
各イベントへの参加申込みはこちらからどうぞ https://eipro.jp/sophia/
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スケジュール

SDGsと皆さんの生活がどの様につながっているのか、
足を止めて考えてみませんか？

SDGsパネル展
パートナーシップでつくる私たちの世界20

【THU】
3～

【MON】

6月20日「世界難民の日」にちなみUNHCR親善大使を務める世界的アーティスト、MIYAVI氏が登壇。

トークイベント
世界の難民問題̶日本からできること20

【THU】

ISIS後のイラクとシリアでの難民支援と平和構築は密接に関係しています。現地調査した東教授と国連UNCHR協会スタッフが報告します。

シンポジウム
ＩＳＩＳ後のイラク・シリアにおける平和構築と難民支援～UNHCR協会・現場からの報告17

【MON】

国際協力機構（JICA）は、人間の安全保障と平和構築にどう取り組んでいるのか。その課題は何か。徹底議論します。

シンポジウム
ＪＩＣＡの平和構築支援と広報戦略～国際機関との連携も視野に～11

【TUE】

国際機関や国際協力分野でのキャリアを考える学生に、この道のベテランの皆さんによるクロストークとアドバイスを行います。

キャリア・セッション
国際機関・国際協力キャリア・ワークショップ6

【THU】

国際協力人材育成センター「国連職員と話そう！」シリーズ第20回の今回は、元国連事務次長補 丹羽敏之氏をお迎えします。

講演会
「国連職員と話そう！」元国連事務次長補 丹羽敏之氏を迎えて5

【WED】

アフリカでの支援活動を行い、第7回アフリカ開発会議（TICAD7）の名誉大使でもある歌手のMISIAさんがアフリカとの出会いや思いを語ります。

講演会
MISIAが見たアフリカの教育と開発支援4

【TUE】

紛争の長期化と人道支援の現状を考察し、国連による人道支援への取り組みと課題について考えます。

シンポジウム
紛争と人道支援̶国連の人道支援調整体制と課題3

【MON】

外国人就労者の急速な増加に伴う情勢やさまざな課題を検討し、今後を展望します。外国人就労者の急速な増加に伴う情勢やさまざな課題を検討し、今後を展望します。

ILO100周年記念　労働CSRセミナー
外国人のディーセント・ワークと人権をめぐる課題と労使の対応
ILO100周年記念　労働CSRセミナー
外国人のディーセント・ワークと人権をめぐる課題と労使の対応31

【FRI】

EUの事例をもとに、特に人権・労働も踏まえた統合レポートの
実際と課題を検証。

シンポジウム
EUにおけるESGと統合レポートの
現状と展望：日本企業の対応は？
EUの事例をもとに、特に人権・労働も踏まえた統合レポートの
実際と課題を検証。

シンポジウム
EUにおけるESGと統合レポートの
現状と展望：日本企業の対応は？

22
【WED】

プレ企画

プレ企画
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（プレ企画として5/22、5/31にも
企画を行います。）

　本学では6月3日から6月20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？

6月3日 ～6月20日6月3日 ～6月20日 木木月月

June 2019June 2019
国連Weeks
上智大学
国連Weeks
上智大学

後援：



植木 安弘教授忍足 健朗氏

ジェシカ・アレクサンダー氏アンドリュー・ワイリー氏

要事前申込要事前申込大学生および教職員、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

対象／
言語／
主催／
協力／

アンドリュー・ワイリー 氏（国連人道問題調整事務所[UN OCHA]）
ジェシカ・アレクサンダー 氏（上智大学 客員研究員）
忍足 健朗 氏（元WFPアジア総局長）
司会：植木 安弘 教授（上智大学 国際協力人材育成センター所長、総合グローバル学部）

パネル・ディスカッション

アンドリュー・ワイリー 氏（国連人道問題調整事務所[UN OCHA]）基調講演内容／

６月３日（月）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／

紛争下での人道支援は極めて困難な状況の中で行われます。
国連はどのようにその調整を行い活動しているのか、専門家
を交えて考えます。紛争と人道支援－国連の人道支援調整体制と課題

