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

シンポジウム
緒方貞子先生メモリアルシンポジウム「多国間主義と人間の尊厳を求めて」
国連創設75周年を迎える国連の日を記念して、 緒方貞子氏の功績を振り返るとともに国連関係者や専門家を交えて人間の尊厳や多国間主義における国連の役割について考える。

講演会
環境問題と科学技術
地球が抱える環境問題を理工学の視点から見たらどうなるか。 上智大学での取り組についても分かりやすくお話しします。

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や国際機関、 NGOで活躍している方々を迎えるオンラインセッションです。

講演会
国際協力人材育成センター　第26回『国連職員と話そう！』～上智で見つける、国際協力への道
元アジア開発銀行 主席教育専門官の廣里恭史教授が自身のキャリアやASEANでの活動について語ります。

シンポジウム
国連75周年企画 「グローバル課題の解決に向けたグローバルな行動～感染症、地球温暖化、軍事紛争」
国連75周年事業のトップであるホスチャイルド国連事務次長が講演。 感染症、 地球温暖化、 紛争などグローバルな課題をどう解決するか議論する。

シンポジウム
グリーン復興のためのライフスタイルを考える～ウィズコロナとSDGs～
ポストコロナをより持続可能な社会へーSDGs達成に向けたライフスタイルのあり方を考えます。

【プレ企画】 シンポジウム
ILOグローバルセミナー「デジタル経済における仕事のより輝かしい未来に向けて」
情報通信技術（ICT）分野の高度人材をどう確保するべきか、 グローバルな視点からパネル討議を行います。

後援：

【SAT】
10/24

【TUE】
10/22
【TUE】
10/20
【MON】
10/19

【FRI】
10/16

【MON】
10/12

【TUE】
10/６

【WED】
９/30

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

　皆さま、ようこそ上智大学国連Weeksへ。全世界が共通に、同
時に経験したコロナ禍を乗り越え、国際協調の下に導かれる新しい
社会の創造について、力強い議論を始めましょう。歩むべき道を見
失わぬよう、誰も取り残すことのないよう、人智を結集する意気込
みにあふれる議論を期待しています。皆さまにとって、大きな
Motivationと新たな着想が生まれることを祈念します。

曄道 佳明学長

（プレ企画として９/30にも企画を行います。）

　本学では10月6日から10月24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？

土土火火10月6日 ～10月24日
October 2020
国連Weeks
上智大学

＊第13回 国連Weeks June 2020は新型コロナウイルス感染拡大の
影響で中止となりました。

第14回



井上 直己准教授

永島 徹也氏後藤 聡美氏

井田 徹治氏スニータ・M・スブラマニアン氏

大学生、高校生、一般の方
日本語・英語（同時通訳あり）
上智大学、国連大学サステイナビリティ高等研究所(UNU-IAS)、
環境省、地球環境パートナーシッププラザ(GEOC) 

対象／
言語／
共催／

モデレーター：井上 直己 准教授（上智大学大学院 地球環境学研究科）
発表者／パネリスト：
スニータ・M・スブラマニアン 氏

（国連大学サステイナビリティ高等研究所(UNU-IAS) 客員リサーチ・フェロー）
井田 徹治 氏（共同通信社 編集委員・論説委員 環境・開発・エネルギー問題担当）
後藤 聡美 氏（神戸大学大学院 人間発達環境学研究科博士課程後期、

ESDプラットフォームWILL, RCE兵庫-神戸ユースチーム）
永島 徹也 氏（環境省 大臣官房総合政策課 課長）

事例紹介／Q&A・ディスカッション

山口 しのぶ 氏（国連大学サステイナビリティ高等研究所（UNU-IAS）所長）
杉村 美紀 教授（上智大学 グローバル化推進担当副学長）

開会挨拶

ポストコロナの新しい社会をどのように目指しSDGs達成につなげてゆくのか、
私たちのライフスタイルのあり方から考えます。

概要／

グリーン復興のためのライフスタイルを考える～ウィズコロナとSDGs～

19:00 ～ 20:30
火曜日10/６

シンポジウム

井内 雅明氏二コラ・デュル氏

アレット・ヴァン・ルール氏

ノッツィフォ・シャバララ氏

こちらのイベントは右記のURLからお申し込みください　https://ilo-org.zoom.us/webinar/register/WN_yEWedV_5Tr6HzELOhr48Cw

