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This month’s topics: 
1) Graduating NUGELP students present a defense of Master’s thesis 
2) NUGELP student presents at Water, Engineering and Development Centre 

(WEDC) Conference in UK 
3) NUGELP’s First Annual Photo Contest: “Human, Environment and Future” 
4) NUGELP Column No. 6: Prof. Masafumi Nagaishi  

“Longing for Science Course” 
5) NUGELP Alumni Class Notes: Cherry Myo Lwin (Short-term, 2009) 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
1) Graduating NUGELP students present a defense of Master’s thesis 
 
On Thursday, July 28, the candidates having joined NUGELP in October, 2009 defended 
their thesis.  Their thesis titles are as below (listed in the order of the presentation): 
 

Name Thesis Title 

YANG, Zhan 
Analysis of Building Energy Efficiency with LCEM Tool – Case 
Studies of Commercial Buildings in Hong Kong 

LICARTE, Teodoro 
Lugo 

Better Utilization of Local Resources in Camarines Norte in the 
Philippines – An Approach by Goal Achievement 

NAZIM UDDIN, 
Sayed Mohammad 

Ecological Sanitation in Low-income Countries: Assessment of 
Social Acceptance and Scope of Scaling Up of Urine Diversion 
Dehydration Toilets 

XU, Jiaying 
Multi-scale Integrated Analysis of China’s Societal Metabolism: A 
Case Study of Guandong Province 

NAHAR, Nazmun 
Risk Assessment of Inundation due to Storm Surge in the 
Western Coastal Region of Bangladesh 

 
As a result of the defense, all the above students were judged to meet academic 
requirements for graduation.  The graduation ceremony will be held on Tuesday, 
September 27th.  Congratulations to the graduating students! 
 



2) NUGELP student presents at Water, Engineering and Development Centre (WEDC) 
Conference in UK 

 
Mr. Sayed Mohammad Nazim Uddin, a NUGELP student, presented at 35th Water, 
Engineering and Development Centre (WEDC) International Conference, which was 
held from July 6th to 8th at Loughborough University, United Kingdom.  He kindly 
contributed his story, shown below, to the Newsletter. 
 

My Impression on International Conference 
Conference, a storehouse of ideas and thoughts, is a place of knowledge on various 
global issues. It gives an opportunity to interact with global communities such as 
researchers, development workers, and business providers and so on. In addition, it 
provides us a chance to make global networks among the participants for future 
research, business and development works.  
 
I have attended such kind of international conference on July 2011, the 35th WEDC 
International Conference at Loughborough in UK, to share my research findings by way 
of oral presentation, to get constructive feedbacks and to learn a range of new ideas and 
approaches from others. The title of the conference was ‘the future of water, sanitation 
and hygiene in low-income countries: Innovation, adaptation and engagement in a 
changing world’. The conference was a great success with more than 100 papers 
presented and over 200 delegates in attendance. I presented a paper on ‘Ecological 
sanitation in low income countries: assessment of social acceptance and scope of scaling 
up’ and got various ideas and knowledge through question and answer session after my 
presentation which will help me to create numerous innovative topics in my research 
fields. Additionally, my confidence has been improved for having delivered the 
presentation to the global audience.  
 
I did learn lots from others through the relevant conference presentations and sessions, 
individual talks with authors and participants and groups discussions. I have developed 
a strong network among the participants for my future collaboration and research 
activities. Furthermore, it has offered me a possibility to explore myself to a different 
culture and society with diverse lifestyles. 
 
It is strongly recommended for NUGELP to strengthen collaborations through such 
kind of international conferences, symposiums, and other workshops, this will help 
students in their future research and careers.   
 



The following are some important things to consider when preparing to attend any 
international conference:  
 
1. Need to apply visa (for instance business visitor visa) as early as possible before 
conference in case of abroad (at least 2-3 months prior).  
 
2. It is important to ensure the flight ticket, accommodation, local transportation and 
need to bring guideline for local transportation, location map etc. (essential to keep all 
the conference related money receipts, boarding pass, tickets of local transportation etc. 
to get refunds later from university). 
 
