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後援：

主催：上智大学

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や国際公務員としての豊富な経験を持つアドバイザリー・ネットワー
クの皆さんを迎えて２日間のオンラインセッションを開催します。

【WED】 　    【THU】
6/15, 6/16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」

コロナ禍やウクライナ紛争の中、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。

【TUE】

6/14シンポジウム JICAの平和構築への挑戦 ～国際機関との連携も視野に～

すべての人を尊重し、正確に、そして受け入れる効果的なコミュニケーションとはなんでしょうか？【SAT】

6/11シンポジウム 文化的でインクルーシブなコミュニケーション（医療編）

ロシアのウクライナ軍事侵攻が国連憲章に基づいた国際秩序に与える影響と将来を考えます。【WED】

6/8シンポジウム ウクライナ紛争と国連憲章に基づく国際秩序の将来

すべての人の命、生活、尊厳をまもる「人間の安全保障」を実現する社会のために日本の状況やグロー
バルな視点から、人間の安全保障に関する新たな報告書におけるデータと分析を交えて議論します。

人間の安全保障：日本の評価とグローバルな展望

【MON】

6/6シンポジウム

2021年末、東京で栄養サミットが開催され日本政府は３千億円の拠出を表明しました。公約を活かし、
紛争地や脆弱国家での飢餓や貧困の解消に向け、日本はどんな役割を果たせるか方策を探ります。

栄養サミットと日本が果たす役割

【FRI】
6/3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）

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？

6月3日(金)～6月17日(金)
June 2022

国連Weeks
第17回上智大学



6/6申込み 植木 安弘教授青木 研教授

近藤 哲生氏高須 幸雄氏

曄道 佳明学長

日本語
国際協力人材育成センター *、人間の安全保障研究所*

言語／
共催／

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）

高須 幸雄 氏／近藤 哲生 氏／青木 研 教授

青木 研 教授（上智大学経済学部、人間の安全保障研究所所長）
上智大学人間の安全保障研究所の活動紹介

近藤 哲生 氏（国連開発計画（UNDP）駐日代表）

UNDP『人間の安全保障に関する特別報告書
～人新世の時代における人間の安全保障への新たな脅威～』についての報告

人間の安全保障とSDGs
高須 幸雄 氏（国連事務総長特別顧問（人間の安全保障担当）、元国連大使、元国連事務次長）

曄道 佳明 上智大学長（理工学部教授）

パネル・セッションと質疑応答

プレゼンテーション2

プレゼンテーション1

基調講演

冒頭挨拶

すべての人の命、生活、尊厳をまもる「人間の安全保障」を実現する社会のために、日本の状況やグ
ローバルな視点から専門家の意見をうかがいます。また、国連開発計画（UNDP）が発表した人間の
安全保障に関する新たな報告書におけるデータと分析を交えて議論します。

概要／

人間の安全保障：日本の評価とグローバルな展望

18:00 ～19:30
月6/6

シンポジウム

＊は上智大学に属する学部、研究所、センター、機関です。＊は上智大学に属する学部、研究所、センター、機関です。

6/3申込み 東 大作教授

藤田 千代子氏村上 優氏

焼家 直絵氏黄川田 仁志氏岡田 隆副学長

日本語
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＊、Japan Global Dialogue

言語／
共催／

司会：東 大作 教授

東 大作 教授（上智大学グローバル教育センター）
人間の安全保障と飢餓　～人道危機と日本の役割～

藤田 千代子 氏（ペシャワール会理事／PMS支援室長）
村上 優 氏（ペシャワール会会長／PMS（Peace Medical Services） 総院長）

中村哲医師の遺志を継いで：
　　　　　アフガン人道危機に対し取り組んでいること

焼家 直絵 氏（国連WFP日本事務所代表）
WFPの活動と、栄養サミットの意義や課題

黄川田 仁志 氏（国際人口問題議員懇談会事務総長・内閣府副大臣）
日本が世界の貧困・飢餓の解消に向け努力する意味

岡田 隆 上智大学学術研究担当副学長（総合人間科学部教授）

講演4

講演3

講演2

講演1

冒頭挨拶

2021年12月、東京で栄養サミットが開催され、日本政府として今後３年間で栄養不足の解消のため
3000億円の支援をすると表明しました。採択された「東京栄養宣言」では「2030年までにあらゆる
形態の栄養不良を終わらせるために、健康、食、強靱性、説明責任、財源の５つのテーマ別分野にわ
たって栄養に関する更なる行動を取る」と宣言されました。この公約を活かし、紛争地や脆弱国家に
おける飢餓や貧困の削減のために、日本はどんな役割を果たせるのでしょうか。最前線で奮闘する人
たちと議論を深め、具体的方策を探っていきます。

