第5回ESD日本ユース・コンファレンス参加者 43名

五十音順

敬称略

1・・・ 浅川

裕子

・京都大学教育学部
・アマル(きぼう)プロジェクト / 幹部

2・・・ 飯田

裕大

・フェアトレード学生ネットワーク（エグゼクティブメンバー/中部支部副代表）
・OXFAM JAPAN （2018年度チェンジリーダー）

3・・・ 伊藤

栞

・One Young World 2018ハーグ大会日本代表
・AIG高校生外交官プログラム事務局 カウンセラー

4・・・ 井原

友美

八千代市立大和田南小学校 / 教諭

5・・・ 岩熊

広子

横浜市立市ケ尾中学校 / 教諭

6・・・ 大塚

広基

NPO法人 キッズドア / 教育支援事業部 東北チーム コーディネーター

7・・・ 大橋

寛実

NPO法人 とよなかＥＳＤネットワーク / スタッフ

8・・・ 大橋

衛

・NPO法人ＳＥＴ / 理事
・ハッピーテラス株式会社 / キャリア支援事業部 ディーキャリア研修担当

9・・・ 岡本

和馬

エッジニア合同会社 ディレクター

10・・・ 非公開
11・・・ 片山

裕美子

酪農学園大学大学院 修士課程

12・・・ 加藤

超大

・公益社団法人日本環境教育フォーラム国際事業部 コーディネーター
・青年海外協力隊 環境教育OV会 会長

13・・・ 加藤

茉子

国際教養大学・国際教養学部グローバルスタディズ課程

14・・・ 金江

理紗

・日本大学芸術学部放送学科 / 学生
・NPO法人グリーンズ / インターンシップ生

15・・・ 加納

健介

・学校法人尾張学園 豊田大谷高等学校 / 教諭
・環境教育インストラクター

16・・・ 神垣

匠

・公益財団法人岡山県環境保全事業団 環境学習センター「アスエコ」
・かいわれの会 / 代表

17・・・ 栢之間

倫太郎

八王子市立上壱分方小学校 / 教諭

18・・・ 河合

将樹

・名城大学 / 日本模擬国連 渉外・事業担当
・学生協力員（ピアサポート団体）

19・・・ 川合

真澄

九里学園高等学校 / 教諭

20・・・ 佐井

以諾

・東京大学工学部システム創成学科環境エネルギーコース
・JYPS（Japan Youth Platform for Sustainability）

21・・・ 斉藤

美悠

・一般財団法人北海道国際交流センター プログラムコーディネーター
・ESD活動支援センター 社会人ESDユースレポーター

22・・・ 塩見

優子

・NPO法人ＪＡＥ / 理事
・キャリア教育コーディネーター

23・・・ 重松

雅治

麗澤中学・高等学校 / 教諭

24・・・ 白川

陽一

名古屋市青少年交流プラザ（ユースクエア） / ユースワーカー

25・・・ 武田

裕希子

・ウータン・森と生活を考える会
・認定NPO法人 環境市民

26・・・ 谷口

真布

・大阪大学文学部人文学科
・豊中こどもれもねいど 学生代表

27・・・ 谷中

駿太

・國學院大學経済学部
・湯河原町SLC会長

28・・・ 鴇田

陽介

ハッピーテラス株式会社 / 通所支援事業部 多機能型グループ グループ長

29・・・ 中田

悟

富山国際大学付属高等学校 / 教諭

30・・・ 西尾

亜利紗

四日市市立内部中学校 / 教諭

31・・・ 野寺

祐生

大阪大学大学院工学研究科ビジネスエンジニアリング専攻修士

32・・・ 橋本

健太

・一般社団法人 地域問題研究所
・特定非営利活動法人 NICE（日本国際ワークキャンプセンター)

33・・・ 原

智美

・国立国会図書館
・持続可能な開発のための教育推進会議（ESD-J）

34・・・ 原子

桂輔

東京立正中学校・高等学校 / 教諭

35・・・ 平岩

尚子

学校法人AICJ鷗州学園AICJ中学高等学校 / 教諭

36・・・ 藤井

裕介

環境省大臣官房環境経済課環境教育推進室 / 環境専門員

37・・・ ﾍﾞﾚｽﾍﾞﾗｽｺ･ｼﾞｬﾝｺ

・トビタテ留学JAPAN６期生（国際教育留学）
・早稲田大学政治経済学部

38・・・ 細川

由起

岡山市立岡西公民館 / 主任（社会教育主事）

39・・・ 松島

有理

フリーランス（プランナー・クリエイティブディレクター、イラストレーター等）

40・・・ 松本

麻美

・一般社団法人 Think the Earth / 推進スタッフ
・フリーランス編集者・ライター

41・・・ 宮﨑

いずみ

・国際基督教大学教養学部アーツ・サイエンス学科
・One Young World (南アフリカ大会・アイルランド大会日本代表)

42・・・ 櫓
43・・・ 山田

乃里花
慶太郎

・奈良教育大学ユネスコクラブ 副代表
・奈良教育大学ESDティーチャープログラム履修生
・シャープ株式会社
・NPO法人 教育のためのTOC日本支部

企画・運営チーム
【プログラムサポート】 （過去ＥＳＤ日本ユース・コンファレンス参加者）
青山 真弓
伊藤 菜々美
河野 晋也
新荘 直明
高橋 尚也
星 久美子
安田 侑加

【ファシリテーター&講師】
嘉村 賢州

【講師】
倉増 京平

【事務局（五井平和財団）】
有馬
鈴木
中並
中山
宮崎

徹
啓介
千景
樹
雅美

あさかわ

ゆうこ

浅川

裕子

ふ り が な

氏

名

所属/肩書

私のＥＳＤ活動

都
道
府
県

京都府

・京都大学教育学部
・アマル(きぼう)プロジェクト / 幹部
外国につながりのある子どもたちの学びを保障するため
の地域連携活動

関心・活動の SDGｓ

活動の概要
〈活動概要〉 関西には、2016 年に紛争地から避難してきた家族が暮らす地域があります。ここには約 10 名の児童がお
り、日本語や日本の学校文化が全く分からない状態で公立小学校に通っていました。この状況を受けて、難民支援系学
生団体から有志を募り、「アマル(きぼう)プロジェクト」を結成しました。プロジェクトでは、月 2 回の日本語学習教室を行うと
ともに、地域行事に参加して住民との交流を促進しました。2018 年からは、子どもたちのニーズの変化に応じて活動内容
を変更し、進路支援教材の作成と国際交流協会と協働した外国につながりのある子どもたちとの交流事業の運営に取り
組んでいます。
〈先駆的な取り組み〉 ①協働的な学習支援…学生ボランティアや受入れ地域の近隣住民、行政、日本語教育の専門家
等の様々な協力者を巻き込んだ支援体制の構築。
②「やさしい日本語」での進路指導資料…日本での定住の意思を受けて、児童が日本での将来設計の参考となる資料を
作成した。児童と保護者が読める「やさしい日本語」を用いて様々な職業とキャリアモデルの紹介。
〈成果〉 ①協働的な学習支援による協調効果…国際交流協会との協働により、多様な国のルーツを持つ児童との交流
が実現した。今後、職業体験施設への校外学習が実施される予定。
②他地域へのインパクト…UNHCR より他の難民コミュニティにも活動が紹介された。今後は類似のニーズを持つ子どもた
ちに、進路指導教材の提供を予定。
・UNHCR 駐日事務所「5．4．若者による取組み 地域における定住促進プロジェクト」『難民との対話から聞こえてきた声－AGDM PA 2016 年
度サマリ－』 http://www.unhcr.org/jp/wp-content/uploads/sites/34/2017/11/AGDM-PA-2016_1020_final.pdf

今後の活動の展望と周囲や社会への還元
私は、コンファレンスへの参加を通して、日本各地で様々な活動をする参加者のみなさんから、多くのアイディアを得
て、互いに協力できる関係を築きたいと考えています。そして、自分の活動を以下のように発展させたいと考えています。
まず、「アマル(きぼう)プロジェクト」での活動は、2018 年度を持って発展的に解消することが予定されています。活動の
成果を類似のニーズを持つ他の地域にも共有するための報告会や報告資料の作成、活動地域での持続的な支援体制
の構築に尽力します。
現地域での活動は終了するものの、昨今の外国人労働者の受入れ拡大の動向を受けて、地方自治体の外国人受け
入れ体制の構築は急務であると考えます。来年度から勤務する機関は、日系移民の受入れ事業を実施した数多くの知
見や日本各地に地域拠点とパートナーを持ちます。したがって、先行事例から知見を得ると共に、地域や外国人のニーズ
に応じた包摂的な受け入れ体制の構築に尽力します。
また、来年度からは職務を通して、主に技術教育・職業訓練の分野における、特に SDGs４と 8 に関わる教育政策の策
定とプロジェクト立案を通して、途上国の発展に寄与したいと考えます。
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ゆうだい

飯田

裕大

ふ り が な

氏

名

都
道
府
県

愛知県

所属/肩書

・フェアトレード学生ネットワーク（エグゼクティブメンバー/中部
支部副代表）
・OXFAM JAPAN （2018 年度チェンジリーダー）

私のＥＳＤ活動

フェアトレードなどの国際協力の認知度を高め人々の生
活の身近に近づける活動

関心・活動の SDGｓ

活動の概要
私は国際協力をすべての人の生活の身近に！というテーマを掲げて複数の団体で代表等の役職を担いながらイベント
を開き国際協力の認知度を高める活動をしております。具体的な活動として、FTSN の幹部として全国の幹部メンバーと
協力して日本全国のフェアトレードに関心のある学生を集めて交流し、議論し、考え、行動に繋げる 2 泊３日の１００人程
集まる日本国内の学生の主催するフェアトレード関連のイベントとしては最大規模の全国合宿を開いたり、FTSN 中部の
副代表としてタレントの GENKING さんとエシカルファッションについて議論を行ったり、名古屋の社会人 NPO 団体の FTNN
（フェアトレード名古屋ネットワーク）と連携して名古屋市でフェアトレードコーヒーサミット等の日本でも最大規模のフェアト
レードイベントの運営や登壇者として関わっております。私自身の活動してきた実績の例として、中京大学の松原幹先生
の２００人規模の講義にてフェアトレードと環境保全に関して複数回講義を行ったり、国際協力とスポーツを繋げて学生が
気軽に楽しく参加できるチャリティーフットサルというイベントを開いてそのイベントの利益でフィリピンに井戸を建てるプロ
ジェクトを立ち上げて実際に現地に井戸を建てました。また今年度から NGO 団体の OXFAMJAPAN に日本で国際協力に
関わっている学生の中から学生メンバーとして選抜され関わっております。

・「OXFAM JAPAN」 http://oxfam.jp/whatyoucan/05/change-initiative.html
・「FTSN」 https://ftsn-japan.jimdo.com

今後の活動の展望と周囲や社会への還元
私は ESD 日本ユース・コンファレンスに参加して私たちが日々の生活の中で日本国内だけでなく世界全体の教育格
差をなくすためにできることが何かを他のメンバーと話し合っていく中でアイディアを考え出したいと思っております。また
日々国際協力に関わっている学生活動家としてその持続可能な日本国内で行うことのできる国際協力をより実現可能な
ものにして、それらを私の日々行っている国際協力を人々の生活の身近にするために行っているイベントやワークショッ
プを開く活動と結びつけて今後広めていきたいと考えております。私の主な活動対象である学生に発信することによって
より長い期間で持続可能な国際協力にすることができると強く思っており、もし活動に関心のある学生がいた際には同じ
学生の目線から物事を考えることのできるリーダーシップを発揮して学生をまとめて活動に巻き込んでいけると考えてお
ります。またコンファレンスを通して学ぶことのできる他の分野から見た持続可能な教育の知識を私の日々の活動の中で
用いてより多くの人々に国際協力の重要さを伝えることができると強く感じております。
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伊藤

栞

都
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府
県

神奈川県

・One Young World 2018 ハーグ大会 日本代表
・AIG 高校生外交官プログラム事務局 カウンセラー

私のＥＳＤ活動

ステレオタイプのない社会づくりのためのインプットと
アウトプット

関心・活動の SDGｓ

活動の概要
2016 年、AIU 高校生プログラム(国際機関や米国国家機関の見学とプリンストン大学で米国の高校生と“人間交流”を
するもの)に参加しました。人種のるつぼのアメリカで日本では見られない多様性を学んだ他、自身の米国の印象と現実
が乖離しており固定観念を抱いていたことに気付いた。現在ではカウンセラーとして柔軟的なグローバルリーダーの育成
に携わっている。
2017 年、全国の高校生が集って理想の日本を実現するための政策立案コンテストに参加した。奨学生として出場して
いた学生が貧困層の育ちで、意欲があっても時間的・金銭的な理由で勉強ができないことや、そもそも学ぶことに対する
動機を持たない子どももいる現状を知った。教育格差に対して問題意識を抱くきっかけとなった。
同年に参加した模擬国連をきっかけに難民問題に関心を持ち、前述のコンテストでメンターとしていらっしゃった元国連職
員の方に招待していただいて東洋英和女学院大学の生涯授業に通った。また、難民支援団体や在日アフガニスタン難民
の方などを訪問し、出生地によって大きく生きる境遇が異なってしまうことを学んだ。またアウトプットとして、当事者に近い
視点を持つために 2018 年 8 月に Learning for All にて東京都の貧困層の子供たちに学習支援を行う。また、2018 年 10
月に One Young World という世界大会に日本代表として臨む。190 以上もの国々から若者が集まる場で「ステレオタイプの
ない社会」を創造するためにできることを話し合う。

・「AIG 高校生外交官渡米プログラム」 http://www.highschooldiplomats.org/contents/us-hsd.html
・「NPO 法人 Learning for All」 https://learningforall.or.jp/

今後の活動の展望と周囲や社会への還元
私は大学４年間を次のように定めている。１年目は広い分野での俯瞰的な吸収とその発信の時期、２年目は創造した
い価値を創出するための準備期間、３・４年目は自身が発信者となって自分だから提供できるものを主体的に発信する期
間だ。大学卒業後は３・４年目での取り組みの影響範囲を広げる形で社会に貢献していきたい。
事実、ただ漠然と地球規模で活躍できる人になりたいという理想を抱いているだけで、まだ将来何の問題に対して焦点
を当て、どのようなアプローチ方法で解決に寄与して行くのか決断できていない。しかし、どのような分野で活動するとして
も、ESD の理念は重要であると考える。世界には環境・貧困・人権・平和・開発など多岐に渡って地球規模の課題がある。
地球に存在する生物が未来まで営みを続けるために、これらの課題を一人一人が「自分ごと」として問題を捉え、各々で
きることを考えて実践していく姿勢を持つことが、持続可能で万人にとって住みよい社会を創造していくことに繋がる。そし
て、その姿勢を ESD で培うことができる。上記の将来設計を遂行する上で、 “think globally, act locally”な思考を持つ人々
を増やしていきたい。
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私のＥＳＤ活動

都
道
府
県

千葉県

八千代市立大和田南小学校 / 教諭

問題意識を高める授業づくり

関心・活動の SDGｓ

活動の概要
本校は社会科と生活科の研究校であり、ＥＳＤの視点を研究に取り入れている。社会科で重要なのは、子ども一人一人
が自分なりに解決したい「問題」を発見し、それに向かって調べながら理由づけをしていき、「解決」していく過程である。こ
の「問題解決学習」が問題意識と解決能力を育み、これからの社会を担う子ども達を育てていくと考える。
ＥＳＤの視点をもって、身近な事柄の教材化を図った。市内で一番大きい、自慢の一つである校庭に調整池が作られる
ことなった。校庭が狭くなることで、休み時間の制限やマラソン大会の中止などが重なり、子ども達の中に「狭くなってしま
うから嫌だ。」「どうして学校につくるの？」という不満が生まれた。そこで、子どもの素直な思いを、ＥＳＤの視点につなげ、
授業を通して不満を取り除きたいと考えた。人々の願い、歴史的条件、地理的条件の資料を提示しながら「お金」に目を
向けさせることで、社会科の「入口」とも言える学習問題を作った。学習問題は教師が与えるのではなく、子どもからの疑
問から作ることで、継続した課題意識で学習に取り組むことができた。そして、調べたことの分析を十分にさせることで「大
和田の町のためなら学校をぜひ使ってほしい！」「工事が始まってよかった。」というプラスの考えに変わった。目の前のこ
とだけでなく、先のことを考えることができる子ども達を育てていけるような教育活動に取り組んでいる。

今後の活動の展望と周囲や社会への還元
同じ志をもつ、様々な立場で活躍されている方々と情報交換や意見交流を通して、学校教育の中に隠れている ESD の
取り組みや考え方について深く考え、学級、学年、学校そして社会に還元していきたい。本校は社会科と生活科の研究を
しており、ＥＳＤの視点を取り入れようと、学んでいる最中である。ＥＳＤの新しい視点やアイデアを指導案に取り入れ、授
業実践することで他の先生方にもよい刺激を与えることができる存在になりたい。そして、その取り組みが決して自己満
足で終わることがないように、すべては目の前の子ども達のために挑戦していきたいと考える。
社会が革新している現在、昔と同じ教育をしては持続可能な開発のための教育はできない。少し視点を変え、新しいア
イデアの集まる場所が今回のコンファレンスなので、ぜひ参加し学びたいです。
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いわくま