3. It is necessary to select the relevant presentations before the conference to avoid the 
conflict of the schedule and time. It might also help to select the relevant authors to 
discuss after presentation or during the lunch or dinner for sharing the knowledge and 
ideas.   
 
 
3) NUGELP’s First Annual Photo Contest: “Human, Environment and Future” 

 
NUGELP proudly organizes its first annual photo contest, "Human, Environment and 
Future", to create our original calendar.  Winning photos will appear on the NUGELP's 
2012 calendar. 
 
This contest seeks out positive image documenting deep human bonds of ordinary 
people living in the harsh environment and/or protecting their own environmental 
future.  Possible keywords are "Climate change", "Water", "Waste" and "Biodiversity". 
 
The contest closes on Tuesday, September 27, 2011.  No entries received after that date 
shall be considered.  For more information, please visit the following link.  We look 
forward to screening your masterpiece(s). 
http://www.envleaders.env.nagoya-u.ac.jp/home/information/2011/153.html?lang=en-U
S 
 
 
4) NUGELP Column No. 6: Prof. Masafumi Nagaishi “Longing for Science Course” 
 
I majored in sociology at the university and development economics in the graduate 
school, so called I’m with an arts background. Why I didn’t major in science course? One 



of the reasons is my expression of rebellion toward my father at my high school age, 
which was the timing that I decided my course. My father’s background was a dedicated 
science course different from me; he majored in civil engineering at the university and 
stuck to the field of civil engineering with his job in the local prefectural government. 
He is opposite in temperament from me! 
 
After my graduation from the university, I worked in the private company for several 
years, and changed the job to the Japan International Cooperation Agency (JICA), I 
have got involved in many projects as the staff in charge during my 30’s and also as the 
management position after that. I managed the project finding, monitoring and 
evaluating especially in the economic infrastructure projects such as road, bridge, port 
and airport, urban environment projects such as water supply and sewerage, solid 
waste, and also the projects related disaster prevention of earthquake, tsunami, flood 
and landslide, etc. As I worked with the contractors, manufacturers and consultants 
which are the real actors in the sense of the term, I was getting to interest in the 
“Japanese Technology” in my mind, and also find the involvement in the development 
project as the consultant to be excitement. But honestly it seems to be too late for me to 
know! 
 
A writer cannot become a doctor easily (need to pass a national exam), but a doctor can 
become a writer. Actually, there are more than a few doctors who are famous for also a 
writer. Same as the above, it is not so easy for the person with an arts background to be 
a engineer or a researcher, but for the person with a science background, they can get 
the sense of an arts, such as economic science and business science holding the technical 
background. Isn’t the Nagoya University Global Environmental Program (NUGELP) 
the program which can foster the human resources near the latter one? Because the 
purposes of this program are to foster the “management skill” which the Global 
Environment Leaders have to acquire based on the “technical knowledge” of civil 
engineering and environmental studies, and to establish the “institution” and the 
“policy” with understanding of the “technology”. That is, the NUGELP is the very 
program that can develop the career for the person with a science background that I 
longed for. (Note: I use separately “the person graduated from science course” and “the 
person with a science background”.) 
 
Recently, I am strongly worrying that we make light of “technology” in Japan, also in 
the field of international cooperation where I have involved for over ten years. As you 
remember, at the screening process in the current administration, there was a minister 
saying “Is there any reason for aspiring to become No.1? What’s wrong with being the 



world’s No.2?” I remember that, when I heard I was amazed her shortsighted statement 
missing the big picture, only focusing to screen the project and reduce the budget. I 
believe that one of the major reasons to keep Japan’s extremely important presence in 
the world is that our senior engineers and researchers pursued the top technology so 
that the developing countries trust the Japanese technical assistance. Of course, the 
technology transferred to the developing countries should be “adequate technology”, not 
necessarily “world’s best technology”. 
 
I strongly hope the young generation becomes the person with a science background 
who can understand the importance and the quality of technology, and this essence is 
imperative to achieve the NUGELP’s goal, fostering the future environmental leaders. 
 
