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Programme  
DAY 1 / 11 March 2017  
10:00 開会式   Opening Ceremony 

10:30 基調講演 講師 弓削昭子「持続可能な開発目標（SDGs）達成に向けた国連と日本の役割」 
Keynote Lecture by Akiko Yuge  
"The Roles of UN and Japan in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs)" 

13:00     Session 1 国連大学修了生によるプレゼンテーション 

「持続可能な社会とグローバルガバナンス」  
        Presentations by UNU alumni: “Sustainable Society and Global Governance” 

13:30 Session 2 国連大学修了生によるプレゼンテーション 

「地球環境の変化とレジリエンス」       
    Presentations by UNU alumni: “Global Change and Resilience” 

DAY 2 / 12 March 2017 
9:00 Session 3   国連大学修了生によるプレゼンテーション＆ディスカッション 

     「グローバル・シティズンシップ」 
          Presentations and Discussions by UNU Alumni: “Partnership for Global Citizenship”   
 

Register 
 オンラインでお申込みください ( http://www.questionpro.com/t/AMiS3ZYQuy ) 

または申込用紙に必要事項を入力し、事務局まで Fax をお送りください。 

Please register online. Or fill in the attached registration form and send it by email or Fax to secretariat 
 
 

公益財団法人国連大学協力会 
Email: jfsympo@unu.edu 
TEL: 03-5467-1368 
FAX: 03-5467-1349 
Website: www.jfunu.jp  Twitter @JFforUNU

Objectives 
 国連大学同窓会創立 10周年を記念し開催される UNU/jfUNUジュニアフェローシンポジウム 2017。 

世界各国様々な分野で活動を繰り広げる国連大学の修了生を日本へ迎え、持続可能な開発（SDGs）達

成に向け私たちはいま何ができるのか、会場の皆様と共に考えていきます。基調講演には前 UNDP駐日

代表・総裁特別顧問であり、現在法政大学法学部教授である弓削昭子氏を迎え、SDGs達成に向けた国

連と日本の役割について考えます。続くプレゼンテーションセッション、ディスカッションセッショ

ンでは国連大学の修了生が登壇し、地球規模課題の解決に向けいま彼らがどのような取組みを行って

いるのか紹介します。会場では修了生のエッセイがポスターとして掲示され、修了生と交流を深めな

がら SDGsについて語り合える場が設けられています。 

 持続可能な開発（SDGs）達成に向け私たちはいま何ができるのか、一緒に考えてみませんか？ 

※イベントには英語と日本語の同時通訳があります。 

Commemorating the 10-year anniversary of the UNU Alumni Association, the UNU/jfUNU Junior Fellows 
Symposium will bring together UNU alumni, professionals of all disciplines, sections and institutes and the 
public to meet and develop a lasting partnership beyond their UNU time. It will provide a unique opportunity 
for professionals, activists and the public to discuss issues and challenges for achieving a sustainable global 
society. Akiko Yuge, the former director of the United Nations Development Programme (UNDP) 
Representation Office in Tokyo and Special Advisor to the Administrator will give a keynote lecture focusing 
on what is expected from the UN and Japan in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs). In the 
presentation sessions, UNU alumni will share their current research and activities regarding the three topics, 
each session will explore how the public can play an active role in addressing global issues. This symposium 
will be open to public, and be held in English and Japanese with simultaneous interpretation provided. 
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