
 ニュースレター　1

ESDのポスターデザイン＆キャッチコピー入賞者決定！

持続可能な社会づくりのための学び合いマガジン

August 2017
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ESD通信
「中部大学 ESD 通信」は、国際 ESD センターが発行する学内外の ESD 情報誌です。※ ESD ＝ Education for Sustainable Development：持続可能な発展のための教育

持続可能な未来へ向けて！

中部大学

　Vol.24！

持続可能な発展のための教育（ESD) E ducation   教育： 研究・人材育成・相互学習

Sustainable   持続可能性： 資源の有限性・世代間の公平性　

Development   発展・開発

　ESDの国際的なプログラムとして、ユネスコはESDに関する「グローバル・アクション・プロ
グラム（GAP）」を展開中です。この活動は、2015年から2019年までの5年間に、5つの優先分
野（政策、機関包括型アプローチ、教員教育、若者、地域）におけるESDの推進を世界中で実施
するというもの。今年2017年は、この5年間の中間年にあたります。3月には、カナダのオタワ
で中間年会合が開催され、半期の課題と成果が共有されました。東海地域では、中部大学、中部
ESD拠点、名古屋大学の3機関が、GAPへの参加と貢献を宣言しています。

中部大学の ESD 認知度を上げよう

　ESDは、国連が進めている「持続可能な発展（開発）のための教育」です。

参考：文部科学省ウェブサイト「ESDに関するグローバル・アクション・プログラム」
http://www.mext.go.jp/unesco/004/1345280.htm

ESD の認知度アップ　
　ESD( 持続可能な開発・発展のための教
育）は、中部大学が力を入れて取り組む教
育の柱のひとつです。しかし、ユネスコが
2014 年に愛知県で「ESD ユネスコ世界会議」
を開催して 3 年が経ちました。学生も入れ
替わり、ESD のことを知らない学生が多い
のが現状です。そうしたなか、国際 ESD セ
ンターでは、ESD の普及啓発を目的とした
キャッチコピーおよびポスターデザインの募
集を行いました。

入賞作品決定
　作品の応 募 総 数は、キャッチコピーが
392 件、ポスターの応募件数は 25 件あり
ました。7 月 7 日には、石原学長を含む選
考委員（国際 ESD センター運営委員等）が、
ESD 推進の趣旨に沿っていること、公開に
ふさわしいこと、学生らしいこと、などの
基準で、入選作品を選考しました。
　その結果、キャッチコピーから最優秀作
品 1 点と優秀作品 5 点、ポスターから優秀
作品 4 点が選ばれました。
　これらの入選作品は、キャッチコピーと
ポスターデザインとの融合させて、最終的
なポスターを作成し、秋学期にバス停等に
掲示される予定です。

ESDってなに？　
シリーズ第23回： GAP中間年

募集チラシ（期間5月～7月1日） 掲示ポスターのイメージ

ESDの
学び合い

環境・防災

国際理解健康・医療

人材育成

技術開発（SD 技術）

文化・歴史・地理

マネジメント

キャンパス活動

中部大学における多様な学び

受賞者紹介
キャッチコピー
杉山 眞宙【あの時、学んでよかったと思える
未来のために】※最優秀賞
大久保聡太【「これから」をこの手で創ろう】
曳地 秀峰【Ｅ 笑顔の Ｓ 世界が D できる！】
松永 勇人【みんなで育む　みんなの未来】
葛原 優太【今さら聞けないＥＳＤ】
木村 都萌【え？（Ｅ）　知らないの？（Ｓ）　大
丈夫？（Ｄ）】（上から 5 名が工学部、1 名が応
用生物学部）
ポスターデザイン
鈴木 悠介（経営情報学部）、渡邉 樹里（生命
健康科学部※左下写真作品）、小林 将輝、
谷野 美佳（人文学部）

石原学長から表彰を受ける受賞者

ESD-Jの図を基に編集
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　 また、8 月 25 日（ 金 ） に は、JICA 中 部 国
際センターにおいて、「全国特別支援学校 ESD
フォーラム 2017」が開催されました。第 1 部
では、黒田一雄氏（早稲田大学大学院教授）
より「途上国における障害と教育ー ESD/SDGs
への貢献可能性」と題した講演が、第 2 部で
は、全国のユネスコスクール全 9 校によるシン
ポジウム「特別支援教育と ESD」が行われまし
た。特別支援教育における ESD 活動の具体的
な内容について、来場者を交えての情報交換
が行われました。

