2017年5月29日
グローバル教育センター
「第９回 国連グローバル・コンパクト 日中韓ラウンドテーブル ユースプログラム」
参加者募集要項
上智大学が加盟している国連グローバル・コンパクト（以下「UNGC」：持続可能な開発における
包括的成長に向けたビジネスの自発的取組み）では、日中韓ローカルネットワークが連携し、2009年
より毎年「日中韓ラウンドテーブル」を開催しています。
第9回の今回は、「SDGsで世界を変える～東アジアの果たす役割～」をテーマに、グローバル・コ
ンパクト・ネットワーク・ジャパン（GCNJ）がホストとなり、東京にて開催されます。このプログラ
ムは、2015年9月に国連が採択した「持続可能な開発目標」（Sustainable Development Goals、以下
「SDGs」）について日中韓 3 カ国の若者が議論し、各国有識者のセッションを通じて多くを学び、
グローバルな視点を身に付ける良い機会となります。また、日中韓 3 カ国が連携し内外へ発信するこ
とで、東アジア地域や各国における課題やSDGs達成に向けた実践的な取組みを推進することが可能に
なると考えます。
つきましては、下記要領にて「2017年度第9回日中韓ラウンドテーブル ユースプログラム」への参
加学生の募集を開始いたしますので、奮ってご参加ください。
≪第９回日中韓ラウンドテーブル ユースプログラム 参加者募集要項≫
●
●
●

開催日程：2017年 8月 21日（月）～ 23日（水）
会場：東京
8/21：AP品川、 8/22：品川プリンスホテル、（8/23 首都圏内）
参加者：各国より学部生・大学院生 計10名ずつ

●
●

テーマ：「SDGs で世界を変える～東アジアの果たす役割～」
プログラム：
①事前：各国チームで「Goal5：ジェンダー平等と女性のエンパワーメント」についての各国の現
況に関するビデオ（3分）の制作、および日中韓混成チームでのオンラインによるディベート準備
② 8/21：午後 AP 品川集合、13:00-18:00 ディベート予選
③ 8/22：<メインイベント> 午前
各国制作ビデオの放映、ディベート決勝戦
午後 プログラム/セッション参加、ガラディナー出席
④ 8/23：企業見学（参加任意）

●

参加資格：
①英語に堪能であり、英語で討議できること(目安：TOEIC800 点以上)
②事前の課題制作からメインイベントまで、主体的且つ協調性をもって活動に参加できること
③UNGC や SDGs への関心が高く、幅広い視野と柔軟な理解力をもち、東アジア友好関係構築へ
の意欲があること
④本プログラム終了後も、SDGs に関連する活動に参加でき、SDGs 推進について一緒に考えてい
ける学生

●応募方法：応募登録フォームに必要事項を記入し、プリントアウトを上智大学グローバル教育センタ
ー（2号館1階）に提出し、併せてこのフォームをPDF化し、次のメールアドレスに送信してくださ
い。件名は「日中韓ラウンドテーブル参加申込」としてください。
メール送信先：






overseas@cl.sophia.ac.jp

応募登録フォームの提出と PDF メール送信の締め切り：6 月 12 日（月）17：00 （厳守）
本学から 2 名を超える申込みがあった場合には、書類選考の上、参加者を決定し、6 月 15 日（木）
迄にメールで連絡します。
参加確定連絡：6 月 23 日（金）に GCNJ から最終的な結果が通知されます。
※注意：参加確定後は辞退できません。他のプログラム等とスケジュールが重複しないよう、事
前に確認してください。
問い合わせ先：上智大学グローバル教育センター （2 号館 1 階）

＊GCNJが期間中の食事並びに宿泊を提供します。
以上

May 29, 2017
Center for Global Discovery
th

“The 9 Global Compact China-Japan-Korea Roundtable Youth Program”
Application Requirement
Aiming for the sustainable development, the United Nation Global Compact (hereafter UNGC) is a
business voluntary initiative to achieve inclusive growth. Under the same objectives, UNGC’s local
networks of China, Japan and Korea have been collaborating since 2009 to launch the annual
“China-Japan-Korea Roundtable (hereafter CJK RT).”
th
This year, Global Compact Network Japan (GCNJ) hosts “The 9
Global Compact
China-Japan-Korea Roundtable Conference” in Tokyo on the main theme of “Transform Our World with
SDGs ～Roles of East Asia～”. In September 2015, the “Sustainable Development Goals (SDGs)” was
adopted in UN Headquarters and it would be a great opportunity for the Youth from China, Japan and
Korea to have a deep knowledge and understanding of SDGs and to have a global perspective through
joining this program, learning and discussions about the issues which are raised in SDGs’ 17 Goals to
be achieved. In addition, the collaboration and appeal conducted by these three East Asian countries
would contribute to enhance tackles against the issues or promotion of activities about SDGs in each
area or country.
The application requirement for 2017 CJK Roundtable is as follows. We are looking forward to
receiving your application.
< Outline of “CJK RT” and requirements >
st
rd
Date: Monday, August 21 to Wednesday, August 23 , 2017
Place: Tokyo

st

21 : AP Shinagawa (conference room), 22

nd

: Shinagawa Prince Hotel

rd

23 : company in greater Tokyo
Estimated number of participants: 10 undergraduate or graduate students from each country
Theme: “Transform Our World with SDGs ～Roles of East Asia～”
Tentative Program:
Pre-Assignments: Make video file (3 minutes) about Goal 5 “Gender Equality” in each country
(i.e. Japan); Preparation for debate topics online
st

August 21 : Afternoon, (Meeting at AP Shinagawa) Preliminary Debates (Tournaments) by
CJK-combined teams
nd
August 22 , Morning, (Main Event) Youth Program: Video Presentations, Debates (Final
Round),
Afternoon: Attend other programs/sessions,
Evening: Gala Dinner
rd
August 23 : Company visit (optional)

Requirements for participation
1) Have sufficient English communication skills to actively discuss and debate in English (ex. TOEIC
800 or above) and knowledge in basic Japanese.
2) Able to participate in and work for the programs from Pre-Assignment to Main Event while being
proactive and cooperative with other team members.
3) Have a high interest in UNGC/SDGs and possess broad perspectives and flexible understandings
about global issues and motivated to contribute to friendly East-Asian relationships.
4) Able to join the SDGs-related activities and work together to promote SDGs extensively after this
event.
How to apply
Applicants must complete the application form, print it out and submit it to the Center for Global
st
Discovery (1 fl. Bldg,. no.2). He/she must also submit the PDF version of the application form to
the following email address. Subject: CJK RT application.
overseas@cl.sophia.ac.jp
If there are more than 2 applicants within Sophia, only 2 students will be nominated by the
th
documental screening. Screening result will be announced by email by Thursday, June 15 .
th

Deadline for application: 5:00 p.m., Monday, June 12 , 2017
Final notification of selection to be announced by Global Compact Network Japan: Friday, June
th.
23
* Cancelation after the final notification cannot be accepted. Check your schedule carefully in advance.
st

Contact: Center for Global Discovery (1 floor, Building no.2)
* The food and the accommodation during the program will be provided by GCNJ.