大学生、高校生、一般の方
日本語・英語（同時通訳あり）
上智大学、国際労働機関（ILO）
厚生労働省、日本経済団体連合会、日本労働組合総連合会、日本ILO協議会、
グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン

対象／
言語／
主催／
後援／

浦元 義照 上智大学特任教授
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）
高﨑 真一 氏（ILO駐日事務所 駐日代表）

閉会挨拶

パネルディスカッション2

パネリスト：パーサ・バナジー 氏（インドDEFTコンサルタント研究所長）
マリアン・デュンクラー 氏（ドイツ連邦雇用庁 国際サービス部門職業紹介専門官）
マウラヒクマー・ガリニアム 氏（インドネシア・スイスドイツ大学 情報技術学部長）

「ICT分野における国際的な労働移動のガバナンスの改善」

パネリスト：アレクサンドラ・クータン 氏（カナダ情報通信技術協議会（ICTC）研究政策局長）
パトリック・テイ 氏（シンガポール労働組合協議会（NTUC）書記長補）
春川 徹 氏（情報産業労働組合連合会 政策局長）
西明 尚隆 氏（富士通(株) 人事総務本部人材開発部 シニアディレクター）

「ICT分野における能力開発への投資」パネルディスカッション1

井内 雅明 氏（厚生労働省 総括審議官（国際担当））
「我が国におけるICT人材の活用と人材開発施策の現状」特別報告

二コラ・デュル 氏（ドイツEconomix Research ＆ Consulting共同経営者）
「ICT分野における能力開発と人の移動」基調講演

アレット・ヴァン・ルール 氏（ILO本部 部門別政策局長）
曄道 佳明 教授 (上智大学 学長）
麻田 千穂子 氏（ILOアジア太平洋地域総局長）

開会挨拶

ノッツィフォ・シャバララ 氏（Conversation Strategist & Global Moderator）総合司会

急速なデジタル化の中で情報通信技術（ICT）分野の高度人材をどう育成するか？ ICT高度人材が
国境を越えて活躍するには何が必要か？ 7か国の調査結果も踏まえグローバルな視点で考えます。

概要／

ILOグローバルセミナー

「デジタル経済における仕事のより輝かしい未来に向けて」
Towards a brighter future of work in the digital economy15:00 ～18:20

水曜日９/30
[プレ企画]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（詳細は4ページをご覧ください）
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カレン・ファルカス氏

大学生、高校生、一般の方
日本語
上智大学

対象／
言語／
主催／

講演者：高梨 寿 氏（一般社団法人海外コンサルタンツ協会 顧問）
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）

講演者：花尻 卓 氏（アフリカ開発銀行 アジア代表事務所所長）
宮崎 成人 氏（世界銀行グループ 駐日特別代表）

講演者：村上 由美子 氏（経済協力開発機構（OECD）東京センター所長）
近藤 哲生 氏（国連開発計画（UNDP）駐日代表）

講演者：山下 真理 氏（国連政治平和構築局アジア・太平洋部長）
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）

講演者：佐藤 摩利子 氏（国連人口基金（UNFPA）東京事務所長）
和気 邦夫 氏（TAKUMI and Associates、元国連人口基金事務局次長・国連事務次長補）

講演者：カレン・ファルカス 氏（国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）駐日代表）
焼家 直絵 氏（国連世界食糧計画（WFP）日本事務所代表）

キャリア
セッション
６

キャリア
セッション
5

キャリア
セッション
4

20日・火曜日

キャリア
セッション
３

キャリア
セッション
２

キャリア
セッション
1

19日・月曜日 カレン・ファルカス 氏（国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）駐日代表）

「UNHCRで働くということ～私の人生の選択　難民とともに」
“Working for refugees in UNHCR ‒ a life choice”

基調講演

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や国際機関、NGOで
活躍されている方々がオンラインでお話したり参加者からの質問にお答えするキャリア・セッションです。

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 ～ 21:30
月曜日～火曜日
10/19～20
講演会＆セッション

廣里 恭史教授 植木 安弘教授

大学生、高校生、一般の方
日本語
上智大学

対象／
言語／
主催／

スピーカー：廣里 恭史 教授（元アジア開発銀行 主席教育専門官、
上智大学 グローバル教育センター、Sophia GED代表取締役）

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）

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26回目の今回は、元アジア開発銀行 主席教育専門官の廣里恭史教授が自身の
キャリアの軌跡やASEANでの活動について語ります。

