報道関係者各位
プレスリリース

2021 年 3 月 9 日
国際機関日本アセアンセンター

日本と ASEAN 加盟 10 カ国の学生が作成：
「未来のリーダー達による国際海洋プラスチックごみに関する日 ASEAN 協力宣言」
宣言式が 3 月 16 日（火）にオンライン開催・配信
開会の辞には ASEAN 事務総長リム・ジョクホイが登壇

学生たちはオンラインで 3 回の準備セッションを経て宣言書を作成

国際機関日本アセアンセンター（所在地：東京都港区、事務総長：藤田正孝

以下、センター）は、日本と
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ASEAN 加盟国の国際海洋プラスチックごみ問題について、学生イニシアティブの宣言の採択・発表を行う初の試
みである「未来のリーダー達による国際海洋プラスチックごみに関する日 ASEAN 協力宣言」の宣言式を 2021 年
3 月 16 日(火)に開催・オンラインにてライブ配信いたします。
昨年 11 月より始動した本プロジェクトでは、ASEAN 加盟 10 ヵ国および日本より選出された 22 名の大学生・
大学院生が、同分野の研究界を牽引する九州大学 磯辺篤彦教授およびノーベル物理学賞受賞者である東京大学
梶田隆章教授（2015 年「ニュートリノ振動の発見」
）の指導のもと、国際海洋プラスチックごみに関する課題と
政策提言に関して協議し、宣言書を作成しました。
宣言式は、ASEAN 事務総長リム・ジョクホイの開会の辞（録画）から始まり、学生代表による宣言を経て、東京
大学 梶田隆章教授、一般社団法人日本 UNEP 協会代表理事 鈴木基之氏、サントリーホールディングス株式会社
サステナビリティ推進部部長 輿石優子氏、九州大学 磯辺篤彦教授、そして日本・カンボジア・インドネシ
ア・ベトナムを代表する学生によるパネルディスカッション「現在のリーダーから未来のリーダーへの教え」
が繰り広げられる予定です。
宣言式には、事前登録によりどなたでもオンラインにてご参加頂けます。当日会場にてご取材を希望されるメ
ディア・団体の方は下記広報宛てにご連絡下さい。なお、新型コロナウィルス感染防止対策のもとの開催とな
りますが、状況によっては一部プログラムに変更があることをご理解頂けますよう宜しくお願い致します。
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ASEAN(東南アジア諸国連合)とは、1967 年に結成された地域協力機構。加盟 10 カ国（ブルネイ・ダルサラーム、カンボジア、インドネシア、

ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム）の総人口は約 6 億 5 千万人。

【宣言式詳細】
日時:

2021 年 3 月 16 日(火) 09:30～12:00

会場:

YouTube によるオンライン配信

言語:

英語及び通訳による日本語

対象者：

日 ASEAN 間の海洋プラスチックごみの協力に関心のある企業、行政機関、自治体、
研究機関、学生の皆様

参加者数:

制限なし

登録先リンク:

https://data.asean.or.jp/form/seminar/app_seminar.aspx?id=94766324
【プログラム】

09:00

開場/配信

09:30

開会の辞 ASEAN 事務総長 リム・ジョクホイ（ H.E. Dato Lim Jock Hoi ）

09:40

基調講演「宇宙と人類と自然の共存の視点」ノーベル物理学賞受賞者 梶田隆章教授

10:10

宣言

10:20

祝辞

ノーベル物理学賞受賞者 東京大学 梶田隆章教授

10:30

祝辞

九州大学大気海洋環境研究センター 磯辺篤彦教授

10:45

パネルディスカッション

「未来のリーダー達による国際海洋プラスチックごみに対する日 ASEAN 協力宣言」学生代表

ファシリテーター:

国際機関日本アセアンセンター 事業統括長代理 天野富士子

パネリスト:

ノーベル物理学賞受賞者 東京大学 梶田隆章教授

パネリスト:

一般社団法人日本 UNEP 協会 代表理事 鈴木基之氏

パネリスト:

サントリーホールディングス株式会社
サステナビリティ推進部 部長 輿石優子氏

パネリスト:

九州大学大気海洋環境研究センター 磯辺篤彦教授

学生代表（4 名）
：

-広島大学大学院 経済学博士課程バンドス・ロス氏(カンボジア）
-富山県立大学大学院 環境・社会基盤工学修士課程
シェルヴィ・サントソ氏 (インドネシア)
-京都大学大学院環境マネジメント専攻
ツイ・テエン・トラン氏（ベトナム）
-早稲田大学 創造理工学部環境資源工学科 藤川真智子氏

質疑応答
11:45

閉会の辞 国際機関日本アセアンセンター事務総長 藤田正孝

11:50

終了

選抜された 22 名の学生の出身地および在籍大学名を添付資料にて記載しております。

＜＜国際機関日本アセアンセンター＞＞

正式名称：東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センター

ASEAN10 ヵ国政府と日本政府により 1981 年に設立。貿易・投資・観光・人物交流の 4 分野を軸に、ASEAN 諸国から日本への輸出の促進、日本と
ASEAN 諸国間の直接投資、観光及び人物交流の促進を通して、日本と ASEAN 諸国との関係促進に貢献する国際機関です。
＜＜本リリースについてのお問合せ＞＞
国際機関日本アセアンセンター 事務総長室・広報
東京都港区新橋 6-17-19 新御成門ビル 1F 電話：03-5402-8118 Fax：03-5402-8003 E-mail: toiawase_ga@asean.or.jp

＜添付資料＞
氏名

出身地

在籍大学

専攻

益田 明奈

三重県

京都大学大学院

環境マネジメント

奥泉 陶和

静岡県

岡山大学大学院

環境高分子材料学

坪井 昌宏

岡山県

香川大学大学院

環境生態機能学

内田 祐紀哉

山口県

九州大学

海洋環境

藤川 真智子

広島県

早稲田大学

創造理工学部環境資源工学科

山本 まりえ

東京都

東北大学大学院

公共政策・国際関係論

BARTOCILLO, Aye Mee

フィリピン

北海道大学大学院（PhD）

Natural History Science

CHANTHAVONG,

ラオス

東京大学大学院

Socio-Cultural Environmental

Souphaphone

Studies

CHUNG, Si Ying

シンガポール

慶応義塾大学大学院

System Design and Management

CORALES, Helen Valerie

フィリピン

九州大学大学院（PhD）

Agriculture

LAMOONKIT, Jomphol

タイ

東京工業大学大学院

Transdisciplinary Science and
Engineering

LAO, Chuunhong

カンボジア

北海道大学

Urban Planning

MOHD FAUZEE, Yasmin

マレーシア

奈良先端科学技術

Applied Stress/Microbiology

Nabilah

大学院大学（PhD）

NGUYEN, Thi Thanh Tra

ベトナム

九州大学大学院（PhD）

Doctor of Laws

NURLATIFAH

インドネシア

熊本大学大学院

Environmental Chemistry

RAHMAD, Rafidah

ブルネイ

早稲田大学

Modern Mechanical Engineering

ROS, Bandos

カンボジア

広島大学大学院（PhD）

Economics

SANTOSO, Shelvy

インドネシア

富山県立大学大学院

Environment and Civil
Engineering

SETIAWAN, Fajar Ajie

インドネシア

神戸大学大学院（PhD）

International Environmental Law

SOE, Aye Myint Myat

ミャンマー

北海道大学大学院（PhD）

Environmental Science

TRAN, Tien

ベトナム

京都大学大学院

Environmental Management

TUN Thant Zin

ミャンマー

熊本大学大学院（PhD）

Environmental Chemistry and
Toxicology

