
 

 

 

日 時 間 内  容 場 所 

第 1 日 
･････････････････････････････････････････････････ 

6月5日(土) 

 9:30-10:15
･･････････････････････････

10:15-11:20
･･････････････････････････

11:20-12:10
･･････････････････････････

12:10-13:00
･･････････････････････････

13:00-14:20
･･････････････････････････

 
14:30-16:30
 
･･････････････････････････

16:35-18:30
･･････････････････････････

19:00-21:00

開講式 
････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

連絡、プログラムコーディネーター説明 
････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

Web講義の紹介 
････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

昼 食 
････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

基礎講座 愛知の環境 
････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

基礎講座ファシリテーション 

相模女子大学 九里 教授 
････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

オリエンテーション、自己紹介、ワールドカフェ 
････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

入塾懇親会 

名古屋商工会議所 

５階 Ｂ・Ｃ会議室

第 2 日 
･････････････････････････････････････････････････ 

6月19日(土) 

 
10:00-12:40
 
･･････････････････････････

12:40-13:40
･･････････････････････････

13:40-15:15
･･････････････････････････

 
15:30-17:30
 
･･････････････････････････

17:40-18:30

講義Ⅰ コロナ禍の先の再生のためのSDGs 

慶応義塾大学 蟹江 教授 
････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

昼 食 
････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

講師との懇談 
････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

基礎講座 エネルギー 

名古屋大学 小林 准教授 
････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

チーム分け 

名古屋商工会議所 

３階 第５会議室 

第 3 日 
･････････････････････････････････････････････････ 

7月3日(土) 

 
10:00-12:40
 
･･････････････････････････

12:40-13:40
･･････････････････････････

13:40-15:15
･･････････････････････････

15:30-18:30

講義Ⅱ 日本のエネルギー戦略とカーボンニュートラル 

東京工業大学 柏木 特命教授 
････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

昼 食 
････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

講師との懇談 
････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

チームディスカッション 

名古屋商工会議所 

３階 第５会議室 

第 4 日 
･････････････････････････････････････････････････ 

7月17日(土) 

 
10:00-12:40
 
･･････････････････････････

12:40-13:40
･･････････････････････････

13:40-15:15
･･････････････････････････

15:30-18:30

講義Ⅲ 資源循環と社会 

東洋大学 後藤 教授 
････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

昼 食 
････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

講師との懇談 
････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

チームディスカッション 

名古屋商工会議所 

３階 第５会議室 

第 5 日 
･････････････････････････････････････････････････ 

7月31日(土) 

 
10:00-12:40
 
･･････････････････････････

12:40-13:40
･･････････････････････････

13:40-15:15
･･････････････････････････

15:30-18:30

講義Ⅳ 環境分野でオープンイノベーションを目指す 

神戸大学 尾崎 教授 
････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

昼 食 
････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

講師との懇談 
････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

チームディスカッション 

名古屋商工会議所 

３階 第５会議室 

第 6 日 
･････････････････････････････････････････････････ 

8月21日(土) 

 
10:00-12:40
 
･･････････････････････････

12:40-13:40
･･････････････････････････

13:40-15:15
･･････････････････････････

15:30-18:30

講義Ⅴ 国際的な環境問題にどう対処するか 

東京大学 髙村 教授 
････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

昼 食 
････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

講師との懇談 
････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

チームディスカッション 

名古屋商工会議所 

３階 第５会議室 

 

 

 

 

 

日 時 間 内  容 場 所 

第 7 日 
･････････････････････････････････････････････････ 

9月4日(土) 

 
10:00-12:40
 
･･････････････････････････

12:40-13:40
･･････････････････････････

13:40-15:15
･･････････････････････････

15:30-18:00
･･････････････････････････

18:30-20:30

講義Ⅵ 水と気候変動 

東京大学 沖 教授 
････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

昼 食 
････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

講師との懇談 
････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

中間発表会 
････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

意見交換会（懇親会） 

名古屋商工会議所 

３階 第５会議室 

第 8 日 
･････････････････････････････････････････････････ 

9月18日(土) 

 
 9:30-11:00
 
･･････････････････････････

 

11:10-12:40

 
･･････････････････････････

12:40-13:30
･･････････････････････････

13:30-16:00
･･････････････････････････

16:10-17:10
･･････････････････････････

17:20-18:30

企業講演会 SDGｓ 

一般社団法人 中部SDGｓ推進センター 戸成 代表理事 
････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

企業講演会 ESG 

株式会社 野村資本市場研究所 野村サステナビリティ研究センター 

                   江夏 研究センター長 
････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

昼 食 
････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

現地現物、卒塾生活動 
････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

卒塾生との懇談会 
････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

AKJ活動紹介 

未定 

第 9 日 
･････････････････････････････････････････････････ 

10月2日(土) 

 
10:00-12:40
 
･･････････････････････････

12:40-13:40
･･････････････････････････

13:40-15:15
･･････････････････････････

15:30-18:30

講義Ⅶ 自然の恵みはタダなのか？ 

京都大学 栗山 教授 
････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

昼 食 
････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

講師との懇談 
････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

チームディスカッション 

名古屋商工会議所 

３階 第５会議室 

第 10 日 
･････････････････････････････････････････････････ 

10月16日(土) 

 
10:00-12:40
 
･･････････････････････････

12:40-13:40
･･････････････････････････

13:40-15:15
･･････････････････････････

15:30-18:30

講義Ⅷ 人類は生態系サービスに支えられている 

東京都市大学 涌井 特別教授 
････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

昼 食 
････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

講師との懇談 
････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

チームディスカッション 

名古屋商工会議所 

３階 第５会議室 

第 11 日 
･････････････････････････････････････････････････ 

10月31日(日) 

 
10:00-12:40
 
･･････････････････････････

12:40-13:40
･･････････････････････････

13:40-15:15
･･････････････････････････

15:30-18:30

講義Ⅸ 環境活動は日本社会に何をもたらしたか 

中部大学 武田 特任教授 
････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

昼 食 
････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

講師との懇談 
････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

チームディスカッション 

名古屋商工会議所 

３階 第５会議室 

第 12 日 
･････････････････････････････････････････････････ 

11月13日(土) 

 
10:00-12:40
 
･･････････････････････････

12:40-13:40
･･････････････････････････

13:40-15:15
･･････････････････････････

15:30-18:30

講義Ⅹ 環境ってなんだろう？―メディアから 

中日新聞社 飯尾 論説委員 
････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

昼 食 
････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

講師との懇談 
････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
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 ※日程、時間、会場については、変更する場合がございますので、予めご了承願います。 
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