
 
平成 28 年度 環境マネジメントセミナーA 実施概要 

担当：深町加津枝 

1. 基本方針 

・ 環境マネジメントセミナーの講義は原則、以下の６回の特別講義（英語）を対象とする。 

・ ポイントの確認は半期に一回定期的に締切を設定して実施する。 

 

2. ガイダンス 

・ 平成 28 年 4 月 6 日（水）13:00～ 大講義室 

・ 講義日程、レポート提出ルール、ポイント制、単位認定基準の説明。M2 以上の学生でポイントが不足して

いる学生へのリマインド。 

 

3. 特別講義（英語講義）の日程 

日 程 
Date 

氏  名 
Name 

所 属 等  
Affiliation 

講 義 題 目 
Titles 

推 薦 者 
Recommender 

5 月 20 日（金） 
May 20(Fri.) 
13:00-15:00 

高見昭憲 博士 

Dr. Takami 
Akinori 

国立環境研究所 地域環境研究セ

ンター副センター長 
Vice director, Center for Regional 
Environmental Research, National 
Institute for Environmental Studies

Description of the long 
distance crossing pollution 

梶井克純 教授 
Prof. Yoshizumi Kajii 
kajii.yoshizumi.7e@kyoto-u.ac.jp

5 月 27 日（金） 
May 27 (Fri.) 
13:00-15:00 

永田佳之 博士 

Dr. Yoshiyuki 
Nagata 

聖心女子大学 教授 
Prof. University of the Sacred 
Heart 

ESD projects with UNESCO 
and other international 
stakeholders in Asia 

Jane Singer 准教授 
Associate Prof. Jane Singer 
singer.jane.6e@kyoto-u.ac.jp  

6 月３日（金） 
June 3 (Fri.) 
13:00-15:00 

鈴木渉 氏 
Mr. Wataru 
Suzuki 

国連大学サステイナビリティ高等

研究所シニア・コーディネーター 

Senior Coordinator, United Nations 
University 

Significance of Satoyama 
Initiative from the 
international viewpoint 

深町加津枝 准教授 
Associate Prof. Katsue 
Fukamachi 
katsue@kyoto-u.ac.jp 

6 月 10 日（金） 
June 10 (Fri.) 
13:00-15:00 

今井弘 博士 
Dr. Hiroshi Imai 

毛利建築設計事務所 上席研究員 
Senior Researcher, Mouri Architect 
& Associates, Inc. 

International cooperation 
through architecture –from 
emergency assistance to 
reconstruction assistance 

小林広英 准教授 
Associate Prof. Hirohide 
Kobayashi 
kobahiro@archi.kyoto-u.ac.jp 

6 月 17 日（金） 
June 17 (Fri.) 
13:00-15:00 

Mr. Brian 
William  

画家・京都大学非常勤講師 
Painter, Lecturer (Kyoto University)

Conserving Nature, 
Conserving Culture: 
Perspectives from art and 
life 

深町加津枝 准教授 
Associate Prof. Katsue 
Fukamachi 
katsue@kyoto-u.ac.jp 

7 月 15 日（金） 
July 15 (Fri.) 
13:00-15:00 

Dr. Theib Oweis 鳥取大学 特別招聘教授 
Distinguished Guest 
Professor ,Tottori University 

Water management with 
increasing scarcity: A need 
for paradigm change 

渡邉紹裕 教授 
Prof. Tsugihiro Watanabe 
nabe@kais.kyoto-u.ac.jp 

 

4．特別講義（教務委員会で認めたもの）の日程 

日 程 
Date 

氏  名 
Name 

所 属 等  
Affiliation 

講 義 題 目 
Titles 

推 薦 者 
Recommender 

使用言語

Language

5 月 12 日 (木) 
13:00-15:00 
May 12 (Thu) 
13:00-15:00 

吉野 元 博士 一般社団法人 MIT
研究員 

ツシマヤマネコと共生する地域づ

くり 
―生物多様性保全と持続可能な社

会づくり― 

西前 出 准教授 
Associate Prof. izuru 
Saizen 
saizen@kais.kyoto-u.ac.jp

日本語 
Japanese

 

 



 
ポイント認定ルール Points Requirement  

1.  単位認定の必要条件：合計 15 ポイント以上 

    Credits Requirement: minimum 15 points.  

2.  申請書の提出時期: 前期・後期終了時、および 15 ポイント以上を獲得したと考えた時点（提出方法は後日アナウンスする）。 

    Submission period of the application form: Submit the form after each semester, or when you find to have 15 points or more (The 

details will be announced later). 

3.  レポートの提出：参加した講義等ごとにレポート（A4 で 1 ページ程度）を作成し、講義等が終了した日から一週間後の 13:00

までに事務室前のレポートボックスにレポート提出の表紙を添付して提出する。レポートが所定の期限内に提出されない場

合、レポートが不十分な場合は当該ポイントを認めない。なお、締切日が土日祝日になる場合は、その直後の平日を締切日

とする。（例えば、土曜日に講義等が開催された場合は、翌々週（9 日後）の月曜日 13:00 を締切とする。） 

    A report is required: You need to write a report for each event you attend. Each report should have volume equivalent to a page of A4. In 

addition, you also need to make a cover letter to attach to the report. Then after, submit the packet to the “Report Box” which is set in 

the space in front of the GSGES office. It is due at 13:00 on the due date, which is a week after the date you have attended the event. If 

in the case you fail to submit the paper or the report is insufficient, the points will not be granted. If the due date is to fall on Saturday, 

Sunday, or a holiday, the date will move to the very next weekday. (For example, if the event is to be held on Saturday, the report will 

due at 13:00 on the following Monday. This means the due date will be 9 days after the event, instead of 7 days.)  

 

 