 
5) NUGELP Alumni Class Notes: Cherry Myo Lwin (Short-term, 2009) 
 
<continuing from Vol. 11> 
After Cherry Myo Lwin, a short-term program alumna from Myanmar, completed her 
master’s degree at Asian Institute of Technology (AIT) in Bangkok, Thailand in May, 
2010, she stayed in her country for four months until she left for Japan for her doctoral 
study.  During the stay in her home country, she gave three presentations and 
facilitated discussion of Myanmar youths in the Cetana English Proficiency Center 
(CEPC), a part of the Cetana Educational Foundation, USA, which sponsored her study 
at AIT.  She shared her knowledge with Myanmar youths who had concern about 
domestic and global environmental issues.  The Question and Answer session with 
them became an experience that she will remember for years. 
 
In addition, she led a workshop for Loka Alin, a non-governmental organization that 
conducts various types of environmental conservation projects in Myanmar.  This 
workshop was organized with an aim to promote the awareness of environmental issues 
in the country and to introduce some methods to mitigate such problems.  She felt it 
worthwhile to be there as a NUGELP short-term alumna and was delighted to share 
with people in Myanmar what she learnt at the NUGELP Program. 
 
In October, 2010, after starting her doctoral study at Nagoya University, she had a 
chance to give a presentation to the NUGELP short-term students and shared her 
experience in the same capacity.  She also attended the COP10 (tenth meeting of the 
Conference of the Parties), held in Nagoya from October 18 to 29, 2010, and the 
NUGELP International Symposium in December, 2010. 



Through her experience, she hopes that the NUGELP contribute more to the welfare of 
students from developing countries by giving them an opportunity to participate in the 
Program.  She believes that this would lead to a better environmental future of their 
respective countries. 
 
 
[To unsubscribe to this newsletter] 
If you wish to unsubscribe to this newsletter, please send an e-mail to: 
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 13 号（2011 年 8 月） 
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-------------------------------------------------------------------------------- 
今号の内容： 
1) 修士論文公聴会が行われました 
2) NUGELP 学生がイギリスで行われた、水・工業・開発センター（WEDC）の会議で発

表を行いました 
3) NUGELP の第一回写真コンテスト「ひと、環境、そして未来」 
4) NUGELP コラム 第 6 回 永石雅史特任教授 

「理系人間への憧れ」 
5) 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) 修士論文公聴会が行われました 
 

