
https://eipo.jp/sophia/seminars/各イベントへの参加申込みはこちらからどうぞ
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後援：

紛争、迫害、気候変動などの理由で移動を余儀なくされ
た難民、移民や国内避難民が増え続けています。 写真展
を通して、難民や移民の実情について考えてみましょう。

企画展示
国連写真展「People on the Move（移動する人々）」～10

15
【MON】

10
26
【FRI】

国際機関でSDGsに取り組む方を中心に、仕事の未来や技術を議論します。

シンポジウム
「SDG８とSDG９の達成に知っておくべき背景と事実：
企業の戦略は？」

10
29
【MON】

SDGsについての上川大臣の熱意と取り組みを話して頂きます。

上川陽子法務大臣特別講演
「SDGsに法務大臣として取り組んでいること」10

27
【SAT】

国連事務局職員からそのトップになったガーナ出身のアナン氏
の業績と国連の試練を振り返ります。

第7代国連事務総長コフィ・アナンの回想
－業績と試練10

24
【WED】

ISIS後のイラクやシリアにおける平和構築や難民支援の
現状を把握し、今後の支援の在り方を考えます。

シンポジウム
ISIS後のイラク・シリアの課題～平和構築と難民支援10

23
【TUE】

上映作品「ソニータ」
難民の少女がラッパーになる夢を追うドキュメンタリー

第13回UNHCR難民映画祭
－学校パートナーズ　映画上映10

19
【FRI】

日本国内の難民亡命志望者へのサポート、そして日本社会を
変革させるには、どのようにすべきかを考えます。

シンポジウム
「多文化日本における難民認定希望者」10

17
【WED】

変貌するアフリカにおいて民間や公的機関の役割や未来に
ついて、アフリカとの関わりの多様性の理解を深めます。

シンポジウム
「アフリカと共にグローバル社会を創る若者たちへ」10

16
【TUE】

　本学では10月15日から10月
29日まで「上智大学国連Weeks」
として、さまざまなイベントを開催
します。国連の活動を通じて、世界
と私たちの未来について一緒に考えて
みませんか？

月月10月15日 ～29日
October, 2018
国連Weeks
上智大学



ISIS後のイラク・シリアの課題～平和構築と難民支援
シンポジウム

ISIS後のイラクやシリアにおける平和構築や難民支
援の現状を把握し、今後の支援の在り方を考えます。

小松 太郎教授東  大作教授

ガムラ・リファイ氏Jabari Aari Najmuldeen 
Mohammed氏

大学生、高校生、一般の方

日本語/英語（同時通訳あり）

上智大学、JVC（日本国際ボランテイアセンター）

要事前申込要事前申込対象／

言語／

共催／

登壇者：
・Jabari Aari Najmuldeen Mohammed 氏

（INSAN（イラク国内で平和構築や難民支援を行うNGO) 代表）

・ガムラ・リファイ 氏（シリア出身、日本国際ボランティアセンター職員）
・東  大作 教授  [司会兼務] （上智大学 グローバル教育センター）
・小松 太郎 教授  （上智大学 総合人間科学部）

内容／

10月23日（火）18：45～20：45（開場18：15）
四谷キャンパス２号館17階　国際会議場

日時／

場所／

シンポジウム

難民亡命志望者へのサポート、そして日本社会を
変革させるには、どのようにすべきでしょうか。

多文化日本における難民認定希望者
��������������������������������������
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シンポジウム

David Slater教授小山 英之教授

石川 えり氏Dirk Hebecker氏

大学生、高校生、一般の方

日本語/英語（同時通訳あり）

上智大学

国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）駐日事務所

対象／

言語／

主催／

後援／

モデレーター：David Slater 教授（上智大学 国際教養学部）
パネリスト：Dirk Hebecker 氏（UNHCR Japan 駐日代表）

石川 えり 氏（認定NPO法人 難民支援協会 代表理事）
小山 英之 教授（上智大学 神学部）

パネルディスカション

10月17日（水）18：00～20：00（開場17：30）
四谷キャンパス２号館17階　国際会議場

日時／

場所／

内容／

要事前申込要事前申込

民間企業や国際協力分野それぞれの視点からアフリ
カの現状を知るとともに、アフリカの人々と協働す
る社会の未来について議論します。アフリカと共にグローバル社会を創る若者たちへ

