
 

 
四国地方ESD活動支援センター 

ESDは 

ducation for 

ustainable  

evelopment 

 

「持続可能な開発のための教育」と訳されます。 

 

子どもも大人も。 

日本も世界の人々も。 

学校や職場、家庭や地域、そして遊びの中でも。 

 

地球上のすべての生きものが、今も、 

これからも。 

 

ESDは、みんなが幸せに暮らしていける地球に  

するために、私たち一人ひとりが気づき、 

できることを考え、行動するための学びです。 

 

〒770-8008 徳島市西新浜町 2 丁目 3-102 エコみらいとくしま内   

開館：火～金 9:30～18:00  閉館：月・土・日・祝、年末年始 

・JR 高松駅から徒歩５分 

・ことでん高松築港駅から徒歩５分 

 

▶ ESD って何？                   ▶ 利用案内・アクセス  

とは 

平和 

人・まちづくり 
環境保全 

つながり 

多様性 

各県窓口（テレビ会議で四国 ESD センターに接続します。不在の時もあります

ので、ご来訪の際は事前にご連絡ください。） 

徳島：四国 EPO 徳島サテライトデスク TEL：080-4035-4593  

〒790-0803 松山市東雲町 5-6 特定非営利活動法人えひめグローバル

ネットワーク内   
開館：月～金 9:00～18:00  閉館：土・日・祝、年末年始 

〒780-0935 高知市旭町三丁目 115 番地こうち男女共同参画センター  
ソーレ 3Ｆ 認定特定非営利活動法人環境の杜こうち内  

開館：月～金 9:00～17:00  閉館：土・日・祝・年末年始・毎月第 2 水曜 

愛媛：四国 EPO 愛媛サテライトデスク TEL：080-4999-4591 

高知：四国 EPO 高知サテライトデスク TEL：080-4998-4592 

四国地方 ESD 活動支援センター（四国 ESD センター） 

香川県高松市寿町 2 丁目 1-1 

高松第一生命ビル新館 3F 

TEL：087-823-7181  FAX：087-823-5675 

Mail：info@shikoku-esdcenter.jp  

URL：http://shikoku.esdcenter.jp/ 

開館：月～金 9:00～18:00 

閉館：土・日・祝、年末年始 

SDGs (エス・ディー・ジーズ) 

 

もっとESDを知るためにー知っておきたい用語いろいろ 

持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals） 

世界が抱える問題を解決し、持続可能な社会をつくるために国連

総会で採択された 17 のグローバル目標（ゴール）のこと。 

ユネスコスクール 

GAP(ギャップ) 

 「ESD に関するグローバル・アクション・プログラム（Global 

Action Program）」 

国連が採択した ESD を進めるにあたっての具体的な行動内容。

日本では５つの優先行動分野を定め、政府が取り組む施策が示さ

れています。 

ユネスコの理念を実現するため、平和や国際的な連携を実践する

学校です。ユネスコスクールは ESD の推進拠点として位置付け

られています。 

未来に向かって、一歩ずつ。 

とは 

（四国 ESDセンター） 

学び 

men 

 

イー・エス・ディー 

 

t 

 

mailto:info@shikoku-esdcenter.jp


日本政府が「我が国における ESD に関する GAP 実施

計画（国内実施計画）」を策定 

ESD 活動支援センター（全国）開設 

 

 

 

 

 

 

1987 年 

▶ 四国地方 ESD 活動支援センター 
（四国 ESD センター）とは                                  

とは ESD 活動支援センターは、関係省庁が民間団体との連携事業

として官民協働で開設したプラットフォームです。 

日本国内８ヵ所（北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、

四国、九州）の地方センターと、広域連携を視野に入れた 

ESD 活動支援センター（全国）があります。 

コンサルティング 
ESD 活動についての悩みや課題に対する相談対応・

マッチングを行います。 

まずはお気軽にお問い合わせください。 

人材育成 
よりよい授業にしたい、社内研修に ESD を導入

したい、政策に反映したいなど、ニーズに沿った

情報提供や講師紹介を行います。 

四国 ESD センターは徳島、香川、愛媛、高知の４県で、 

ESD 活動の支援や人材育成、情報共有を行います。 

同時に地域や全国、世界とのつながりやネットワークを   

活かし、みなさんと一緒に持続可能な社会を目指します。 

持続可能な社会（四国）を目指して 

ESD に取り組んでいる 

取り組もうとしている 

多様な実践主体 

地域 ESD 活動推進拠点 
地域 ESD 活動推進拠点とは、地域において ESD 

活動を支援・推進する役割を担っている組織や 

団体のことを指します。 

四国 ESD センターは、地域 ESD 活動推進拠点と

連携しながら、ESD に取り組んでいる、   

またはこれから取り組もうとして 

いる人や団体をサポートします。 

地方 ESD 活動支援センターを全国 8 か所に開設 

ESD に関する GAP スタート 

国連持続可能な開発サミット 

ESD ユネスコ世界会議（愛知・名古屋）開催 
「国連 ESD の 10 年」の総括を踏まえ、ESD に関する 

グローバル・アクション・プログラム（GAP）を発表 

2014 年 

2017 年 

2016 年 

2015 年 

 

国連持続可能な開発会議（リオデジャネイロ） 

 
ESD の重要性を再認識 

 

1992 年 

2012 年 

2002 年 

2005 年 

いつでも一緒に、ESD。 

四国の ESD 情報（教材・事例・プログラムなど） 

を集め、全国・世界の ESD 情報と共に発信します。 

情報収集・共有 

学びあいの場・ネットワークつくり 
学習会、研究会、研修会、ワークショップ、 

セミナーなどを開催して交流の場をつくります。 

「こんな企画があったらいいな。」というお声を

ぜひお寄せください。 

▶ ESD 実践のためのサポートメニュー 

(自治体、教育関係、環境学習

施設、社会教育施設、NGO/NPO、経済団体・企業、   

ユース組織、国連の活動に関わる団体、地域の協議会、

メディアなど) 

▶ これまでの ESD、これからの ESD 

持続可能な開発に関する世界首脳会議（ヨハネスブルク）  

 

「国連 ESD の 10 年」開始（～2014） 

 

国連環境開発会議（リオデジャネイロ） 

国連 WCED（環境と開発に関する世界委員会） 

「持続可能な開発のための教育（ESD）」の重要性をうたった   

アジェンダ 21 の採択 

報告書『地球の未来を守るために』を発表し「持続可能な開発」 

という概念を提起 

日本の NGO が発案し、政府と「ESD の 10 年」を共同提案 

・環境や人権に配慮 

した製品／サービス 

・SDGs の学習 

▶仕事場  

 

 

・歴史や自然環境学習 

・まちづくりワーク 

ショップ 

 

▶地域 

 

 

▶お出かけ  

 

 

・エコツーリズム 

・ジオパーク 

・ユネスコエコパーク 

ESD を通して、持続可能な開発目標（SDGs） 

を考え、学び、行動するお手伝いをしながら、

ESD 推進のためのネットワークづくりを   

支援します。 

▶お買物  

 

 

・フェアトレード 

・エシカル商品 

・有機栽培 

・地産地消商品 

 

・教科／総合学習 

・教員対象 ESD 研修 

▶学校  

 

 

・自然体験 

・絵本の読み聞かせ 

 

▶幼稚園・保育園  

 

 

全国各地で取り組みがスタート 

「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」 

 を採択、SDGs（持続可能な開発目標）を発表 

http://www.unic.or.jp/news_press/info/15790/

