アジア環境人材育成シンポジウム
第1回 環境人材育成研究交流大会
開催のご案内

アジア環境人材育成シンポジウム及び第 1 回 環境人材育成研究交流大会は、日本における環境人材
育成の取組をさらに推進するために、産学官民による情報共有及び意見交換を通じて、環境人材育成の
ビジョンの共有やそのための教育の質の向上を図るとともに、環境人材育成の意義に対する理解を広く
普及させることを目的として開催します。
【開催概要】
3 月 12 日（月）〜13 日（火）（場所：慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス）
http://www.sfc.keio.ac.jp/maps.html

1.

アジア環境人材育成シンポジウム
■主

催： 環境省、環境人材育成コンソーシアム（EcoLeaD）

■共

催： 慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス

■後

援： 文部科学省、神奈川県、藤沢市

財団法人地球環境戦略研究機関（IGES）
ProSPER.Net（アジア太平洋環境大学院ネットワーク）
■協

力： 一般財団法人持続性推進機構（IPSuS）

■日

時： 3月12日（月）10：00〜14：15 （受付 9：30〜）

（※14：30より開催する「環境人材育成研究交流大会」にもご参加の場合は、同時に受付を行います。）

2.

環境人材育成研究交流大会
■主

催： 環境人材育成コンソーシアム（EcoLeaD）、一般財団法人持続性推進機構（IPSuS）

■共

催： 慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス

■後

援： 環境省、文部科学省、神奈川県、藤沢市

財団法人地球環境戦略研究機関（IGES）
ProSPER.Net（アジア太平洋環境大学院ネットワーク）
■日

時： 3月12日（月） 14：30〜18：00 （受付 14：15〜）
9：30〜 ※3月13日（火）からご参加の方のみ ）

3月13日（火） 10：00〜17：40 （受付

※ シンポジウム、研究交流大会ともに、オンラインでのご参加申込は締め切りました。
まだ多少空席がございますので、ご参加を希望される方は当日受付にお越しください。
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●スケジュール（予定）

3 月 1 2 日 （ 月 ）
■アジア環境人材育成シンポジウム

１

10:00 〜 10:10

開会挨拶（環境省、慶應義塾大学）

10:10 〜 10:50

基調講演：安井 至氏 (NITE理事長、EcoLeaD代表幹事)

10:50 〜 11:30

講演① 小林 光氏 (慶應義塾大学教授)
加藤 真氏（OECC企画部次長）

11:30 〜 12:10

講演② 岩田 彰一郎氏 (アスクル株式会社 代表取締役社長兼CEO)

12:10 〜 12:40

パネルディスカッション
「産学官民連携による価値変革の時代をリードする環境人材」

12:40 〜 13:30

*** 休憩 ***

13:30 〜 14:15

環境人材育成のためのガイドラインとその活用法

■環境人材育成研究交流大会
14:15 〜 14:30

研究交流大会 受付

14:30 〜 18:00

大学・大学院における環境人材育成の取組事例・研究発表

18:30 〜 19:30

懇親会 （※希望者のみ）

２

3 月 1 3 日 （ 火 ）
■環境人材育成研究交流大会
10:00 〜 12:00

環境人材育成プログラムの受講生・修了生による研究・成果発表
企業・自治体・NGO/NPOにおける環境人材育成の取組事例・ 研究発表

12:00 〜 13:00

*** 休憩 ***

13:00 〜 15:00

大学・大学院における環境人材育成の取組事例・研究発表

15:20 〜 17:20

国際ワークショップ
「アジア太平洋地域の高等教育機関におけるESDに関する取組」

17:20 〜 17:40

全体総括、閉会式

２
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１．アジア環境人材育成シンポジウム
本シンポジウムは、大学における環境人材育成の水準向上のため、環境人材育成に先進的に取り
組んでいる日本及び海外の大学による取組紹介及びプログラム開発の経験から得られた知見を共
有し、他大学にも参考となる環境人材育成のノウハウを普及させることを企図しています。さらに
「環境人材育成の重要性と大学・企業の役割」や「産学官民による環境人材育成推進のための環境
人材育成コンソーシアムの役割と今後の展開」についての講演を通じて、持続可能な社会の実現に
向けた環境人材の重要性についての認知と理解を広めるとともに、環境人材育成をさらに普及させ
るためのパネルディスカッションを行います。
■日

時： 3月12日（月） 10：00〜14：15

■会

場： 慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス

■主

催： 環境省、環境人材育成コンソーシアム（EcoLeaD）

■共

催： 慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス

■後

援： 文部科学省、神奈川県、藤沢市

財団法人地球環境戦略研究機関（IGES）
ProSPER.Net（アジア太平洋環境大学院ネットワーク）
■協

力： 一般財団法人持続性推進機構（IPSuS）

■プログラム（予定）：
1. 開会挨拶
環境省
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員長 徳田英幸氏
2.

