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１．四国 ESD センターからのお知らせ 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━。*☆★ 

■ホームページ、フェイスブックにて随時、情報更新中！ 

ホームページ 

http://shikoku.esdcenter.jp/ 

フェイスブック 

https://www.facebook.com/shikokuEPO 

 

■四国 ESD センター展示スペースの活用について 

四国 ESD センター事務所内には展示スペースがあります。 

ESD の活動取組など、皆様の展示も歓迎です。是非、ご相談・ご活用下さい。 

 

■フリースペース利用案内（使用料無料・要予約） 

資料等の閲覧やミーティング、セミナーなどにご活用いただける、フリースペースがありま

す。 

ご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。 

 



★四国の地域 ESD 拠点の関連情報 

＜新居浜市教育委員会＞ 

新居浜市内の各小・中学校や新居浜市教育委員会の ESD 推進における取組が「ESD 通信」

として掲載されています。10 月 31 日に最新号が発行されました。 

http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/gakkou/esd-tsuusin.html 

 

★☆*。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

２．今月の SDGs 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━。*☆★ 

 

毎月 SDGs に関係する情報をお届けします。 

今月のテーマ：目標 4「質の高い教育をみんなに」♪ 

 

今月の 10 日・11 日、愛媛県新居浜市内で「ユース世代交流会」、「ESD 学びあいフォーラ

ム」を開催しました。ユース世代交流会では、四国各地から高校生や大学生が集まり、新聞

を使ったワークショップを通じて SDGs 達成のため自分たちに何ができるかを話し合い、

最後にそれぞれが関心のある分野で具体的な提案ややってみたいことなどを発表しました。

ESD 学びあいフォーラムでは、四国の企業の事例として「IKEUCHI ORGANIC(株)」の「タ

オル作りに関わる全ての人や環境を傷つけない」取り組みや、「(株)土佐山田ショッピング

センター」の地域に密着した取り組みの紹介があり、参加者からは「四国でこんなに頑張っ

ている企業があったのか」、「地方でもこれだけやれるという指針になりうる」などのコメン

トがありました。ユースによる活動発表も好評で、地域での世代や分野を超えたつながりが、

これからの地方存続の力になると感じました。 

 

■関連記事の紹介 

※関連記事をご覧になりたい方は、四国 ESD センターまでご連絡ください。ワークショッ

プ等での活用も可能です。 

 

目標 4「質の高い教育をみんなに」に関する記事をご紹介します。 

 

◇- 徳島新聞 -◇ 

・9/5 県内 

【県内高校「社会への扉」授業 生徒の消費者意識向上 消費者庁調査結果公表】 

（消費者庁） 



 

・9/11 松茂町 

【リサイクルでベトナム支援 活動内容 文化祭で発表】 

（松茂中学校生徒会） 

 

・9/12 美馬市 

【エコハウス工法学ぼう 廃材を活用 美馬で建設計画 11 月ワークショップ参加者募る】 

（元地域おこし協力隊・倉科智子さん） 

 

◇-四国新聞-◇ 

・9/1 小豆島町  

【「石の島」を日本遺産に 笠岡市と小豆 2 町が交流】  

（小豆島石節振興会[会⾧・岡田好平氏]） 

 

・9/6 香川県   

【香川用水の役割学ぶ 本町小児童が参加】  

（本町小学校） 

 

・9/14 高松市  

【動物まねて迅速避難 中学生が園児に防災指導】  

（⿁無幼稚園、国分寺中学校) 

 

・9/26 高松市  

【大気・環境問題に理解 高松の 2 高校 研究者が出前講座】  

（国立環境研究所地球大気科学研究室） 

 

◇-愛媛新聞-◇ 

・8/9 松山市 

【子どもたちが暮らしのゴミを考えるイベント】 

（子ども保健大学、愛媛生協病院） 

 

・9/2 松山市 

【防災の日に親子救命体験】 

（DCM ダイキ、市消防局） 

 

・9/26 伊予市 



【高校生によるコメ栽培がグローバル GAP 認定へ】 

（伊予農業高校） 

 

◇-高知新聞-◇ 

・8/18 四万十市 

【ウミガメを守る学習会と放流を実施】 

（県ウミガメ保護スタッフ 溝渕幸三さん） 

 

・9/3 高知市 

【「木育」を新聞でも盛り上げて】 

（家具会社「イータスインザルーム」代表取締役 江西由紀さん） 

 

・9/15 香美市 

【スーパーが三嶺保護団体に商品販売の一部を寄付金として贈呈】 

（「土佐山田ショッピングセンター」、「三嶺をまもるみんなの会」） 

 

・9/20 安芸市 

【県大生が国道を分離する神木「ナギの木」の逸話を調査、紙芝居に】 

（高知県立大学 1 年生） 

 

★☆*。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

３．今月のおすすめ ESD 教材 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━。*☆★ 

 

ESD を知り、取り組むためのツールをご紹介します。 

～目標 4「質の高い教育をみんなに」の関連教材～ 

 

■世界一大きな授業 2018～質の高い教育をみんなに～ 

リンク：http://www.jnne.org/gce2018/about.html 

 

主催：教育協力 NGO ネットワーク（JNNE） 

共催：公益社団法人プラン・インターナショナル・ジャパン 

 