ひろこ

岩熊

広子

ふ り が な

氏

名

所属/肩書

私のＥＳＤ活動

都
道
府
県

神奈川県

横浜市立市ケ尾中学校 / 教諭
これからの社会を担っていく子どもたちと共に、持続
可能な社会について考える

関心・活動の SDGｓ

活動の概要
より良い未来をつくる活動として、私たちの学校では、大きく 2 つのことを行っている。
まず 1 つ目は、教員として、ESD の視点で目の前の子どもたちと接することである。私たちが暮らす地球は、今、様々な
課題を抱えている。エネルギー問題や食糧問題、貧困について…。これらの課題を解決していくのは、今を生きる私たち
であるし、これからの社会を担っていく子どもたちである。ESD とは、持続可能な社会を実現させていく力を持った人材を
育成する教育だと私は理解している。まず、教員である私たちが、ESD について理解を深めたうえでその視点をもって、
様々な教育活動を行わなければならない。また 2015 年に国連で採択された持続可能な開発目標である SDGｓの 17 の
目標の重要性を、子どもたちに広く周知させるべく、今年度はその取り組みに力を入れている。各行事後に、どのようなこ
とを学び、それが SDGｓの 17 の目標とどのように結びついているのか、そしてその目標のために、今、自分たちができる
ことは何かについて考える時間がある。その成果もあり、生徒たちは SDGｓの 17 の目標実現に向け、少しずつ歩き出して
いる。
2 つ目は、子どもたちが暮らす地域との関わりを考えさせることである。昨年度、私たちの学校のある横浜市青葉区と
NPO が立ち上げた「まちの未来づくりプログラム～市ケ尾ユースプロジェクト」の活動を通して、地域の一員である自覚を
促している。

今後の活動の展望と周囲や社会への還元
この日本ユース・コンファレンスに参加することで得られた他の参加者の活動内容を整理し、まずは校内の教職員にも
伝え、情報を共有したい。そして、自分の授業では、子どもたちの学び合いの場となるよう、しっかりと言語活動を取り入
れ、子どもたちの考える力をより一層、養っていきたい。また、市ケ尾ユースプロジェクトでは、地域と連携しながら、子ど
もたちのアイディアを実現できるように寄り添いたい。このように、今まで取り組んでいたものについて再度検討し、より良
い活動になるよう改善しながら行っていきたい。
人を育てる“教育”は、一人ではできない。子どもたちを育てていくすべての人たちと、どのような子どもを育てていくの
か…。これからを生きる子どもたちの在るべき姿をしっかりと話し、共通理解することが大切である。したがって、ESD の視
点をもって、子どもたちに積極的にアプローチしていき、しっかりと考え、行動できる、持続可能な社会を実現させていく力
を持った人材を育成したい。その力をもった子どもたちによって、より良い社会が築けるよう、願っている。
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おおつか ひろき
ふ り が な

氏

名

所属/肩書

私のＥＳＤ活動

大塚

広基

都
道
府
県

宮城県

NPO 法人 キッズドア / 教育支援事業部 東北チーム
コーディネーター
すべての子ども達が生まれてきた環境に問わず、やりた
いことに挑戦できるための教育支援活動

関心・活動の SDGｓ

活動の概要
キッズドアは「すべての子どもが夢と希望をもてる社会」を目指して、日本国内の子ども支援に特化した活動を行ってい
る団体です。その中で私は東北チームに所属し、仙台市内および南三陸町で暮らす中高生を対象とした教育支援活動に
従事しています。具体的には高校受験サポートのための学習会「タダゼミ」、高校中退予防・大学進学サポートのための
学習会「ガチゼミ」、南三陸町内唯一の県立高校 志津川高校内の公営塾「志翔学舎」のマネジメントを担当しています。
私達の学習会に通ってくる子ども達は自己肯定感が低い、何か一つのことをやり抜いた経験がない、人間関係を築くの
が苦手といった傾向が見られます。そうした子ども達の内発的動機づけを高めるために「有能感」「自律性」「関係性」の３
つを実感できる環境作りの構築に努めています。今年度はタブレット端末を用いた ICT 教材(スタディサプリ、Qubena)を導
入し、各々生徒の学力に応じた課題や教材を提供することが可能となりました。ガチゼミでは教育 SNS「Classting」を導入
し、学習支援ボランティアと子ども達のコミュニケーション空間の構築、クラス運営の効率化と教材のペーパーレス化を推
し進めることができました。今年度上半期には社会性養成のために５名の子ども達を「U-18 東北次世代リーダーカンファ
レンス」「TMODACHI サマー2018」「ピースウィンズ・ジュニア・グローバルシチズン・サマーキャンプ」等のイベント参加へ繋
げることができました。

・「NPO 法人キッズドア」 http://www.kidsdoor.net/
・「NPO 法人キッズドア 東北事業部」 http://kidsdoor-fukko.net/

今後の活動の展望と周囲や社会への還元
私は「中高生の子ども達にどのようなアプローチを行えば、彼らがやりたいことや進路についてポジティブに向き合え、
自分自身で動き出せるようになるか」と考えながら、コーディネーターを務めています。宮城県の高校卒業後の進学率は
生活保護世帯の子どもで 23.4%、児童養護施設の子どもの進学率で 21.4%と、県内の全卒業者の 70.5%を大きく下回ってい
ます。特に高校生に対する学習支援に取り組んでいる団体は県内のみならず全国的に見てもまだまだ多くはありませ
ん。こうした背景には履修科目数の増加および指導内容の複雑化や希望する進路が多岐に渡ってくることが挙げられま
す。私も日々子ども達と関わりながら、彼らを取り巻く教育環境や入試制度の変化に精通することや進路相談のための関
連知識のインプットの多さに支援上の難しさを感じています。これに加えて子ども達の精神面でのケアや家庭環境の改善
にまで取り組むとなると、個人や一団体では手が回りません。そのため、本イベントでの出会いや体験を元に自身のスキ
ルアップを図りつつ、各専門分野で取り組む当事者が相互に支援し合えるネットワークの構築と人材育成を進めていきた
いと考えています。
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おおはし ひろみ
ふ り が な

氏

名

大橋

所属/肩書

寛実

都
道
府
県

大阪府

NPO 法人 とよなかＥＳＤネットワーク / スタッフ
自分のこと×北摂の地域資源×世界…を大事に想って、
行動できる人が増えるように、伴走したい

私のＥＳＤ活動
関心・活動の SDGｓ

活動の概要
①NPO 法人 とよなかＥＳＤネットワーク（ＴＥＮ）/スタッフ
団体概要： ビジョン（夢）は『どんな環境にあっても、誇り（自己肯定感／生きる力）を持って生きていける人がたくさん
いる』街にすること。ミッション（目的）は『行動を起こせる人を育てる』。そのため、豊中の地域資源を活かしな
がら、互いに学び合うことができる ESD プログラムの作成や講師派遣、行政との協働事業等を行っている。
活動内容：①日本ＮＰＯセンターの主催する、ＮＰＯ事業評価コーディネーター研修の一環で、プログラム評価に取り組んでい
る。定時制高校の生徒の居場所づくりや、若者の就労支援をしている団体の事業評価レポートを作成中。
②豊中市委託事業として、エコな活動に取り組むお店の取材とＨＰへの掲載。
③豊中市との協働事業。豊中市における「協働の文化」を進めるための仕組みづくり検討会の開催。
④地域の子どもたちの居場所・学習・生活体験の場、「おもろ荘」プロジェクト。
⑤市民大学（とよなか地域創生塾）の講座講師や小中高等学校・大学での出前授業

②箕面こどもの森学園 しぜんの日/ボランティア
団体概要： 『子どもは自ら学ぶ意欲をもち、自らの力で学ぶことができる』という教育観に立ち、子どもたちの自立的な学
びを支援するオルタナティブ・スクール。
活動内容： 月１で「しぜんの日」という日があり、公園や山や川にでかけ、自然遊びをする。
・「NPO 法人 とよなかＥＳＤネットワーク」 http://ten.or.jp/
・「箕面こどもの森学園」 http://kodomono-mori.com/

今後の活動の展望と周囲や社会への還元
【私が考える持続可能な社会】
心＊自分も人も地球も大切に思える。多様な価値観の人と民主的な対話ができる寛容さ、想像力、心のゆとりがある。
暮らし＊自分と家族のための時間がある。SDGｓ視点のある衣・食・住・エネルギー、仕事、投資をしている。地域の務め
（消防団、子ども会、祭）や社会課題解決のための活動をしている。企業・行政＊SDGｓ視点の事業、政策をしている。
【私の役割】
①子どもたちの伴走者…自分を大切にできたら、人や自然を思いやる気持ちも生まれるのではないでしょうか。「子どもた
ちは自ら育つ力がある」と信じて、自己肯定感が育まれる場を作りたい。
②繋げる人…様々な背景を持つ人と人、人と自然、世代と世代を、繋げる役割をしたい。特に NPO の事業の価値を「見え
る化」し、教育、自然、防災等の大切さを多くの人に共感してもらいたい。そのため私自身がステークホルダー（行政・先
生・企業等々）の文化を知りたい。コンファレンスでは、様々な立場で ESD に取り組む方々のやり方・考え方を知ることか
ら始めたいと考えている。行政の制度に ESD/SDGｓマインドを取りいれてもらいたいという野望を抱いている。
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おおはし まもる
ふ り が な

氏

名

所属/肩書

私のＥＳＤ活動

大橋

衛

都
道
府
県

・NPO 法人ＳＥＴ / 理事
・ハッピーテラス株式会社 / キャリア支援事業部

東京都

ディーキャリア研修担当

人口減少社会に伴う、だからこその豊かなまちづくり

関心・活動の SDGｓ

活動の概要
NPO 法人 SET は、岩手県陸前高田市広田町を拠点に、東日本大震災を機に設立され、現在に至るまで、町に根付い
て継続的な活動を続けています。広田町は、人口約 3200 人の漁師町。今後、日本が直面する課題を先取りしている課題
先進地域でもあります。しかし私たちは、広田町も直面しているこの人口減少社会をネガティブには捉えず、４つの事業を
通して人口が減少する中でも広田町が『やりたい』が『できた』に変わる町として豊かであり続ける、「人口が減るからこそ
豊かになるまちづくり」を行っています。
広田民泊事業では、市や他団体とも協働し、2016 年に民泊の受け入れを開始して以降 3000 名以上の生徒さんが市を
訪れ、広田町では、60 軒以上のご家庭にご協力頂けています。
高田と僕らの未来開拓プロジェクトは、地域活性化×キャリア教育プログラム。毎年恒例のクリスマスプロジェクトをは
じめ、2014 年に開始して以降、中高生と共に 20 以上の企画を実行しています。
チェンジメーカースタディ―プログラムは、1 週間の地域おこし実践プログラム。全国から 300 名以上の学生が本プログ
ラムに参加し、400 名以上の町の方々に関わって頂いています。
チェンジメーカーズカレッジは、4 か月間広田町に滞在し、夢の実現に向けて「やりたいことにとことん挑戦していく」移住
留学プログラム。全体をキャンパスとし、毎月 1５以上のアウトプットを出しながら“自分らしい生き方・働き方” にチャレン
ジしています。
・「特定非営利活動法人 SET」 https://set-hirota.com/
・「ハッピーテラス株式会社 キャリア支援事業部 ディーキャリア」 https://dd-career.com/

今後の活動の展望と周囲や社会への還元
一番考えていることは、参加して終わりにするのではなく、参加を通して出会った方々との関係性を継続することです。
上記でも述べましたが、社会課題を解決するには、一人の人、一つの会社で事を成すことは非常に難しいと考えておりま
す。では私の立場で、今すぐに、外部と連携を組み、社会課題解決にコミットしようというのは現実的に無理です。なので、
最大限行うことは、関係性を継続させることです。
もちろん、現在所属している会社、NPO では教育担当ということもあり、このコンファレンスで学んだことをそのまま研修
や社内イベントに落とし、今回のイベントに参加してなくても同じ意志、考え方を広げることで、一人でも多くの社会課題解
決の一翼を担う人材を育てていきたいと思います。
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おかもと かずま
ふ り が な

氏

名

所属/肩書

私のＥＳＤ活動

岡本

和馬

都
道
府
県

東京都

エッジニア合同会社 ディレクター
朝日新聞・未来メディアプロジェクトへの参加と学校作
りプロジェクトに参加

関心・活動の SDGｓ

活動の概要
朝日新聞が主催する未来メディアプロジェクト「未来メディア／2030 SDGs で変える」というグループに所属しています。
このグループは社会課題に取り組む個人が繋がる為のプラットフォームであり、定期的にイベントや勉強会も開催されて
います。また、現役の新聞記者の方と一緒になってテクノロジーやメディアを活用して課題を克服するソリューションを探
すワークショップ「未来メディアキャンプ」という昨年開催されたイベントに参加し、開催地となった横浜市をテーマに横浜市
の社会課題を解決するアイデアを模索しました。
その他には 2020 年に逗子で「ヒミツキチ森学園」という学校を設立するためのプロジェクトに参加しております。この学校
は「自分のど真ん中で生きる」をテーマとしており、教育ではなく「共育」大人も子供も立場を関係なくお互いの意思を大切
にし、協力していくことなどを最も重視しています。SDGs や働き方改革など、社会全体で様々な変革が求められています
が、それらの問題の元を正せばすべて教育にいきつくのではないかと考えています。教育の時点から一人一人が社会課
題と向き合う意識を持つ、そしてそれぞれができる範囲でできることを実践していく、そうすることで社会は少しでも良い方
向になったり、問題解決の道筋ができるのではないかと考えているため、学校を作るという上記のプロジェクトに参加して
おります。

・「ヒミツキチ森学園プロジェクト」 http://chihomiyashita.hatenablog.com
・「2030 SDGｓで変える」 https://miraimedia.asahi.com

今後の活動や協働への展望
コンファレンス参加者との繋がりや、ワークを通じて得られるであろう、場の作り方やアクションの起こし方などの実践的
な能力を自分の所属するコミュニティ(未来メディアプロジェクトやヒミツキチ森学園)の取り組みに還元したり、個人として
誰もが自分の持つ問題意識や社会問題に対しての想いを話し合い、アクションへのハードルを下げることの出来る場を
作り出したいと考えています。最も重要なのはアクションすることだと思いますが、まずは考えること意識を変えることが必
要だと感じています。意識が変わらなければ行動もできない、そして今の社会の空気の中では社会問題について話す、
問題提起することさえ、「恥ずかしい」「意識が高いと思われるから嫌だ」などという空気がある気がします。アクションに繋
げる為に、各々の問題意識や想いを気軽に話し合い、意識を変えるきっかけとなる場所づくりやワークショップを開催した
いと考えます。意識を変えれば、その中の何人かは実際に行動を起こしてくれるかもしれない、そしてその動きが少しづ
つ波及していけば大きな動きになり、社会に対して影響をもたらすことも可能だと考えます。
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ふ り が な

氏

名

都
道
府
県

所属/肩書

私のＥＳＤ活動
関心・活動の SDGｓ

活動の概要

非公開

今後の活動や協働への展望
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ゆみこ

氏

名

所属/肩書

私のＥＳＤ活動

片山 裕美子

都道府県

かたやま
ふ り が な

北海道

酪農学園大学大学院 修士課程

市民と取り組む外来種対策

関心・活動の SDGｓ

活動の概要
【外来種問題に関する環境教育】
札幌市では、ミシシッピアカミミガメやアメリカザリガニなどの外来種の生息数が増加傾向にある。私が所属する研究室
では外来種に関する研究を行っており、その成果を環境教育にフィードバックしている。10 年間の活動の中で、小学校～
高校への定期的な出前講座や、一般市民向けのシンポジウムなどを北海道内各地で開催し、環境教育を通して生物多
様性の保全に取り組んでいる。
2017 年、2018 年には札幌市円山動物園と共同で、夏休み期間に 2 週間にわたる外来種企画展を開催した。来場者が
主体的に学べるよう展示に様々な工夫を凝らし、7500 人以上の来場者に外来種の問題を伝えることができ、大きな反響
を得た。
【札幌市まちなか生き物活動】
札幌市、NPO 法人と協力し、札幌市内に生息するアメリカザリガニについて普及啓発の事業を行った。小学 2 年生の生
活科の教科書では、身近な生物として外来種であるアメリカザリガニが取り上げられており、本事業では学校における持
続可能な生物教材を用いた教育を検討するために、公共機関・民間・教育機関が連携した。小学生には野外での防除体
験を実施し、学校の教員にはアメリカザリガニの代替種を検討するワークショップを開催し、幅広い層を巻き込んだ。
・「札幌市円山動物園 外来生物企画展」 http://jairo.nii.ac.jp/0555/00004798/en
・「札幌市まちなか生き物活動」 http://www.city.sapporo.jp/kankyo/biodiversity/machinaka/29zarigani.html

今後の活動の展望と周囲や社会への還元
【活動の発展】
私の所属する研究室では北海道内各地で環境教育を実践しているが、ESD に重点を置いた活動はまだ十分とはいえな
い。このコンファレンスで得た知見を研究室で共有し、地域住民と共に様々な課題に取り組んでいることを活かして、幅広
い地域・年齢に ESD の取り組みを広めていく。具体的には近隣の小学校やビジターセンターにて ESD プログラムの出前
講座や、一般市民向けの SDGｓと野生動物に関する勉強会の開催を検討している。
【社会への還元】
私は ESD に携わる仕事への就職を希望しており、大学院卒業後は仕事を通じて社会に還元していきたい。これまでの
経験を通じて、研究者が ESD に対しどのように貢献できるのか考え、研究機関と教育施設が連携した教育の仕組み作り
に取り組みたいと考えている。また、より広く ESD を社会に浸透させるためにはアウトリーチがもっとも重要だと考えてお
り、自分が実践するだけでなく、ESD の実践者を増やすような活動を行っていく。
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かとう

