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世界フェアトレード大学Webシンポジウム
－フェアトレード大学の地域における役割－
プログラム
主催：札幌学院大学 共催： 北星学園大学・北星学園大学短期大学部
協力：静岡文化芸術大学
後援：札幌市・江別市・北海道新聞社・
日本フェアトレードフォーラム・フェアトレードタウンさっぽろ戦略会議
1．概

要 本シンポジウムは、地域におけるフェアトレード大学の役割を検討するため、英国から1大学、日本から
3大学が参加し、各大学の取組やその効果についてオンラインで議論を行います。パネルディスカッショ
ンでは、各大学の学生フェアトレード推進団体の代表学生が、フェアトレード活動を通じた学生が大学・
社会を変える秘訣について議論を行います。多岐にわたる地域連携を行いながらフェアトレードの推進活
動を行っている同大学の取り組みおよびその効果、大学および地域のブランド力向上に寄与したかを学び、
今後のフェアトレード大学の地域における役割を検討します。
※本シンポジウムは、文部科学省受託事業 令和2年度「『若年者の消費者教育の推進に関する集中強化
プラン』における若年者の消費者教育推進のための実証的調査研究」による受託研究です。

2．参加大学 【ミドルセックス大学】2020年に英国でフェアトレード大学に認定された12大学のうちの1大学で積極
的なフェアトレード活動が評価され最高ランクの3つ星を獲得している。
【静岡文化芸術大学】2018年に日本で初めてフェアトレード大学に認定され、浜松市のフェアトレード
タウン認定にも大きく貢献した。
【北星学園大学】2005年から学内で教育研究活動を行い、北星フェアトレードの活動を開始。北海道の
フェアトレード調査を継続してきた。その実績が札幌のフェアトレードタウン認定にも大きく貢献した。
【札幌学院大学】2016年より学内で教育研究活動を行い、2019年、北星学園大学と同時にフェアトレー
ド大学に認定された。同年より、札幌土産となる国際フェアトレード認証を受けたスイーツを開発。
3．日 時

2020年10月24日（土）17:00～19:30

4．場 所

Zoomオンライン会議システム（参加者はリモート参加）/ Youtube Live配信（一般公開）

5．タイムスケジュール
17:00-17:05 【開会挨拶】 橋長真紀子 教授
17:05-17:50 【基調講演】 ミドルセックス大学 フェアトレード大学プロジェクト契約責任者・リーダー
ジョー・ウィリアムソン氏
「大学がフェアトレードを推進する意義と地域貢献のあり方」
【実践紹介1】北星学園大学 萱野智篤 教授
「フェアトレードタウンとフェアトレード大学をつなぐもの」
【実践紹介2】静岡文化芸術大学 下澤 嶽 教授
「日本で初めてのフェアトレード大学になれた理由」
17:50-18:00 休憩
18:00-19:30 【パネルディスカッション】
テーマ「学生が大学・社会を変える秘訣－フェアトレード活動を通じて－」
18:00-18:05 【趣旨説明】橋長真紀子
18:05-18:45 【パネリスト報告】
ヌガ・ヌグエン・アリス（ミドルセックス大学 経営大学院博士課程）
猪部なつみ（北星学園大学 経済学部4年 / 北星フェアトレード前代表）
飯島 愛奈 氏・菅原 彩 氏（静岡文化芸術大学 文化政策学部2年）
三浦佑斗（札幌学院大学 経営学部2年 / フェアトレードサークル代表）
18:45-19:05 【参加者との討論】（ブレイクアウトセッション）
19:05-19:25 【まとめ】
19:25～19:30 【閉会挨拶】萱野智篤

World Fairtrade University Web Symposium:
The Role of Fairtrade University in Local Community
Program
Sponsorship: Sapporo Gakuin University,
Co-sponsorship: Hokusei Gakuen University・Hokusei Gakuen University Junior College
Cooperated by Shizuoka University of Art and Culture
Supported by City of Sapporo, City of Ebetsu, The Hokkaido Shimbun Press,
Fair Trade Forum Japan, Fair Trade Town Sapporo Strategy Conference
Outline and purpose – The symposium will focus on the role of fairtrade university in local community. Four
fairtrade universities (one from UK and three from Japan) will meet and discuss such theme by introducing each
efforts and experiences. Fairtrade group students of 4 universities will be present as panelists and discuss about
“Tips for students to change universities and society through fairtrade activities.”
We will utilize the Internet video conferencing system (Zoom) to connect the UK and Japan aiming for
development a practical model of cross border distant learning in universities.
In this symposium, we will learn efforts and effects of each university to promote fairtrade through alliance
between various sectors in the community. We will also discuss the contribution of these efforts to improve the
brand power of the university and the future role of Fairtrade universities.
Middlesex University – one of the 12 universities awarded as fairtrade universities in the UK in 2020 and has been
awarded the highest ranking of 3 stars for its fairtrade activities.
Shizuoka University of Art and Culture – the 1st fairtrade university in Japan awarded in 2018.
Hokusei Gakuen University and Sapporo Gakuin University – the 2nd fairtrade university in Japan awarded
simultaneously in 2019.

Date - Saturday, October 24th, 2020
Symposium Total Time - 9:00 a.m. - 11:30 a.m. (British Time) / 5:00p.m. - 7:30 p.m. (Japanese Time)
Venue - Each university (via Zoom web conference system)
Symposium theme - “The role of fairtrade university in the community”
Panel discussion theme: “Tips for students to change universities and society through fairtrade activities”
Time Schedule
BT9:00-9:05am/JT5:00-5:05pm [Greetings]Professor Makiko Hashinaga
BT9:05-9:20am/JT5:05-5:20pm [Keynote Speech] Ms. Jo Williamson, Contract officer and Lead on University
Fairtrade Projects, Middlesex University London, UK
“Significance of universities promoting fairtrade and ways of contributing to
the community”
BT9:20-9:35am/JT5:20-5:35pm [Practical Report 1] Professor Tomoatsu Kayano, Hokusei Gakuen University, Japan
“What links the fairtrade university with the fairtrade town?”
BT9:35-9:50am/JT5:35-5:50pm [Practical Report 2] Professor Takashi Shimosawa, Shizuoka University of Art and
Culture, Japan, “The reason we could be awarded the first fairtrade university in
Japan”
BT9:50-10:00am/JT5:50-6:00pm

break

BT10:00-11:30am/JT6:00-7:30pm [Panel Discussion]
“Tips for students to change universities and society through fairtrade activities”
BT10:00-10:05am/JT6:00-6:05pm [Explanation of purpose] Makiko Hashinaga
BT10:05-10:45am/JT6:05-6:45pm [Panelist presentation]
Ms. Nga Nguyen (Alice), PhD Student in Management, Middlesex University London
Ms. Natsumi Inobe, Senior in Economics, Hokusei Gakuen University
Ms. Aina Iijima & Ms. Aya Sugahara, Sophomore in Cultural Policy and Management,
Shizuoka University of Art and Culture
Mr. Yuto Miura, Sophomore in Business Administration, Sapporo Gakuin University
BT10:45-11:05am/JT6:45-7:05pm [Discussion with participants] Breakout session
BT11:05-11:25am/JT7:05-7:25pm [Wrap up] Makiko Hashinaga
BT11:25-11:30am/JT7:25-7:30pm [Closing remarks] Tomoatsu Kayano

