records 77th Session, 

 Supplement No.1  Doc. Symbol  A/77/1 

国連憲章の規定に従い、事務総長は総会にて国連の活動や課題を報告しています。 

報告書は総会の公式記録として見ることができ、その年の活動内容を知る上で重要な資

料です。第４～６５会期は国連書架Ａ８に所蔵。最新版（Ａ/７７/１）は下記から入手可能。 

国連公式文書システム（ODS 【https://documents.un.org/prod/ods.nsf/home.xsp】 ）  

 

世界コットンの日 

「世界コットンの日」公式ホームページ： 

https://www.un.org/en/observances/cotton-day 

編集後記 

 

１０月７日 

 

６月に広島に行ってきました。 

原爆死没者慰霊碑のアーチが

作る空間の先に原爆ドームを見

た時は時が止まったような気が

しました。メディアなどの媒体を

通さず、自分の目で見た光景や

資料は特別でした。 

ポルトガルの国会議員だった

１９８０年代、グテーレス氏はひ

とりで広島を訪問したことがある

そう。国連事務総長として再び

訪れ、残したメッセージは強く印

象に残りました。 

棚番号：２階Ａ３ 

 

開館時間：10:00～20:00 

10:00～19:00 (日・祭日) 

＊相談業務は 19:00(日・祭日 18:00)まで 

 

休 み ：毎週月曜・毎月月末 

（休日のときはその翌平日） 

年末年始・図書特別整理期間 

『高校生の模擬国連 ： 世界平和に

つながる教育プログラム』   

全国中高教育模擬国連研究会／編  

山川出版社 2019  

資料番号  1013839426 

九州国連寄託図書館     

〒814-0001 福岡市早良区百道浜 3 丁目 7 番 1 号  福岡市総合図書館 ２階 
TEL 092 (852) 0628  URL http://toshokan.city.fukuoka.lg.jp 

 詳細をお知りになりたい方は、ぜひ２階国際・

国連カウンターにお立ち寄りください！ 

BOO

KS 

『Dateline UN』  国連書架 A3 

国連広報センターが年４回発行するニュースレター。 

国連の最近の動きについての特集記事や、国際デーや国連会議に寄せる事

務総長メッセージなどの翻訳を掲載しています。最新号ではロシアのウクライ

ナ侵攻の関連で、４月のグテーレス事務総長のロシアとウクライナ訪問、ゼレ

ンスキー大統領との会談の模様などが報告されています。 

 ホームページにて最新号、バックナンバーの閲覧が可能です。 

 【https://www.unic.or.jp/news_press/info_materials/dateline_un/】 

BOOKS 

ここにあります！ 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/238/32/PDF/N2123832.pdf?OpenElement
https://documents.un.org/prod/ods.nsf/home.xsp
https://www.un.org/en/observances/cotton-day
http://toshokan.city.fukuoka.lg.jp
https://www.unic.or.jp/news_press/info_materials/dateline_un/

