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This month’s topics: 
1) New NUGELP brochure for AY2011 now available 
2) April, 2011 additional enrollment: 1 international and 3 Japanese students 

additionally enrolled in NUGELP 
3) Presentation session on field research in Malaysia, Vietnam and the Philippines by 

students from Prof. Watanabe’s lab 
4) Presentation session on Kenya study tour 
5) Excursion Program on Water Resources Management: June 11 & 12 
6) NUGELP Alumni Class Notes: Cherry Myo Lwin (Short-term, 2009) 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
1) New NUGELP brochure for AY2011 now available 
 
With new NUGELP faculty members, the program brochure has been updated.  For 
your convenience, you can download it from our website: 
http://www.envleaders.env.nagoya-u.ac.jp/NUGELP/files/d6/d6e56635-39ed-41b4-bcf2-5
530d810e9b3.pdf 
 
 
2) April, 2011 additional enrollment: 1 international and 3 Japanese students 

additionally enrolled in NUGELP 
 
As a result of additional recruitment, four (1 international and 3 Japanese) students 
enrolled in the NUGELP program in April.  Altogether, now the class size of April, 2011 
enrollment is 15 (8 international and 7 Japanese).  International students represent 4 
countries, namely China, Indonesia, Israel and Malawi. 
 
 
3) Presentation session on field research in Malaysia, Vietnam and the Philippines by 

students from Prof. Watanabe’s lab 
 
On April 21, three students from Prof. Watanabe’s lab reported the outcomes of their 



research conducted in Malaysia, Vietnam and the Philippines this past March. 
 
Teodoro Lugo Licarte conducted the field research in Camarines Norte, 
the Philippines.  He visited Bicol Natural Park, Abasig-Matogdon-Mananap Natural 
Biotic Area and other protected areas in the province to observe components of 
biodiversity.  In addition, he conducted series of mini workshops, focus group 
discussions, and collaborative workshops at three communities from different 
Municipalities in Camarines Norte to collect necessary data for Goals-Achievement 
Matrix Analysis.  
 
Vo Thi Minh Hoang visited Phong Nha-Ke Bang National Park (PN-KB NP), Vietnam, 
and conducted a research on traditional knowledge (TK) system among a group of 
indigenous people in PN-KB NP and on the implication of intellectual property rights 
for special TK, bio-resources, and access and benefit sharing. 
 
Rei Kitano presented about her field trip to the State of Sabah, Malaysia as well as 
Vietnam with a fund from the Graduate School of Environmental Studies, Nagoya 
University.  The main purpose of her visit is to conduct a questionnaire survey about 
forest conservation in the two countries, by asking participants about their willingness 
to pay for plantations for different purposes, namely climate change mitigation and 
biodiversity conservation. 
 
 
4) Presentation session on Kenya study tour 
  
The above-mentioned session was followed by a presentation on the Kenya study tour 
held in February.  This tour was implemented in order to understand in detail the solid 
waste handling, water supply and sanitation and waste water treatment in the country 
as well as the existing challenges and how they can be overcome.  The group of five 
students and five professors visited various venues, including local government offices, 
water supply facilities and waste dumpsite in Kenya. 
 
 
5) Excursion Program on Water Resources Management: June 11 & 12 
 
A two-day trip to Gifu and Shiga Prefectures to learn about water resources 
management is scheduled on Saturday and Sunday, June 11th and 12th.  The group of 
NUGELP students and professors is going to visit and have lectures at Tokuyama Dam 



(the largest multi-purpose rockfill dam in Japan) and Lake Biwa Museum (museum 
employing thirty researchers and functioning as a fish breeding and conservation 
center).  It is expected that students get a better grasp of environmental initiatives in 
the region through preliminary research and report writing after the trip. 
 
 
6) NUGELP Alumni Class Notes: Cherry Myo Lwin (Short-term, 2009) 
 
Cherry Myo Lwin from Myanmar, a Short-term program alumna, 2009, received Master 
of Engineering (M.E) specializing in energy from Asian Institute of Technology (AIT) in 
May, 2010.  “Although, for the NUGELP short-term program, I was away for six 
months from AIT during my master degree, I tried to finish my master of engineering in 
time in AIT at the same time. It made me so much tired but, as the saying goes, ‘If there 
is a will, there is a way’, thanks to my will; I could graduate at the same time with all 
my best friends in AIT. As AIT has been recognized for its multinational and 
multicultural ethos”, her classmates are from a wide variety of countries, including 
Cambodia, Sri Lanka, Indonesia, Thailand, Bhutan, Myanmar and Nepal. 
 
She is currently a Ph.D. candidate in environmental engineering at Department of Civil 
Engineering, Nagoya University on Japanese Government scholarship for a three-year 
Ph.D. program (October, 2010- September, 2013).  Her main research interests are 
correlation between infrastructure stock and industrial structure change in Japan, and 
economic and environmental implications in energy sector of Myanmar and Thailand 
(two study areas in the Greater Mekong Sub-regions). 
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nugelp-nl@urban.env.nagoya-u.ac.jp. 
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名古屋大学国際環境人材育成プログラム ニュースレター第 9 号（2011 年 5 月） 
=========================================================== 
   
-------------------------------------------------------------------------------- 
今号の内容： 
1) 2011 年度版の NUGELP 紹介パンフレットができあがりました 
2) 2011 年度春入学追加募集：新たに 4 名（留学生 1 名、日本人学生 3 名）が NUGELP