概要／

国際協力人材育成センター

第26回『国連職員と話そう!』～上智で見つける、国際協力への道金曜日

18:00 ～19:30
10/16
講演会

東 大作教授小松 太郎教授

サリ・アガステイン教授ファブリツィオ・ホスチャイルド氏佐久間 勤教授

大学生、高校生、一般の方
英語（同時通訳なし　＊ご注意ください　このイベントは通訳が入りません）
上智大学
人間の安全保障研究所、グローバル教育センター、国際関係研究所、国際協力人材育成センター
国連広報センター

対象／
言語／
主催／
共催／
協力／

コメンテーター：サリ・アガステイン 教授（上智学院 総務担当理事）
小松 太郎 教授（上智大学 グローバル教育センター長）

司会：東 大作 教授（上智大学 国際協力人材育成センター副所長）

パネルディスカッション

ファブリツィオ・ホスチャイルド 氏（国連75周年記念担当国連事務次長）基調講演

佐久間 勤 教授 (上智学院 理事長）冒頭挨拶

国連75周年プロジェクトのトップであるホスチャイルド国連事務次長
が基調講演。感染症、地球温暖化、紛争など、一国では解決できない
グローバルな課題に我々がどう向き合うべきか議論する。

概要／

国連７５周年企画 

「グローバル課題の解決に向けたグローバルな行動
   ～感染症、地球温暖化、軍事紛争」

月曜日

21:15 ～ 22:45
10/12
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（詳細は4ページをご覧ください）

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。

https://dept.sophia.ac.jp/is/shric/news（英語・同時通訳あり）



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

根本 かおる氏中満 泉氏

星野 俊也氏山本 忠通氏デイビッド・マローン氏フィリッポ・グランディ氏

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

大学生、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／

中満 泉 氏 (国連事務次長 兼 軍縮担当上級代表）

モデレーター（質疑応答時）：道傳 愛子 氏（NHK国際報道局 シニアディレクター）
総合モデレーター：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）

主な登壇者：フィリッポ・グランディ 氏（国連難民高等弁務官）（※ジュネーブから参加）
デイビッド・マローン 氏（国連大学 学長・国連事務次長）
山本 忠通 氏（元アフガニスタン担当国連事務総長特別代表 兼

 国連アフガニスタン支援ミッション（UNAMA）代表）
星野 俊也 氏（大阪大学大学院国際公共政策研究科 教授、前国際連合日本政府代表部大使）

「多国間主義と人間の尊厳を求めて」

曄道 佳明 教授 (上智大学 学長）

ビデオメッセージ

パネルディスカッション

根本 かおる 氏（国連広報センター所長）

国連事務総長国連デーメッセージ

冒頭挨拶

国連創設75周年を迎える国連の日を記念して、緒方貞子氏の功績を振り返るとともに
国連関係者や専門家を交えて人間の尊厳や多国間主義における国連の役割について考える。

概要／

緒方貞子先生メモリアルシンポジウム

 「多国間主義と人間の尊厳を求めて」
16:00 ～18:00

土曜日10/24
シンポジウム

齊藤 玉緒教授神澤 信行教授ピェール・デ・ウィット博士露崎 史郎教授

木川田喜一教授鈴木 伸洋准教授
司会：神澤 信行 教授（上智大学 理工学部）

齊藤 玉緒 教授（上智大学 理工学部)

露崎 史郎 教授（北海道大学大学院 環境科学院）
ピェール・デ・ウィット 博士（ヨーテボリ大学 理学部海洋科学科）

鈴木 伸洋 准教授 （上智大学 理工学部）
木川田 喜一 教授 （上智大学 理工学部）

陸川 政弘 教授 (上智大学 理工学部長）

閉会挨拶

総合討論

招待講演

一般講演

開会挨拶

大学生、高校生、一般の方
日本語（同時通訳なし・和訳文掲示）
上智大学 理工学部

対象／
言語／
主催／

招待講演では高層湿原再生に向けた取り組みについてマクロとミクロの視点からお話ししていただきます。
また、理工学と環境問題との接点について、専門が異なる研究者が実際の結果などを踏まえながらお話しします。

概要／

環境問題と科学技術

17:00 ～19:00
木曜日10/22

講演会

●今回の国連WeeksはすべてZoomによるオンライン開催（下記の《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にメールでイベント専用のパスワードをお送りします。
 オンラインイベントに参加するためのURLは視聴者個人に発行されます。
 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。