シンポジウムシンポジウム

大学生および教職員、高校生、一般の方
日本語/英語（同時通訳あり）
ILO駐日事務所、日本ILO協議会(NPO法人)、上智大学
グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン

要事前申込要事前申込対象／
言語／
共催／
協賛／

モデレーター：熊谷 謙一 氏（日本ILO協議会 企画委員）　
パネリスト： Nilim Baruah 氏（ILOアジア太平洋総局・労働移動上級専門家）
 古舘 哲生 氏（厚生労働省 職業安定局 外国人雇用対策課長）
 吉本 譲二 氏（株式会社アシックスCSR統括部、CSRサステナビリティ部長）
 古山    修 氏（JAM組織化推進局長）
 沢田 貴志 氏（国際保健協力市民の会（シェア） 副理事長・医師）

コメンテーター：浦元 義照 教授（上智大学 グローバル教育センター）
龍田 久美 氏（グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン 教育人権分科会幹事、

オリンパス株式会社人事部 ダイバーシティ推進グループリーダー）　 　

パネル・ディスカッション
沢田 貴志 氏（国際保健協力市民の会（シェア） 副理事長・医師）
古山 修 氏（JAM組織化推進局長）
吉本 譲二 氏（株式会社アシックスCSR統括部、CSRサステナビリティ部長）

「外国人労働の課題とNGOによる取組み」
「外国人労働者の組織化と労働組合の課題」
「企業における外国人の活用と課題」

事例報告３
事例報告２
事例報告１

古舘 哲生 氏（厚生労働省 職業安定局 外国人雇用対策課長）「外国人材の雇用に関する現状と課題」特別報告

Nilim Baruah 氏（ILOアジア太平洋総局・労働移動上級専門家）「アジアにおける労働移動の状況と課題」基調講演

田口 晶子 氏
（ILO駐日事務所 駐日代表）

プテンカラム ジョン・ジョセフ 教授
（学校法人上智学院 グローバル化推進担当理事）

長谷川 眞一 氏
（日本ILO協議会 専務理事）

開会挨拶内容／

５月31日（金）14：00～17：30（開場13：30）
四谷キャンパス２号館17階　国際会議場

日時／

場所／

わが国では、外国人の就労者が急速に増加し、高度人材の
雇用や、非熟練労働者の受け入れのあり方が大きな課題と
なっています。本セミナーでは、それらの情勢を踏まえ、
外国人就労の問題と労使の対応を検討し、今後を展望します。

[プレ企画]セミナー
ILO100周年記念  労働CSRセミナー
外国人のディーセント・ワークと
　　　　　　　人権をめぐる課題と労使の対応

大学生および教職員、高校生、一般の方
日本語/英語（同時通訳あり）
上智大学、グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン

要事前申込要事前申込対象／
言語／
共催／

閉会挨拶
ファシリテーター：牛島 慶一 氏（EY Japan 気候変動・サステナビリティサービス 日本リーダープリンシパル）　

柳田 康一 氏（花王株式会社 ESG部門副統括）
引間 雅史 氏（学校法人 上智学院 経営企画担当理事）
後藤 敏彦 氏（グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン業務執行理事）
グンナー・リメル 教授（レディング大学 ヘンリー・ビジネス・スクール）

パネル・ディスカッション

杉村 美紀 教授（上智大学 グローバル化推進担当副学長）
浦元 義照 特任教授（上智大学 グローバル教育センター）
グンナー・リメル 教授（レディング大学 ヘンリー・ビジネス・スクール）基調講演

趣旨説明
開会挨拶

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）

５月22日（水）13：30～17：40（開場13：00）
四谷キャンパス２号館17階　国際会議場

内容／

日時／
場所／

環境・社会・企業統治を重視するESG投資が潮流となりつつある中、EUはいち
早く非財務情報の開示を域内の企業に義務付けました。EUの事例を踏まえ、特
に人権・労働も踏まえた統合レポートの実際と課題を専門家を交えて検証します。

