リジョン・ユース・フォーラム開催リスト
回数

開催日・開催場所・後援
２０００年３月２６日（日）～27日（月）

テーマ・参加生徒数
２１世紀を生きる － 私たちの抱負

第１回

講師他
基調講演 マイケル・ミルワード 上智大学教授

講 話
分科会

国立オリンピック記念青少年総合センター
ディズニーランド

・ 参加生徒数 ７３名 （外国籍 １１名含む）

２００２年３月２２日（金）～23日（土）

２１世紀の子ども、いのち、くらしを考える

国立オリンピック記念青少年総合センター
ディズニーランド

青少年シンポジウム「これからの世代間関係」

第２回

財団法人放送文化協会
重岡健司氏
総指揮官 岡島成行氏
日本環境教育フォーラム常務理事

基調講演 マイケル・ミルワード 上智大学教授

講 評

髙島肇久氏 国連広報センター所長

・ 参加生徒数 ７３名（外国籍 １２名含む）
後援 国連広報センター
２００３年８月２４日（金）～25日（土）
第３回

わたくしたちのコミュニケーションを考える
～ 個人と ～社会と ～世界と

基調講演 マイケル・ミルワード 上智大学教授

国立オリンピック記念青少年総合センター
Considering of our Communication

後援 国連広報センター

with Individual, Society and World.

・ 参加生徒数 ９２名
２００５年８月２４日（水）～25日（木）
第４回 国立オリンピック記念青少年総合センター
シンフォニー モデルナ号（船上）

ＳＩＡ日本東リジョン20周年記念
共生 Coexistence
他者へやさしいまなざしを！
自然へやさしいまなざしを！
世界へやさしいまなざしを！

後援 国連広報センター
㈶日本ユニセフ協会
東京都教育委員会

・ 参加生徒数 １３９名

２００７年８月１９日（日）
国連大学 ウ・タント国際会議場

いのちを輝かせるために緑の地球、
人々の平等、世界平和が必要です

サイエンスショー
滝川洋二 NPO法人ｶﾞﾘﾚｵ工房主宰
国際基督教大学付属高等学校教諭

司

会 岩井俊宗
パネリスト 矢野由里子
古田島希江
代田七瀬

基調講演 五月女光弘 外務省 ＮＧＯ担当大使

パネリスト 滝澤三郎

第５回
後援 文部科学省
国連難民高等弁務官駐日事務所

炭谷茂
寺尾明人

To Achieve Our Full Potential We need the
Green Earth, Equality and World Peace.

㈶日本ユニセフ協会
日本UNHCR協会
㈶ｿﾛﾌﾟﾁﾐｽﾄ日本財団

オーガスティン・アウニ
NPO法人EDO理事長
・ 参加生徒数 129名（外国籍 7名含む）
講

２００９年９月２０日（日）～２１日（月）

評 早水研

㈶日本ユニセフ協会専務理事

私たちが守ります緑の地球

基調講演 山本厚太郎 白鷗大学教授

It is us who protect "the green earth"

講

・ 参加生徒数 １１５名 （外国籍 １７名含む）

野外活動 深澤武子、山主美香、

第６回 山梨県立八ヶ岳少年自然の家
後援 文部科学省
㈶日本ユニセフ協会
国連UNHCR協会
北杜市教育委員会
清里観光振興会
㈶ｿﾛﾌﾟﾁﾐｽﾄ日本財団

ＵＮＨＣＲ駐日代表
㈶日本休暇村理事長
㈳日本ユネスコ協会連盟
教育文化事業部長

評 伏見勝

自然観察指導員
八ヶ岳の森
連絡協議会会長

指導 寺島和彦 他 ｼﾞｭﾆｱﾘｰﾀﾞｰ ５名
他
ＪＮＳＡ基金本部委員 １７名
Blue in Green オーナー
協 力 小林勉
㈱松井写真館

リジョン・ユース・フォーラム開催リスト
回数

開催日・開催場所・後援

テーマ・参加生徒数

講師他

２０１１年８月２１日（日）

国際連合「ミレニアム開発目標」

基調講演 髙島肇久

㈱日本国際放送特別専門委員
元国連広報センター所長

国連大学 ウ・タント国際会議場

ＭＤＧｓ ８つのゴールについて考える

後援 文部科学省

1 極度の貧困と飢餓の撲滅

講 師

山下真理

国連広報センター所長

林雅彦

国際連合広報センター

2 普遍的初等教育の達成

松田祐吾

ILO駐日事務所次長
FAO日本事務所副代表

国連難民高等弁務官事務所（UNHCR)

3 ジェンダーの平等の推進と女性の地位向上
4 幼児死亡率の引き下げ

ミユキ・ケルクホフ

第７回

(公財)日本ユニセフ協会

㈶ｿﾛﾌﾟﾁﾐｽﾄ日本財団

5 妊産婦の健康状態の改善
6 HIV/エイズ、アラリア、
その他の疾病の蔓延防止
7 環境の持続可能性の確保
8 開発のためのグローバル・
パートナーシップの構築

UNウィメン日本事務所所長代行

協 力

ＪＮＳＡ基金本部委員 ８名

基調講演

武内和彦
山本敏晴

・ 参加生徒数 １１８名
（外国籍 ７名含む）
２０１３年８月２５日（日）
国連大学 ウ・タント国際会議場

消耗される地球―
持続可能な国際社会をどう築くか

講 師

国際連合大学副学長
医師、写真家
NPO法人宇宙船地球号事務局長

第8回
Exhausted Earth – How to Build

後援 文部科学省
東京都教育委員会
国際連合広報センター

Sustainable International Community

◇

国連難民高等弁務官事務所（UNHCR)

◇

(公財)日本ユニセフ協会

◇

(公社)日本ﾕﾈｽｺ協会連盟

◇
◇

協 力

ＪＮＳＡ基金本部委員 12名

講 師

池上彰 ジャーナリスト・東京工業大学教授

自然環境の保護
持続可能なエネルギー
飽食と飢餓
災害に強い社会
国際的な相互理解
（国際的なｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ）

・ 参加生徒数 １１８名
（外国籍 １３名含む）
２０１５年８月２８日（金）
国連大学 ウ・タント国際会議場

「世界の女児の問題を考えよう」
—男女による教育の違いはなぜ起こる -

第9回
後援 文部科学省
東京都教育委員会
国際連合広報センター
国連難民高等弁務官事務所（UNHCR)

Let's Think about the Problems of Girls all over
the World. ～ Why is There a Difference of
Education because of Gender ～

(公財)日本ユニセフ協会

(公社)日本ﾕﾈｽｺ協会連盟
・ 参加生徒数 １０５名