ユネスコスクール関連事業の開催
学校教育におけるESD活動を支援する

　中部大学は、2015 年度より、学校教育にお
ける ESD の推進に取り組む「ESD コンソーシア
ム愛知」の活動を展開しています。
　その一環として、8 月 4 日（金）に、ウイン
ク愛知において、「ESD コンソーシアム愛知交
流会」が開催されました。午前中は、市役所
や企業による ESD 活動が発表され、午後は学
校の取り組みが紹介されました。普段は、あま
り交流のないさまざまな機関が、独自の ESD
活動に関する情報を提供しあうことで、今後の
連携の可能性を模索しました。

学生が授業をデザインするとどうなる？（石原祥子さん）
シリーズ：世界の ESD から

　始まりは、1992 年。世界ではリオの地球
サミットで環境と開発に取組む機運が高まっ
ていた。その時期ウプサラ大学生物学部に
入学した学生数人が、環境と開発について
学べる講座がない事への不満を「夢の講座」
の企画書という形にし、学長に提出した。
なんと、学長は科目の開設を許可し、さら
にその学生らに企画と運営をする責任と機
会を与えた。結果、500 人が履修申請を行
う大人気で、5 年後にはセンター設立。25
年が経つ今、スウェーデン語あるいは英語
で開講される合計約 20 種類の全学対象の
自由科目を毎年約 600 人が受講している。
　では、「持続可能な発展」について学ぶ
場を学生が創る事に、何の価値があるのか。
まず、この分野には「たった一つの正解」と
いう物はない。持続可能な発展の定義は専
門家の間でも意見が割れ、様々な世界観や
イデオロギーをもとに解釈できる。正解が
ない（あるいは幾つもある）問いや、解決
策への道筋が見えない問題に取組むには、

「専門家」である先生の話を「からっぽ」の
学生が聴くだけという構図とは違った学び
のスタイルが必要だ。ワークショップや課題
ではグループワークやゲーム等を用いた参
加型・問題解決型の学びを重視し、毎回違
う講師を招く形式によって多数の学問分野
からの見方をつなげながら全体を把握させ
る（学際性）。根底に流れるのは「多元主義

（Pluralism: 様々な価値観・多様性を許容す
る考え方）」。対立した様々な見方にあえて

＊このシリーズでは、海外のＥＳＤ活動を紹介します。第1回から3回までは、ウプサラ大学（スウェーデン）で
ＥＳＤを学ぶ石原祥子さんさんからのレポートをお届けします。

　学生が教育を自由にデザインできたら、
どんな形になるだろうか？呼んでみたい講
師、読んでみたい本、こんな課題が出たら
わくわくして取り組む…学生が想像力を駆
使した時、何が変わるだろう？学ぶ方が、
学びたいこと。世界、社会、そして自分に
役に立つ学びとは？
　私が学び、勤務しているスウェーデン・
ウプサラ大学の Centre for Environment & 
Development Studies (CEMUS, セ ム ス：環 境

学・開発学センタ ) では、学生が学部生・大
学院生向けの科目を企画・運営している。
各科目ごとに学生２人が「授業コーディネー
ター」として雇用され、講義の構成や講師、
文献を考案・選定したり課題やワークショッ
プのデザイン・ファシリテーションも行う。

学生をさらし、自身が立ちたいと思う位置
を見出ださせる。
　中には、授業を取っている学生がワーク
ショップを運営したり、講義の一部分を決
められる仕掛けもある。そこには、サステ
ナビリティの分野で必要な構想力を育むだ
けでなく、学生のエンパワメントも意図し
ている。「仕方がない」「私たちには何も出
来ない」から「私たちの身の回りは変えて
いける」という意識へ。それが「社会は変
えられる」という意識と力につながる。あ
なたは何を学びたいのか、あなたはどう思
うのか、あなたは何がしたいのか、そして
それは社会をよくしていくことにどうつなが
るのか。それを聴き、実現させていくよう
な教育のあり方が、少しずつ社会を変えて
いく、かもしれない。それは日本でも必要
なのではないか？

CEMUS の教育・研究活動についての詳細
はこちらから。http://www.web.cemus.se/

石原祥子さん経歴：米国テキサス州生まれ。筑波大学生物資源学類入学後、米国イサカ大学環境及び環境科学学科留学。卒業後はスウェーデンに渡り、ウプサラ大学・スウェーデン
農科大学共同修士課程 持続可能な開発・発展専攻修了。現在は、同大学授業コーディネーター、ESD 研究プラットフォームコーディネーターなどを務める。