たつひろ

ふ り が な

氏

名

加藤

超大

都
道
府
県

東京都

所属/肩書

・（公社）日本環境教育フォーラム国際事業部 コーディネーター
・青年海外協力隊 環境教育 OV 会 会長

私のＥＳＤ活動

「自然環境保全」と「地域住民の貧困解消」の両立よる持
続可能な社会づくり

関心・活動の SDGｓ

活動の概要
【青年海外協力隊（職種：環境教育 派遣国：ヨルダン）2012 年 6 月〜2014 年 6 月】
大学卒業後に、青年海外協力隊として中東・ヨルダンに環境教育ボランティアとして 2 年間活動しました。ヨルダンでは、
教育局に配属され、小中学校で環境問題（ごみの削減や森林保全など）の出前授業を行った他、エコクラブ教員に対して
環境教育の研修を開催しました。また、帰国後は 2 年間の活動経験を日本社会に還元すべく、ボランティア有志で「環境
教育 OV 会」を立ち上げ、環境教育や国際協力に興味のある方を対象に活動体験談などを報告するイベントを定期的に
開催しています。
【日本環境教育フォーラム 2014 年 7 月〜現在】
現在は日本環境教育フォーラムに就職し、カンボジアやバングラデシュ、インドネシアなど、主にアジアの途上国をフィー
ルドに生物多様性保全の教材開発、自然の恵みを活かした製品（はちみつ、ヤシ砂糖など）の生産・販売支援、エコツー
リズム開発を行なっています。これらの活動を通して「自然環境保全」と「地域住民の貧困解消」の両立による、持続可能
な社会づくりを目指しています。

・「日本環境教育フォーラム」 http://www.jeef.or.jp
・「環境教育 OV 会」 https://seejocv.weebly.com

今後の活動の展望と周囲や社会への還元
私には夢があります。それは、日本型の環境教育のひとつでもある自然学校を、開発途上地域に広めることです。まず
は寄付金や助成金を集めて、バングラデシュ初の自然学校を 3 年以内に設立することを目指しています。
自然学校を設置することで、地域に新たな産業や雇用が生まれます。それにより、違法伐採や密漁などが減り、自然環
境の保全につながります。また、これまで都市部に流出していた若者は地域に残ることもでき、地域の伝統的な知恵や文
化も守られます。このように自然学校は、持続可能な地域づくりの拠点として自然・社会・文化資本を守ることができます。
ただし、この夢を実現するためには私一人の力では決してできません。そのためにも、多様な経験やノウハウを持つ第 5
回や歴代 ESD ユース・コンファレンス参加者とのネットワークを活かしながら進めていきたいと考えています。
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かとう

まこ

加藤

茉子

ふ り が な

氏

名

所属/肩書

私のＥＳＤ活動

都
道
府
県

愛知県

国際教養大学・国際教養学部グローバルスタディズ課程
UN University Volunteer (UNESCO、ベトナム)や MEXT(日本ユネスコ国内委
員会)インターンシップに参加し、SDGs と ESD の研究、研修、発信に努めた

関心・活動の SDGｓ

活動の概要
教育開発の最前線を学びたいとの思いから、2017 年 9 月より５ヶ月間、ベトナムの UNESCO(ユネスコ：国際連合教育
科学文化機関)事務所にて教育プログラムアシスタントとして活動して参りました。UNESCO が主導している SDG4『質の高
い教育をみんなに』の枠組みのもと、ベトナム国内に置ける教育政策やプログラム、教育研究のレビューや補佐をするの
が主な仕事でした。
限られた時間の中、大きく３つの課題を持ち UNV(国連ボランティア)活動を行いました。まず、ベトナム教育の質向上の
ため、教育現状を分析する Education Sector Analysis は専門性と読みやすさを心掛けて丁寧に添削・仕上げを行いまし
た。２つ目に、ベトナムと UNESCO の協力を促すため、UNESCO 教育分野の働き（特に ESD に関して）を SNS やウェブを
通じタイムリーに共有しました。最後に、UNV の一員として、大学生や青年同盟メンバーに対し、プロジェクトマネジメント
やジェンダーの研修を行い、質の高いボランティアリズムの普及にも努めました。
これらの活動は写真やビデオを用いて Facebook と Instagram に発信をしました。これらの活動や様々な人々との出会
いを通じ、改めて国際協力・教育開発の分野に可能性を感じ、更なる関心と責任を持ち始めました。
更に、平成３０年夏期ユネスコ国内委員会インターンシップを通じ、日本国内における UNESCO 活動や課題を学びまし
た。現在は勉学を通じて UNESCO・ESD に対する知識を培い、どうしたらより多くの若者に UNESCO 活動に参加してもらえ
るかを模索しています。
・「UNESCO Office in Viet Nam」 https://www.facebook.com/UNESCOinVietNam/?ref=br_rs
・「TakeAction_JP」 https://www.facebook.com/takeactionJP/

今後の活動の展望と周囲や社会への還元
ユースコンファレンスに参加するにあたり、（大学の位置する）秋田のような地方に、どうやって SDGs と ESD の認知度・
参加率をあげるかを課題とします。まず、国内で ESD に関する活動をしている様々な分野の参加者と出会い、SDGs と
ESD に関する広報・活動普及事情を聞き取り調査します。そこからフィードバック等のヒントを得て、学生でも参加しやすい
ミニプロジェクト企画・提案・実行し、SDGs/ESD 推進リーダーとして今後も活動していきたいです。また、在学中に『日本に
おける ESD の働き』の研究を進めておりますので、今回の学びを今後の研究にも繋げていきたいです。
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かなえ

りさ

金江

理紗

ふ り が な

氏

名

所属/肩書

私のＥＳＤ活動

都
道
府
県

東京都

・日本大学芸術学部放送学科 / 学生
・NPO 法人グリーンズ / インターンシップ生
アートプロジェクトの参加と「いかしあうつながり」
の実践

関心・活動の SDGｓ

活動の概要
アートを学び、社会を彫刻する
私が昨年度参加した Relight Project/Committee の前身「光の蘇生プロジェクト」は、東日本大震災を契機に消灯したア
ーティスト・宮島達男の作品《Counter Void》について、3.11 以後の社会にふさわしいカタチでの再点灯を検討するために、
講座・ワークショップ等の様々なプログラムを実施。その後「Relight Project」と名を改め、アートと社会の関係性について
実践的に学ぶ市民大学「Relight Committee」と再点灯のためのアートプロジェクト「Relight Days」が立ちあがります。
人を思いやれる想像力と、出口のない問題を突破する創造力の二つを獲得できるアート。まさに様々なバックグラウンド
を持つ Relight Committee のメンバーと感想や意見を共有する時間は、そんなアートの価値を体現していました。そして
Relight Days では、震災への思いを再び意識し「3.11 が〇〇している」ワークショップという形で残すことができました。
これらの活動は、より良い未来を直接的につくったわけではありません。しかし、主体的に学ぶこと、社会・自分・他人と
対話を繰り返すこと自体が、より良い未来をつくるための想像力を養うことになると考えられるようになりました。

・「Relight Project」 https://relight-project.org
・「NPO 法人グリーンズ」 https://greenz.jp

今後の活動の展望と周囲や社会への還元
Relight Project 終了後、私は「一人ひとりが『ほしい未来』をつくる、持続可能な社会を目指す」NPO 法人グリーンズにイ
ンターンとして関わることになり、現在も活動中です。その中で、グリーンズが掲げる合言葉『いかしあうつながり』につい
て様々な人と考える機会を設けることができないか、多様な生き方、働き方を知れる機会をつくることはできないかなどと
考えていますが、まだ実現には至っていません。このコンファレンスの参加をきっかけに、そんな漠然としているアイデア
を具体的なアクションとして起こしていきたいです。
また Relight Committee のように、答えのないもの＝アートを学ぶことを通して、社会やそれを構成する人、自分につい
て考えることができるコミュニティや機会をつくっていきたいとも思っています。
正直なところ今はまだ、自分発信で何かをつくっていく段階には至っていません。色々な人と出会い、色んな考え方に触
れながら、そして共により良い未来を創造できる仲間を見つけ切磋琢磨し合いながら、思い描く未来の実現に向けて、自
分の考えを深めていきたいです。
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かのう

けんすけ

加納

健介

ふ り が な

氏

名

所属/肩書

私のＥＳＤ活動

都
道
府
県

愛知県

・学校法人尾張学園 豊田大谷高等学校 / 教諭
・環境教育インストラクター
教室から世界へと視野を広げる活動をしています

関心・活動の SDGｓ

活動の概要
①世界一大きな授業への参加
２０１６年度と２０１８年度に現代社会などの授業の一環として参加をしました。世界の貧富の格差について知るアクティ
ビティを行い、どのような支援が必要かを生徒に考えさせました。
②愛知サマーセミナーでの ESD 講座の実施
２０１５年度より４年連続で講座を開いている。５０年後の望ましい社会を参加者がワークショップを通じて考える機会を
提供したほか、今年度は参加者が考える未来像が SDGｓのどの目標に該当するのかを知るアクティビティを行った。勤務
校の生徒や他校の生徒や保護者、一般市民の方々に参加をしていただき、「現代社会における様々な課題について知る
ことができた」、「課題の解決のために協力をしていく必要がある」等の参加者からの感想をいただいています。
③地産地消でのお菓子作り
２０１６年度の勤務校での文化祭にて「地産地消」をテーマとしてカフェを出店した。担当クラスの生徒に地産地消、地域
の食材にどのようなものがあるかを調べさせました。そのうえで地元産の卵や小麦粉などを用いたお菓子を作り、文化祭
で販売して地元産の農作物についての認知度を高めました。
・「豊田大谷高校 HP『世界一大きな授業』」 http://toyotaotani.owari.ac.jp/news/?p=19551
・「愛知サマーセミナーHP『ESD 講座』」 http://samasemi.heteml.jp/flex/php/SearchClass.php?ex=1&ev=20&g=36&p=1&i=1017

今後の活動の展望と周囲や社会への還元
①活動の発展・・・理想としては前任校で取り組んでいたような活動をしていきたいです。ユネスコ・スクールの登録校だっ
たので、年間プログラムの中で様々な活動に生徒が取り組むことできていました。
今取り組んでいる活動を基礎として、活動を広げ・深めていきたい。具体的には学校の教育活動に ESD および SDGｓに関
する取り組みを組み込むことです。教科目標への明記、総合的な学習の時間での実施、サステナビリティの活動を学内で
推進していくための組織づくりを行っていきたいです。現状のような一過性で終わってしまうような取り組みではなく、継続
的にプログラムを行っていくための基盤を作りたい。
②周囲や社会への還元・・・まずは ESD の有用性を周囲に理解してもらえるように取り組みたいです。ESD そのものの認
知度もまだ高いとは言えないので、どのようなものなのかを知ってもらい、なぜ取り組む必要があるのかをしっかりと話せ
るようになっていきたいです。特にまずは自分が所属する教科部会が最優先課題かと思います。
いざ組織をあげて ESD に取り組めるようになることで、持続可能な社会を形成していくための人づくりができると思いま
す。
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かみがき たくみ
ふ り が な

氏

名

神垣

匠

都
道
府
県

岡山県

所属/肩書

・（公財）岡山県環境保全事業団 環境学習センター「アスエコ」
・かいわれの会 / 代表

私のＥＳＤ活動

持続可能な社会の構築の為に、若者向けの環境イベント
の開催を行っている

関心・活動の SDGｓ

活動の概要
便利で快適な生活が当たり前になった現代において、地球温暖化や海ゴミ問題など環境問題への対応が人類の生存
と繁栄にとって緊急かつ重要な課題となっている。しかし、現代人は環境問題をはじめとした社会問題に関心がないのが
現状である。SDGs や ESD に象徴される「持続可能な社会の構築」のためには、このような問題に興味をむけ、自分事とし
て捉え、行動できる若者を増やすことが必要である。
そこで、現在私は、「環境に一生懸命な若手の連携の会（かいわれの会）」を設立して、若手のための環境勉強会や環
境イベントを実施している。今年度の実績としては、瀬戸内海の犬島で高校生から社会人の若手（約 20 名）を対象に、
「若者のための環境ミーティング 2018」を開催した。本イベントは、シーカヤック体験や海ゴミ拾いの後に、島民や環境分
野で活躍する人をゲストに招いた語り合いの場づくりを行うことで、環境問題を他人事から自分事として捉えることができ
るプログラム構成になっている。このように、若者が楽しく環境について学びながら、様々な立場や世代の人と語り合い、
持続可能な社会について考えるキッカケになる場を創造できることが、かいわれの会のオリジナリティであり、先駆的な取
り組みだと考えている。かいわれの会が過去に開催したイベント参加の中には、環境教育の現場などで、実際に活躍す
るようになった人もいることから、環境分野の若者の発掘・育成にも繋がると考えている。

・「おかやま環境教育ミーティング若手の会 ～かいわれの会～」
https://www.facebook.com/おかやま環境教育ミーティング若手の会-かいわれの会-623317637810468/

今後の活動の展望と周囲や社会への還元
本コンファレンスへの参加を通して、現在行っている「かいわれの会」の活動をさらにレベルアップさせたいと考えてい
る。犬島の活動では、福武文化振興財団の助成金を採択していただけたことから、社会貢献活動にも繋がっていると考え
ているが、今後も活動を継続していくためには、さらにスキル UP する必要があると思っている。本コンファレンスでは、全
国の次世代リーダーが集まり、一緒に企画を作り上げるプログラムになっていると聞いており、そのような経験を積むこと
で、より成長できると考えている。
さらに、仕事でも環境学習に携わっている申請者にとって、本コンファレンスで培ったノウハウは、将来的に活かすことが
出来ると考えていて、地元岡山の環境学習に ESD や SDGs の視点を取り入れることで、より良いものにしていきたいと思
っている。
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かやのま

りんたろう

ふ り が な

氏

名

所属/肩書

私のＥＳＤ活動

栢之間

倫太郎

都
道
府
県

東京都

八王子市立上壱分方小学校 / 教諭
小学校における SDGs の学習を通した ESD 実践による、
児童・地域の変容

関心・活動の SDGｓ

活動の概要
小学校６年生の児童に対して、SDGs を題材とした調べ学習を展開している。興味を持った世界の課題を SDGs と関連
させてグループで調べ、学年や保護者、教職員の前で現状や展望、自分たちに出来ることを発表した。発表の特色とし
て、聞き手を巻き込むアクティビティを扱うことを条件とした。これにより児童は相手に深く考えさせる仕掛けを作るため、
主体的に調査や話し合いを重ね、自分たちの「伝える力」によって SDGs の達成に貢献するという経験を積んだ。
この学習を通した児童の変容は大きかった。持続可能な世界を目指すべき理由やその価値を捉えた児童は、世界の
諸課題についての自主的な学習を継続した。また、他教科の学習中に児童が学習内容と SDGs の関連を指摘することも
多くあり、「勉強、全部 SDGs につながるじゃん！」と言った児童には賛同の声があがった。学習前と比較して、SDGs とい
う軸を得た多くの児童の学習意欲が向上した。
また、変容は地域の保護者にも現れ、平日に行った児童の発表会には、仕事を抜けるなどした十数人の保護者が集ま
った。参加者からは我が子の発表内容への驚きと共に、自分も何かしたくなったという声を聞くことができた。実際に子供
に促されてリサイクルを意識し始めたという家庭もあり、児童が持続可能な世界を考え学ぶことが地域に変化を与えたこ
とが確認できた。

・「JICA 2017 年度 教師海外研修の成果」 https://www.jica.go.jp/tokyo/topics/2017/ku57pq00000hwd9w.html
・https://www.jica.go.jp/tokyo/enterprise/kaihatsu/kaigaikenshu/report/2017/ku57pq00000j6pf6-att/report_07.pdf

今後の活動の展望と周囲や社会への還元
教育活動に様々な人々を巻き込み、関わる人数を増やしてより視野を広げることで、加速度的に本校の ESD を発展さ
せ、地域に変化をもたらしたい。現在は二つの方向性を考えている。
一つ目は、より多様な角度から地域を巻き込んでいくことである。コンファレンスでの気づきを生かし、地元の企業や
NPO、自治体などと積極的に連携をとり、ESD を通して児童の力で持続可能な町づくりを推進していきたい。ゴミ問題や高
齢者の交通手段の課題など、地域には児童が気づく課題も多い。関連する企業等とのタイアップにより解決を目指すこと
で、児童も今後につながるかけがえのない自己有用感を得ることができると考えられる。
二つ目は、学校全体を巻き込み、校内に ESD の潮流を起こすことである。効果的な ESD のためには体系的な指導が欠
かせない。そのために、コンファレンスでの成果や ESD のムーブメントの大きさを教職員の研修を通して伝え、次年度の
年間を通した授業研究主題に据えること目指す。また、地域・保護者と学校を繋ぐ学校運営協議会とも協力し、持続可能
な地域の実現のための地域行事の開催や、地域をあげた啓蒙活動も行っていきたい。
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かわい

