
■後援事業

申請者 催事名称 主催・共催 開催日 会場 地方センター後援 全国センター後援
全国センター

職員／講師派遣有無

1 五井平和財団

平成29年度日本／ユネスコパートナー
シップ事業
「ESDユース・ウィーク（第4回ESD日本
ユース・コンファレンス、日中韓大学生交
流プログラム）」

主催：五井平和財団
共催：文部科学省、日本ユネスコ
国内委員会

平成29年4月13日～
 平成30年3月16日

五井平和財団、幕張国際研修
センター、都内会議室

○

2
東京都ユネスコ連絡協議会ESD研
究会

ESDの動向とユネスコ協会の取組み
主催：東京都ユネスコ連絡協議会
ESD研究会

平成29年7月22日
新宿区立男女共同参画推進セ
ンター（ウィズ新宿）３階

○ ○

3 日本ユネスコ協会連盟 第73回日本ユネスコ運動全国大会in仙台
主催：日本ユネスコ協会連盟国内
事業部

平成29年7月15日～16日 仙台国際センター ○

4 (特活)開発教育協会（DEAR） 第35回開発教育全国研究集会
主催：第35回開発教育全国研究
集会実行委員会、開発教育協会
（DEAR）

平成29年8月5日～6日
JICA地球ひろば（於：新宿区
市ヶ谷）

○

5
男鹿半島・大潟大会実行委員会事
務局

第8回日本ジオパーク全国大会
主催：一般財団法人自治総合セン
ター

平成29年10月25日～27日
男鹿市民文化会館・ホテルサン
ルーラル大潟・男鹿温泉郷

○ ○

6
公益財団法人ユネスコ・アジア
文化センター

インドネシア／日本　学びの交流カフェ
主催：公益財団法人ユネスコ・
アジア文化センター

平成29年7月25日 日本出版会館4階会議室 ○

7
千葉大学教育学部

平成29年度　千葉大学ESD研究会

http://moasys.co.jp/chiba-
u.esd/news/20170821_kenkyu.pdf

主催：千葉大学教育学部

http://moasys.co.jp/chiba-u.esd/
平成29年8月21日 千葉大学教育学部2号館 ○

8 信州ESDコンソーシアム
信州ESDコンソーシアム
2017年度第1回ESD研修会

http://esd-nagano.org/

主催：長野県教育委員会
長野県ユネスコ連絡協議会
一般社団法人長野県環境保全協
会

平成29年8月27日
信州大学教育学部
大講義室（東後者5階）

○

9
公益社団法人
日本環境教育フォーラム

清里ミーティング２０１７
主催：公益社団法人日本環境教
育フォーラム

平成29年11月18日 ～ 20
日

公益財団法人キープ協会、清
泉寮、山梨県立八ヶ岳自然ふ
れあいセンター

○

10
特定非営利活動法人
関西NGO協議会

ワン・ワールド・フェスティバル　for Youth
高校生のための国際交流・国際協力
　EXPO　2017

http://owf-youth.com/index.html

主催：
ワン・ワールド・フェスティバル　for
Youth
高校生のための国際交流・国際協力
EXPO 運営委員会
公益財団法人　大阪国際交流ｾﾝﾀｰ
特定非営利活動法人　関西NGO協議
会

