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持続可能な開発のための教育 (ESD)
は、社会変化をもたらす中核として
位置づけられており、意識の向上や
イノベーション、行動の変化、分野を
超えた社会的活動の推進を促します。

“Education is the key to personal
development and the future of
societies. It unlocks opportunities
and narrows inequalities. It is the
bedrock of informed, tolerant
societies, and a primary driver of
sustainable development.”
António Guterres, 2020
UN Secretary-General

ProSPER.Netへの加盟は、持続可能
な開発およびESDに関連する分野で
の大学院教育や研究を実施している
アジア太平洋地域の高等教育機関
に開かれています。
また、他の地域の
高等教育機関は、協力会員になるこ
今後の教育や研修では、持続可能な とができます。ネットワークへの加盟
開発目標 (SDGs)の国・地域レベルで や協力会員に関しては、ProSPER.Net
の実現に向けた指導と学習が求め 事務局 (UNU-IAS)までお問い合せ
られます。ProSPER.Net加盟機関は、 ください。
その多様なネットワークで共有され
る知 識や経 験を活かし、国 内 外に
おけるSDGsの達成を目指しています。

ProSPER.Net:
持続可能な開発の
ための教育(ESD)に
向けた学術ネットワーク

国連大学サステイナビリティ高等研
究所 (UNU-IAS)は、あらゆる教育課
程とすべての社会部門にESDの要素
を組み込むための研究と能力開発に
取り組むべく、2003年にESDプロジェ
クトを立ち上げました。
現在は、
テーマ
別プログラム
「イノベーションと教育」
の一環として推進されています。

お問い合わせ：
国連大学サステイナビリティ高等研究所(UNU-IAS)
イノベーションと教育プログラム
ProSPER.Net 事務局

prospernet@unu.edu
http://prospernet.ias.unu.edu
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ProSPER.Net (アジア太平洋環境大学院ネットワーク)
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2008 年に正式なネットワークとし
て発足して以来、ProSPER.Netの
メンバーは持続可能な開発をビジ
ネススクールや環境関連のカリキュ
ラムに組み込むことを支援し、持続
可能な開発の教育者と研究者への
研修を行ってきました。
また、ESDと
持続可能な開発の学習ツールや貧
困削減のための革新的な教授法を
開発し、公共政策と持続可能な開発
に関するオンライン大学院プログラム
を立ち上げました。

九州大学
宮城教育大学
名古屋大学

同済大学

TERI大学

岡山大学
立教大学

アリーガル・ムスリム大学

信州大学
上智大学
東北大学

モンクット王工科大学トンブリー校
チュラロンコン大学
サンスクリット
アジア工科大学
スリーサンカラチャリャ
マヒドン大学
大学

国連大学サステイナビリティ高等研究所
フィリピン大学
ベトナム国立大学－
ホーチミンシティ

ソンクラーナカリン大学
ペラデニア大学
スリジャヤワルダナプラ大学

アンダラス大学

アテネオ・デ・マニラ大学
デ・ラ・サール大学

東京大学
横浜国立大学

マレーシア科学大学
ペトロナス工科大学

若手研究者スクール
ProSPER.Netは、隔年で大学院生向
けの若手研究者スクール（Young
Researchers’ School）を開催し
ています。ProSPER.Net 加盟大学の
キャンパスで1-2週間にわたって開催
されるこのスクールで、大学院生は持
続可能な開発に関する現在の課題を
知るとともに、それらを調査するため
の研究計画の組み立て方や実施方
法について学びます。開催場所とテー
マは毎回変わり、参加者は専門家に
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現在、
アジア太平洋地域の52の高等教育機関がProSPER.Netに加盟し、持続
可能な開発の関連分野において優れた教育・研究プログラムを実施しています。
ProSPER.Netメンバーは一丸となって、
「持続可能な開発の様々な課題に対し、
分野横断的な解決策を生み出す」
という共通の目的に向けて活動しています。
ProSPER.Netを連携のためのプラットフォームとして利用しながら、メンバーは
持続可能な開発のための教育(ESD)に重点を置いた画期的な研究を推し進め
ています。

リーダーシップ研修
世 界 で は 、持 続 可 能 な 開 発 目 標
経営、生物多様性、
エネルギー、健康
(SDGs)で取り上げられている多様
と 食 の 伝 統 、持 続 可 能 な 生 産 と な課題の複雑な関連性を理解した、
若手研究者スクールは、革新的な研
消費などの分野で、様々な共同研究
変化の担い手が必要とされています。
究プロジェクトを立ち上げるために プロジェクトに取り組んでいます。
コミュニティができるだけ広く恩恵を
必要なツールと専門知識を身につけ、
受けられるような社会発展のレベル
持続可能な開発に関する研究成果 ワー キングペーパー や 教 材 、事 例 を実現しながら、異なる目標やターゲ
を発信するためのコミュニケーション 研究などのプロジェクトの成果は、 ットのバランスを取ることが求められ
能力を育てるユニークなプログラム 持続可能な開発の分野におけるアジ ています。
です。
ア太平洋地域の取組の進展を示す
ものです。
ProSPER.Netでは、学術関係者や公
務員、
民間セクター、
地域コミュニティ
が集まり、
これらの多様な問題を検
とそこに住む人々に影響を及ぼす分
討するリーダーシップ研修を実施して
野横断的な諸問題に対する科学的な います。
この研修では、多様な分野に
解決策を追求し、他の地域でも適用 お ける 持 続 可 能 な 実 践 に 向 けた
可能なモデルとなる方策を提示する、 パートナーシップを成長させる方法を
分野間の対話のためのプラットフォー 探求します。ProSPER.Netのリーダー
ムとしての役割を果たしています。
シップ研 修は、サステイナビリティ
研究者と実務家のネットワークをさら
に広げ、
アジア太平洋地域をより持続
可能でレジリエントにするための一助
となるものです。
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ProSPER.Net (Promotion of Sustainability in Postgraduate
Education and Research Network)は、大学院の講座、カリキュラムや

研究に持続可能な開発を組み込むことを目指す、
アジア太平洋地域にある主要
大学のネットワークです。 ProSPER.Netは、急速な環境の変化や人類の発展の
中で地球規模の課題に対応できる次世代のリーダーを育成しています。

革新的な研究プロジェクト

ProSPER.Netのメンバーは、工学や

ProSPER.Netは、アジア太平洋地域
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よる講義や実地調査、
グループワーク
を通じて持続可能な開発への理解を
深めることができます。
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