


国連とグローバルイシュー  ポスト2015アジェンダ：生命・倫理・尊厳の保障

セミナーのねらい
Seminar Objectives

　国連では、2012年の国連持続可能な開発会議（リオ＋20）で
議論された持続可能な開発目標（SDGs）を踏まえ、ポスト2015年
開発アジェンダの策定と円滑な実施に向けた国際的な議論を
深めています。国際社会では2000年のミレニアムサミット以来、
国連開発目標の支柱となってきたMDGs関連の取り組みで培った
教訓を生かして、将来的な開発目標の設定が行われるべきである
と考えられています。そのため、これまで多くの専門家や実践者
による具体的な取り組みと対話を通し、将来的な目標設定に
関する議論が幅広く行われてきました。

　また、これらの動きの中で、持続可能な開発目標（SDGs)に
関するオープン・ワーキング・グループから、17の目標と169の
ターゲットからなるSDGs提案が国連総会に提出されました。
これらの目標案は、MDGsを補完するものから、持続可能性に
関するさらに多くの重要課題に対応した目標などまで幅広く
含まれており、とりわけ環境に関わる問題群の解決がすべての
課題で目指されています。SDGsでは、MDGsで第8番目に掲げ
られているグローバル・パートナーシップに向けた目標の具体
的な課題を提示しています。国連ではMDGsで残された課題と
SDGsで提案された新たなる課題群が統合され、「ポスト2015
アジェンダ」として改めて設定されることになります。国連は
これより、2030年までに地球上のすべての人間の尊厳を保障
する環境づくりへの道の第一歩を踏み出そうとしています。

　上記の「ポスト2015アジェンダ」においては、貧困をなくし、
あらゆる人々の生活改善を実現し、地球環境を保全する取り組み
が課題とされ、生活の質（QOL）の向上がその解決のカギを
握っています。QOLは個人や社会の一般的な生活の質を改善する
ことを意味し、国際開発、健康保健、政治、経済生活など、関わり
を持つ領域は多岐にわたります。国連開発計画が定めている
人間開発指標（HDI）も、平均余命や教育関連指標、生活基盤
関連指標などを数値化しており、QOLを考える上で不可欠な
指標となっています。

　国連大学グローバル・セミナー第31回湘南セッションでは、
ポスト2015年の時代において、人類が対面している健康な
生活を保持するための問題や、ジェンダー、人口そして世代の
問題について議論をし、これらの問題の解決に向けて、国連が
どのような役割を果たせるかを考えていきます。

After the United Nations Conference on Sustainable Development – or Rio+20 –

agreed on an outcome document to develop a set of Sustainable Development Goals

(SDGs), the UN has been facilitating a global conversation through which people

can help shape the future agenda, which will build on the Millennium Development

Goals (MDGs) after 2015. The future development framework should build on the

lessons learned from working toward achieving the MDGs, which have been

providing the structure for the UN’s development activities since the Millennium

Summit in 2000. The unprecedented global conversation has drawn on the needs,

experience and expertise of people around the world. 

In this context, the Open Working Group on Sustainable Development Goals

presented the SDGs to the UN General Assembly. The proposed SDGs comprise

17 goals with 169 targets, covering the themes of the MDGs as well as a broad

range of sustainable development issues. The UN is taking a new step towards the

“Road to Dignity by 2030” by synthesizing the SDGs and the remaining MDGs,

in a new post-2015 agenda.

The UN post-2015 agenda to end poverty, transform all lives, and protect the planet

has the fundamental task of improving quality of life (QOL) issues. QOL refers to

the general well-being of individuals and societies, and includes a wide range of

contexts, such as international development, healthcare, politics and employment.

UNDP’s Human Development Index (HDI) combines measures of life expectancy,

education and standard of living, in an attempt to quantify the options available to

individuals within a given society. 

Facing the post-2015 era, the Global Seminar’s Shonan Session will address issues

on well-being and health, as well as gender and population problems, and consider

the UN’s role in improving quality of life for all.
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セミナープログラム
Seminar Programme

講師
Lecturers

31 August
(Monday)

1 September
(Tuesday)

2 September
(Wednesday)

3 September
(Thursday)

かながわセッション ～ 地域からの事例報告
（4つの分科会から1つを選択）

グループ討論

Kanagawa Session — Case Studies of Local Efforts
All the participants will be expected to attend one of the four lectures.