まさき

ふ り が な

氏

名

所属/肩書

私のＥＳＤ活動

河合

将樹

都
道
府
県

愛知県

・名城大学 / 日本模擬国連 渉外・事業担当
・学生協力員（ピアサポート団体）
世界規模で思考し、
「自分の人生」を生きる人を増やすキ
ャリア教育の提供

関心・活動の SDGｓ

活動の概要
まず初めに、より良い未来をつくる為に必要なことは、「人づくり」だと私は考えています。なぜなら、人という社会資本
は「モノ・カネ・情報」の全てに影響を与え、人類を進歩させる存在だからです。これからの未来は、VUCA 時代と叫ばれて
いるように過去に例をない世界を生きることが予想されています。これらの時代背景を踏まえた上で、私は人材育成を目
的としたキャリア教育を実施しています。具体的には、世界規模で思考する人間を育成するための「模擬国連」、自分の
「好き」をみつけ「自分の人生」を歩む人間を育成する為の「キャリア教育」の 2 つを行っています。海外と比較し、日本の
多くの教育機関では国際問題をダイナミズムに理解できる模擬国連を実施していません。しかし、グローバル化の波によ
って英語で国際問題を議論する場面は益々求められる事が予想されます。その為、私は全国の高校や大学で模擬国連
の出張授業を通年実施しています。また昨年より、オックスフォード大学の学生と日本初となる世界標準の模擬国連を高
校生に提供する「模擬国連サマーキャンプ」も実施しています。自国以外の立場からも国際問題に関心を寄せ、「英語で」
議論する能力の育成も同時に行っていることから、弊団体は 2016 年度外務大臣表彰を受賞しました。また認知行動学に
基づいたキャリア教育も実施しており、この 2 つを掛け合わせて 21 世紀で活躍する内容を含んだ教育プログラムを提供し
ています。

・「Oxford 大生と九大生のコラボにより模擬国連キャンプ開催」 https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/topics/view/1240
・「RISING MEIJO まだ見たことない『自分』に、出会おう。」 https://www.meijo-u.ac.jp/news/detail_18180.html

今後の活動の展望と周囲や社会への還元
今回の多様で深い繋がりから、自分の活動の更なる発展と社会人になってからも「教育」に関わっていく仲間をつくり、
日本の発展に寄与していきたいと考えている。本イベント参加後も「ESD 日本ユース」として活動を継続していきたいという
意欲があることは言うまでもなく、社会人になってからもここで出会った仲間と新たな活動を起こしていきたいと考えていま
す。自分の活動の具体的な発展としては、模擬国連という教育ツールの更なる発展や掛け合わせを行える仲間を見つ
け、実際に実施したいと思っています。世代や分野を超えた方々が一堂に会することで、新たな発見があると思っていま
す。また、名古屋で「教育コンファレンス」も開催したいと思います。今年度で平成という元号が終了し、日本は次の時代に
突入します。その前に、平成を教育の観点から振り返り、未来を考える機会が私は必要だと思っています。本イベントで
は、全国から「教育」分野で意欲的に活動されている社会人、学生が多数集まることでしょう。その為、教育機関の方々だ
けでなく様々なセクターの人々と教育的な観点から「過去」を振り返り、「未来」を考えるコンファレンスを開催したいと思っ
ています。
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かわい

ますみ

ふ り が な

氏

名

所属/肩書

私のＥＳＤ活動

川合

真澄

都
道
府
県

山形県

九里学園高等学校 / 教諭
高校生や地域の人々に対し、国際交流・国際理解を学ぶ
場を提供している。

関心・活動の SDGｓ

活動の概要
本校では SGH アソシエイト校として、様々な国際的な活動を行っている。本校グローカルラーニングという授業では、世
界の状況や問題を、ワークショップやアクティブラーニング形式で学び、考え、気づかせる授業を行っている。そして、世界
の出来事を自分事として捉え、自分たちが地域でできることを考え、アクションプランを立て、実際に行ったりもしている。
また、地球塾という一泊二日の合宿も行っている。地元の留学生と本校の生徒が二日間を通して、あるテーマに沿って
世界について学ぶものである。普段関わりのない留学生が参加することで、日本人の考えだけではなく、外国人の考えを
聞き知ることで、自分の視野も広げることができる。また、英語が日常言語となり、より言語の必要性を感じることができ
る。今年度のテーマとして SDGs を取り上げ、各国の問題への取り組みと比較しながら、共通の目標を立てるようなワーク
ショップを行なった。
また、私自身、青年海外協力隊として二年間モロッコで活動した。モロッコ人の９９％がイスラム教であり、イスラム教の
文化や信仰心、考え方に触れ、私の考え方に誤解があったと感じた。帰国後、イスラム教の文化を伝え、誤解を解き、国
際交流を目的とする団体を立ち上げた。国際交流会を催し、ハラル料理を参加者全員で作りながら、ハラルとは何か、イ
スラム教のお祈りの作法とは、などの学びをムスリムの方々から直接話を聞き、参加者と共有している。

・「九里学園高等学校 国際理解教育」 http://kunori-h.ed.jp/global/
・「Tigmi」 https://www.facebook.com/tigmi.muslim.friendly/

今後の活動の展望と周囲や社会への還元
グローバル教育において、SDGs を念頭に置いて指導しているが、教育分野、国際協力、平和教育など自分が経験し、
学んできたことは具体的に教えられるが、それ以外の分野に関しては知識が足りず、偏りのある学びになっているように
感じる。そのため、何かに特化せず、総合的な知識を得ることで、SDGs を中心とした包括的な指導を行いたい。SDGs を
中心とした学びで大事なことは、”継続性”であると思う。世界の状況や問題を学び、自分の胃の周りの状況や問題に目
を向ける。そして、それに対して自分ができることを考えなければならない。その時、「途上国に行って支援する」「学校を
建てる」など、継続性がなく、今の自分にできること以上のアクションプランを考えてしまう。私自身広い視野で物事を捉
え、子供達には自分の地域で、小さなことでも、”自分ができること”を考えさせたい。そして、子供達が何をしたいか、何を
すべきかを考え、行動していけば、私たちの住む町が少しずつ良い方向に向かうのではないだろうか。その小さな一歩
が、世界平和への一歩になれば良いと思っている。
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さい

えのく

佐井

以諾

ふ り が な

氏

名

所属/肩書

私のＥＳＤ活動

都
道
府
県

埼玉県

・東京大学工学部システム創成学科環境エネルギーコース
・JYPS（Japan Youth Platform for Sustainability）

大学で持続可能な資源利用について研究し、課外活動で
インターンやイベント運営、情報発信をしております

関心・活動の SDGｓ

活動の概要
私は、大学において、持続可能な資源利用、特に金属資源の利用方法について研究しております。経済発展とともに増
加した資源・エネルギーの消費と、その影響で生じた様々な問題との関係を扱っています。特に現在は、卒業論文として
新幹線を題材に、ある製品のパフォーマンスとそのパフォーマンスを発揮する上で消費した資源の関係を定量化し、環境
負荷や資源の希少性等の観点から分析して、より効率的な資源利用を模索しています。
また、課外活動として①市民社会ネットワーク JYPS における持続可能な社会の普及啓発活動や、②JICA の資源エネ
ルギーグループでインターン、③大学内において持続可能な社会を推進する活動を行うために学生団体 UTSS を立ち上
げて活動しております。
①2018 年 2 月より JYPS に所属し、主にイベント運営や広報活動の補助を行ってきました。イベントとしては、日本
UNEP 協会や UNDP 協会のイベントで運営補助を行いました。②学問の世界だけではなく、実際に持続可能な社会を目指
して、どのような行動がされているのかを知るため、JICA の資源エネルギーグループでインターンを行いました。石炭火
力発電所支援の是非について、様々方々の意見を聞きに行き、過去資料の分析を通して、自分なりの意見を提案しまし
た。③大学内でもより多くの活動を行うため、有志で学生団体を立ち上げました。主な活動として、ツイッターでの情報発
信と 11 月の学園祭でのイベントを企画しております。

今後の活動の展望と周囲や社会への還元
私はこのコンファレンスの参加を通じて知り合った方々と、自身の活動の拡大とともに、PDCA を回しながらフィードバッ
クをもらえる関係を築きたいと考えております。現在、私の活動拠点は東京ですが、全国からの参加者を通して様々な団
体や個人とつながり、協同してイベント等を行いたいです。特に教育という点に関しましては、過去参加者を拝見させて頂
いたところ、小中学校の教師の方々が多いことに気が付きました。そこで、私の学校の団体を使い、各学校に合った教育
イベント等を行いたいです。環境教育や普段の勉強の補助等が考えられ、どれもよりよい未来に向けて、よりよい人材を
育成することにつながります。
また、私の活動はどれも学生が中心となって行っており、若さを生かした勢いのある活動を今後も行っていきたいと考
えております。その反面、若さゆえの失敗も多く発生する可能性があり、それらに対処するために、今回のイベントで私よ
りも経験値を多く積んでいる方とつながり、指導を賜りたいと考えております。日々の活動の進捗をＳＮＳ等で共有するこ
とにより、自分では考えつかない方法やリスクを教えていただき、活動をよりスムーズに行っていきたいです。
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さいとう

みゆう

齊藤

美悠

ふ り が な

氏

名

所属/肩書

私のＥＳＤ活動

都
道
府
県

北海道

・（一財）北海道国際交流センター プログラムコーディネーター
・ESD 活動支援センター 社会人 ESD ユースレポーター
大沼ラムサール女子会の活動によって、環境やまちづく
りに関心を持ってもらうユースを育ててゆくこと

関心・活動の SDGｓ

活動の概要
2012 年に、ラムサール登録湿地に決定した大沼国定公園は、四季の変化が美しく、毎年多くの観光客がやってきま
す。その一方で、周辺の家畜の糞尿などの影響により、アオコが発生したり、湖の環境の悪化が懸念されており、観光だ
けではなく、農業や酪農業、漁業にも深刻な打撃を与えています。人口 2000 人くらいの小さな地域ではありながら、それ
ぞれの産業の対立もあり、環境問題と地域経済が反発し、なかなか改善策が見つからないのが現状でした。
そこで、地域のステイクホルダーの間を取り持つ形で、自治体や企業、NPO に所属する女性を中心に、2013 年に「大沼
ラムサール女子会」を結成し、大沼のレシピづくりや、環境についての勉強会、ツアーなどを行ってきました。ニュートラル
な位置にある「大沼ラムサール女子会」には様々な産業、セクターの人たちが協力してくれる関係性も生まれてきました。
現在に軸をおいて話し合うのではなく、未来に向かって、子どもや若者たちを育てることを考えること。そして、子どもたち
や若者のためにも、この環境を改善し、守ってゆこうという機運が生まれてきました。
今回のコンファレンスから、様々な分野やセクターをつなげることを学び、「巻き込む力」を身につけることによって、今
後の地域活性化と、ユースの人材育成につなげてゆきたいと思います。

今後の活動の展望と周囲や社会への還元
コンファレンスを通じて、3 つの目的を持って進めてゆきたいと考えています。ひとつは、「大沼ラムサール女子会」の活
動を活性化すること。単に回数を増やすというよりは、多くの人の「巻き込み」をどう生むかということをしっかり考えて行動
することで、地域にそして未来に影響のある活動になるということです。二つ目は、活動する仲間を増やし、スタッフの人
材教育をしてゆくことで、活動の幅と、質の維持に努めてゆきたいと考えます。そして、三つ目は、国際交流の持つ多様性
を受け入れる精神を活かしながら、「多様性を共に支えあう社会づくり」について、参加者の皆さんと話し合い、更には地
域に発信してゆきたいと考えています。
「大沼ラムサール女子会」の小さな取り組みが、地域の対立構造に、小さな穴を開け、様々な巻き込みの中で、少しずつ
社会を変えてゆく。話し合いの時間軸を、現在に置くのではなく、未来に置き、子どもや若者の視点を取り入れる考え方を
浸透させてゆくことで、周囲や社会に還元してゆきたいと思います。
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しおみ

ゆうこ

塩見

優子

ふ り が な

氏

名

所属/肩書

私のＥＳＤ活動

都
道
府
県

大阪府

・NPO 法人ＪＡＥ / 理事
・キャリア教育コーディネーター
地域・企業と学校、人を繋ぎ、子ども達の将来を軸に協
働する仕組みをつくる事で、課題解決を促進する

関心・活動の SDGｓ

活動の概要
子ども達が将来展望を広げ、主体的に生き方を切り拓く挑戦の機会をつくるため、学校と企業を繋げ協働し続ける仕組
みづくりを展開。主に大阪府の子ども達の自己肯定感や自尊感情の低さ、そして将来展望を描き主体的に挑戦する意欲
やその後押しとなる経験・出会いが少ない事に課題を絞っている。
成果としては 2011 年より大阪府教育委員会と連携し、地域課題から生まれる負の連鎖を打破するために、小中学校の
学校教育指導計画内容の更新及び教職員対象のワークショップを開催するなど、連携促進の仕組みづくりに取り組んで
いる。具体的には、地域を巻き込む前の土台として、「保幼小中学校」の連携を進め中学校区を軸としたビジョンづくりや、
子どもに力をつけるためのカリキュラムの見直しを進めてきた。
更に 2016 年より地元企業を巻き込み、社会に開かれた教育課程の実現に向けて動きを広げている。学校現場を安心
安全なフィールドとして、子どもにとって教師以外の大人との関わりが生まれ、生き方のモデルとなる出会いを積み重ねる
ことで、自尊心を育て主体的に生きる力を育む機会を設計。
また、地元企業と学校が協働で子どもへの授業を設計する事を通して、子どもだけではなく、企業にとっては人材育成
の機会として、そして教員にとっては外部連携の機会として、関わるおとなが成長し合える仕組みを作っている。

・「NPO 法人 JAE」 http://jae.or.jp/
・「毎日新聞 JAE 掲載記事」 https://mainichi.jp/articles/20160516/ddl/k27/040/234000c

今後の活動の展望と周囲や社会への還元
コンファレンスに参加し、社会的課題解決に向けた教育の役割を明確にする事で、今後の協働の在り方を長期的にブ
ラッシュアップしたいと思っています。さまざまな地域で事例が新しく生まれていますが、それが広い視点で見た時にどう
繋げていけば更に効果が上がるのか具体的に整理し、可視化します。そして可視化したものを発信することで、共通した
課題感や思いを持った人へのヒントとして活用したいです。コンファレンス後は報告会等のイベント設計をし、学びの発信
を通して課題感の共有や協働先の拡大をめざします。
また、将来を見据えた教育の役割を見直し、参加者ともつながることで今後に向けて事例共有し合えるネットワークも
拡大できたらと思っています。さまざまな事例・知恵の共有を促し、ゆくゆくは日本に限らず、世界中の教育における役割
をより加速させるために、海外でのワークショップや日本の学校と海外をつなぐなど、つなぐ事で双方の課題解決を促す
プロジェクトやネットワーク構築を視野に入れたいと思っています。
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しげまつ まさはる
ふ り が な

氏

名

所属/肩書

私のＥＳＤ活動

重松

雅治

都
道
府
県

千葉県

麗澤中学・高等学校 / 教諭

多様な価値観と広い世界を知る機会作り

関心・活動の SDGｓ

活動の概要
とにかく生徒たちに活動を通して世界に存在する多様な価値観を知ってほしい、そのための機会を提供したいと思って
活動しています。特に大学・NGO/NPO・企業といった学外機関、そして海外との連携を意識しています。本で寄付ができ
るバリューブックス、株式会社ユニクロの実施する衣料品回収、認定 NPO 法人セカンドハーベストジャパンのフードドライ
ブなどを実施しました。これからの活動を通してお金を箱にいれる「募金」以外の協力の仕方を考えました。2017 年にはア
メリカの教員との交流プログラム「日米教員交流プログラム」に私自身が参加し、そこで得たネットワークで、本校の生徒と
アメリカの生徒が動画を使ってお互いの学校を紹介したり、制服の意義について意見を交わしたりしました。核兵器廃絶
キャンペーン「I CAN」がノーベル平和賞を受賞した際には兵庫県北須磨高校の主催する折り鶴プロジェクトにも参加し、
本校の生徒が鶴の折り方を説明した動画を世界に共有しました。世界と自分たちがすぐにつながることができる、というこ
とを実感しました。また大学院の若手研究家・教授によるサイエンスカフェ、ジャパンタイムズ・清水建設・森永乳業・読売
新聞への企業訪問等を通じて、生徒にはまだ見えない社会と自分たちとのつながりを考える機会を設けました。様々な人
たちと混ざることで刺激を受けることを大事にしています。

・「麗澤中学高等学校 折り鶴プロジェクトに参加」 https://www.hs.reitaku.jp/pastnews/news/2017120719574071.html
・「麗澤中学高等学校 古本を回収して西日本豪雨被害の支援に」 https://www.hs.reitaku.jp/news/6010/

今後の活動の展望と周囲や社会への還元
このコンファレンスへの参加を通して３つの事を期待しています。①自分自身が多くの出会いによって刺激され、
より良い教育のための活力を得ること。ESD 活動を積極的に実施している方との出会いによって自分に自信を持
ち、また ESD 活動の可能性をさらに感じていきたいと思います。②自分の学校でも活かすことのできる活動や周囲
の先生方にも伝えられるような手法を得ること。③新しいネットワークを構築し、これからの未来の子どもたちの教育
について、一緒に協働できる仲間を得ること。
参加中は積極的にネットワークを広げ、その場で協働プロジェクトを考えられるくらいになれればベストだと思いま
す。また自分の持っているネットワークも提供し、日本全国はもちろんのこと、海外ネットワークも含め、大きな教育
のうねりを起こしていきたいです。ポスターにもある「未来って本当に変えられる？」に対して、私自身はもちろん YES
だと思っていますが、それを他の先生にも、生徒にも、保護者にも、思ってもらえるために自分ができることは何か、
それをこのコンファレンスの中でしっかり学び取りたいと思います。
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しらかわ よういち
ふ り が な