大学の風景

さまざまな国の学生が参加

ワークショップの様子

「ESDコンソーシアム愛知交流会」の様子

「全国特別支援学校ESDフォーラム2017」の様子



ESDニュース

2017年度「中部サステナ政策塾」が開講
　中部ESD拠点（幹事機関：中部大学）は、国連大学に認定さ
れたESD地域拠点（世界159カ所）のひとつです。今年度は昨年
度に引き続き、「中部サステナ政策塾」を、取り組みのひとつと
して実施しています。２０代から３０代を塾生として公募し、選
抜した結果、今年度は２７名の塾生が入塾。約半数の大学生に
加えて、現職地方議員、行政関係者、企業人、メディア関係者な
ど、多彩なメンバーが塾生として選ばれました。
　今年度の政策塾は、６月１７日（土）に開講。第１回目の講座
を公開講座として、中部大学名古屋キャンパスで開催しました。
初回のテーマは、「持続可能な発展に関する国際的動向と地域
政策の役割り」。第８代ユネスコ事務局長の松浦晃一郎先生
（中部大学学事顧問）から基調講演をいただきました。講演
では、国連のプロジェクトとしてのESDの成立過程や、昨今開始
された国連「持続可能な開発目標(SDGs）」との関連などについ

て解説していただきました。
　後半は、パネルディスカッションを実施しました。パネリス
トに、石田芳弘先生、清井美紀恵先生（ともに本学客員教授）、
竹内恒夫先生（名古屋大学大学院教授）の3名を迎え、政策
塾に期待することやグローバル人材についての話題提供をい
ただきました。パネルディスカッションを受けて、参加者はグ
ループに分かれてディスカッションを行い、引き続き行われた
全体会では質疑応答や意見交換を通して議論を深めました。

基調講演を聴く塾生と一般参加者 グループディスカッション

フェアトレードの取り組みを紹介する高校生
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持続可能な社会とは？学生主体の ESD 研究・活動の発表会が開催

全 7 学部の学生が発表
　7 月 12 日（水）、中部大学リサーチセンター
において、「第 8 回中部大学 ESD 研 究・活
動発表会」が開催されました。例年どおり、
第 8 回を迎えた今回の発表会でも、全 7 学
部から学生が参加。また学外からは、名古
屋市立大学が、高校生枠では、中部大学春
日丘が参加し、合計 9 団体による多種多様
なテーマに基づく ESD 研究活動の発表と議
論が行われました。
発表内容
　第 1 セッションでは、ヒメボタルを用いた
環境教育の実践事例、米国への留学派遣を
行う KAKEHASHI プロジェクトの体験学習、
実演を用いた持続可能な高齢化社会に対応
する運動法の紹介、名市大で行われている
学生主体の ESD 活動の取り組み、などが発
表されました。

第8回中部大学ESD研究・活動発表会　

　第 2 セッションでは、持続可能な建築空
間をイメージしたデジタルデザインの紹介、
高蔵寺ニュータウンとカナダ・ケローナとの
連携可能性、学生主体で考える労働マネジ
メントの方法と教育、かんばつ材を用いたモ
ノづくりの教育実践、春日丘の高校生が取
り組む国際理解やフェアトレードの紹介、な
どが発表されました。
　また討論の時間では、他の発表者の研究
活動について積極的に質問が行われ、普段
とは異なる ESD の内容について理解を深め
ていました。
　後日に開催された学長賞表彰式では、石
原学長との歓談時間をつうじて、本学で取
り組みたい ESD 活動の内容や、ESD を継続
するうえでの悩みなどについて議論が行わ
れました。発表タイトル、学長賞と特別賞
は右記のとおり。

発表タイトル
1 ヒメボタルを用いた環境教育の試み　
2 KAKEHASHI for ESD　＊
3 持続可能な超高齢社会に向けた健康寿命
    延伸のための運動法
4 学生主体の大学づくりに向けて 　＊＊
    ―名市大× ESD　学生目線で見てみると―
5 持続可能な社会のためのデジタルデザイン
6 春日井市の姉妹都市ケローナとの交流　
  ～高蔵寺ニュータウンで第 2 のケローナ通り
      を創ろう～
7 学生主体による労働安全衛生マネジメント
    分野の標準化教育　＊
8 かんばつ材でモノづくりをしよう！　＊
9 Think globally Act locally , Help widely 
   / 高校生のブランドで 　＊＊
学長賞は＊、特別賞は＊＊

留学先で紹介した空手を実演

学長表彰式での集合写真
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情報募集！　

［編集後記］

〒 487-8501  愛知県春日井市松本町 1200
中部大学 リサーチセンター 3 階 

『中部大学 ESD 通信 Vol.24』発行  2017 年 8 月

中部大学 国際ESDセンター

ESDトピックス

国際 ESD センター『中部大学 ESD 通信』では、自然環境や社会・
経済環境における、持続可能な発展をテーマにした学内の活動
や研究の情報を募集しています。情報提供は下記のアドレスまで。

