
10月11日(月)～10月25日(月)
October 2021

国連Weeks
第16回上智大学

本学では「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？

2018年９月から１年間、第73回国連総会議長を務
めたマリア・エスピノサ氏と共に、「パンデミック
下のグローバル・ヘルスガバナンス」を議論します。

紛争及び高リスク地域における強制労働や児童
労働等の人権侵害を考え、企業の開発と雇用及
び人権保障との課題を議論します。

【MON】
10/11

2019 IPBESグローバルアセスメントレポートに
基づき、専門家を迎えて森林/景観と生態系サービ
スを守っていくために、なぜ「社会変革」が必要な
のか、また何ができるかについて議論します。

【FRI】
10/15

国連ナンバー２のアミーナ・モハメッド国連副
事務総長によるオンライン講演会「SDGs実施へ
のグローバル課題」を開催します。

持続可能な社会に向けてエネルギーの転換はと
ても重要です。これからのエネルギーと太陽電
池について講演いただきます。

【WED】
10/20

【FRI】
10/22

様々なごみ問題の課題に対して、SDGsを用い
てどのように解決するべきかを紹介し、参加者
を交えて意見交換を行います。

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で活躍している
方々を迎えて２日間のオンラインセッションを
開催します。

【TUE】                  【THU】
10/19, 10/21

【MON】
10/18

【TUE】
10/12

後援：

主催：上智大学

https://eipro.jp/sophia/

各イベントへの申込みはこちらからどうぞ
（無料・どなたでも参加可・要事前申込み）

スケジュール　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2ページをご覧ください）

モハメッド国連副事務総長
SDGs実施へのグローバル課題

講演会

シンポジウム

シンポジウム 講演会&セッション

シンポジウム

シンポジウム

シンポジウム

UNEP-IETC企画
「UNEP職員と考えよう！ごみ問題とSDGs」

持続可能な社会を構築するための
 　 「社会変革」と森林

紛争及び高リスク地域における
　　　　　　　　　　　ビジネスと人権

持続可能な社会に向けた
　　　　　　　　エネルギーと太陽電池

エスピノサ第73回国連総会議長
「パンデミック下の
　　グローバル・ヘルスガバナンスの課題」

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」

https://eipro.jp/sophia/
https://eipro.jp/sophia/


https://eipro.jp/sophia/events/view/UN20211011
https://eipro.jp/sophia/events/view/UN20211012


10/18申込み

Green Sophiaの活動に
参加した皆さんと笑顔の1枚

これが草ストロー

大久保 夏斗氏

植木 安弘教授

モニカ・ゲイル・マクデベット氏

本多 俊一氏藤岡 純子氏ディリー 美里氏

日本語
国連環境計画国際環境技術センター
（UNEP-IETC)

言語／
共催／

モデレーター：植木 安弘 教授

パネリスト： ディリー 美里 氏、藤岡 純子 氏、本多 俊一 氏
 大久保 夏斗 氏（HAYAMI草ストロー代表）
 Green Sophia（上智大学環境保護サークル）学生

テーマ① 国や民間企業による働きかけと同時に、個人としてできることは何か
テーマ② 日本社会で環境問題対策に対する共感を広げていくには？
 いかにして自分事化できるか？

パネルディスカッション

本多 俊一 氏（国連環境計画（UNEP) 職員）

藤岡 純子 氏（国連環境計画（UNEP) 職員）

ディリー 美里 氏（国連環境計画（UNEP) 職員）

モニカ・ゲイル・マクデベット 氏（国連環境計画（UNEP）化学物質と保健課課長、IETC主席統括官）

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

「ごみ問題とジェンダー」

「ごみ問題と気候変動」

「サステナビリティアクションについて」パネルディスカッション  導入

ミニレクチャーとQ&A  セッション②

ミニレクチャーとQ&A  セッション①

ビデオメッセージ

冒頭挨拶

UNEP-IETC職員が廃棄物管理に関するミニレクチャーを行い、様々な課題
に対してSDGsを用いた解決法などを紹介します。また、環境問題に対する
取組みを行っている事業の代表や学生、参加者と共に様々な視点からごみ問
題とSDGsについて意見交換をします。

概要／

UNEP-IETC企画

「UNEP職員と考えよう！ごみ問題とSDGs」

18:00～19:30
月10/18

シンポジウム

10/15申込み
柴田 晋吾教授サラニェッタ・ツゥスバ講師井上 泰子氏

三次 啓都氏 ローレンツ・ポッゲンドルフ准教授

カイ・チャン教授

日本語・英語（同時通訳あり）
INNOFESプロジェクト＊

言語／
共催／

森下 哲朗 上智大学グローバル化推進担当副学長（法学部教授）

モデレーター：柴田 晋吾 教授（上智大学大学院地球環境学研究科）

パネリスト：三次 啓都 氏
 ローレンツ・ポッゲンドルフ 准教授（東洋大学国際観光学部）
 井上 泰子 氏（森林総合研究所生物多様性・気候変動研究拠点/REDDプラス・
  海外森林防災研究開発センター）
 サラニェッタ・ツゥスバ 講師（フィジー国立大学）

