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GEO for Youth
Asia and the Pacific
第6次地球環境概況
ユース版・アジア太平洋



Launched 
23 January, 2019 at 
the Asia Regional 
Ministerial Forum, 
Singapore
2019年1月23日に
シンガポールで行われた
アジア閣僚会合において
リリースされた



Funding and in-kind support
協賛・後援

同济大学

亿利公益基金会

シンガポール環境水資源省

韓国環境機関

韓国大学

地球環境戦略研究機関



Objectives 目的
 Target : Young professionals from diverse sectors in Asia-Pacific

アジア太平洋の各専門分野のユース

 To highlight the role of youth as agents of change

変革の担い手としてのユースの役割を強調

 To serve as education and inspiration material for empowerment

ユースへ教育やひらめきの材料を提供

 To give hope!

読者に希望を持たせる



The Process プロセス
• Over 1 year of drafting and reviewing
1年以上の執筆・校正期間

• 3 face-to face meetings and several dozen conference calls
会議3回およびウェブ会議数十回

• Gender and geographical balance
ジェンダーおよび地理的バランスに配慮

• Accessible for persons with disabilities
障がい者へのアクセシビリティを確保

• Reviewed multiple times at different stages of its development
各段階においてレビュー複数回



First Authors’ Meeting (Singapore)
19-23 February 2018
第一回執筆者会合
2018年2月19-23日

Second Authors’ Meeting (Shanghai)
4-8 June 2018
第二回執筆者会合
2018年6月4-8日

Third Authors’ Meeting (Seoul)
10-14 September 2018
第三回執筆者会合
2018年9月10-14日



Some key messages メッセージ一部紹介

 We need balance between lifelines and livelihoods

生命線(環境)と生計(経済)のバランスが必要

 Resilience starts with ourselves

レジリエンスは一人ひとりから

 Youth have the best untold story in town

ユースはこれから描かれる物語の主人公

 Be the change you want to see in the world

世界で見たい変化を自分が起こそう



Creation of videos 動画の制作 https://www.iges.or.jp/en/
natural-resource/geo-6-youth/

https://www.iges.or.jp/en/natural-resource/geo-6-youth/


Next steps 次の段階

 Translation to Japanese, Chinese, Korean, Tagalog

日本語、中国語、韓国語、タガログ語への翻訳

 Creation of accessible version

アクセシビリティに配慮したバージョンの制作

 Outreach at various international and national events

国際的・国内的なイベントにおける広報活動



GEO-6 for Youth
第6次地球環境概況
ユース版



•

第三回執筆者会合

• Second draft finalised
草案第二版完成

• Collaboration with Education 
and Training team 
教育・研修チームとの協力

• Third meeting: May 2019
第三回執筆者会合が先週行われた

GEO-6 for Youth グローバル版



Remarks
プロセスに参加して



Enabling 
environment
能力を発揮できる
環境の提供

Critical life events
重要ライフイベント

Actions for 
our future
我々の将来へ
向けた行動



Thank You!
ご清聴ありがとうございました。

Tomoko Takeda 武田智子
Water and DRR Specialist

水・防災専門官
takeda@iges.or.jp
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