
日常の課題から世界規模の様々な問題に対してまで、具体的な目標とし
て国連サミットで定められたSDGs(持続可能な開発目標)。カラフルな
SDGsのロゴを知っている方も多いのではないのでしょうか。とはいえ、
何かと難しそう、スケールが大きそう。そんな印象があるSDGs。この度
ICCでは、そんなSDGsのイロハについて学べるトークセッションを企画し
ました。本イベントでは、ゲストに田瀬和夫様をお招きします。本イベント
はオンラインで開催しますが、ゲストに直接質疑応答ができる時間も設け
ます。今さら恥ずかしくて聞けない！なんてこともぜひ気軽に質問してみ
てください。皆さん一人ひとりが明日からできることを一緒に考えてみま
せんか？ご参加お待ちしています！

※情報保障をご希望の方は、事前登録用フォームをご覧ください。
※ご入力いただいた個人情報は、今回のイベント以外には使用しません。

東京大学工学部原子力工学科卒業、同経済学部中退。1992年に外務省に入省。2005年からは国際連合事務局人間の安全
保障ユニット課長やパキスタンの国連広報センター長を歴任。2014年よりデロイトトーマツコンサルティングの執行役員に就任、
2017年には独立し、SDGパートナーズ有限会社を設立して、現在、同社代表取締役CEO。

会場： オンライン開催（Zoom)
対象： 早大生&教職員
言語： 日本語（質疑応答は日英可）
参加費： 無料
事前登録：必要（右のQRコードより）
応募締切：10月15日（木）9:00am
定員： 約60名(申込者多数の場合は抽選を⾏います。)   

主催： 早稲田大学スチューデントダイバーシティセンター
(ICC・障がい学生支援室・GSセンター）

2020年10月22日(木) 12:30～14:00  （開場12:15）
Date : 

Place : 

Eligibility:

Language : 

Fee : 

Registration :

Deadline:

Capacity:

Host:  

GUEST SPEAKER 田瀬 和夫氏 / Mr. Kazuo Tase
SDGパートナーズ 代表取締役CEO

Oct 22, 2020 (Thur) 12:30-14:00 (Doors Open 12:15)

Online (Zoom)

Waseda Students and Staff

Talk in Japanese,Q&A Session in Japanese & English

Free

Required.  (Please register from the QR Code)

Oct 15. (Thurs), 9:00am 

60 (If there are a large number of applicants, a lottery will be held.)

Waseda University Student Diversity Center

(ICC・Office for Students with Disabilities・GS Center)

スチューデントダイバーシティセンター連携イベント2020 第1弾

早稲田大学 ICC（異文化交流センター） TEL: 03-5286-3990   E-mail: icc-talk@list.waseda.jp

In recent years, sustainability and the environment issues have
become especially common in our daily lives. To deal with
various worldwide problems, a set of concrete goals were fixed
at a UN summit in 2015, these are the SDGs. There are probably
many of you that know the SDGs colourful logo. Now at the ICC,
we have planned a talk session to teach you the ABCs of SDGs.
Our guest is the President and CEO of SDG Partners, Mr. Kazuo
Tase. Though it will be held online, there will be time set aside
for you to ask the guest questions directly. So don't be shy!
Do you want to think and know more about what you yourself
can do starting tomorrow? We'll be waiting for you to join us!

※If you need accommodations such as reading material in
advance or computer notetaking etc., please look at the
registration form.
※Personal information will only be used for this event.
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Graduated, from the Department of Nuclear Engineering and Management at Tokyo University School of 
Engineering and left the Economics Department midway through. Entered the Ministry of Foreign Affairs in 1992. 
From 2005 was chief of the United Nations Department of Human Security Unit and head of the United Nations 
Information Centre in Pakistan. From 2014 he was inaugurated as an Operating Officer at Deloitte Tohmatsu 
Consulting LLC. Became independent in 2017 and started SDG Partners LLC. and is currently President and CEO of 
the company.
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