講義１ Lecture 1
“Planetary Health: 
A New Global Health Paradigm for the Post-2015 Era”
Anthony Capon

Lecture 2
“Health and Human -Ecosystem-”
Chiho Watanabe

Lecture 3
“Population Issues in Development
-Reproductive Health and Rights-”
Junko Sazaki
Lecture 4
“Women's Health and Human Rights”
Sumie Ishii

Special Session: International Debates on Post-2015 Agenda

開会式

基調講演
基調講演１
「バイオエシックスの挑戦
－生と死をめぐってグローバルに考える－」
 木村 利人

基調講演２
「2015-2030年における国際保健の展望
－新たなるニーズ、優先課題、機会と解決策－」
アレックス・ロス

「地球全体の健康  －ポスト2015時代における
新たなグローバル・ヘルス・パラダイム－」
アンソニー・ケイポン

講義２
「健康 と 人間 －生態系－」
渡辺 知保

レセプション

グループミーティング

Opening Ceremony

Keynote Lecturers
Keynote Lecture 1
“The Challenge of Bioethics
-Matters of Life and Death in the Global Context-”
Rihito Kimura

Keynote Lecture 2
“The Global Health Landscape, 2015-2030
-New Needs, Priorities, Opportunities and Solutions-”
Alex Ross

Group Meeting

Group Discussion

Group Discussion

Welcome Reception

（都合によりプログラム、講師は変更する場合があります。 Programme contents and lecturers are subject to change.）

（敬称略、講義順　／　in order of presentations）

講義３
「開発における人口問題
－リプロダクティブ・ヘルス/ライツ－」
佐崎 淳子

講義４
「女性の健康と人権」
石井 澄江

グループ発表
閉会式

フェアウェルランチ

Group Presentations
Closing Ceremony

Farewell Lunch

国連大学国際グローバルヘルス研究所所長アンソニー・ケイポン Anthony Capon Director, UNU International Institute for
Global Health (UNU-IIGH)

WHO神戸センター所長アレックス・ロス Alex Ross Director, WHO Kobe Centre

国連大学サステイナビリティ高等研究所所長竹本和彦 Kazuhiko Takemoto Director, UNU Institute for the Advanced
Study of Sustainability (UNU-IAS)

公益財団法人ジョイセフ代表理事石井澄江 Sumie Ishii Chairperson, Japanese Organization for
International Cooperation in Family Planning (JOICFP)

国連人口基金東京事務所所長佐崎淳子 Junko Sazaki Director, United Nations Population Fund (UNFPA),
Tokyo Office

東京大学教授渡辺 知保 Chiho Watanabe Professor, The University of Tokyo

Naoto Kawahara Research Assistant Professor, Kyushu University Center for
Clinical and Translational Research (CCTR)河原直人

慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科教授 Norichika Kanie Professor, Graduate School of Media and Governance,
Keio University蟹江憲史

早稲田大学大学院アジア太平洋研究科教授 Kazuo Kuroda Professor, Graduate School of Asia-Pacific Studies,
Waseda University黒田一雄

Rihito Kimura木村 利人 Professor Emeritus of Bioethics and Law,
Waseda University早稲田大学名誉教授

九州大学ARO次世代医療センター特任講師

特別セッション：ポスト2015アジェンダの行方
司会：竹本 和彦 パネリスト：蟹江 憲史

黒田 一雄
河原 直人

Moderator :  Kazuhiko Takemoto Panelists :  Norichika Kanie
 Kazuo Kuroda
 Naoto Kawahara

グループ討論

PM

PM

PM

PM

AM

AM

AM



参加申込要領
Application Information

原則として、日本の大学に在籍する学部生、大学院生、留学
生で、専攻分野は問いません。テーマに関心のある社会人
（テーマについての専門家や大学などですでに教鞭をとられ
ている方は除く）も歓迎します。国外に住む外国籍の方は申
し込みできません。 セミナーの使用言語は日本語と英語。
通訳はつきません。

Participation Requirements: The seminar is open to Japanese and foreign students
at Japanese universities (undergraduate/graduate students), irrespective of their major.
Young professionals who are interested in the theme of the seminar are also welcome,
although those working in the subject area are not admissible. Non-Japanese residents
(persons living outside Japan) are not eligible to apply. Participants are required to
understand both English and Japanese, as lectures will be delivered in either language.
Simultaneous interpretation will not be provided.