7月 28日（木）、2009年 10月に入学したNUGELP学生が修士論文公聴会に臨みました。

発表者名と論文のタイトルは、下表の通りです（発表順）。 
 

氏名 題 目 

YANG, Zhan 
LCEM ツールを用いた建築の省エネルギー性能分析－香港の業務用

ビルのケーススタディ 
LICARTE, Teodoro 
Lugo 

フィリピン・北カマリネス州における資源利用の改善－目標達成指

標によるアプローチ 



NAZIM UDDIN, 
Sayed Mohammad 

低所得国における環境衛生に関する研究：屎尿分離型トイレの社会

的受容評価と展開可能性について 

XU, Jiaying 
MSIASM 手法を用いた中国の社会代謝に関する研究：広東省をケー

ススタディとして 
NAHAR, Nazmun バングラデシュ西部における高潮による氾濫危険度の評価 

 
公聴会の結果、上記の学生全員が終了要件を満たしていると判断されました。修了式は 9

月 27 日（火）に行われます。修了生の皆さん、おめでとうございます！ 
 
 
2) NUGELP 学生がイギリスで行われた、水・工業・開発センター（WEDC）の会議で発

表を行いました 
 
NUGELP 学生の一人、Sayed Mohammad Nazim Uddin さんが 7 月 6 日から 8 日にイギ

リスのラフバラ大学で行われた第 35 回水・工業・開発センター（WEDC）国際会議にて発

表を行いました。そして、当ニュースレターに下記エッセイを寄稿してくれましたので、

ご紹介いたします。 
 

国際会議の印象 
 学会はアイディアや思想の宝庫で、さまざまな世界的課題に関する知が集まる場です。

参加することによって、研究者・国際開発従事者・民間企業等、世界的なコミュニティと

交流することができます。そして、今後の研究・ビジネス・開発業務に生かせる、国境を

越えた人的ネットワークを作ることができます。 
 
今年 7 月にイギリスのラフバラで行われた、そのような国際的学会の一つである第 35 回

WEDC 国際会議に出席し、研究成果を口頭発表し、建設的なフィードバックをもらい、ま

た、他の参加者から新しいアイディアやアプローチ法を学ぶことができました。今回の学

会のテーマは、「低所得国における水と公衆衛生の未来：変わりゆく世界でのイノベーショ

ン、適応、そして取り組み」でした。今学会は 100 以上の論文発表と 200 人を超える参加

者を集め、成功裏に終わりました。私自身は、「低所得国における環境公衆衛生：社会的受

容評価と普及の見込み」と題した論文を発表し、発表後の質疑応答を通じて、様々なアイ

ディアや知識を得ることができました。この経験は、私の研究分野で数多の革新的なトピ

ックを生み出す一助になるものと思います。その上、様々な国籍の聴衆を前にプレゼンテ

ーションをしたことによって、更なる自信がつきました。 
 
関連した発表やセッション、論文執筆者やグループディスカッション参加者との会話に

より、学ぶことも多かったです。今後の合同研究や研究活動に生かせるであろう、他の参

加者との強固なネットワークも築いてきました。更に、自分自身、異文化や多様な生活様



式を持った社会に溶け込むことができるかもしれないとも感じました。 
 
このような国際会議、シンポジウム、ワークショップ等を通じて、NUGELP は国際的な

連携強化に努めるべきです。それが学生たちの今後の研究活動やキャリアに活きてくると

思います。 
 
最後に、国際会議への参加準備にあたって重要なことを以下にまとめました。 

 
１．海外の学会に参加する場合は、できるだけ早く査証（商用訪問者査証等）の手配をす

ること（2, 3 か月前が望ましい）。 
２．航空券、宿泊、現地交通を確認し、現地交通や会場までのアクセスの載ったガイドブ

ック等を持参すること（大学からの払い戻しを受けるために、学会関係の領収書、搭

乗券の半券、現地交通のチケット等を保管しておく）。 
３．時間を有効に活用するために、聞きたい発表を前もって選んでおくこと。また、意見

交換のために、発表後もしくは昼食や夕食中に話しかけたい発表者を選んでおくこと

も有効。 
（訳：堤 香苗） 

 
 

3) NUGELP の第一回写真コンテスト「ひと、環境、そして未来」 
 

この度、NUGELP は第一回写真コンテスト「ひと、環境、そして未来」を実施します。優

秀作は、2012 年の NUGELP カレンダーに掲載されます。 

 

このコンテストでは、厳しい環境で生活している、もしくは、未来の環境を自らの手で守

ろうとしている市井の人々の強い絆をとらえた写真を募集します。キーワードは、「気候

変動」、「水」、「廃棄物」、「生物多様性」です。 

 

応募〆切は、2011 年 9 月 27 日（火）です。〆切後の応募作品は、一切審査対象となりま

せんのでご注意ください。詳しくは下記リンクからご覧いただけます。皆様の力作をお待

ちしております。 

http://www.envleaders.env.nagoya-u.ac.jp/home/information/2011/153.html?lang=ja-JP 
 