「世界一大きな授業」とは、世界の現状に目を向け、教育の大切さを同じ時期に考えようと



いう地球規模のイベントです。「世界中の子どもに教育を」を合言葉に、2003 年にスタート

し、2008 年には、885 万人が参加し、ギネス世界記録としてギネスブックにも登録されま

した。日本でも 2017 年には、506 校・グループの 43,493 人が参加しました。申込者は教材

をダウンロードして授業を行います。 

 

★☆*。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

４．ESD 関連イベント・募集・助成金情報など 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━。*☆★ 

★第 4 回四国環境パートナーシップオフィス表彰 募集開始（～1/3） 

http://4epo.jp/information/notice/13379.html 

 

＜イベント・募集・お知らせ＞ 

＊徳島＊ 

■「社会教育ファシリテーター（学びのファシリテーター）」養成研修会（徳島市 12/8） 

http://shikoku.esdcenter.jp/2018/08/02/information-81/ 

 

■子どもが生き生きと活動するまち「ヨッピータウン・ピッピータウン」（吉野川市 12/15） 

http://4epo.jp/information/events/13335.html 

 

＊香川＊ 

■「SDGs を企業が導入するメリット」自社のサービスをどう生かすべきか？企業研修（高

松市 12/4） 

https://shikoku.esdcenter.jp/2018/10/24/information-98/ 

 

■「サモアについて知る・サモアで行う国際協力」（高松市 12/18～1/26） 

https://shikoku.esdcenter.jp/2018/11/21/information-105/ 

 

■高校生カレッジ冬 2018～世界とのつながりを感じよう～（高松市 12/9） 

https://shikoku.esdcenter.jp/2018/11/15/information-103/ 

 

■香川県が、かがわ「里海」づくり絵日記コンテスト 2018 の優秀作品の決定をお知らせ 

http://4epo.jp/information/notice/13302.html 

 

＊愛媛＊ 



■大洲わくわく自然観察会（大洲市 12/9） 

http://4epo.jp/information/events/13415.html 

 

■愛媛県が、平成 30 年度ウォームシェア みんなで出かけまシェア! 行きまシェア！につ

いてお知らせ 

http://4epo.jp/information/notice/13239.html 

 

＊高知＊ 

■「地域づくりと SDGs―企業と NPO の協働から考えよう―」（高知市 11/30） 

https://shikoku.esdcenter.jp/2018/11/19/information-104/ 

 

■こうち NPO フォーラム 2018（高知市 12/1） 

http://4epo.jp/information/events/13247.html 

 

■自然体験活動企画者セミナー（２）～自活動の棚卸しと展望を考える自然体験活動マネー

ジメント講座～（いの町 12/8・9） 

http://4epo.jp/information/events/13329.html 

 

■服もってけおいてけ市 in ソーレ（高知市 12/9） 

http://4epo.jp/information/events/13254.html 

 

■有機農業セミナー（香美市 12/12） 

http://4epo.jp/information/events/13331.html 

 

＊全国＊ 

■平成 30 年度 環境ユース海外派遣研修～インドネシア～参加者募集（～12/10） 

http://4epo.jp/information/notice/13392.html 

 

■「未来につなぐふるさと基金」2019 年度公募（～1/10） 

http://4epo.jp/information/subsidy/13310.html 

 

■環境省が、「第６回グッドライフアワード」環境大臣賞最優秀賞等の決定をお知らせ 

http://4epo.jp/information/notice/13306.html 

 

■環境省が、「プラスチック・スマート」キャンペーンの立ち上げについてお知らせ 

http://4epo.jp/information/notice/13099.html 



 

＜助成金＞ 

■平成 31 年度地球環境基金助成金（11/5～12/5） 

http://4epo.jp/information/subsidy/13059.html 

 

★☆*。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

５．メルマガ・ホームページに情報を掲載したい方へ 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━。*☆★ 

 

四国 ESD センターのメルマガやホームページに情報の掲載をご希望の方は、メール、ファ

ックス、郵送いずれかの方法で、情報をお寄せください。 

 

---------E-mail の場合は以下のフォームをご利用下さい（変更可）--------- 

 

■（タイトルをご記入下さい） 

 

【日時】： 

【場所】： 

【内容】： 

【参加費】： 

【主催】： 

【問合せ】： 

【リンク先】： 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

★☆*。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

６．四国 ESD センターメールマガジンについて 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━。*☆★ 

 

配信の希望・変更・停止や、情報の投稿、その他お問合せ・ご意見等が 

ございましたら info@shikoku-esdcenter.jp までご連絡ください。 



 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。 

  

・゜・*:.。.:*・゜・*:.。.:*・゜・*:.。.:*・゜・*:.。.:*・゜・*:.。.:*・゜ 

 

発行     

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２−1−1 高松第一生命ビル新館３Ｆ 

TEL :087−823−7181 / FAX :087−823−5675 

E-mail:info@shikoku-esdcenter.jp 

HP：http://shikoku.esdcenter.jp/ 

 

・゜・*:.。.:*・゜・*:.。.:*・゜・*:.。.:*・゜・*:.。.:*・゜・*:.。.:*・ 

 

各県窓口  

四国 EPO 徳島サテライトデスク 

徳島県徳島市西新浜町 2 丁目 3-102 エコみらいとくしま内 

TEL：080-4035-4593 

         

四国 EPO 愛媛サテライトデスク  

愛媛県松山市東雲町 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 

TEL：080-4999-4591 

 

四国 EPO 高知サテライトデスク 

高知県高知市旭町三丁目 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 

TEL：080-4998-4592 

          

 

 


