四国 ESD フォーラム
2021

参加費無料
オンライン
参加 OK！

（日本ESD 学会 第２回 四国地方研究会）
ESD（Education for Sustainable Development : 持続可能な
開発のための教育）は、SDGs（Sustainable Development Goals :
持続可能な開発目標）達成において重要な役割を果たします。
四国地域におけるESD 実践事例の紹介、意見交換などを通して、
これからの四国のESD や持続可能な地域づくりについて一緒に考え
ます。ここから新しいアイデアが生まれるかもしれません。オンラ
イン参加もできますので、ぜひこの機会にご参加ください。

3 14
月

日 日

10：00～16：15
A．オンライン参加

10：00～16：15
Zoom
B．会場参加

基調講演「学校教育における ESD＆SDGs」

愛媛大学教育学部 大講義室

見上一幸氏（日本 ESD 学会・会長、前・国立大学法人宮城教育大学・学長）

（愛媛県松山市文京町 3 番）
※分科会については各教室に分かれます
①ESD に関する自由発表（401 講義室）
②ESD・SDGs ツアー（102 講義室）
③ESD 教材・カリキュラム作り（201 講義室）
④企業×ESD（203 講義室）

平成元年 4 月 宮城教育大学准教授
平成6年11 月 宮城教育大学教授 、以後、附属環境教育実践
研究センター長 、附属小学校長、学長特別補佐 国立大学
法人宮城教育大学理事（総務担当）
・副学長を歴任
現在は尚絅学院大学特任教授、仙台ユネスコ協会・会長
専門は生物学

「高校生×大人 ESD トーク」
高校生の活動紹介の後、参加者の皆さんと
一緒に ESD について語り合いましょう！

四国の高校生の
活動がわかる！

分科会
日本 ESD 学会員らによる
自由研究発表

ESD・SDGs
ツアー

ESD 教材・
カリキュラムづくり

企業×ESD

※分科会詳細については裏面をご覧ください。

問合せ・申込み

定員 200 名（会場/Zoom 各 100 名）

申込締切 3月12日（金）
17：00まで

四国地方ESD活動支援センター（四国ESDセンター）
TEL：087-823-7181
FAX：087-823-5675

※新型コロナウイルスの影響によりオンラインのみの開催と
なる場合がございます。ご了承ください。
※国の緊急事態宣言または自治体から緊急事態宣言に準
じた発令が発出されている地域にお住まいの方は、オン
ラインでの参加をお願いいたします。

ESD は SDGs 達成にとても重要な役割を
果たします
ESD は、Education for Sustainable Development の略で「持続
可能な開発のための教育」と訳されています。
現在、世界には、環境・貧困・人権・平和・開発といった様々な
地球規模の課題があります。
ESD とは、地球に存在する人間を含めた命ある生物が、遠い未来
までその営みを続けていくために、これらの課題を自らの問題と
して捉え、一人ひとりが自分にできることを考え、実践していく
こと（think globally, act locally）を身につけ、課題解決に
つながる価値観や行動を生み出し、持続可能な社会を創造していく
ことを目指す学習や活動です。つまり、ESDは持続可能な社会づく
りの担い手を育む教育です。
文科省ホームページより http://www.esd-jpnatcom.mext.go.jp/about/index.html

メール：info@shikoku-esdcenter.jp

主 催 ● 四国地方 ESD 活動支援センター、環境省中国四国地方環境事務所四国事務所、日本 ESD 学会、
愛大・ESD ラボ、愛媛大学教職大学院
協 力 ● 四国環境パートナーシップオフィス（四国 EPO）
後 援 ● 愛媛大学（教育学部、SDGs 推進室）
、特定非営利活動法人持続可能な開発のための教育推進会議（ESD-J）
、
ESD 活動支援センター（2 月 22 日時点）

プログラム(敬称略)

)
午
前
の
部

9:30
10:00
10:00
10:10

受付開始（大講義室）
開 場
開会挨拶 近森 憲助（四国 ESD センター長）
基調講演 「学校教育における ESD＆SDGs」
見上 一幸（日本 ESD 学会・会長、前・国立大学