シンポジウム

大学生、高校生、一般の方

日本語（同時通訳なし）

上智大学グローバル教育センター

要事前申込要事前申込対象／
言語／
主催／

登壇者：服部 孝 氏（豊田通商株式会社 アフリカ本部日本上級代表）
横山 正 氏（アフリカ開発銀行アジア代表事務所 所長）
吉澤 啓 氏（独立行政法人国際協力機構 アフリカ部参事役）

シンポジウム

服部 孝 氏（豊田通商株式会社 アフリカ本部日本上級代表）
「アフリカと共にグローバル社会を創る若者たちへ」

基調講演内容／

10月16日（火）18：00～20：00（開場17：30）
四谷キャンパス２号館17階　国際会議場

日時／

場所／

グローバル社会を担う日本・アフリカ諸国の若者たち
(本学学生交流プログラム  於コートジボアール)



SDG８とSDG９の達成に知っておくべき背景と事実：企業の戦略は？
シンポジウム

名越 正貴氏 山崎  憲氏

鈴木 政史教授 大崎 敬子氏

Jeoong-
Yoon Cho氏

杉村 美紀教授 浦元 義照特任教授 坂本 明子氏村上 秀樹氏

安永 裕幸氏

倉澤 佳子氏田口 晶子氏

Ferda Gelegen氏 舟橋  學氏 田瀬 和夫氏 有馬 利男氏

大学生、高校生、一般の方

日本語/英語（同時通訳あり）

上智大学、GCNJ、ILO、UNIDO、JICA

対象／
言語／
共催／

要事前申込要事前申込

有馬 利男 氏（グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン代表理事）

ファシリテーター：鈴木 政史 教授（上智大学 地球環境学研究科）
講 演：「Reporting on where we stand on SDGs in particular SDG 8 and 9 ? 」

大崎 敬子 氏（東京外国語大学非常勤講師）
パネリスト：大崎 敬子 氏（東京外国語大学非常勤講師）

田口 晶子 氏（ILO駐日代表）
倉澤 佳子 氏（株式会社小松製作所 CSR室長）
Ferda Gelegen 氏（UNIDO ITPO次長）
舟橋  學 氏（国際協力機構 国際協力専門員（民間セクター開発））
田瀬 和夫 氏（SDGパートナーズ有限会社 代表取締役CEO）

「SDG8とSDG9に向けた企業の取り組み」

パネリスト：坂本 明子 氏（ILO アジア太平洋地域局・技能・就業専門家）
Jeoong-Yoon Cho 氏
（President, Korea Association of Skills and Qualifications）
山崎  憲 氏（労働政策研究・研修機構調査部主任調査員）　他

ファシリテーター：名越 正貴 氏
（EY Japan気候変動・サステナビリティサービス（CCaSS）マネージャー）

「仕事の未来と技能：AIと技術の革新の影響と対策：企業の戦略は？」

安永 裕幸 氏（UNIDO ITPO所長）
“SDG8とSDG9を達成するUNIDOの「包括的な産業開発戦略」”

講演者未定
“SDG8とSDG9など国際交易の達成と営利活動が両立するビジネスモデル”

（ILO アジア太平洋地域局・技能・就業専門家）
坂本 明子 氏“Future of Work and Skills”