概要／

栄養サミットと日本が果たす役割

19:10 ～20:55
金6/3

シンポジウム



6/11申込み

司会：高岡 詠子 教授（上智大学理工学部）

カブレホス・セサル氏 高岡 詠子教授

冨田 茂氏大木 洵人氏

早瀨 憲太郎氏澁谷 智治教授

カブレホス・セサル 氏（ランゲージワン株式会社多文化共生推進ディレクター）
医療現場における多文化共生

冨田 茂 氏（高田馬場さくらクリニック院長）

地域社会における外国人住民の保健医療アクセスへの課題
    ～多文化クリニックの取り組みから～

大木 洵人 氏（株式会社シュアール代表取締役）
ろう者のための企業によるサポート

早瀨 憲太郎 氏（学習塾早瀨道場塾長、映画監督）
音の無い世界に生きる者から皆さんへ 

澁谷 智治 上智大学理工学部長（理工学部教授）

講演4

講演3

講演2

講演1

冒頭挨拶

インクルーシブコミュニケーションとは、すべての人を尊重し、正確に、そして受け入れる効果的なコ
ミュニケーションのことです。誰もが同じように医療サービスにアクセスできることが当たり前だけれ
ど、正しいコミュニケーションができないためにそれができない現実があることを考える機会です。

概要／

文化的でインクルーシブなコミュニケーション（医療編）

17:00 ～18:50
土6/11

シンポジウム

日本語
理工学部*、株式会社シュアール、ランケージワン株式会社

言語／
共催／

手話通訳あり

6/8申込み

日本語
国際協力人材育成センター *、国際関係研究所*

言語／
共催／

安野 正士教授尾崎 久仁子特任教授六鹿 茂夫名誉教授角 茂樹氏湯浅 剛教授星野 俊也教授

植木 安弘教授

モデレーター・パネリスト：植木 安弘 教授

パネリスト：星野 俊也 教授（大阪大学大学院国際公共政策研究科、前国連大使）
 湯浅 剛 教授（上智大学外国語学部）
 角 茂樹 氏（玉川大学客員教授、上智大学大学院非常勤講師、元ウクライナ大使）
 六鹿 茂夫 名誉教授（霞山会常任理事、静岡県立大学）

尾崎 久仁子 特任教授（中央大学法学部、前国際刑事裁判所裁判官）
安野 正士 教授 (上智大学国際教養学部、国際関係研究所所長)

ウクライナ紛争と国連憲章に基づく国際秩序の将来

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）

パネル・セッション

冒頭挨拶

ロシアのウクライナ軍事侵攻は国際平和と安全保障への脅威となる中、国連憲章に基づいた
国際秩序に与える影響と将来をロシア、ウクライナ、国連の専門家とともに考えます。

概要／

ウクライナ紛争と国連憲章に基づく国際秩序の将来

19:00 ～20:45
水6/8

シンポジウム



6/14申込み

東 大作教授サリ・アガスティン理事山田 順一氏佐久間 勤理事長

言語／ 日本語
共催／ 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*、Japan Global Dialogue
後援／ 上智大学ソフィア会

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：
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）

山田 順一 氏（JICA副理事長）

佐久間 勤 上智学院理事長

質疑応答

講　演

冒頭挨拶

コロナ禍やウクライナ紛争の中、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、JICAの山田順一副理事長と共に議論していきます。

概要／

JICAの平和構築への挑戦～国際機関との連携も視野に～

19:05～21:05
火6/14

シンポジウム

・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登録されたメールアドレス宛に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。

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。

事

前確
認事項

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

キャリア・セッション2

6/16申込み

花尻 卓氏 山﨑 瑛莉講師村上 由美子氏 森 秀樹氏

言語／ 日本語　
共催／ 国際協力人材育成センター *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）

村上 由美子 氏
(MPower Partnersゼネラル・パートナー、

  元経済協力開発機構（OECD）東京センター所長）

森 秀樹 氏
 （世界銀行南アジア地域総局インド担当局長代行）

花尻 卓 氏
 （アフリカ開発銀行（AfDB）アジア代表事務所長）

講演と質疑応答

16日木

6/15申込み植木 安弘教授佐藤 摩利子氏山下 邦明氏浦元 義照氏

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 邦明 氏
 （元国連教育科学文化機関（UNESCO）職員、

元日本学術振興会バンコク研究連絡センター長）

佐藤 摩利子 氏
 （国連人口基金（UNFPA）駐日事務所長）

浦元 義照 氏

講演と質疑応答

浦元 義照 氏（元上智大学特任教授、国際協力人材育成センター客員所員、元UNICEF、UNIDO、ILO所員）
「格差と夢」：恐怖、欠乏からの開放、尊厳を持って生きる自由　国際機関の役割基調講演

キャリア・セッション115日水 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や国際公務員としての豊富な経験を持つアドバイザ
リー・ネットワークの皆さんを迎えて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 18:00～19:30
木6/16水6/15

講演会＆セッション