講演する山口作太郎教授

首相官邸HP（SDGs 推進本部）

「持続可能な開発目標（SDGs）」への道！

esd@office.chubu.ac.jp

元ソビエト連邦ゴルバチョフ大
統領の下で報道官を務めたアレ
キサンダー・リコタール教授が、4
月12日（木）、中部大学で 講 演
しました。リコタール教授は、現
在、ゴルバチョフが中心となって
設立したグリーンクロス・インタ
ーナショナル（GCI）の主要メン
バー。GCIは、安全保障、貧困、
環境の連関を理解することによ
って人類の持続可能な発展をは 講演するリコタール教授

かることを目的としています。
講演では、東西冷戦の終結に
向かわる中心的役割を担ったゴ
ルバチョフ元大統領のリーダー
シップに焦点を当てて、今日の国
際紛争に対する平和的解決策を
模索することの重要性を論じま
した。

［国際×ESD］  
リコタール教授講演会
　　　（中部高等学術研究所）

［研究×ESD］
   石狩超電導国際フォーラム開催
　　　　　　（超伝導センター）            
中部大学と石狩市で作る実行
委員会の主催で、石狩超電導国
際フォーラムが、6月24日、石狩
市で開催されました。中部大学
は、山口作太郎教授（超伝導セ
ンター長）を中心に、2013年か
ら石狩湾新港内の研究施設で実
験を行っています。これまでに、
国内初となる超電導ケーブルの
公道埋設、世界最長級となる超
電導送電の成功などの成果をあ

［中部大生×ESD］
   「あいちサスティナ研究所」
　活動に参加　　（中部大学生） 　

愛知県が主催する「かがやけ☆
あいちサスティナ研究所」の今年
度の活動が6月にスタートしまし
た。研究所では、研究員としてプ
ロジェクトに参加する大学生が
企業の環境配慮活動をはじめと
するサステナビリティ活動を企画
し、提案するもの。
6月11日（日）の開所式では、今
年度、研究員として選ばれた大学

生約40名、パートナー企業10団
体の皆さん及びファシリテーター
と一緒に今後の研究所活動に向
けた準備を進めました。
中部大学からは、2名の学生が
研究員として本活動に参加して
います。

開所式の集合写真

地方センターは、官民協働によ
るESD推進のプラットフォームと
して、団体間のESD情報の交換
や活動支援を行う予定です。詳
細は、下 記のUR Lをご覧くださ
い。http://chubu.esdcenter.jp

［地域×ESD］
   中部地方ESD活動支援
   センター発足
                   昨年度、環境省と文部科学省の
連携により発足した全国ESD活
動支援センターに続いて、今年度
から、国内8地域で、地方ESD活
動支援センターが発足していま
す。中部地域では、富山、石川、
福井、長野、岐阜、愛知、三重の
7県を対象地域とした「中部地方
ESD活動支援センター」が、7月3
日に発足しました。

センターのホームページ

国連総会で「持続可能な開発のための
2030年アジェンダ」採択！
　国連「持続可能な開発目標（SDGs）」を
日本国内で推進するために内閣に設置さ
れた「持続可能な開発目標（SDGs）推進本
部」第3回会合が、6月9日（金）、首相官邸
で開催されました。
　会合では、外務大臣，文部科学大臣、厚
生労働大臣、経済産業大臣、環境大臣、地
方創生・規制改革担当大臣、東京オリンピッ
ク競技大会・東京パラリンピック競技大会
担当大臣が、省庁のＳＤＧｓの実施に向けた

　中部大学におけるESDの認知度を上げよう
と募集したキャッチコピーとポスターデザイ
ンの入賞者が決 定し、秋学期に掲示を予定
しています。一方、国連「持続可能な開発目標
（SDGs）」の認 知度アップを目的
とした日本国内 の取り組みも活発
化してきました。SDGs達成の意義や、その実
現に向けたESDの役割を、単に認識するだけ
ではなく、具体的な行動につなげるような学
びの場も増えています。本号で紹介された活
動の場に足を運んでみましょう。（古澤礼太）

げてきました。
フォーラムでは、日ロ中韓瑞典
の研究者、電力会社、IT関連会社
などが参加して、超電導直流送電
の実用化と国際送電網の構築な
どを検討。二日目には、涌井雅之
客員教授が、地域創生との関連
などについて講演しました。

取組について説明しました。
　また、本部長の安 倍晋三総理大臣から
は、日本のSDGs推進における3つの方針、①
「働き方改革」の実現、②地方でのSDGs
の推進、③民間セクターにおける取組の推
進、が示されました。参考：http://w w w.
kantei.go.jp/jp/singi/sdgs/