EUにおけるESGと統合レポートの
現状と展望：日本企業の対応は？

[プレ企画]シンポジウム



要事前申込要事前申込大学生および教職員、高校生、一般の方
日本語/英語（同時通訳なし）
上智大学

対象／
言語／
主催／

コーディネーター：植木 安弘 教授（上智大学 国際協力人材育成センター所長、総合グローバル学部）

赤阪 清隆 氏（公益財団法人フォーリン・プレスセンター 理事長、元国連事務次長）　 
岩切　敏  氏（独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ） 理事長特別補佐）
大森 功一 氏（世界銀行東京事務所 上級広報担当官）
川上 千春 氏（公益社団法人日本ユネスコ協会連盟 事務局長）
河原 直美 氏（国連難民高等弁務官事務所（UNHCR） 駐日事務所 副代表）
佐藤 摩利子 氏（国連人口基金（UNFPA）東京事務所 所長）
濵井　貢  氏（国連世界食糧計画（WFP）日本事務所 政府連携担当官）
横山　正  氏（アフリカ開発銀行アジア代表事務所 所長）
和気 邦夫 氏 （TAKUMI and Associates）　
Mbuli Charles Boliko 氏 （国連食糧農業機関（FAO） 駐日連絡事務所 代表）
Dirk Hebecker 氏 （国連難民高等弁務官事務所（UNHCR） 駐日事務所 代表）

出演者・出演団体（予定・順不同）　※当日変更となる可能性があります。
＜上智大学国際協力人材育成センター　アドバイザリー・ネットワーク>

クロストーク

昨年度のセッションの様子

赤阪 清隆氏

赤阪 清隆 氏（公益財団法人フォーリン・プレスセンター 理事長、元国連事務次長）
「目指せ、国際機関―こんなに素晴らしい職場はほかにない！」基調講演

６月６日（木）18：00～19：45（開場17：30）
四谷キャンパス２号館17階　国際会議場

内容／

日時／
場所／

国際機関や国際協力分野でのキャリアを考える学生の皆さんへ、
グローバルキャリアのすすめ方についての講演と本学のアドバ
イザリー・ネットワークの国際機関、NGOで活躍する皆さん
をお迎えし、来場者参加型のクロストークを行います。

キャリア・セッション
国際機関・国際協力キャリア・ワークショップ

講演会・その他

植木 安弘教授丹羽 敏之氏

要事前申込要事前申込対象／大学生および教職員、高校生、一般の方　　　　　　　　言語／日本語（同時通訳なし）　主催／上智大学

司会：植木 安弘 教授
（上智大学 国際協力人材育成センター所長、総合グローバル学部）

丹羽 敏之 氏（元国連事務次長補）
講 演

６月５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

内容／

日時／
場所／

国際協力人材育成センター「国連職員と話そう！」シリーズ第
20回の今回は、元国連事務次長補である丹羽敏之氏をお迎えし
て、ご自身のキャリアや国連機関での様々な経験について語っ
ていただきます。