11:10
11:20

休 憩
「高校生×大人 ESD トーク」
（大講義室）

展示コーナー（場所：103 講義室）
●ESD・SDGs 関連教材・図書の
展示・販売
●高校生取組紹介展示

法人宮城教育大学・学長）
）

ぜひご覧ください！

【徳島県】徳島県立城西高等学校
【香川県】香川県立善通寺第一高等学校
【愛媛県】愛媛大学附属高等学校
【高知県】高知県立山田高等学校

12:30
休 憩
13:30
分科会（事例紹介＆意見交換）
1. 日本ESD 学会員らによる自由研究発表（401 講義室）
▶ESD に関するテーマで研究発表と自由討論を行います。
・井 上 昌 善 (愛媛大学教育学部社会科教育講座・准教授)
・梅 木 謙 一（松山市考古館長）
・藤岡美奈子（ふ志や呉服店女将）
・菅 ま り（特定非営利活動法人 作業所こまどり）
・峰 山 詩 歩（愛媛大学大学院教育学研究科・大学院生）

2. ESD・SDGs ツアー（102 講義室）
▶フツーのツアーとはちょっと違う！？
ESD・SDGs ツアーの魅力をご紹介します。
事 ・うどんまるごと循環コンソーシアム
例
（一般社団法人）そらの郷
紹・
介 ・パンゲアフィールド
※コーディネーター

※コーディネーター

・宇賀神幸恵（四国 ESD センター事務局長）

・吉見香奈子（松山市立潮見小学校教諭）

午
後
の
部

3. ESD 教材・カリキュラムづくり（201 講義室）

4. 企業×ESD（203 講義室）

▶ESD×フィリピン、ESD×モザンビーク事例から学ぶ！

▶「人を育てる」企業の取り組みを紹介します。
事 ・IKEUCHI ORGANIC（株）
例
（株）ハレルヤ
紹・
介・
（株）平野 平野薬局

「松山市 SDGs 冊子活用と ESD for 2030 実践！」
・木村英理子（松山市立清水小学校 学校図書館支援員）
・松 本 光 司（特定非営利活動法人 Community Life 代表）
※コーディネーター

※コーディネーター

・竹内よし子（
（特活）えひめグローバルネットワーク 代表理事）

・常川真由美（四国 EPO 所長）

15:00
15:50
16:00
16:05
16:15

全体共有
司会進行：竹下 浩子（愛媛大学教育学部准教授）（大講義室）
総 評
見上 一幸（日本 ESD 学会・会長、前・国立大学法人宮城教育大学・学長））
閉会挨拶
酒向 貴子（環境省中国四国地方環境事務所四国事務所長）
QR コードは
お知らせ・アンケート記入
こちら！
終 了

下記事項を添えてメールまたは FAX でお申し込みください。
メール：info@shikoku-esdcenter.jp FAX：087-823-5675（※FAXの方は申込用紙をご利用ください）
※オンライン出席を希望される方には前日までにアクセス先をお知らせしますので、連絡可能なメールアドレスを必ず明記ください。
ご連絡頂いたアドレスへ申し込み受付完了のお知らせを致します。お申し込み後、当方からの連絡が土日を除く 2 日以上ない場合は、申し込み到着確認の連絡を
お願いいたします。
※個人に関する情報は、本フォーラム開催の目的以外には使用しません

申込用紙
＜お住まい＞ 都道府県

＜お名前＞

市町村

＜ご所属＞
<ご連絡先> TEL：

メール：

参加方法（いずれかに✓をつけてください）

□ オンライン参加（Zoom）

□ 会場参加

※安定したインターネット回線、パソコン（もしくはタブレット端末、または ※新型コロナウイルス感染症予防のため、消毒やマスク着用のご協力をお願いします。
スマートフォン）をご用意ください。
また発熱など風邪の症状のある方は参加をお控えください。

分科会 ※（

）内に第 2 希望までご記入ください

1．日本 ESD 学会員らによる自由研究発表（
3．ESD 教材・カリキュラムづくり（

）

）

2．ESD・SDGs ツアー（
4．企業×ESD（

）

）