氏

名

所属/肩書

私のＥＳＤ活動

白川

陽一

都
道
府
県

愛知県

名古屋市青少年交流プラザ（ユースクエア）/
ユースワーカー
地域・まちにつながる若者を育てるための、社会システ
ムの変容に働きかける事業の展開

関心・活動の SDGｓ

活動の概要
私が勤める施設のある名古屋市北区柳原地区には、国内で 2 番目に古い商店街があります。しかし歴史が長いだけ
に、商店街で商売をする方や地域住民は高齢化し、また空き店舗率は 5 割近くで、現在は地域経済が十分発展している
とはいえない状況です。
一方で、未来の変化を予感させる出来事もこの地区で起こっています。最たるものは、数年前に新しい大学キャンパス
が地区に建てられたこと、そして数年後に別大学が市外から移設してくることです。このことにより数年後のこの地区は学
生人口が現在の昼間人口とほぼ同数となります。現在の「高齢者のまち」から「若者のまち」へ劇的に転換する可能性が
あるのです。
今年度、私は、地区のありたい未来を探求することを目的とした事業を展開しました。それは、商店街や大学、その他こ
の地区の関係者となりうる人々と若者がつながり、地区の未来を対話する連続講座です。当事業の先駆的なところは、未
来について対話したストーリーが「すごろく」に落とし込まれ、作品化されたことです。「すごろく」を作る過程がまちの未来
を考えることと同期するようになっています。
「すごろく」は、商店街の夏祭りブースで発表されました。講座で対話した内容を、楽しみながら地元住民に知ってもらう
ことが出展の狙いでした。結果、普通に遊ぶだけなら小学生でも充分、作品の背景にふれながら遊ぶなら大人でも可能と
いう、懐の深い作品として受け入れられました。
・「名古屋市青少年交流プラザ ユースクエア 『サステナまち計画』」 https://www.facebook.com/ys758/posts/1700048126745956

/ https://www.facebook.com/ys758/posts/1820162964734471

今後の活動の展望と周囲や社会への還元
まずは、コンファレンスで得た「持続的な開発」についての理解に照らし合わせ、自分の活動が、どのような点で「持続
的な開発」に寄与しているのかを改めて捉え直したいと思います。その上で、よりよい社会づくりは自分の身の回りから始
まると考え、今私が勤めている施設に訪れているたくさんの若者たちを中心に、今回のコンファレンスで得た私の体験・知
見を、自分の言葉で伝えていきたいと思います。
また、未来を変えるリーダーとして、私自身が若者のロールモデルになっていくことも重要と考えます。今の私が身の回
りの若者にもっとも影響を与えることができる機会は、現在勤めている施設の職員として、社会的インパクトがある事業を
推進していくことによって創出できると思っています。若者と共に創り上げるこれまでの事業づくりのスタンスはそのまま
に、若者にとって、社会にとって、地球にとってよき変容をもたらし続ける、持続可能な未来を創る事業を推進していきた
いと考えます。その際は、コンファレンスで得たネットワークも活かしつつ、グローカルな視野に立った事業を念頭におい
て展開させることができれば尚望ましいと思っています。
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ゆきこ

武田

裕希子

ふ り が な

氏

名

所属/肩書

私のＥＳＤ活動

都
道
府
県

大阪府

・ウータン・森と生活を考える会
・認定 NPO 法人 環境市民
ボルネオの熱帯林破壊と日本の私達の暮らしの繋がりを
伝え、持続可能な生活についてともに考える活動

関心・活動の SDGｓ

活動の概要
ボルネオ島の中央カリマンタン州タンジュンプティン国立公園付近の村人が進める、多種多様な在来種の苗作りと植林
活動を応援する活動に 7 年以上関わっています。かつては違法伐採、現在はパーム油生産のためのアブラヤシ・プラン
テーション開発とそれに起因する大規模な泥炭地火災等によって、現地では今も森林破壊が進んでいます。そんな中、森
林を破壊しない生活の在り方を模索して、村人を中心とする現地 NGO は苗作りに加え、アグロフォレストリーや在来種の
果樹園作り、消防チーム作りなどに精力的に取り組んでいます。そんな彼らと日本の人々を繋ぎたいと思い、私は大阪で
30 年に渡って熱帯林保全活動を展開している NGO ウータン・森と生活を考える会のメンバーとして、エコツアーの企画実
施に立ち上げから関わっています。私達のエコツアーでは、熱帯林破壊について現地 NGO から学び、豊かな森林を再生
させるべく村の子供たちと植林を行います。また、英語を話せないことも多い村人の家庭でのホームステイは、言葉を超
えたコミュニケーションを通して分かり合う体験から、忙しい毎日の中で見失いがちな大切なことに気付かせてくれると好
評を頂いています。また国内での環境教育として、学校やイベントでボルネオ島の現状を伝え、この止まない熱帯林破壊
の原因でもある私達のパーム油に対する需要と生活の在り方、「安く」「いつでも」「大量に」に疑問を投げかける活動を続
けています。

・「『ウータン・森と生活を考える会』ボルネオ島エコツアー」 http://hutangroup.org/?page_id=180
・「箕面こどもの森学園でのデキゴト」 http://kodomono-mori.com/chugakubu/blog/?p=3223

今後の活動の展望と周囲や社会への還元
コンファレンスでは、それぞれの専門分野について学び経験を積まれた多様な方々に出会えるものと期待しています。
特にどなたも ESD に関心を持たれているということで、同じ志を持つ仲間が得られ、将来の活動においても互いに協力し
て高め合えると確信しています。今後大学院では、NGO での活動と関連付けて持続可能なパーム油のための円卓会議
(RSPO)認証マークに関し、日本の消費者やマーケットに対する環境教育について研究しようと考えています。更に将来は
NGO、NPO 職員を目指し、森林保全と環境教育を自身のテーマとして主に日本で活動を発展させたいと考えています。日
本の放置されたスギ人工林、インドネシアのプランテーション開発、カナダの木材開発等を目の当たりにして、豊かな森を
保全するにはどうすれば良いのかをずっと考えてきました。自分なりに今たどり着いた答えは、遠回りに思えてもやはり一
人ひとりが持続可能性に配慮して丁寧に生きていくこと。それが実現できる人と社会づくり。具体的には SDGs の目標 12
にもある持続可能な生産消費への社会構造転換を実現していくことだと考えています。コンファレンスを通して、伝え、共
感を生み、行動を起こす力を更に高めたいです。
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私のＥＳＤ活動

谷口

真布

都
道
府
県

大阪府

・大阪大学文学部人文学科
・豊中こどもれもねいど 学生代表
より良い市民のコミュニティーづくりと住み続けられる
まちづくりを学生目線から提案

関心・活動の SDGｓ

活動の概要
私は聖心女子学院というカトリックのミッションスクールに小学校から 12 年間通い、社会貢献を常に意識して過ごしてき
ました。高校までは、学校と関係のある場所での限られたボランティアが多かったですが、大学では大学内だけでなく地
元に活動範囲を広げてきました。大学 1 年から NPO で貧困家庭の子供の学習支援に参加し、昨年度から「豊中こどもれ
もねいど」という活動に参加しています。この活動は、豊中市の子供たちがまちのなかにある自然や仕事を遊びのように
楽しむ大人に触れ、地元の魅力を知り、収益を市の子供に関する施設に寄付するチャリティー活動です。初の学生枠とし
て「豊中魅力アップ助成金」という市と協働を目的に募集する助成金枠を獲得し、行政を巻き込みながら活動しています。
具体的には、地元産野菜の宣伝販売、休耕地での親子農作業体験や慈善活動を行い、豊中の社会問題を親しみやす
く示すことで子供から高齢者まで多くの人に伝わるように活動しています。他にも、この活動を日本全国で知ってもらい、
まちづくりに関わるきっかけとしてほしいという想いでクラウドファンディングを行いました。結果、情報を市外の学生や社
会人にも届けることで地域活動の認知を広げ、目標金額を達成できました。現在は、この活動が地域活動の紐帯となり、
より多くの市民や行政を巻き込んだ活動になるように関わりを広げています。

・「豊中こどもれもねいど」 https://www.makuake.com/project/kodomolemoneid/

今後の活動の展望と周囲や社会への還元
コンファレンスへ参加して吸収したことを地域活動にアウトプットしていくのはもちろんのこと、若者や主婦も関わってい
ける地域活動の仕組みづくりを考えていきたいです。地元の NPO や豊中市での地域活動に関しては、現在は運営という
肩書きを持つ人のみが、イベントやコミュニティーと関わることしかありません。その周辺にいる主婦や若者など中心とし
た一般市民も当事者意識を持ってイベントやコミュニティー作りをする側に参加する仕組みづくりを考えていきたいです。
また、行政と連携することでより大きな影響を及ぼしながら、金銭的にも持続可能な活動に発展させていく方法を考えた
いです。私の活動を含め、地域活動はその市内において閉鎖的になる傾向があるので、今回得た解決策や知識を活かし
た活動を常に発信することでオープンな街づくりをおこない、若者が地域活動に参加することのハードルを下げていきた
いと考えます。持続可能な活動を目指して、コンファレンスでできた人脈を活かし、日本全土を巻き込みながら、ESD 活動
を発展させていくことができると考えています。
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私のＥＳＤ活動

谷中

駿太

都
道
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神奈川県

・國學院大學経済学部
・湯河原町 SLC 会長
地元湯河原町にて教育委員会に事務局を設置し小学生を
対象とした社会教育事業（リーダーシップ研修など）

関心・活動の SDGｓ

活動の概要
湯河原町 SLC の事務局を地元教育委員会に設置し、行政や学校、青少年育成団体からの依頼事業を中心に、併せて
自主事業も行っています。現代社会が求めている人材と公教育が輩出しようとしている人材像のギャップに問題意識を持
ち、「主体性」「創造性」「協調性」を育むことを目的にリーダーシップ研修会やキャンプなどの企画・運営をしています。活
動対象の小学生、小学生を指導する中高生、さらには保護者や行政の方々まで幅広く関りを持ちながら地域社会（湯河
原町内、神奈川県茅ヶ崎市、広島県三原市など）で活動しています。
上記の「主体性」などを育むために様々な取り組みを行っています。例えば小学校高学年を対象とした「リーダーシップ
研修会」では、企画の段階から参加者に考えてもらい、各グループでまとめたものを発表、さらには実際に行動してもらっ
ています。公教育では、まだアクティブラーニング型の授業を導入している学校が少なく、社会教育においても予算はある
ものの指導できる方がいないのが現状で、社会教育の現場でのアクティブラーニングの導入はイノベーティブな取り組み
と言えるのでは、と考えております。

・「Yslc・Yjlc（湯河原町シニア・ジュニアリーダーズクラブ）」 https://www.facebook.com/yugawara.jlc/

今後の活動の展望と周囲や社会への還元
コンファレンスではグループワークを進めるうえで大切な考えと具体的な手法を学び、自分の団体での活動に取り入
れ、より質の高い、参加者主体の教育を行いたいと考えています。また、様々な教育に関する取り組みをされている方の
活動やそれに対する思いを聞き、そのエッセンスを自分の活動に合う形に落とし込み、活動対象の小学生や共に活動す
る中高生により良い学びの場を提供したいと考えています。そこで気付きを得た学生が自分と向き合い、その大切さをま
た後輩に伝えていくといった循環ができるような、継続的な事業とした上で、さらには私たちの活動が社会的に求められる
様に努めることで、これからの地域社会や社会教育に還元したいと考えています。

27

ときた

ようすけ

ふ り が な

氏

名

鴇田

陽介

都
道
府
県

埼玉県

所属/肩書

ハッピーテラス株式会社 / 通所支援事業部 多機能型グループ
グループ長

私のＥＳＤ活動

発達障害を持つ方々への支援を通し、質の高い教育と福
祉の実現と従業者のキャリアアップの実現

関心・活動の SDGｓ

活動の概要
未就学の児童から 64 歳までの発達障害を持つ方への支援を行う株式会社に属し、主に児童（０～18 歳）へのソーシャ
ルスキルトレーニングの実施と各教室の店舗運営を行っております。現在の日本において、発達に凸凹がある方々への
認知や支援はまだ十分にいきわたっているとは言えません。また、発達障害を持つ子どもの高校進学率の低さや、大学
への進学率、就職定着率の低さは、大きな社会課題の一つであると思います。そう言った現状を打破すべく、前述のトレ
ーニングを行ったり、各事業所近隣の学校への訪問活動を通し、発達障害への理解を広げております。
また、現在の日本における福祉事業へ従事する者の待遇の低さも、福祉を広めていく上での課題の一つであると考え
ております。その為、「ビジネスで社会課題を解決する」といった思いの下、スタッフの労働環境の改善と向上への活動も
行っております。
イノベーティブな活動としては、福祉業界ではあまりなじみのない①フランチャイズ展開と②ＩＴ技術の積極的な活用が
あげられると思います。フランチャイズ展開をすることで、日本全国で同様の福祉サービスを展開することを創業当初から
行って参りました。現在、私の担当する部門でも同様の展開を行っております。また、ＩＴ技術を積極的に導入することで、
業務の効率化や最適化を図り、従業員の労働環境の改善を行って参りました。現在の日本の政策にある、「働き方改革」
の一つの形と同様ではないかと感じております。

・「ハッピーテラス株式会社」 http://www.happy-terrace.com/

今後の活動の展望と周囲や社会への還元
３点の部分で活動を発展させていこうと考えています。
１点目に、「社会課題への視点を持った支援者の育成」です。今回のコンファレンスへの参加を通して得ることができる
と考えている社会課題への視点を基に、部下への教育に還元していきたいと考えております。
２点目に、「自身の活動の別基軸における発展」をしていきたいと考えております。現在の弊社での活動だけではなく、
別基軸の事業展開を自身の手で行い、社会課題への取り組みを行うことで還元したいと感じております。
３点目に、「新たなコミュニティの創造」です。今回のコンファレンスを通し、多くの人と出会う中で、新たなコミュニティを
形成し、新たな世代のムーブメントの担い手となることで、社会への還元をして参りたいと思っております。
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富山県

富山国際大学付属高等学校 / 教諭

私のＥＳＤ活動 「研修旅行」を軸としたＥＳＤに関する学習計画
関心・活動の SDGｓ

活動の概要
本校の研修旅行は、海外を含めた５～６コースから、生徒自身が行先を選択するシステムを取っています。１２月の末
に行われるこの旅行を有意義なものにするために、「総合的な学習の時間」を中心に、数年前からＥＳＤに関する学習活
動を積極的に取り入れはじめました。長期的な学習計画の中で、ユネスコの理念やＥＳＤに関する基礎的な知識を学ぶと
ともに、生徒全員が「持続可能な開発」やＳＤＧｓと絡めたテーマを設定し、ポスターセッションや、学年向けの全体発表
会、旅行後に作成する報告書の中などで、定期的にその研究成果を披露します。訪れる地域の諸課題について生徒が
自主的に研究活動を行うことで、研修旅行というイベントが、生徒にとって単なる観光旅行ではなく、目的を持った研修活
動となることを狙いとしています。
また本校では生徒全員に iPad が配備されており、この研究と発表会は、本校におけるＩＣＴ機器を利用したアクティブラ
ーニングの実践の場としても、非常に重要な位置づけとなっております。ＩＣＴ機器を最大限活用しながらプレゼンテーショ
ンなどを作り上げていく生徒の様子は、彼らの適応力の高さを感じさせます。これらの活動の成果は、定期的な研修会を
通じて外部に発信されており、生徒たちがそのように主体的に学習する様子が高い評価を受けました。

今後の活動の展望と周囲や社会への還元
現在でも、本校の文化祭及び研修旅行は、「持続可能な開発」やユネスコの SDGs について学び、それと関連したテーマ
を設定して、生徒自らが研究・発表することを活動の目標としています。これらの活動のクオリティを向上させ、生徒たち
が自分から現代社会の諸課題に対して、解決方法を模索していくようにしていきたいと考えます。さらにそれらを、単なる
学校行事における単発的な活動で終わらせるのではなく。生徒たちがその後も継続して、学校生活や社会活動の中で実
践し、さらに周囲に向かって広げていけるような環境を構築していきたいと考えます。さし当たって生徒会顧問として、委
員会組織や生徒会選挙方式の在り方を見直し、活発な生徒会活動の構築を目指しております。
また、私が顧問を務める新聞部では、これまでも幾度か、「持続可能な開発」に絡んだ特集を組んできました。本校新聞
部の特集は、全国総合文化祭でも例年高い評価を得ており、さらに周辺中学校にも配布され、校外でも広い範囲で読ま
れています。これをさらに読む人に訴える内容に発展させていくために、ここで得た知識を最大限活用していきたいと思い
ます。
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道
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三重県

