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https://eipro.jp/sophia/各イベント（参加無料）への申込みはこちらからどうぞ

後援：

講演会
第29回「国連職員と話そう！」 ～上智で見つける、国際協力への道～
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29回の今回は、国連職員として活躍中の梅津伸氏が自身のキャリアの軌跡や
ASEANでの活動について語ります。

講演会＆セッション
オンラインによるキャリア・セッション「国際機関・国際協力キャリア・ワークショップ」
国際機関や国際協力分野でのグローバルキャリアについての講演及び国際機関やNGO、民間企業で活躍している方々を迎えて3日間連続の
オンラインセッションを開催します。

シンポジウム
コロナ禍のSDGsへのインパクトと今後の展望
国連事務次長補・国連訓練調査研究所（UNITAR）事務局長ニキル・セス氏をお迎えし、コロナ禍によるSDGsへのインパクトと今後の展望に
ついて専門家とともに議論します。

シンポジウム
ＪＩＣＡの平和構築支援 ～国際機構との連携とその課題～
コロナ禍の中、JICA（国際協力機構）は、国際機関と協力しつつどう平和構築支援を実施すべきか議論します。

シンポジウム
国連平和活動：人道・平和構築・開発ネクサス
国連平和活動による人道支援や平和構築、さらにその後の開発支援へのネクサス（繋がり）に関する種々の問題について考えます。

【THU】
6/10

【MON】
6/14

【TUE】
6/8

【MON】
6/7

●今回の国連WeeksはすべてZoomによるオンライン開催です。（詳細は4ページをご覧ください）スケジュール

【TUE】
6/15

【THU】
6/17

本学では６月7日から21日まで「上智
大学国連Weeks」として、さまざまな
イベントをオンラインで開催します。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6月7日    ～6月21日
June 2021
国連Weeks
上智大学
第15回



東 大作教授出口 真紀子教授

加藤 隆一氏佐久間 勤理事長

高校生、大学生、一般の方
日本語
上智大学グローバル教育センター
国際関係研究所、人間の安全保障研究所
上智大学ソフィア会

対象／
言語／
主催／
共催／
後援／

要事前申込要事前申込

司会・統括：東 大作 教授（上智大学グローバル教育センター）

コメンテーター：出口 真紀子 教授
 （上智大学外国語学部、グローバル教育センター長）

加藤 隆一 氏（ＪＩＣＡ上級審議役 （元JICAアフリカ部長））

佐久間 勤 上智学院理事長（上智大学神学部教授）

質疑応答

講　演

冒頭挨拶

コロナ禍の中、JICA（国際協力機構）は、国際機関と協力しつつ、どう平和構築支援を継続・実施していくべきか、
参加者と共に議論していきます。
このイベントは「2021年度上智大学グローバル教育センター主催連続セミナー『人間の安全保障と平和構築』第3回」を兼ねています。

概要／

ＪＩＣＡの平和構築支援 ～国際機構との連携とその課題～ＪＩＣＡの平和構築支援 ～国際機構との連携とその課題～
19:05 ～ 21:05

火曜日6/8
シンポジウム

「ＪＩＣＡの平和構築支援 
～国際機構との連携とその課題～」

植木 安弘教授藤重 博美氏吉田 祐樹氏

長谷川 祐弘氏

久島 直人氏曄道 佳明学長

要事前申込要事前申込高校生、大学生、一般の方
日本語
上智大学　
内閣府国際平和協力本部事務局

対象／
言語／
主催／
協力／

（上智大学大学院 グローバル・スタディーズ研究科、
 国際協力人材育成センター所長）

モデレーター：植木 安弘 教授

プレゼンター：吉田 祐樹 氏（内閣府国際平和協力本部研究員）

コメンテーター：藤重 博美 氏（青山学院大学国際政治経済学部 准教授）

（元国連事務総長特別代表（東ティモール）
特定非営利活動法人 日本国際平和構築協会 理事長）

長谷川 祐弘 氏

「ブトロス・ブトロス＝ガーリの遺産̶国連平和活動の変遷と残された課題」

曄道 佳明 上智大学長（理工学部教授）
久島 直人 氏（内閣府国際平和協力本部事務局長）

研究発表

基調講演

冒頭挨拶

国連平和活動は、和平プロセスや紛争解決の促進だけでなく、人道支援
や平和構築、さらにその後の開発支援への基盤造りを含む多面的なもの
となっている中、そのネクサス（繋がり）に関する種々の問題について
考えます。

概要／

国連平和活動

人道・平和構築・開発ネクサス
国連平和活動

人道・平和構築・開発ネクサス18:00 ～19:45
月曜日6/7

シンポジウム



●今回の国連WeeksはすべてZoomによるオンライン開催です。（詳細は4ページをご覧ください）

植木 安弘教授

梅津 伸氏

高校生、大学生、一般の方
日本語
上智大学

対象／
言語／
主催／

要事前申込要事前申込

スピーカー：

モデレーター：

 