平成29年12月23日 大阪YMCA ○

11
公益財団法人ユネスコ・アジア
文化センター

第1回「ESD推進の手引」を活用した研修
会ー長野県ー

主催：文部科学省、公益財団法人ユ
ネスコ・アジア文化センター
後援：日本ジオパークネットワーク

平成29年10月1日
伊那市役所本庁舎1階　多目的
ホール

○

12 新宿ユネスコ協会

第4回ユネスコスクール
ESDパスポート研修会　未来へつなぐ力

http://shinjukuunesco.wixsite.com/index

主催：　新宿ユネスコ協会
共催：　公益社団法人　日本ユネ
スコ連絡協議会

平成29年10月31日
新宿区立男女共同参画推進セ
ンター（ウィズ新宿）３階

○

13 全国小中学校環境教育研究会
第49回　全国小中学校環境教育研究大
会
（静岡大会）

主催：　全国小中学校環境教育研
究会
共催：　環境省、文科省、静岡県
教育委員会　など

平成29年12月8日
研究会事務局：
東京都府中市立四谷小学校

○ ○

14
大東文化大学大学院外国語学研
究科
日本言語文化学専攻

第９回「東西文化の融合」国際シンポジウ
ム

主催：　大東文化大学大学院外国
語学研究科日本言語文化学専攻

共催：　大東文化大学外国語学会
日本語部会、大東文化大学東洋
研究所・語学
教育研究所・現代アジア研究所
など

平成29年11月5日
大東文化会館（〒175-0083東
京都板橋区徳丸2丁目4-21）

○

15
第5回公害資料館連携フォーラムin
大阪実行委員会

未来に希望を広げよう！公害資料館の”
わ”
第5回公害資料館連携フォーラムin大阪

主催：第5回公害資料館連携
フォーラムin大阪実行委員会
共催（予定）：日本環境学会、日本
環境教育フォーラム

平成29年12月15日～17日 大阪市立大学杉本キャンパス ○

16
公益財団法人ユネスコ・アジア
文化センター

SDGsこどもワークショップ
主催：公益財団法人　ユネスコ・ア
ジア文化センター
後援：横浜市教育委員会

平成29年11月3日

パシフィコ横浜
（神奈川県 横浜市西区みなと
らい 1丁目 1-1 会議センター
2F ）

○

17
立教大学ESD研究所

国際シンポジウム
「ESDによる地域創生の可能性と今後の
展開：Prospects and ongoing challenges
of regional revitalization based on ESD」

主催：立教大学ESD研究所 平成29年11月11・12日
立教大学池袋キャンパス　太刀
川記念館３階多目的ホール

○

18
一般社団法人グローバル教育推
進プロジェクト（GiFT）

Educators　Summit　SDGs　4.7
主催：Educators’Summit for
SDGs4.7 実行委員会

2017年10月28日
聖心女子大学 聖心グローバル
プラザ

○ ○

19
日本ボランティアコーディネーター
協会

全国ボランティアコーディネーター研修２０
１８信州

主催：特定非営利活動法人　日本
ボランティアコーディネーター協会

平成30年3月3日（土）～4
日（日）

JA長野県ビル・アクティーホー
ルほか

○
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20
文部科学省国際統括官
川端和明

第９回ユネスコスクール全国大会

主催：文部科学省、日本ユネスコ
国内委員会
共催：NPO法人日本持続発展教
育推進フォーラム、福岡県大牟田
市、大牟田市教育委員会、
ACCU、公益社団法人日本ユネス
コ協会連盟