四日市市立内部中学校 / 教諭
国境を越え、世界中の人々と同じ目線でつながり合い、
よりよい世界を作るためにともに努力できる心の育成

関心・活動の SDGｓ

活動の概要
中学校で英語を教える私の目標は、子どもたちが英語を通して人と繋がり合うことの喜びを知り、同じ人間として世界
中の人々を大切にできる心を育てることです。そのために日頃の授業で重視している点の一つが、コミュニケーション能
力の育成です。授業における様々な場面で、仲間と繋がり合う活動を行っています。毎回 15 分間、生徒は前回とは異な
る相手とペアを組み、Daily Questions といった簡単なものから、1 Minute Talk という自由度の高い自己表現活動まで、いく
つかのコミュニケーション活動を行います。もちろんなかなか話せない生徒もいますが、その時はペアになった生徒がフォ
ローしようとし、相手を理解しようとする姿勢、そして誰かとコミュニケーションを図ることの楽しさを学んでいきます。また、
これらの取り組みを続けつつ、英語科として人権学習を行います。例えば、3 年生ではキング牧師の I Have A Dream を通
し、黒人差別について学びます。実は、キング牧師も、黒人差別さえも知らない生徒が多いのが現状です。中学校の人権
学習では、国内のことは考えても、他国の出来事に焦点を当てた人権学習はなかなか行われません。しかし、同じ地球に
生きる仲間です。この仲間と繋がり合うため、助け合うために英語は大きな役割を果たす、だから学ぶ、と生徒たちは卒
業していきます。こうして、英語力を養うだけでなく、彼らの心を育て、将来に向けて行動できる素地を養うことが私の活動
の核となっています。

今後の活動の展望と周囲や社会への還元
子どもたちにとってより充実した教育を行います。今の私は、もしかしたら「英語」や「教師」という狭い価値観で物事を
考えているのかもしれないと不安に思うことがあります。中学生という時期を過ごす子どもたちにとって、教師という存在
は大人としての最も身近な一例であり、彼らの未来に大きな影響を与えることのできる存在です。そんな彼らにとって、私
は、人生はこんなにも素敵なことで溢れていると伝えられる例、そして、彼らが持つ可能性をより多く引き出すことのできる
教師でいたいと思っています。今回のコンファレンスに参加することで、地球に目を向け、世界に目を向け、今囚われてい
るかもしれない価値観を取り払うとともに、今と未来を考え行動する人々から学び取ったことを、私は私の経験として蓄積
し、視野を広げ、日々の子どもたちとの関わりの中で一つずつ活かし、教師としてより充実した教育を行っていきます。今
回の出会いも私だけに留まらず、子どもたちにも繋げていきたいと考えています。今回出会えた人々を学校に講師として
招くことや、ICT を活用して教室と繋げるなどし、子どもたちにも多くの素敵な出会いを経験させたいと思っています。
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私のＥＳＤ活動
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大阪府

大阪大学大学院工学研究科ビジネスエンジニアリング
専攻修士
バングラデシュの子供たちを笑顔にするものづくり映像
授業の実践

関心・活動の SDGｓ

活動の概要
現在、バングラデシュでは第三次初等教育開発計画により、教育の量から質への改善に向かっている。質の問題は主
に、「現場の教員数の不足」「教員の能力不足」に起因する教科書を暗唱するだけの暗記中心型の授業にある。それに伴
い、子供の論理的思考力を育む機会が乏しいことが問題となっている。このようなことから教員の負担を減らすとともに論
理的思考力を育む授業が必要とされており、私は、ものづくり授業を行うことにより解決を試みている。昨年度の活動で
は、実際に現地でものづくり授業を行った。授業内容としては空気鉄砲を作製し、より遠くに飛ばすための工夫を考えさせ
ることで論理的思考力や主体性の向上を図った。現地教員の方々からは「このような授業がバングラデシュには必要だ」
と前向きな意見をいただいた。さらに、現地の NGO、NPO、私立小学校の校長からも高評価をいただき、内１校が導入し
てくださるという結果を得た。一方で、教員の数が不足しているため、実際に現地で継続的に行うことは難しいという知見
も得られた。そのため、授業実施時における教員の負担を軽減するために、現在はものづくり授業の一部を映像化するこ
とに取り組んでいる。

・「Bamb-EE」 https://www.facebook.com/MonozukuriEducation/?ref=bookmarks
・「Gakuvo Style Fund 活動報告」 http://gakuvo.jp/katsudou2018/bacavo01/

今後の活動の展望と周囲や社会への還元
私は、コンファレンスへの参加を通じ、「実践の場に戻っても応援しあえる仲間を得ること」「自身の活動に落とし込める
新たな気づきを、講演や参加者とのディスカッションから得ること」を達成したい。私の取り組む「バングラデシュの子供た
ちを笑顔にするものづくり映像授業の実践」の子供達へ期待する効果は、「ものづくりを通して実際に手を動かすことで達
成感や満足感を味わい、ものづくりの際に目的意識を持ち、仮説・検証を行うことで，論理的思考力を育むこと」である。ま
た、論理的思考力は短期的ではなく長期的に育むことで身に付くものであるため，ものづくり教育を継続的に行う必要が
あると考えている。そのために、現在想定している普及計画や、今後の活動の発展性などに関して、第三者と本気でディ
スカションすることは非常に重要であると考える。今後の活動のさらなる発展を一緒に目指せる仲間を見つけることや、ア
イディアをブラッシュアップすることはいくらやっても足りるものではない。そして、最終的にはものづくり教育をバングラデ
シュで広く浸透させ,過度に暗記に頼るバングラデシュの教育の質の底上げ、教育格差縮小に貢献したい。
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所属/肩書

・一般社団法人 地域問題研究所
・特定非営利活動法人 NICE（日本国際ワークキャンプセンター)

私のＥＳＤ活動

双方間の学びとやりがいと役立ち感を感じる場づくり
が、よりよい未来をつくる活動には不可欠

関心・活動の SDGｓ

活動の概要
より良い未来をつくる活動には、相互の学び合いと成長、発見がある場が必要であることを「若手サミット」と「市民大学
ちた塾」から強く感じました。
「若手サミット」は、企業や自治体、NPO といった様々な組織と繋がり、実現に向けたアイデアを具現化開催することを
目的にした取り組みです。私自身が自主的に携わって活動から派生し、名古屋市が実際に抱えている「教育・多文化共
生・防災」を解決するためのアイデアソンを行いました。名古屋市役所と名城大学連携して行ったサミットでは、「絵に描い
た餅」ではなく、「小さくても実施すること」を共有し、テクノロジーやビジネスの力を活用し行政課題を解決するアイデアが
出されました。行政に頼らず自分達できっかけやコトを起こしていくことのきっかけをこのサミットでの体験から得ました。
「市民大学ちた塾」では、「市民の誰もが生徒・誰もが先生」となる市民講座の支援を行いました。与えられたことをキャ
ッチするだけでなく、情報や知識を与える側に回ることで相互の学び合いが生まれる場づくりの重要さを体感しました。誰
もがある「できること」を共有できる場を設け、他の市民に役立つ継続的な学びの場を設けることで、参加者全体の満足度
や幸福感を生むことを体感しました。社会課題に対して興味関心がある人だけが集まっても解決できません。相互のやり
がいや、役立ち感を与える場づくりの重要さを上記２つの体験から得ました。

・「市民大学ちた塾」 http://www.chitajuku.org/
・「名城大学社会連携センター」 https://plat.meijo-u.ac.jp/news/007202.html

今後の活動の展望と周囲や社会への還元
私はこのコンファレンスの参加を通じて、「あきらめない心」を作りたいと思っています。日々業務や活動を通じて思うこ
とは個人の能力には限界があるということです。波及できる効果も含めて私自身は微力であることを感じています。時に
は自分には何もできないと心が折れてしまいそうになることがあります。しかしながら、微力であっても無力ではありませ
ん。地域問題研究所での都市計画やボランティア活動はすぐに目に見えなくても、色々な人の力をいただきながら継続し
ていくものです。そして、何事も継続していくためには仲間が必要です。僅か２日のプログラムで全てが解決するのではな
く、この２日間で出会った仲間達がそれぞれ力を合わせること、助け合うことで、あきらめずに継続していける力を互いに
与え合えるのではないかと思います。
業務を通じたまちづくりや、ボランティアでの国際協力など私自身できることを続け持っている知識や情報を人に伝え続
けることで、それぞれが活動や目標をあきらめず続けていくことに微力ながら寄与できるのではないかと思っています。
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・国立国会図書館
・持続可能な開発のための教育推進会議（ESD-J）

私のＥＳＤ活動

持続可能な社会の実現に向けて、誰もが「自分なりの一
歩」を踏み出すためのきっかけづくり

関心・活動の SDGｓ

活動の概要
☆ESD を伝える
ESD-J2017 年度インターン生として、様々な情報発信を行ってきました。特に最前線の ESD 実践者にお話を伺う新企
画「ESD トーク」では、特別企画として「ESD とユース」をテーマに第 1 回コンファレンス参加者でもある辰野まどかさんへの
インタビューを実施。HP への記事掲載後「自分も ESD を伝えたい」「今後もこのシリーズを続けてほしい」とご好評を頂い
ています。また、全国の大学生が地域で持続可能な社会づくりに取り組む先輩方を取材し、ESD や環境教育のあり方を
考える「ESD『見える化』レポートプロジェクト」に参加しました。私は「奥多摩の豊かな森と都市をつなぐ循環」を取材し、
ESD は人々の「体験」と「出会い」から芽吹き広がっていくのだという大きな気付きを得て、その成果を冊子「Imagine ESD」
にまとめ発表しました。
☆ESD の場づくり
「ESD のこれからについて多様な人と一緒に考えたい」との思いから、ESD-J 独自の新イベント「ESD CAFE TOKYO」を
開催しました。第 1 回「未来を変えるひとづくり ESD のこれからを考えよう」、第 2 回「ESD の GOOD アクションをシェアし
よう」をテーマに、ESD の先駆者をゲストに迎え全員参加型ワークショップを実施。ESD を実践している人、これから関わり
たい人、沢山の方々に立場や世代を超えて参加して頂きました。イベントを通して、ESD を広げる鍵は「世代・価値観ごち
ゃまぜで語り合う場を作る・参加する」ことや、「仲間の良い所を見つける力」にあることが見えてきました。
・ESD 活動支援センター「ESD『見える化』レポートプロジェクト」 http://esdcenter.jp/youth/imagine_esd/
・持続可能な開発のための教育推進会議（ESD-J） http://www.esd-j.org/

今後の活動の展望と周囲や社会への還元
ESD は、関連する活動を行う人が必ずしも「これは ESD だ」と気づいていなくても、その活動が結果的に ESD だったとい
う場合がよくあります。ここに「気づき」をもたらし、さらなる「自分なりの一歩」につなげるためのヒントを、ユースの皆さん
に刺激を受けながら探っていきたいです。そのためにコンファレンスでの対話を通して、これまでの自分自身の活動を見
つめ直しながら、参加者の方々と深くつながっていきたいです。そして継続的なネットワークを築き、「ESD CAFE TOKYO」
のような「場づくり」「つながりづくり」をさらに前進させたいと思います。
また、現在私は図書館で司書として働いています。図書館は単なる読書の場所というよりも、あらゆる分野から集めた
情報を誰もが利用しやすい形で提供する重要なプラットフォームであり、新たな出会いをもたらす場所といえます。人々の
叡智の結晶である全国の図書館は、持続可能な社会を創る上で欠かせない「学びとつながりの場」となる可能性を秘め
ていると思います。コンファレンスで得られる出会いや学びをもとに、これからの ESD や SDGs に図書館はどのような形で
力になれるのか、多様なステークホルダーと一緒に考えていけたらと思っています。
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東京都

東京立正中学高等学校 / 教諭
生徒とともに SDGs について発展途上国の子供達との関
わりを通して学び、取り組むべきことを考察する

関心・活動の SDGｓ

活動の概要
私は生徒とともに「持続可能な開発」の理解に努め、日本の教育に求められていることを学ぶために、学校で以下の事
柄に取り組んでいます。
担任している中高一貫クラスが、課題解決型海外研修として来年度、カンボジアへ研修に行きます。その事前学習とし
てまずは今年の 4 月の開校記念日に行われた記念講演で、「SDGs を理解し、世界の課題解決に取り組もう」という持続
的な開発の土台部分を学びました。ここからは 2 学期に入って、HR の時間等を用い、カンボジアという国を深く知るため
の研究活動や、実際にカンボジアの学校の生徒と Skype を通して会話し、お互いの国の環境や課題を意識する活動を取
り入れ、日本も含めた世界の現状と課題を理解する機会を設ける予定です。
このような事前学習を通して得た知識を元に、来年度カンボジアへ研修に行き、現地で実際に求められている取り組み
や課題を理解し、世界の開発目標を身近に感じた上で「今、日本人にできること」を考える機会にします。
また、本校の活動としては、中大連携の ESD プログラムによって、中学生のうちから人間の活動と社会の環境について
学び、よりよく生きるための課題を考える機会も設けております。ユネスコスクールとして、国際理解について学ぶ機会
や、クロス・カリキュラムによって、自然を相手に実習を行い、幅広い視野を身につけ、物事を考えることのできる子ども達
の育成を学校全体で行っております。

・東京立正中学高等学校 国際教育「中大連携 ESD プログラム」 http://www.tokyorissho.ed.jp/jhs2018/jhs_international/

今後の活動の展望と周囲や社会への還元
自らの活動としては、まず身近にある大きなものとして、来年度のカンボジア研修があります。今回の議論で学ぶことを
研修までにクラスの生徒との事前学習で取り入れ、活かしていきたいと考えております。さらに、コンファレンスを通して教
育機関の関係者からは、学校教育での SDGs に対する意識づけの方法を議論させていただき、研修までの期間にとどま
らず、それをもとに、自ら学校の中で課題の認知や課題解決学習を再検討し、よりよく実践していきたいと考えておりま
す。
また、他の職業の方々からも、世界だけでなく、日本でのよりよい未来への社会づくりの取り組みを学び、グローカルな
視野を持って課題解決に向けた研究をしていく土台を築き上げたいと考えております。最終的には教育者の立場で、勤務
している学校内では、生徒に幅広い視野を身につけさせ、世界の課題に触れさせることで目的意識を持った人間として成
長できるようにサポートしていくことが目標になります。そのためには自らが率先してまずは持続可能な社会についてこの
機会以外でも積極的に同じ志を持った方々と交流し、自己研鑽に励んでいく決意です。
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ひらいわ なおこ
ふ り が な

氏

名

所属/肩書

私のＥＳＤ活動

平岩

尚子

都
道
府
県

広島県

学校法人 AICJ 鷗州学園 AICJ 中学高等学校 / 教諭
広島にある学校としての役目である平和についての伝達
活動および理解学習

関心・活動の SDGｓ

活動の概要
本校の現高校 2 年生から引継がれた活動として、現高校 2 年生が中学 2 年生時に作成をした「平和に関するパンフレッ
ト」を用いて、平和記念公園に来られる外国人観光客に配布活動を実施。昨年夏から秋にかけ、英語でコミュニケーショ
ンを図り平和について英語で伝えるという活動を、私の所属学年である中学 2 年生が実施。また、昨年度 1 月から今年度
5 月にかけて、広島の平和活動団体である HPS 国際ボランティアが広島の学生主体で制作に携わっている平和に関する
本「ヒロシマの心」の制作活動に参加。日本人だけでなく世界各国の老若男女問わず見ていただき、伝えられるよう日英
併記の本作成のための英訳を担当。広島市内の小中高生や広島出身の大学生、被爆者の方々の作成した平和の思い
を翻訳。これらの学内活動を「Junior High School Peace Campaign」と題して、実施してきた。これらの活動を通して、平和
について考える時間を改めて持つことができたこと、学校で関わるネイティブ教員以外と積極的に関わることの重要性を
生徒も認識することが出来た。また、英語を使って自分の考えや思いを伝える方法や、伝えていくために有効な手段のバ
リエーションを増やすために今後も英語力や世界地理に関する知識等を身につけ、今持っている能力を向上させたいと
いう前向きな思いを生徒に感じさせることができた。

・「AICJ ブログ Junior High School Peace Campaign ～Part5～」 http://aicj.ed.jp/blog-aicj/4587/
・「AICJ ブログ Junior High School Peace Campaign ～Part9～」 http://aicj.ed.jp/blog-aicj/5203/

今後の活動の展望と周囲や社会への還元
所属学年である中学 2 年生では、3 ヵ年計画で次のように活動を展開していく予定です。
①自分たちの住んでいる広島についての関心を高め、学外のネイティブスピーカーとの交流。
②平和学習の一環として、平和に関する文章の英訳への挑戦。
③自分達の住んでいる・育ててもらっている地域の案内に役立つパンフレットを英語で外国人観光客向けに作成。
④作成した成果物をクラスや集会等で披露するプレゼンテーションスキルを身につける。
⑤作成したパンフレットを実際に外国人観光客に配布し、その配布活動に後輩となる中学 1 年生を帯同し、会話への抵抗
感を無くすとともに先輩として手本を見せる。(次の世代への継承のため)
という流れを実践予定です。※現在②まで完了。
作成の段階で、自発的に地域のことを調べたり、プレゼンも実施する予定ですが、私にはまだその指導技術が不足し
ていると考えます。今回、生徒へより効果的に活動を促す方法や技術を学び、この活動を共に指導する所属学年団の教
員へ伝達をしていきたいと思っています。そして、生徒たちがより自発的に活動する地盤作りに寄与したいと考えていま
す。
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ふじい