梅津 伸 氏（ベトナム国連常駐調整官事務所長）

植木 安弘 教授
（上智大学大学院 グローバル・スタディーズ研究科、
国際協力人材育成センター所長）

講演／質疑応答

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29回の今回は、
現役の国連職員の梅津 伸氏が自身のキャリアの軌跡やASEANでの活動につい
て語ります。将来、国際機関や国際協力の分野で活躍する道すじを探してみ
ませんか。

概要／

国際協力人材育成センター

第29回『国連職員と話そう!』
 　　　　～上智で見つける、国際協力への道～

国際協力人材育成センター

第29回『国連職員と話そう!』
 　　　　～上智で見つける、国際協力への道～18:00 ～19:30

月曜日6/14
講演会

植木 安弘教授

近藤 哲生氏野田 章子氏ニキル・セス氏

曄道 佳明学長

要事前申込要事前申込高校生、大学生、一般の方
日本語・英語（同時通訳あり）
上智大学

対象／
言語／
主催／

（上智大学大学院 グローバル・スタディーズ研究科、国際協力人材育成センター所長）

モデレーター：植木 安弘 教授
 

パネリスト：

ニキル・セス 氏

野田 章子 氏（国連開発計画（UNDP）インド常駐代表）

近藤 哲生 氏（国連開発計画 (UNDP） 駐日代表）

ニキル・セス 氏（国連事務次長補・国連訓練調査研究所（UNITAR）事務局長）

曄道 佳明 上智大学長（理工学部教授）

パネルディスカッション

基調講演

冒頭挨拶

国連事務次長補・国連訓練調査研究所（UNITAR） 事務局長ニキル・セス氏をお迎
えし、コロナ禍によるSDGsへのインパクトと今後の展望について国連開発計画
（UNDP）の専門家とともに議論します。

概要／

コロナ禍の
      SDGsへのインパクトと今後の展望 
コロナ禍の
      SDGsへのインパクトと今後の展望 18:00 ～19:30

木曜日6/10
シンポジウム

"Overcoming the pandemic impact and getting the SDGs on track"



●今回の国連WeeksはすべてZoomによるオンライン開催です。それに伴う《事前確認事項》をご覧ください。

● 掲載している内容は、予告なく変更する場合があります。
● 今回の国連WeeksはすべてZoomによるオンライン開催となります。
 イベントの視聴環境は各自でご用意ください。視聴環境の整備および通信にかかる費用の負担はいたしかねます。
● 事前にお申込いただいた方にはイベント前日までにメールでイベントアクセス情報をお送りします。
 知人等にイベントを紹介する際には、参加申し込みページをご案内ください。

《事前確認事項》

山﨑 瑛莉講師川上 千春氏髙梨 寿氏

小松 太郎教授河原 直美氏焼家 直絵氏

浦元 義照特任教授佐藤 摩利子氏

和氣 邦夫氏

https://dept.sophia.ac.jp/is/shric/news

スケジュールや内容が変更になる場合も
ございますので、国際協力人材育成セン
ターのホームページでご確認ください。

キャリア・セッション3

講演者：
髙梨 寿 氏（一般社団法人海外コンサルタンツ協会 前専務理事）
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）
モデレーター：
山﨑 瑛莉 講師
（上智大学グローバル教育センター、国際協力人材育成センター所員）

講演者：
焼家 直絵 氏
（国連世界食糧計画（WFP）日本事務所代表）

河原 直美 氏
（国連難民高等弁務官（UNHCR）駐日事務所 副代表（渉外担当））

モデレーター：
小松 太郎 教授
（上智大学総合人間科学部教授、国際協力人材育成センター所員）

キャリア・セッション2

講演者：
和氣 邦夫 氏
佐藤 摩利子 氏（国連人口基金（UNFPA）東京事務所長）
モデレーター：
浦元 義照 特任教授
（上智大学グローバル教育センター、国際協力人材育成センター所員）

キャリア・セッション1

講演者：和氣 邦夫 氏
（元国連人口基金（UNFPA）事務局次長、
TAKUMI and Associates シニアコンサルタント）

「新しい時代のグローバルリーダーになって
 日本や世界で社会改革に貢献しよう！」

基調講演
火曜日
6/15

水曜日
6/16

木曜日
6/17

要事前申込要事前申込高校生、大学生、一般の方
日本語
上智大学　

対象／
言語／
主催／

国際機関や国際協力分野でのキャリアのすすめについての
講演及び国際機関やNGO、民間企業で活躍されている方々
を迎えて3日間連続のキャリア・セッションを開催します。

概要／

オンラインによるキャリア・セッション

「国際機関・国際協力キャリア・ワークショップ」
オンラインによるキャリア・セッション

「国際機関・国際協力キャリア・ワークショップ」18:00 ～19:15
（15日のみ19:30まで）

6/15～17
講演会＆セッション

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