「国連職員と話そう！」
　　　　  元国連事務次長補 丹羽敏之氏を迎えて

講演会

早川 千晶氏

MISIA氏

要事前申込要事前申込大学生および教職員、高校生、一般の方
日本語（同時通訳なし）
一般財団法人mudef、 上智大学
国連広報センター

MISIA 氏（歌手、TICAD7名誉大使、一般財団法人mudef理事）
早川千晶 氏（マゴソスクール主宰、一般財団法人mudef理事）
学生代表

MISIA 氏（歌手、TICAD7名誉大使、一般財団法人mudef理事）
講演会

対 談

６月４日（火）18：00～19：30（開場17：30）
四谷キャンパス６号館101教室

対象／
言語／
共催／
協力／

日時／

場所／

内容／

アフリカでの支援活動を行い、第7回アフリカ開発会議
（TICAD７）の名誉大使でもある歌手のMISIAさんが
アフリカとの出会いや思いを語ります。

MISIAが見たアフリカの教育と開発支援

講演会



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

企画展示 申込不要／入場無料

６月３日（月）～6月20日（木）9：00～ 17：00
2号館1階メインエントランスロビー

期間／
場所／
言語／
共催／

SDGsパネル展 
パートナーシップでつくる私たちの世界

日本語・英語併記
上智大学、
国連大学サステイナビリティ高等研究所（UNU-IAS）、
地球環境パートナーシッププラザ（GEOC）

ニューヨーク国連本部において、150を超える加盟国首脳の参加
のもと採択された「持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable 
Development Goals）」。その内容を、身近なデータでわかりや
すく説明しています。ぜひ足を止めてご覧になってください。

MIYAVI氏 ©UNHCR/Caroline Gluck

要事前申込要事前申込大学生および教職員、高校生、一般の方
日本語（同時通訳なし）　
上智大学
国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）

対象／
言語／
主催／
協力／

MIYAVI 氏（UNHCR親善大使）
学生代表（上智大学）
上智大学教員
司会：田村 真義 氏（宝島社 書籍局編集長）

トークライブ

ダーク・へベカー 氏（UNHCR駐日代表）冒頭挨拶内容／

６月20日（木）16：00～17：30（開場15：30）
四谷キャンパス２号館17階　国際会議場

日時／
場所／

※会場が変更となる可能性があります。

6月20日「世界難民の日」にちなみ、UNHCR（国連難民高等弁務官事
務所）の親善大使を務める世界的アーティスト、MIYAVI氏による海
外視察レポートを含むイベントを開催します。世界の難民問題―日本からできること

トークイベント

東 大作教授滝澤 三郎氏星野 守氏斉藤 亮平氏

要事前申込要事前申込対象／大学生および教職員、高校生、一般の方 　
言語／日本語（同時通訳なし）　
共催／上智大学人間の安全保障研究所、国連UNHCR協会

斉藤 亮平 氏
（JIM-NET（日本イラク医療支援ネットワーク）アルビル駐在員）
星野 守 氏
（国連UNHCR協会事務局長）
滝澤 三郎 氏
（国連UNHCR協会特別顧問、
 上智大学ブランディング事業「人間の安全保障」外部評価委員）
東 大作 教授（上智大学 グローバル教育センター）

シンポジウム内容／

６月17日（月）19：05～21：05（開場18：30）
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 国連UNHCR協会滝澤特別顧問と上智大学東教授は今年２月イ
ラクを訪問、複数の元首相を始め多くのイラク指導者と平和構築
や難民問題を議論し、UNHCR協会は別途イラク北部を視察し
ました。その報告を基に難民支援と平和構築の課題を考えます。

ISIS後のイラク・シリアにおける平和構築と難民支援
　　　　　　　　  ～UNHCR協会・現場からの報告

要事前申込要事前申込対象／大学生および教職員、高校生、一般の方　 言語／日本語（同時通訳なし）　 主催／上智大学

東 大作教授天田 聖氏サリ・アガスティン教授シンポジウム サリ・アガスティン 教授（上智大学 総合グローバル学部）
天田 聖 氏 （国際協力機構（JICA） 広報室長）
東 大作 教授（上智大学 グローバル教育センター）

講 演 天田 聖 氏 （国際協力機構（JICA） 広報室長）
冒頭挨拶 サリ・アガスティン 教授（上智大学 総合グローバル学部）内容／

６月11日（火）19：05～21：05（開場18：30）
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 日本政府の途上国支援を実施するJICAは、平和構築に向けどんな試行錯誤を続け、ど
う課題を克服しようとしているのか。天田JICA広報室長を講師に迎え、JICAの平和構
築への取り組みと広報戦略について、国際機関との連携も含め存分に語っていただいた
上で、徹底議論します。（「人間の安全保障と平和構築」連続セミナー３回目を兼ねる。）

ＪＩＣＡの平和構築支援と広報戦略
　　　～国際機関との連携も視野に～