平成29年12月2日
大牟田市文化会館 ○ ○

21
公益社団法人
日本環境教育フォーラム

環境教育の未来を考えるシンポジウム
―日本環境教育フォーラムの設立25周年
を機に―

主催：　公益社団法人日本環境教
育フォーラム、　立教大学ESD研
究所

平成29年12月2日（土） 立教大学　太刀川記念館 ○

22 国際自然保護連合日本委員会
タイムカプセルプロジェクトin東山動植物
園2017

主催：　国際自然保護連合日本委
員会
共催：　名古屋市東山動植物園

平成29年11月11日(土) 名古屋市東山動植物園 ○

23
英語パフォーマンス甲子園実行委
員会

2018年英語パフォーマンス甲子園

https://www.eigo-perform.jp/

主催：英語パフォーマンス甲子園
実行委員会

平成30年8月24日
DMG　MORI　やまと郡山城
ホール
（大ホール）

○

24 NPO法人新宿環境活動ネット

新宿の環境学習応援団　第17回『まちの
先生見本市！』

http://www.sean.jp/topics/docs/20180127web.pdf

主催：NPO法人新宿環境活動ネッ
ト

平成30年1月27日
新宿区立戸塚第三小学校（新
宿区）

関東 ○

25
公益財団法人ユネスコ・アジア
文化センター

持続可能な開発のための教育について
考える

http://www.unesco-
school.mext.go.jp/index.php?page_id=17#_2911

主催：文部科学省、公益財団法人ユ
ネスコ・アジア文化センター
共催：愛知県教育委員会

平成29年12月26日
ウインクあいち　1104会議室
（名古屋）

中部 ○

26
特定非営利活動法人　徳島保全生
物学研究会

とくしま生物多様性活動推進フォーラム
生物多様性・生態系の保全と企業価値
―SDGs・ESG投資・グリーンインフラ―

http://4epo.jp/information/events/9586.html

主催：特定非営利活動法人　徳島
保全生物学研究会

平成29年12月11日
とくぎんトモニプラザ３階　大会
議室

四国 ○

27 箱根ジオパーク推進協議会

第11回日本ジオパークネットワーク全国
研修会

2018/1/10現在スケジュールのみ公開↓
http://www.geopark.jp/jgn/schedule.html

主催：箱根ジオパーク推進協議会
特定非営利活動法人　日本ジオ
パークネットワーク
文部科学省

平成30年2月1日・2日

箱根ジオパーク
（神奈川県小田原市、南足柄
市、足柄下郡箱根町・真鶴町・
湯河原町）

○ 　 ○

28 玉川大学教育学部

平成29年度日本／ユネスコパートナー
シップ事業「ユネスコスクール研修会：
ESDと地球市民教育」

ユネスコスクール公式ウェブサイト内ページ↓
http://www.unesco-school.mext.go.jp/jo91lna26-
2911/

主催：玉川大学教育学部 平成29年12月16日
玉川大学 Univesity Consert
Hall 106教室

○

29 信州ESDコンソーシアム 信州ESDコンソーシアム成果発表＆交流
会

主催：信州ESDコンソーシアム 平成30年2月3日
信州大学教育学部
大講義室

中部 ○ 　 ○

30 福岡教育大学
平成29年度「地域とともにある学校づくり」
推進協議会

主催：福岡教育大学、大分県教育
委員会

平成30年1月19日 大分教育センター 九州

31 岐阜県ユネスコ協会
岐阜県ユネスコ協会「第1回ESDパスポー
ト体験発表会」

主催：岐阜県ユネスコ協会
共催：公益社団法人日本ユネスコ
協会連盟

平成30年2月24日
岐阜市文化センター（3階　展示
室）

中部

32
岩手県県南広域振興局
保健福祉環境部長

環境交流フォーラム「東日本大震災津波
からの自然環境に係る復興等」

主催：岩手県県南広域振興局
保健福祉環境部
共催：特定非営利活動法人奥州・
いわてNPOネット、認定特定非営
利活動法人環境パートナーシップ
いわて、特定非営利活動法人ゆ
う・もあ・ねっと

平成30年2月14日
奥州市役所江刺総合支所多目
的ホール

東北

33 JICA地球ひろば

地域と世界をつなぐSDGs～国際理解教
育・開発教育・ESD等関係者のつながりと
相互の学びを通じて～

https://www.jica.go.jp/hiroba/information/event/2
017/170121_01.html

主催：独立行政法人　国際協力機
構（JICA）地球ひろば

平成30年1月21日（日）
JICA地球ひろば（於：新宿区
市ヶ谷）及び一部JICA国内拠
点

○ 　 ○

34 大牟田市教育委員会
おおむた・みらい・ESD推進事業
大牟田市「ユネスコスクール子どもサミッ
ト」

主催：大牟田市教育委員会
平成30年1月13日(土)

大牟田市文化会館 九州

35 日本ESD学会
日本ＥＳＤ学会 第1回近畿地方研究会

http://jsesd.xsrv.jp/event/2018kinki

共催者：奈良教育大学、日本ＥＳ
Ｄ学会近畿地方研究会実行委員
会

平成30年2月12日 奈良教育大学   近畿 ○

36 四国環境パートナーシップオフィス

ESD推進フォーラム・高校生活動発表会

http://4epo.jp/wp-
content/uploads/2017/12/f275ce9fe60cf75bd4a1
579423d8e154.pdf

主催：四国環境パートナーシップ
オフィス・四国地方ESD活動支援
センター
共催：独立行政法人国際協力機
構（JICA）四国支部（予定）

平成30年1月28日
香川県国際交流協会（アイパル
香川）第1・２会議室

○

37
公益財団法人ユネスコ・アジア
文化センター

平成29年度日本／ユネスコパートナー
シップ事業　持続可能な開発のための教
育について考える

http://www.unesco-school.mext.go.jp/jo118vsc3-
2911/#_2911

主催：文部科学省、公益財団法人ユ
ネスコ・アジア文化センター

平成30年1月25日
福山市立福山中・高等学校
〒720-0843 広島県福山市赤
坂町大字赤坂９１０

中国 ○

■協力事業

申請者 催事名称 主催・共催 開催日 開催場所 職員／講師派遣有無

1 四国環境パートナーシップオフィス

ESD学びあいフォーラム～SDGsでつくる
四国の未来～

http://4epo.jp/information/notice/7820.html

主催：四国環境パートナーシップ
オフィス（四国EPO）
【後援→協力へ変更】

平成29年7月1日  香川県社会福祉総合センター7階第１・２中会議室 ○

2 中国地方ESD活動支援センター
SDGｓによる地域創生の可能性と私たち
の役割

中国地方ESD活動支援センター 平成29年12月23日 広島国際会議場地下2階大会議室「ダリア」 ○