に参加 
3) 渡邊研究室の学生による、マレーシア、ベトナム、フィリピンでの現地調査報告会 
4) ケニアスタディツアー報告会 
5) 6 月 11・12 日に水資源管理を学ぶ合宿研修を予定 
6) NUGELP 修了生の近況：Cherry Myo Lwin さん（2009 年度短期プログラム修了生） 
-------------------------------------------------------------------------------- 
1) 2011 年度版の NUGELP 紹介パンフレットができあがりました 
 
 NUGELP が新体制となったことに伴い、今年度版のプログラム紹介パンフレットを作成

しました。下記ウェブサイトからダウンロード可能です。 
http://www.envleaders.env.nagoya-u.ac.jp/NUGELP/files/30/30c46901-4c03-4c05-abd8-7
6fc124630e2.pdf 
 
 
2) 2011 年度春入学追加募集：新たに 4 名（留学生 1 名、日本人学生 3 名）が NUGELP

に参加 
 
4 月に行われた追加募集の結果、新たに 4 名の学生（留学生 1 名、日本人学生 3 名）が 

NUGELP に加わりました。この 4 名を含めて、2011 年 4 月入学の NUGELP 参加学生は

15 名（留学生 8 名、日本人学生 7 名）となりました。留学生の出身国は、4 ヶ国（中国、

インドネシア、イスラエル、マラウィ）となっています。 
 
 

3) 渡邊研究室の学生による、マレーシア、ベトナム、フィリピンでの現地調査報告会 
 

4 月 21 日、渡邊研究室の 3 人の学生がこの 3 月に行ったマレーシア、フィリピン、ベト

ナムでの現地調査の報告を行いました。 
 
Teodoro Lugo Licarte さんはフィリピンの北カマリネス州でフィールド調査を行いまし

た。州内のビコル自然公園やアバシグ・マトグドン・マナナップ自然生物地区等を訪れ、

http://www.envleaders.env.nagoya-u.ac.jp/NUGELP/files/30/30c46901-4c03-4c05-abd8-76fc124630e2.pdf
http://www.envleaders.env.nagoya-u.ac.jp/NUGELP/files/30/30c46901-4c03-4c05-abd8-76fc124630e2.pdf


その生物多様性の構成要素を観察しました。また、一連のミニワークショップやフォーカ

スグループディスカッション、共同ワークショップを北カマリネス州内の異なる自治体の 3
つのコミュニティで行い、目標達成マトリックス分析のためのデータを収集しました。 
 

Vo Thi Ming Hoang さんはベトナムのフォンニャ・ケバン国立公園を訪れ、公園内の先

住民による伝統的な知識を維持するシステムについて、また、特殊な伝統的知識・生物資

源・資源へのアクセス及び資源からの利益共有のための知的所有権の解釈について、調査

を行いました。 
 
北野玲さんは、当環境学研究科の「組織的な若手研究者等派遣プログラム：基礎環境学

を担う若手人材育成プログラム」からの助成金を得てマレーシア・サバ州とベトナムを訪

れたフィールドトリップについて発表しました。今回の訪問の主な目的は、異なる二つの

目的（気候変動緩和と生物多様性保全）の植林に支払う税金の意志額を尋ねるアンケート

調査を行うことでした。  
 
 
4) ケニアスタディツアー報告会 
 
上記の報告会に続いて、2 月に行われたケニアスタディーツアーの報告会も併せて行われ

ました。その様子は、下記ウェブサイトでご覧いただけます。このツアーは、ケニアにお

ける固形廃棄物取扱、給水と公衆衛生、下水処理及び現在同国が直面している課題とその

解決策について理解を深めるために行われました。学生 5 名、教員 5 名がケニア国内の地

方自治体、上水道施設、ごみ捨て場等を視察しました。 
 
 
5) 6 月 11・12 日に水資源管理を学ぶ合宿研修を予定 
 
 水資源管理について学ぶ岐阜・滋賀両県への一泊二日の合宿研修を 6 月 11・12 日に行い

ます。NUGELP の学生たちは、教員と共に徳山ダム（日本最大の多目的ロックフィルダム）

と琵琶湖博物館（30 名の研究員を擁し、魚類の繁殖・保護センターとしても機能）を訪れ、

講義を受ける予定です。事前学習や終了後のレポート作成を通じ、学生たちがこの地域で

行われている環境保全の取組について理解を深めることが期待されています。 
 
 
6) NUGELP 修了生の近況：Cherry Myo Lwin さん（2009 年度短期プログラム修了生） 
 

2009 年度短期プログラム修了生でミャンマー出身の Cherry Myo Lwin さんは、2010 年

5 月にアジア工科大学（AIT）の工学修士課程（エネルギー専攻）を修了しました。「NUGELP



短期プログラムのために 6 ヶ月間 AIT を離れていましたが、修士課程を既定の年数で終わ

らせるようがんばりました。大変苦労しましたが、ことわざにあるように『精神一到何事

か成らざらん』。AIT を親友たち全員と一緒に卒業できたのも、気持ちを強く持っていたか

らだと思います。AIT には多国籍・多文化の校風があり」、実際彼女の同級生もカンボジア、

スリランカ、インドネシア、タイ、ブータン、ミャンマー、ネパール等様々な国から学び

に来ていました。 
 
彼女は現在、日本政府から 3 年間（2010 年 10 月～2013 年 9 月）の奨学金を得て、名古

屋大学工学研究科の博士後期課程（環境工学）に在籍しています。主な研究テーマは、日

本におけるインフラストックと産業構造変化の相関関係、そして、ミャンマーとタイ（大

メコン圏の調査地域二か所）のエネルギー部門における経済的・環境的影響です。 
 
 
 
◆メールの配信停止について 
 配信停止を希望する方は、nugelp-nl@urban.env.nagoya-u.ac.jp までご連絡ください。 
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