ゆうすけ

藤井

裕介

ふ り が な

氏

名

所属/肩書

私のＥＳＤ活動

都
道
府
県

東京都

環境省大臣官房環境経済課環境教育推進室 /
環境専門員
行政としての環境教育や環境の視点からの ESD 活動

関心・活動の SDGｓ

活動の概要
私は、行政として、より広く深く全国に環境教育や ESD を普及・啓発するための施策担当として、日々、環境教育や環境
の視点から ESD の普及と啓発に取り組んでいる。例えば、全国の自治体の環境教育に関する行動計画の策定状況やそ
の内容を調べて国の基礎データとしたり、ESD を推進している学校を訪問し、学校教育の中での ESD の取組について、
実際の様子を把握したりしている。
環境問題を解決するには、人々の行動を変える必要がある。そこで鍵になるのが ESD である。普及啓発として、今年
度、小学生向けの環境教育パンフレットの作成を行ったが、ESD の視点から SDGs の達成に向けた行動が自然に促され
るように構成を工夫している。ESD の本質は、知識だけでなく、実践することで、生活スタイルがより持続可能なものに変
化し、継続されていくことが必要で、そのためには子どもの時から ESD の考え方を身近に感じてもらうことが大切だと考え
るからである。また、子どもだけでなく、大学生やユース世代への働きかけも必要だと考えている。今後、月に１回程度、
サークルや NPO 等で環境活動に関わっている大学生・ユースを対象に、ユースと環境省職員、NPO が集まり、将来の環
境政策を考えるワークショップ及び交流会を企画・実施していく予定である。若い世代の考えも施策に反映させられるよう
な機会を作り、すべての世代に ESD を普及させることを目指している。

今後の活動の展望と周囲や社会への還元
私は、環境問題をはじめ、地域にある多くの社会課題を解決しようと行動するユースを増やしていきたいと考えている。
ESD に力を入れている学校の公開授業を視察した際には、ESD の考え方に基づいた、探検や読書を題材にした授業
が行われており、ESD には環境以外にも切り口があることを体験した。ESD は環境、経済、社会の統合的な発展を目指す
ものであり、同じ ESD でも考え方や取り組みが違うということに改めて気がついた。
今後の活動としては、例えば、月に１回程度大学生やユース向けの環境教育イベントを企画・開催し、イベントの参加者
とコンファレンスの仲間をつなぎ、双方が ESD の視点で課題解決のためにどういうことを行っているかを共有できるように
したい。コンファレンスの仲間が、ファシリテーターとしてグループワーク等に参加したり、参加者がそれぞれの興味関心
のある分野を持ち寄って議論したりすることで、意見交換から具体的な行動を促すという流れを作りたい。ユースの行動
が社会全体に波及し、さらなる行動を促し、それが SDGs の達成につながるのではないかと考えている。
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ぺれすべらすこ

じゃんこ

ふ り が な

氏

名

所属/肩書

私のＥＳＤ活動

ペレスベラスコ・ジャンコ

都
道
府
県

東京都

・トビタテ留学 JAPAN６期生（国際教育留学）
・早稲田大学政治経済学部
世界中の教育機関で国際教育のワークショップの開催

関心・活動の SDGｓ

活動の概要
トビタテ留学 JAPAN の６期生として 2017 年 4 月〜2018 年 2 月までアメリカ、フィンランド、オランダの小学校〜高校で
計 500 人以上の児童に国際教育関連のワークショップを行いました。具体的な内容としては、それぞれの平和の定義を
議論し、個々の平和の定義が書かれた折り紙で折り鶴を１０００羽集め、その折り鶴で作った千羽鶴を広島に寄付する
「Peace プロジェクト」や異文化理解と偏見の形成過程を学べる「レヌカの学び」というワークショップを行ったり、言語に含
まれる文化性について議論し合い世界共通語が持つべき特徴を考える「世界共通語ワークショップ」など数多くのプログ
ラムをそれぞれの国や学校の特色に合わせて行いました。これらの活動を通して未来の社会を担う次世代の子供たちに
地球市民としての意識を根付かせることを目標として活動してきました。加えて、各国の教育関係者（教員・学生・教授・教
育委員会職員）へのアンケート・インタビュー調査をすることで各国の教育制度について研究しました。Peace プロジェクト
に関しては無事子供たちの願いが書かれた 1000 羽の折り鶴を集められ、8/26 に広島に寄贈しました。
また帰国してからは母校の全校生徒 600 人に留学での成果報告とパネルディスカッションへの登壇、異文化理解教育
に関するイベントの主催、フィリピンとミャンマーの孤児院でワークショップ開催など国際教育や異文化理解の普及と地球
市民意識の醸成に関わる活動を精力的に行っています。

今後の活動の展望と周囲や社会への還元
私は将来国際機関職員の立場から途上国に政策提言を行い、より公正な経済発展と地球市民意識の普及を実現した
いと考えています。そのためには教育の持つ潜在的な可能性についてより深く知ることはもちろん、より多くの人々に国際
教育や異文化理解教育、ESD について知ってもらう必要があります。そこでこのコンファレンスで出会った人々との繋がり
を活かし、 ESD 日本ユースとして、今まで行ってきた活動をより広範囲に、そしてより頻繁に開催して自身の知見を深め
ながら、持続可能な社会に向けた議論と関心を広めていきたいと思います。具体的にはパネルディスションやワークショッ
プをそれぞれのメンバーが活躍しているフィールドで一緒に開催することを考えています。私の場合であれば、大学や教
育機関で教員向け・学生向け・一般人向けとそれぞれの人に合わせたワークショップを開催していきたいと考えていま
す。より日本で ESD 実践されるような教育制度作りをするためにも教育政策を立案し、積極的に政府機関に提言していき
たいと考えています。
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ほそかわ

ゆき

ふ り が な

氏

名

所属/肩書

私のＥＳＤ活動

細川

由起

都
道
府
県

岡山県

岡山市立岡西公民館 / 主任（社会教育主事）
幅広い世代の地域住民が相互の学びあいを通して自らの
手で問題解決し、住みよいまちを作り上げる仕組み作り

関心・活動の SDGｓ

活動の概要
岡山市の公民館では事業の柱にＥＳＤを据え、学びと実践の機会作りをする事でＥＳＤを推進している。
前任館では岡山市域共通の課題である重点分野の主催事業について、30 以上ある全ての事業を地域諸団体や市民
の有志と企画・運営・実施・振り返りを行いながら進めた。岡山市全体の課題を含める事に加え、地域の課題や身近な問
題、表面上は問題に見えない事といった「エリアの問題・課題」をふまえ、それらの解決や、発生する背景について調査・
講義・ワークショップ等の学びの場を開催する事で、自分たちの住むまちに今何が起きているか理解を深める場とした。こ
の「学び」をきっかけに地域活動や自主的なグループが生まれたりした。この段階を経て少しずつだが確実に地域住民の
手で地域課題解決に繋げる事ができた。
現館では小学校区を限定した形になるが、地域内で日常生活のちょっとした困り事を抱える高齢者に寄り添い支援活
動をする市民ボランティア「三門学区地域のみんなでつながり隊」が活動している。活動５年目を迎えたが、行政支援や
介護保険では手がまわらないゴミ出しや電球交換、庭の草取り、買物同行・代行等を 11 人が行っている。ボランティアの
「何でも屋」ではなく、支援活動を通して依頼者とメンバーが地域内で繋がる事を目的に活動する事で、地域で孤立する
高齢者を減らしたり、少しの援助があればこの地域にいつまでも住み続けられる事にも繋がる取り組みを行っている。

・「岡山市ＨＰ内『公民館の ESD 活動』」 http://www.city.okayama.jp/kyouiku/chuokouminkan/chuokouminkan00093.html
・「岡山市立岡西公民館」 http://www.city.okayama.jp/kouminkan/kousai/index.html

今後の活動の展望と周囲や社会への還元
私は社会教育の専門職員として、公民館で今後も様々な年代・考えや価値観を持つ人、悩みや問題を抱える人たち、
漠然と「何かしたい」という人と接していくことになる。
公民館事業を地域諸団体に属する人や事業に興味を持つ利用者を中心に、多くの人たちの協力を得ながら、話し合い
の過程を大切にして実施していきたいと考える。そして、話し合いの過程や合意形成も含めて公民館での活動全てがＥＳ
Ｄ活動の一部であることを積極的に伝えていきたい。
今回この場に参加させていただき、様々な人や考え方との出会いや他地域の実践の情報を手にすることで、自身がＥ
ＳＤ活動を推進していく際に対面する困難に対し、より選択肢を増やすことで発展させられると考える。
一方で、情報発信にも力を入れたい。今自分たちが取り組むＥＳＤ活動について、より効果的、より多くの人に情報を発
信していくことで人や団体同士を繋げられるきかっけを作れたらと考えている。
また、公民館職員としてＥＳＤの理解と実践を一層深め、自分の言葉でＥＳＤをより深く語れるようにしたい。今後は公民
館利用者もまた、自分の言葉で「ＥＳＤってこんな事だ」と語れる人を増やしていきたいと考える。
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まつしま

ゆり

松島

有理

ふ り が な

氏

名

都
道
府
県

愛知県

所属/肩書

フリーランス（プランナー・クリエイティブディレクター、
イラストレーター等）

私のＥＳＤ活動

「地域の未来は地域がつくる」を実現するために、当事者
意識を持って地域を動かす活動

関心・活動の SDGｓ

活動の概要
地方創生の実現のために、フリーランスのプランナーとして、地域の当事者意識を喚起し、外部の人間の視点でその地
域の未来を考えた行政事業の企画・制作・実行をしている。
昨今、地方創生予算は「市場」「BtoG（business to Government）」とも言われ、本当に地域の未来のために使われている
か疑わしい実情がある。地域の持続的な未来をつくるためには、各地域がどんな周辺変化にも未来は明るいと信じ当事
者意識を持って課題をとらえ行動を起こしていく必要があるが、自治体職員の中には「ブランディング」や「プロモーショ
ン」、AI やアプリの活用などの言葉やモノに踊らされてしまい、都市の企業や大企業に多くの事業を委託してしまうことが
ある。それは実は、一時の話題はつくることができても、地域に根付く活動にはなりにくい。
そこで私は、事業の企画・制作・運営、イベントや広報・啓発、チラシ・WEB 等のツール制作、人事・営業管理、２つの一
般社団法人の立上げ支援など、多くの経験から得たスキルとノウハウを活かし、地域の課題に当事者意識を持ち、地域
に根付く地方創生のプランを提案し、実践している。例えば、道の駅での商品開発や農業塾立上げ支援、SNS での地域
活動キャンペーンの展開や福祉団体の運営支援などである。
教育界に直接的関わりはないが、教職免許を持ちながら民間で働く者として、持続可能な社会のために今何が課題で、
どうすべきかを常に考えながら活動している。

・長久手市地域ブランディング事業 https://nagakute-brand.info
・愛知介護ネット（愛知県居宅介護支援事業者連絡協議会） https://www.aichi-kaigo.org/

今後の活動の展望と周囲や社会への還元
上場企業も零細企業も経験し、社会人 10 年目にマルチタスクなフリーランスとして活動を始めたが、現在の活動は対
象地域が広範囲で業種も多彩なことが強みの一方、専門家ではないため説得力に欠ける面がある。
今後の展開としては、「持続可能な地域づくり」実現のため、自主事業を立ち上げ、組織化し、特定地域に根差し、その地
域の当事者として地域づくり・未来づくりを実行したいと考えている。
教職課程を修めながらも民間の道を選んだのは、社会人経験のないまま「先生」と呼ばれる不安からだったが、振り返
れば多くの国際協力やボランティア活動に携わり、民間を経験し、継続的に親子教室や人材育成等にも携わり、今では、
「先を生きる者」として未来を生きる子どもたちに伝えられることがあるのではないかと思うようにもなった。
今後は、地域での活動を発展させ、持続可能な未来のために私にできる「教育」の在り方を追求し、実行していきたい。

また、「働き方改革」「テレワーク」「女性活躍社会」などを(なりゆきではあるが)自己で実証実験しているため、現
代社会の課題を見つけ、新しい社会像や生き方の可能性を何らかの形で提示できればと考えている。
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まつもと あさみ
ふ り が な

氏

名

所属/肩書

私のＥＳＤ活動

松本

麻美

都
道
府
県

神奈川県

・一般社団法人 Think the Earth / 推進スタッフ
・フリーランス編集者・ライター
川で安全に遊ぶためのガイドブックと SDGs に関する書
籍の制作など

関心・活動の SDGｓ

活動の概要
2015 年に、一般社団法人 Think the Earth でサポートをしているイベント、アクアソーシャルフェス!!（トヨタ主催）の活動の
一環として、川で安全に遊ぶためのガイドブック『アクアレンジャーになろう！』を編集、制作しました。アクアソーシャルフェ
ス!!とは、トヨタのハイブリッドカー「アクア」のプロモーションの一環として日本全国で開催している、水辺の環境保全活動
を中心とするアクティビティです。岩手県の北上川流域での活動で、川の危険性と楽しみ方のどちらも知る若者「アクアレ
ンジャー」を育成するプログラムのなかで本ガイドブックが使用されました。ガイドブックには、川の楽しみ方のほか、危険
な場所や遊ぶときの注意点などを、イラストをつかってビジュアルに記載しました。
2018 年には、中学生・高校生を対象とした書籍『未来を変える目標 − SDGs アイデアブック』を編集しました。読者ととも
により良い未来をつくることを目的に、SDGs の 17 ゴールについての解説と、途上国開発や多様性・教育・金融などの専
門家による寄稿、持続可能な世界を実現するアイデアに焦点を当てた 34 の活動事例を紹介しています。制作後、書店で
の販売のほか、全国の希望する学校（約 300 校）へ 8,000 冊以上を寄贈し、授業に役立ててもらっています。
個人では小さい活動ですが、社会課題の解決に向けて活動している団体にインタビューしたり、アートと社会課題をテー
マにしたツイッターアカウントの運営などを行っています。

・一般社団法人 Think the Earth http://www.thinktheearth.net/jp

今後の活動の展望と周囲や社会への還元
現在、私は誰かのアイデアや思想を書籍や記事で伝えています。ただ、それでは一つの正解を広める、啓蒙的な活動
になってしまっているのかもしれない、と感じることもあります。今後は、また別の方法で社会をどのように形づくるか、多く
の方と考えるきっかけや場をつくりたいと考えています。
具体的なイメージはまだ得られていませんが、例えばそれは、ワークショップやイベントかもしれないし、もっと他の方法
があるのかもしれません。
社会課題と文化をテーマに、特に私の背景にある美術を一つの鍵として、自分の能力と社会課題をどのように結びつ
け、多くの方と多方向のコミュニケーションをどのように取っていくのか、今回のコンファレンスで得られる ESD のあり方や
活動の方法をベースに、考えて実施したいと考えています。
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みやざき いずみ
ふ り が な

氏

名

所属/肩書

私のＥＳＤ活動

宮﨑

いずみ

都
道
府
県

東京都

・国際基督教大学教養学部アーツ・サイエンス学科
・One Young World (南アフリカ大会・アイルランド大会日本代表)
高校での TA・英語キャンプのサポーターとして子どもた
ちが自分の可能性に気づける教育を実現

関心・活動の SDGｓ

活動の概要
日本の子どもたちが自分の持つ可能性に気づいて、それを伸ばしていける教育を実現したい。
具体的な活動内容として第一に、都立高校の「探究活動」における学生 TA としての活動を挙げる。高校一年生がテー
マを選んで学術研究を行う授業であり、そこで今年の六月より生徒と担当教員のサポートをしている。生徒たちは「国際・
社会」というテーマを選んだものの、「自分が何に興味があるのか分からない」と言う。その中でマインドマップや入門書の
輪読を行い、自分たちが何に関心を持っているのか気づかせようと尽力している。この授業を通じて、高校生たちが「自
分」について知り、自らの持つ可能性の大きさを認識できるよう取り組んでいく。
第二に、英語キャンプでの活動がある。私は大学において言語教育学を専攻する中で、子どもたちに英語の楽しさを伝
えることで、彼らの可能性を広げていきたいと考えるようになった。そこで、群馬県の国立赤城青少年交流の家で開催さ
れた English Camp や、公文の主催する English Immersion Day などへ学生サポーターとして参加した。英語は自分の世界
を広げてくれる「コミュニケーションの道具」であり、間違えを恐れず、積極的に発話することが重要であるという姿勢を伝
えた。初めは自ら発話しなかった子どもたちも、キャンプの終わりには自分の言いたいことを伝えようとする姿が見られ
た。

・「Kumon English Immersion Day」 https://www.immersioncamp.com/eid/

今後の活動の展望と周囲や社会への還元
コンファレンスの参加を通じて、「子どもたちに自分の可能性を気づかせ、それを伸ばせる教育とは何か」ということにつ
いて考えを深めたい。そしてそれを実現することで、周囲や社会に還元したいと考えている。
第一に周囲への還元として、都立高校での TA 活動に学びを生かしたい。コンファレンスの参加後は、個々のプロジェクト
をまとめ上げていく重要な時期となる。その中で、生徒が自らの関心に気づける環境づくりを行いたい。ただ宿題としてプ
ロジェクトをこなすのではなく、それを通じて自分は何が好きで何をもっと知りたいのか、そして自分には大きな可能性が
あるということに気づかせたい。
第二に社会に対して、将来的に英語を使った活動を主催することで還元をしたい。「英語自体を教える」という活動より
も、「英語を使う楽しさを知れる場を提供する」ということをしていこうと考えている。それを通じて、たとえネイティブスピー
カーでなくても英語を使うことを怖がる必要はなく、英語は「コミュニケーションの道具」であることを知ってほしい。そして子
どもたちが将来の人生を設計していく中で、英語というツールが彼らの可能性を広げられるようにしたい。
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やぐら のりか
ふ り が な