Venue: Shonan Village Center 
1560-39 Kamiyamaguchi, Hayama
Kanagawa 240-0198
Tel: 046-855-1822    Fax: 046-858-1210 
http://www.shonan-village.co.jp/ 
E-mail: global2015@kifjp.org

Secretariat:
United Nations University Global Seminar Japan Shonan Session Secretariat
5-53-70 Jingumae
Shibuya-ku, Tokyo 150-8925
Tel: 03-5467-1212  Fax: 03-3499-2828 
Tel: 03-5467-1266 (direct)
E-mail: shonan@unu.edu
Office hours: Monday-Friday  9:30-13:00, 14:00-17:30

Application Deadline: Sunday, 31 May 2015

Number of participants: 100

〒150-8925 東京都渋谷区神宮前5-53-70
国連大学グローバル・セミナー   湘南セッション事務局
TEL: 03-5467-1212  FAX: 03-3499-2828
TEL: 03-5467-1266(直通)
E-mail: shonan@unu.edu
受付時間：月曜日 ～ 金曜日
9:30～17:30（13:00～14:00を除く）

2015年5月31日(日)必着

一人３万８千円（宿泊費、食費、資料代込。ただし、現地
までの交通費は含まれません）。 留学生（月々117,000円
以上の奨学金を受給している人を除く）は、選考により
参加費が３万円免除となります。なお、宿泊は2～６名の
相部屋です。

セミナーの全プログラムを修了し、所定の手続きを完了した
参加者に対して国連大学から修了証が交付されます。

2015年8月31日(月)～9月3日(木)                         
8月31日の午後1時に開会式会場にて参加登録。9月3日の
昼食後は、現地解散。詳細は追って通知します。なお、セミ
ナー期間中、受講生は全プログラムに参加するものとします。

応募者はプログラム委員によって審査され、結果は7月8日頃
にメールで通知いたします。合格者は7月24日までに参加
費用として3万8千円を指定の銀行口座に振り込んで下さい。
詳細は後日、直接参加者にお知らせします。
※セミナー期間中に撮影した写真は各種広報に利用させて
いただく場合がありますので、ご了承ください。

セミナーに参加ご希望の方は、オンライン
＜https://pgp.isp.unu.edu/registration/＞にて必要事項
のほか小論文を明記して提出して下さい。

湘南国際村センター
〒240-0198 神奈川県三浦郡葉山町上山口1560-39
TEL: 046-855-1822  FAX:046-858-1210
http://www.shonan-village.co.jp/
E-mail：global2015@kifjp.org

100名

＜写真提供：United Nations Photo＞

参加資格

期　　間

場　　所

定　　員

費　　用

修 了 証

応募方法

事 務 局

応募締切

合格通知

Fee: The participation fee of JPY38,000 covers accommodation, meals, and seminar
documents. Transportation costs to/from the seminar site are not included. Foreign
students (excluding those who receive a monthly scholarship of 117,000 yen or
more) may apply for a JPY30,000 waiver of this seminar fee. All the rooms will
be shared with 2-6 participants.

Certificate: Each participant will receive a UNU certificate upon successful
completion of the seminar.

Application: Please complete the online application form, including a brief essay
explaining your reasons for applying for the UNU Global Seminar, at the following
web page: https://pgp.isp.unu.edu/registration/

Date: 31 August–3 September 2015 (Monday–Thursday)
Registration begins at 13:00 on 31 August; the seminar ends on 3 September
after lunch. Further details will be sent to the selected participants directly.
Participants are expected to stay for the entire duration of the seminar.

Notification of Selection: Applications will be reviewed by the Shonan Session
Committee. Candidates will be notified around 8 July 2015 by email. The participation
fee of 38,000 yen must be deposited to the designated bank account by 24 July 2015.
Details will be sent to the selected participants directly.
*Please note that photos taken during the Seminar may be used for the purpose
of advertising. 

【会場のご案内】

●バスを利用の場合
○JR逗子駅前1番乗り場より「葉山大道経由  湘南国際村センター前（逗16）」行き
または 「三浦半島中央道路経由  湘南国際村センター前（逗26）」行きに乗車、
「湘南国際村センター前」下車（所要時間約25分、料金350円）
※このバスはJR逗子駅出発2～3分後に京急新逗子駅前1番バス乗り場に停車します。
○京急汐入駅前2番バス乗り場より「湘南国際村センター前（汐16）」行きに乗車、
  「湘南国際村センター前」下車（所要時間約30分、料金380円）
●タクシーを利用の場合
○ＪＲ逗子駅前タクシー乗り場より湘南国際村センターまで（所要時間約20分  料金約2,500円）