三次 啓都 氏（国連食糧農業機関（FAO）前事務局長補 兼 林業局長）
森林/景観と生態系サービスを守っていくために、なぜ「社会変革」が必要なのか

カイ・チャン 教授（ブリティッシュコロンビア大学、IPBESグローバルアセスメント統括執筆責任者）
コロナ禍において「社会変革」を達成するには？

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

閉会挨拶

パネルディスカッション

基調講演 2

基調講演 1 及び 質疑応答

冒頭挨拶

2019 IPBESグローバルアセスメントレポートに基づき、専門家を迎えて森林/景観とその人々への
不可欠な生態系サービスを守っていくために、なぜ「社会変革」が必要なのか、また何ができるか
について議論します。  ※IPBES（生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学-政策プラットフォーム）

概要／

8:45～11:45
（このイベントは朝の開催です）

金10/15
シンポジウム 持続可能な社会を構築するための「社会変革」と森林

https://eipro.jp/sophia/events/view/UN20211015
https://eipro.jp/sophia/events/view/UN20211018


上智大学国連Weeksに関するお問合せ：un-weeks-co@sophia.ac.jp＊は上智大学に属する学部、研究所、プロジェクト、機関です。

竹岡 裕子教授宮坂 力教授高村 ゆかり教授

10/22申込み

日本語
理工学部＊ 

言語／
共催／

ファシリテーター：竹岡 裕子 教授（上智大学理工学部）

江馬 一弘 教授（上智大学理工学部）

宮坂 力 教授（桐蔭横浜大学医用工学部）

高村 ゆかり 教授（東京大学未来ビジョン研究センター）

陸川 政弘 上智大学理工学部長（理工学部教授）

閉会挨拶

講　演

講　演

冒頭挨拶

持続可能な社会に向けて、エネルギー政策は重要な役割を担っています。これからのエネルギーと、
近年注目を集めている日本発のぺロブスカイト太陽電池について、講演いただきます。

概要／

持続可能な社会に向けたエネルギーと太陽電池

18:00～19:45
金10/22

シンポジウム

東 大作教授

サリ・アガスティン教授

アミーナ・モハメッド氏

10/20申込み

英語（同時通訳あり）
国際関係研究所＊、人間の安全保障研究所＊、グローバル教育センター＊

上智大学ソフィア会

言語／
共催／
後援／

企画・司会：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：サリ・アガスティン 上智学院総務担当理事（上智大学総合グローバル学部教授)
           質問者：世界各地の学生たち

アミーナ・モハメッド 氏（国連副事務総長）

佐久間 勤 上智学院理事長（上智大学神学部教授）
曄道 佳明 上智大学長（理工学部教授）
根本かおる 氏（国連広報センター所長）

質疑応答

基調講演

冒頭挨拶

国連ナンバー２のアミーナ・モハメッド国連副事務総長によるオンライン特別講会
「SDGs実施へのグローバル課題」を開催、日本と世界双方の学生との対話を実現します。

概要／

モハメッド国連副事務総長

SDGs実施へのグローバル課題

21:00～22:00
水10/20

講演会

●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2ページをご覧ください）

言語／日本語

 講演者： 近藤 哲生 氏（国連開発計画（UNDP）駐日代表）
  米山 泰揚 氏（世界銀行駐日特別代表）
  木下 直茂 氏（アフリカ開発銀行アジア代表事務所副所長）
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 221日木

 講演者： 隈元 美穂子 氏（国連訓練調査研究所（UNITAR）持続可能な繁栄局長 兼 広島事務所長)
  日比 絵里子 氏（国連食糧農業機関（FAO）駐日連絡事務所長）
モデレーター：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）

山下 真理 氏（国連コソボ暫定統治機構セルビア・ベオグラード事務所長 兼 国連事務総長代表）
「国際平和と安全：国連キャリアの観点」基調講演

10/21申込み

10/19申込み

米山 泰揚氏 木下 直茂氏近藤 哲生氏

日比 絵里子氏隈元 美穂子氏山下 真理氏

キャリア・セッション 119日火 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。

国際機関や国際協力分野でのグローバルキャリアのすすめについての講演及び国際
機関で活躍されている方々を迎えて２日間のキャリア・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」

18:00～20:00 18:00～19:45
木10/21火10/19

講演会＆セッション

https://dept.sophia.ac.jp/is/shric/news
https://eipro.jp/sophia/events/view/UN20211019
https://eipro.jp/sophia/events/view/UN20211021
https://eipro.jp/sophia/events/view/UN20211020
https://dept.sophia.ac.jp/is/shric/news
https://eipro.jp/sophia/events/view/UN20211022