氏

名

所属/肩書

私のＥＳＤ活動

櫓

乃里花

都
道
府
県

奈良県

・奈良教育大学ユネスコクラブ 副代表
・奈良教育大学 ESD ティーチャープログラム履修生
子どもたちの行動化を促す教育的取り組みと、心の豊か
さを育む対話的取り組み。学びを支える安全への配慮

関心・活動の SDGｓ

活動の概要
私たち奈良教育大学ユネスコクラブの活動理念は、「ESD を実践できる教員になること」「ESD 行動化を楽しく追及するこ
と」の２点である。具体的な活動内容として、本年度より「集まれ！ESD 子ども広場」という企画を大学主催のもとで開催し
た。これは、前年度までの「ESD 子どもキャンプ」の流れを受けて、学生主体のイベントであるという趣旨は変えずに、日帰
りのイベントとして企画されたものである。参加者の子どもの数は 10 名と少数だったが、その分ひとりひとりに充実した学
びを提供することが出来た。テーマは「ならまちの町家～昔の人の知恵や工夫から学ぼう～」であった。大学近辺の奈良
町には、昔ながらの町家が数多く保存されており、今回はフィールドワークとして奈良町の実地調査を各班に分かれて行
った。「町屋の工夫ビンゴ」を作成し子どもたちと取り組んだり、町屋の伝統を紹介する公共施設を訪れたりした。子どもた
ちは、先人の暮らしの工夫を自分たちの目で確かめて、そこから社会が持続していくためのヒントを見出そうと懸命に取り
組んだ。このように学びの面でも充実した企画であったが、それ以上に時間を費やしたのは安全面への対策である。近年
の異常ともいえる気候の変動に、昨年度のキャンプでは多くの体調不良者が出た。その反省を踏まえて、今回は熱中症
対策と緊急時対応のマニュアル化を図った。その甲斐あって、本年度はすべての子どもたちが無事に帰ることができた。

今後の活動の展望と周囲や社会への還元
コンファレンスでの学びを、ユネスコクラブ部員をはじめとする周囲の人々に伝えたいと思う。伝えることで、自分の中の
学びを定着させることができ、また周りの行動化を促すきっかけにもなるからである。奈良教育大学ユネスコクラブは、教
員を目指している学生が部員のほとんどを占めている。「教育でより良い未来をつくる」という今回のテーマは私たちにと
って一番関心の深いテーマであるといっても過言ではない。今後続いていく「集まれ！ESD 子ども広場」の内容が、教育
的な観点でより充実したものになるよう、部員との学びの共有を徹底したい。具体的には、報告会を開き、ワークショップ
を展開したいと考えている。
また、他団体の活動の例を参考にしながら、「地域規模でできる ESD の行動化」を追求したい。具体的には、地域の人
との連携の取り方を工夫していきたい。「集まれ！ESD 子ども広場」が今後規模を拡大し、より多くの地域の人を巻き込む
企画となるよう、多くの学びを得て帰りたいと思う。教育は、地域の承認を得て初めてその役割を全うするものであると思
うし、自分たちの活動に地域を巻き込むことこそが、地域社会への還元であると考える。
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やまだ

けいたろう

ふ り が な

氏

名

所属/肩書

山田

慶太郎

都
道
府
県

大阪府

・シャープ株式会社
・NPO 法人 教育のための TOC 日本支部

私のＥＳＤ活動

シャープで組織開発の活動に取り組みつつ、NPO のボラ
ンティアとして思考ツールの普及にも取り組んでいます

関心・活動の SDGｓ

活動の概要
シャープの中で、横のつながりを作り風土を改善していこうと、2015 年から有志の活動を立ち上げ色々な取り組みを進
めています。
入社した 2012 年からシャープは赤字に転落し、ニュースでも取り上げられるほど会社の状態は悪化していました。そん
な中で、このままではいけないととりあえず風土改善チームを作り、2015 年に活動をスタートしました。しかし、私自身なん
のスキルもビジョンもないままで活動を始めてしまい、リーダーとして力不足を痛感したため、社外の勉強会でファシリテ
ーションやシステム思考、組織開発の手法など色々と学んでいきました。結果として、有志のチームにそのスキルを還元
し、またお試しで実践する場としても機能し始めました。いまでは月に一回の社内勉強会を活動の軸として、セミナーや交
流会など色々な活動を 3 年続けており、いまなお進化を続けています。
その一方で、NPO 法人「教育のための TOC 日本支部」の活動にボランティアで携わっています。「教育のための TOC」
では、子どもも大人も使える、シンプルながら奥の深い思考ツールを提供しています。その活動に携わりながら「生徒が自
立して考えられるようになる教育の在り方」を模索しています。NPO 主催のセミナーに講師・スタッフとして参加しながら、
個人でも講座を開き、「よりよい教育とは何か」という問いと向き合いながら活動を続けています。

・「教育のための TOC 日本支部 HP」 http://tocforeducation.org/

今後の活動の展望と周囲や社会への還元
シャープとしての活動の文脈では、まず同様に組織開発に取り組む人たちとのつながりを作り、それぞれが経験した道
のりを共有したいと思います。こういった組織開発の分野では、場所は違っても課題は似ていることが多いため、他の事
例が自社でも使える可能性があるためです。そして、それらを自社のチームに還元し、活動を変化させ、その結果どうなっ
たかをまたコンファレンスメンバーに共有する。そういったアクションとフィードバックのループをうまく循環させ、お互いの
組織がよりよくなっていくような未来につなげたいと思っています。
「教育のための TOC」では、そこで扱う思考ツール自体が他の色んな思考ツールや組織開発の手法と相性がいいと考え
ており、そういった掛け算ができるような場を全国各地に作っていきたいと考えています。決して「教育のための TOC」を
普及することそのものが目的ではなく、結果として日本の、ひいては世界の教育の質が向上することが重要です。そのた
めにまずは日本全国の教育現場を自分の目でみて、確かめたいと思っています。コンファレンス参加がそのきっかけとな
ればと思います。
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企画・運営チーム
【プログラムサポート】 （過去 ESD 日本ユース・コンファレンス参加者）

青山 真弓

●公益財団法人京都市環境保全活動推進協会 / 社団法人環境報告研

（あおやま まゆみ）

[職場] 「京(みやこ)エコロジーセンター」(https://www.miyako-eco.jp/)の指定管理業務を受

第 2、4 回参加

託しています。京都市内を中心に、持続可能な地域社会を築くための活動に参加・参画する
人を増やし、人と人、様々な団体をつなげる仕事をしています。主に環境ボランティアの育成
や大学生への環境活動支援を担当しています。また当協会が「地域 ESD 拠点」として登録さ
れた事もあり、「学生の街京都」ならではの企画として、ESD・SDGs を若者(学生)に発信し体
感してもらい若者(学生)が自ら企画を地域や企業と進めていくプロジェクトも準備中です。
[個人] ESD ユース支部会運営（東日本・中部・関西・中国四国九州沖縄支部）
ユース・コンファレンス参加者同士の交流と ESD に興味関心ある方々の楽しくゆるいネットワ
ーク作りが目的です。各地域の支部で年 3 回を目標にオフ会を開催する活動を行っていま
す。支部会に参加したい方は、各支部の LINE グループがあるので声をかけてね♪

伊藤 菜々美
（いとう ななみ）

第 4 回参加

●認定 NPO 法人 フリー・ザ・チルドレン・ジャパン / モチベ―ショナルスピーカー
世界のワクワクとモヤモヤを伝える YouTuber スタジオななみん
フリー・ザ・チルドレン・ジャパンの職員として、年間 1 万人以上の小学生～大学生に対し、世
界の現状を考える講演やワークショップを実施、また、子ども達が社会を変える担い手として
一歩を踏み出せるよう、リーダーシップ×社会問題のキャンプを企画しています。「あ、自分
にも出来そう。」と問題を自分ゴト化、そしてアクションを身近に感じられるよう、楽しく印象に
残る授業作りを行っています。最近では、サービスラーニングとして学校で取り入れてもらう
ための教材作りも行っています。
また、個人としては、YouTube やその他 SNS を使って、「世界のモヤモヤとワクワクの両方を
知ったら、きっと世界はもっと身近に」をテーマに動画や記事の発信を行っています。昨年の
コンファレンス後に配信した SDGs の動画をきっかけに私を知ってくださり、何か一緒に行い
たいと連絡をくださる人も増え、今後に繋がりそうなコミュニケーションのツールとしても発展し
ています。

河野 晋也

●奈良教育大学附属小学校教諭 / 日本ＥＳＤ学会理事・事務局長

（こうの しんや）

奈良教育大学を基盤とする近畿ＥＳＤコンソーシアムの研修事業「ＥＳＤティーチャープログラ

第 4 回参加

ム」において、毎月現場教員・研究者・学生と学び合いながらＥＳＤ授業実践を行っています。
今年度からはこの研修事業を全国展開させた「全国版ＥＳＤティーチャープログラム」を開始
しました。全国各地にユースＥＳＤティーチャーを育成すること、ＥＳＤ実践者の研修チームを
つくることを狙いとして、ＥＳＤのスペシャリストを講師に招き、実践者に求められる素養を高
める研修を開催しています。今夏奈良で開催された「日本ＥＳＤ学会第 1 回大会」では実行委
員として運営に携わり、また今年度より学会事務局長としてＥＳＤ実践をサポートすることにな
りました。ＥＳＤの広がりと深まりを目指して、また学会内でのユース対象のワーキンググル
ープの設立を目指して活動中。自称「鹿を愛し、鹿に愛された男」、他称「よく鹿にぶつかられ
る男」です。

新荘 直明
（しんじょう なおあき）

第 4 回参加

●青年環境 NGO Climate Youth Japan 国内政策事業統括
特定非営利活動法人 Alazi Dream Project 理事
気候変動に取り組む若者の団体 Climate Youth Japan の国内政策事業統括を 2017 年度か
ら務め、主に環境省・経済産業省や企業などに対する政策提言と意見交換に携わってきまし
た。2017 年の環境省における「COP23 に向けた環境関連団体と環境省との意見交換会」で
は、環境関連団体を代表して、提言を中川環境大臣に直接提出しました。
現在は環境省の「COOL CHOICE できるだけ 1 回で受け取りませんかキャンペーン」の若者
の間での認知を広げ、宅配便の再配達を防止するために、既存のサービスを体験し、それを
改善して普及していくプロジェクトに携わっています。宅配便の再配達という身近な問題を通
して、若者、特に学生に、気候変動やエネルギー、そして公正な労働への関心を持ってもらう
ことをねらいとしています。政策策定や企業のサービス開発への参画の機会が少ない学生
が、環境省との協働を通して、それらに携わる機会を得ています。

高橋 尚也

●日本 ESD 活動支援企画運営委員会委員/日本科学未来館科学コミュニケーター

（たかはし なおや）

2017 年から日本科学未来館の「世界の問題を科学の視点から理解し、どのような未来をつく

第 3 回参加

っていくかをともに考え、語り合う場」をコンセプトにイベントの企画やワークショップ企画、ま
たその実施を仕事としています。
未来館の前にはスウェーデンで環境教育や科学リテラシーに関する調査研究を行っていまし
た。その関係もあり、帰国後から今までに科学館業務の傍ら個人として、スウェーデン式環境
教育の日本の教育機関（幼稚園～高校）での実践活動を行っています。スウェーデンの環境
教育に特徴的な「人間活動と自然環境の循環」を基に授業案をつくり、カリキュラムの共創や
出前授業を行うと共に、その効果についての研究を繰り返しています。
ESD の推進には様々な立場の人がその年齢に関わらず共同し実践・研究していく必要があ
ると感じています。みなさんの活動や想い、そして解消したいことなどをおしえてください！

星 久美子

●CRI－Children's Resources International / 東海大学教養学部ユネスコチーム

（ほし くみこ）

日本にはいろいろな学校が存在しています。ユネスコスクールや ESD に力を入れている学校

第 2 回参加

のほかにも、オルタナティブスクールやフリースクール、外国学校やインターナショナルスクー
ルなど、ユニークな学校がたくさんあります。このような多様な学校の高校生と教員、大学生
を対象に「UNESCO ユースセミナー」という 1 泊 2 日のイベントを開催しています。セミナーで
は、多文化主義や SDGs、海洋プラスチック問題といったテーマを取り上げ、グループで話し
合ってきました。セミナーの醍醐味はなんといっても「出会い」です。ふだんの生活では知り合
うことのない高校生たちが、自分と異なる価値観や文化をもつ同年代の人と、日本語、英語、
ポルトガル語の 3 言語に戸惑いながらも 2 日間を過し共修すると、不思議と仲良くなれるんで
す！こういった葛藤と「友だちになる」という出会いを体験することが、平和で持続可能な社会
の実現につながると信じて取り組んでいます。

安田 侑加

●港屋株式会社インターン / NPO 法人青春基地学生インターン

（やすだ ゆうか）

港屋株式会社では、主にオンラインサロンを運営。多様なバックグラウンドを持つ参加者が集

第 4 回参加

い、持続可能性に関する情報を共有したり、そのトピックについてディスカッションをしたりして
います。また、高校生からのプロジェクトの相談も受け付け、高校生と「若者を応援したいけど
きっかけがつかめない」という大人たちとの接続を図り、高校生の身近な応援者を増やす場
としての役割も担っていきます。
NPO 法人青春基地では、この秋から都内の商業高校との 3 年間の協働が本格始動。地域
や産業と密着した学校づくりを視野に、プロジェクト型学習のカリキュラム導入などを行なって
います。生徒たちが教室を飛び出し、街の人々との豊かな関係性の中で、自分の興味関心
を元に探求するような授業を届けていきます。今年度は 1 年生の授業を担当し、生徒それぞ
れの好奇心から渋谷区独自の文化や産業にフォーカスし、取材やフィールドワークを行う予
定です。

【ファシリテーター＆講師】

嘉村 賢州
（かむら けんしゅう）

●場づくりの専門集団 NPO 法人場とつながりラボ home's vi 代表理事。
東京工業大学リーダーシップ教育院 特任准教授。
コクリ! プロジェクト ディレクター(研究・実証実験)。京都市未来まちづくり 100 人委員会 元運
営事務局長。集団から大規模組織にいたるまで、人が集うときに生まれる対立・しがらみを化
学反応に変えるための知恵を研究・実践。研究領域は紛争解決の技術、心理学、脳科学、
先住民の教えなど多岐にわたり、国内外問わず研究を続けている。実践現場は、まちづくり
や教育などの非営利分野や、営利組織における組織開発やイノベーション支援など、分野を
問わず展開し、ファシリテーターとして年に 100 回以上のワークショップを行っている。2015 年
に 1 年間、仕事を休み世界を旅する。その中で新しい組織論の概念「ティール組織」と出会
い、日本で組織や社会の進化をテーマに実践型の学びのコミュニティ「オグラボ(ORG LAB)」
を設立、現在に至る。

【講師】

倉増 京平
（くらまし きょうへい）

●一般社団法人 Work Design Lab 理事。
順天堂大学 WHO ヘルスプロモーション・リサーチセンター 客員研究員。
広告会社 プロデューサー。
高校卒業後、上京し新聞配達員の仕事を皮切りにホテルマン、英会話教材セールスなど
様々な職業を転々とする。2002 年より大手広告代理店（グループ会社）に参画。激務ながら
もやりがいのあるプロジェクトに多数たずさわる。29 歳の時、突然の大病を機に人生観が大
きく変化。 現在は、社会課題が山積する時代に「世の中に良いこと」をしながら「ちゃんと儲
ける」仕組みを創るべく、新規事業開発の仕事を手がけている。

【事務局スタッフ（五井平和財団）】

有馬 徹 （ありま とおる）
五井平和財団の IT 関連担当。IT 技術を使用して、世の中が、様々な分野の方々が協力し合い平和
で持続可能な未来になることを目標に、若者や教育者などのネットワーク形成や教育プログラムな
どに取り組んでいる。

鈴木 啓介 （すずき けいすけ）
コンファレンスでは運営担当として、参加者や関係各所との連絡・調整をしています。
学校などと連携した様々なプログラムを行い、ESDの推進に取り組んでいます。

中並 千景 （なかなみ ちかげ）
一人ひとりが自分の特性に気づきそれを社会に生かしながら、新しい未来をつくっていくことを促す
社会人向けのプログラムや、コンファレスなど広くESDの普及に取り組んでいます。

中山 樹 （なかやま たつる）
五井平和財団事業ディレクター。青少年教育事業担当として、ESD、平和教育、国際理解教育など
の様々なプログラムを国内外で推進。現在、日本とモロッコの学校間交流、日本とケニア・ナイロビ
市のスラム街の地球っ子広場同士の交流プログラムに力を注いでいる。

宮崎 雅美 （みやざき まさみ）
五井平和財団常務理事。「ESD に関するグローバル・アクション・プログラム（GAP）」を推進するパー
トナー・ネットワークのメンバーとして、ユネスコと協力しながら、若者の動員とリーダーシップの育成
に携わっている。

※本事業は、平成 30 年度日本/ユネスコパートナーシップ事業、ESD（持続可能な開発のための教育）に関するグローバル・アクション・プログラム
を推進する事業です。

ESD YOUTH JAPAN

〒102-0093 東京都千代田区平河町 1-4-5 平和第 1 ビル
公益財団法人 五井平和財団 ｢ESD 日本ユース ・ コンファレンス」 事務局
TEL: 03-3265-2071 esd@goipeace.or.jp