 
4) NUGELP コラム 第 6 回 永石雅史特任教授 

「理系人間への憧れ」 
  
私は大学では社会学、大学院では開発経済学を専攻、いわゆる文系出身である。なぜ理



系に進まなかったのか？その理由の一つはおそらく自分の進路を決める高校生の時期に父

親に対する反発心があったためだと思っている。私の父親は私と違って根っからの理系出

身。大学では土木を専攻し、勤務先であった地元県庁でも土木畑一筋であった。性格も私

とは正反対（笑）。 
 
私は大学卒業後、民間会社で数年勤務した後、現在の国際協力機構に転職、途上国での

数多くの開発プロジェクトの形成、運営、評価に、若い時は担当として、また後半は管理

職として関与してきた。特に道路・橋梁、港湾、空港のような経済インフラのプロジェク

トから、上下水道、廃棄物処理のような都市環境のプロジェクト、そして地震や津波、洪

水や地すべりのような防災プロジェクトを経験してきた。その過程でプロジェクトそのも

のに関与している日本のゼネコン、メーカー、そしてコンサルタントの方々と一緒に仕事

をしていくうちに、自分のなかで「日本の技術」というものへの関心が高まるとともに、

特にコンサルタントとして開発プロジェクトにかかわることの楽しさを教わった。まあ正

直なところ時すでに遅しという感もあるのだが。 
 
作家は医者にすんなりなれないが（国家試験もあるし）、医者は作家になれる。。。作家と

して有名な医者も少なからずいる。文系出身がエンジニアの世界に飛び込むことはそんな

に簡単なことではないが、理系出身は技術的なバックグラウンドを持ったうえで経済学や

経営学他文系的なセンスを持ち合わせることができると思う。国際環境人材育成プログラ

ムは、まさに後者に近い人材を育成するプログラムなのではないだろうか。工学や環境学

の「専門的な知識」をベースにリーダーとしての「マネージメント能力」を醸成する。「技

術」を理解したうえで「制度」や「政策」を構築していく。。。つまり、私が憧れる「理系

人間」のキャリア形成が可能なプログラムだと信じている。（注「理系人間」≠「理系出身」） 
 
最近、私が十数年間従事してきた国際協力の分野だけでなく、日本そのものが「技術」

を軽視している感があるのではないだろうか。現政権の事業仕分けで「世界一になる理由

は何があるんでしょうか？二位じゃダメなんでしょうか？」と言った大臣がいたが、事業

を仕分け、予算を削減することだけを目的として、大局感のない非常に短絡的な発言であ

きれてしまったことを覚えている。なぜならこれまで我々の先輩技術者や研究者が最高の

技術を追求してきたことが、国際協力の分野においては途上国から日本の技術協力に対し

て信頼され、ひいては日本の世界での存在感を示してきた大きな理由の一つと私は考えて

いるからである。もちろん途上国への技術移転はもちろん一番の技術ではなく、先方のキ

ャパシティを考えた「適性」技術でよいのだが。 

 

多くの若い世代には「技術」の重要性や中味をきちんと理解する「理系人間」になって

ほしいと思っているし、この「理系人間」のエッセンスは国際環境人材育成プログラムの

目的である将来の環境リーダーの育成にも必要なものだと考えている。 

 



5) 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） 
 
<第 11 号からの続き> 
 ミャンマー出身の短期プログラム修了生 Cherry Myo Lwin さんは、タイ・バンコクのア

ジア工科大学（AIT）を 2010 年 5 月に卒業した後、博士後期課程進学のために渡日するま

での 4 カ月間、母国に滞在しました。滞在中、彼女の AIT 進学を金銭的に支援したアメリ

カのセイダナ教育財団の一部であるセイダナ英語力センターにて、3 回のプレゼンテーショ

ンを行い、ミャンマーの若い世代のディスカッションのファシリテーションを行いました。

このような活動を通じ、国内外の環境問題に関心を持つミャンマーの若者たちと知識を共

有することができました。彼らとの質疑応答は、彼女にとって忘れられない経験となった

ようです。 
 
また、ロカ・アリン（ミャンマーで様々な環境保護プロジェクトを行う非政府組織）の

ためにワークショップも行いました。このワークショップは、ミャンマー国内の環境問題

への関心を高め、問題解決の糸口を話し合う目的で行われました。彼女は、NUGELP 短期

プログラム修了生としてその場に居合わせた意味は大きかったと感じ、NUGELP で学んだ

ことを母国の人々と分かち合えたことを喜ばしく思いました。 
 
2010 年 10 月、名古屋大学で博士後期課程をスタートした後、彼女は NUGELP 短期プ

ログラム生に対してプレゼンテーションを行い、彼女自身が同じ立場で経験したことを後

輩に伝える機会に恵まれました。そして、同年10月18日から29日にかけて行われたCOP10
（生物多様性条約第 10 回締約国会議）や、同年 12 月の NUGELP 国際シンポジウムにも

参加しました。 
 
こうした経験を通じて彼女が願うのは、NUGELP が発展途上国からの留学生が同プログ

ラムに参加できる機会を提供することにより、彼らの福祉の向上に貢献してもらいたいと

いうことです。そうすることにより、それぞれの国の未来のより良い環境作りにつながる

と確信しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



◆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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