閉会挨拶

パネルディスカション ２

パネルディスカション 1

Presentation ３ 

Presentation ２ 

Presentation 1 （English）

浦元 義照 特任教授（上智大学 グローバル教育センター）
司会：村上 秀樹 氏（UNIDO ITPO 次長）

杉村 美紀 教授（上智大学 グローバル化推進担当副学長）

趣旨説明

開会挨拶内容／

10月29日（月）13：30～17：30（開場13：00）
四谷キャンパス２号館17階　国際会議場

日時／
場所／

東  大作教授上川 陽子法務大臣

大学生、高校生、一般の方
日本語（同時通訳なし）
上智大学グローバル教育センター

対象／
言語／
主催／

要事前申込要事前申込

上川 陽子 氏（法務大臣、SDGs議連会長）
東  大作 教授（上智大学 グローバル教育センター）

講　演内容／

10月27日（土）13：00～14：30（開場12：30）
四谷キャンパス２号館４階 414教室

日時／
場所／

上川陽子法務大臣特別講演

SDGsに法務大臣として取り組んでいること SDGsについての上川大臣の熱意と取り組みを話して頂きます。

第7代国連事務総長コフィ・アナンの回想
－業績と試練

第７代国連事務総長であったコフィ・アナン氏が８月に逝去され、
その人柄と功績は世界から称賛されました。国連事務局職員からそ
のトップになったガーナ出身のアナン氏の業績と国連の試練を振り
返ります。

植木 安弘教授フランツ・バウマン氏コフィ・アナン事務総長

大学生、高校生、一般の方
日本語/英語（同時通訳あり）
上智大学
国連広報センター
国連テレビ、国連欧州本部

対象／
言語／
主催／
後援／
協力／

要事前申込要事前申込

フランツ・バウマン 氏（元国連事務次長）
植木 安弘 教授（上智大学 総合グローバル学部）

対　談

回想ビデオ内容／

10月24日（水）18：00～19：30（開場17：30）
四谷キャンパス２号館17階　国際会議場

日時／
場所／



上智大学国連Weeksに関するお問合せ：hrc-ic@cl.sophia.ac.jp

WOMAN OF COOCASSIS !
Luis Gustavo Cavalheiro Silva (Brazil)

昨年の大賞

申込不要／入場無料
10月29日（月）～11月9日（金）
四谷キャンパス２号館１階 エントランスロビー

国連広報センター、 上智大学
外務省
Getty Images Japan、
株式会社ニコン、
株式会社ニコンイメージングジャパン
株式会社シグマ、吉本興業株式会社

朝日新聞社

日時／

場所／

主　　催／
後　　援／
特別協力／

協　　力／
メディアパートナー／

企画展示
「SDGs学生フォトコンテスト写真展」 SDGs学生フォトコンテスト2018の受賞作品を展示します。

昨年の表彰式の様子

申込不要／入場無料

10月24日（水）13：30～14：30
四谷キャンパス2号館17階 国際会議場

国連広報センター、上智大学

日時／

場所／

主催／

SDGs学生フォトコンテスト表彰式 SDGs学生フォトコンテスト2018の表彰式を行います。

UN Photo/Albert González Farran

上智大学

株式会社ニコン

10月15日（月）～10月26日（金）
四谷キャンパス２号館１階 エントランスロビー

主催／

協力／

日時／

場所／ 申込不要／入場無料

太古の昔より人間は移動を繰り返してきました。
しかし、現在は、紛争、迫害、気候変動などの理由で移動を
余儀なくされた難民、移民や国内避難民が増え続けています。
写真展を通して、難民や移民の実情について考えてみましょう。

国連写真展
「People on the Move（移動する人々）」

企画展示

Ⓒ Behrouz Badrouj

内容／

日時／

場所／

対象／

言語／

主催／

協力／

要事前申込要事前申込

10月19日（金）17：45～19：40（開場17：15）
四谷キャンパス６号館101ホール

大学生、高校生、一般の方

ペルシャ語、英語（日本語字幕） ※英語字幕なし

上智大学

国連難民高等弁務官（UNHCR）駐日事務所、国連UNHCR協会

（第11回UNHCR難民映画祭上映作品）

アフガニスタンのタリバンから逃れてきた難民の少女ソニータは、不法移民
としてこの施設で心の傷を癒すためのカウンセリングや将来のアドバイスを
受けている。一方で彼女の家族は全く別の将来を準備していた。彼女が16
歳になると、アフガニスタンに住む親は、古くからの習慣どおりにソニータ
を見ず知らずの男性に嫁がせようとする。

上映作品「ソニータ」

映画上映

第13回UNHCR難民映画祭-学校パートナーズ
映画上映

表彰式