基調講演
産学官民による環境人材育成推進のための環境人材育成コンソーシアムの役割と今後の展開（仮題）
環境人材育成コンソーシアム代表幹事 安井至氏（独立行政法人製品評価技術基盤機構理事長）

3.

講演①
アジアが直面する環境問題から見た環境人材ニーズと育て方試案（仮題）
慶應義塾大学教授 小林 光氏（元環境省事務次官）
社団法人海外環境協力センター 企画部次長・主席研究員 加藤 真氏

4.

講演②
持続可能な社会構築に向けた企業経営と環境人材育成（仮題）
アスクル株式会社 代表取締役社長兼CEO 岩田 彰一郎氏

5.

パネルディスカッション
産学官民連携による価値変革の時代をリードする環境人材育成
コーディネーター：森下研（一般財団法人持続性推進機構専務理事）
パネリスト：安井 至氏、小林 光氏、岩田 彰一郎氏

6.

環境人材育成のためのガイドラインとその活用法
環境人材育成のために、環境省とEcoLeaDが協働で開発したモデルプログラムとして、「環境力を
有するＴ字型人材育成プログラム」及び「グリーンマネジメントプログラム（GMP）」ガイドラインとその
活用方法の紹介
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２．第1回 環境人材育成研究交流大会
本大会は、日本の環境人材育成に携わる関係者が一堂に会し、高等教育における環境人材育成、
持続可能な開発のための教育及び環境教育の実践に関する成果や取組のノウハウや情報を幅広く
共有するとともに、産学官民の多様な関係者の交流を通じて、環境人材育成のさらなる促進に寄与
することを目的として開催します。
■日

時： 3月12日（月） 14：30〜18：00 ／ 3月13日（火） 10：00〜17：40

■会

場： 慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス

■主

催： 環境人材育成コンソーシアム（EcoLeaD）、一般財団法人持続性推進機構（IPSuS）

■共

催： 慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス

■後

援： 環境省、文部科学省、神奈川県、藤沢市

財団法人地球環境戦略研究機関（IGES）
ProSPER.Net（アジア太平洋環境大学院ネットワーク）
■セッション案
（１）産学官民の各団体、関係者による環境人材育成の取組事例・研究に関する発表
大学
z 学部／大学院における環境人材育成の取組
¾ プログラム、コース及びカリキュラム開発
¾ 授業での実践教育の取組、教材開発
企業、NGO/NPO、行政
z 組織内における環境人材育成の取組（社内教育・研修等）
z 一般を対象とした環境人材育成の取組（一般向けセミナー、研修会、自然体験プログラム等）
（２）産学官民連携による環境人材育成の取組事例・研究に関する発表
z 大学間連携による単位互換、教育プログラムの共同開講 等
z 産学官民連携によるインターンシップ・共同研究の実施
z 地域ネットワークや大学コンソーシアム等を通じた連携
z 産学官民連携による教育プログラムの共同開発 等
（３）環境人材育成プログラムの受講生及び修了生等による研究・成果発表
z 受講した環境人材育成プログラムに対する評価
z 授業やプログラムに関連したグループプロジェクトや学生活動等の学内での活動
z インターンシップ、海外研修、共同研究等の学外での活動
z 日中韓環境教育ネットワーク ワークショップ及びシンポジウム派遣学生による報告と発表
■国際ワークショップ「アジア太平洋地域の高等教育機関におけるESDに関する取組」*
海外での先進的な環境人材育成の取組についての発表及びアジア太平洋地域における環境人材育成
のさらなる推進に向けた議論を行います。
講演者：Prof. Michael Norton (Shinshu University)
Dr. Aurea Christine Tanaka (UNU-IAS)
Prof. Sudip Kumar Rakshit (Asian Institute of Technology)
Dr. Zainal Abidin Sanusi (Universiti Sains Malaysia)
*本ワークショップは、英語で行います。（日英同時通訳あり）

■参加費： 資料代として、参加費をいただきます。
【EcoLeaD会員】

【EcoLeaD非会員】

正会員・NGO/NPO会員：3,000円（1名） （学生は1,500円）
個人会員：5,000円
8,000円 （学生は3,000円）
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