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

 

【 四国 ESDセンターメールマガジン 】2022.9.26（第 58号） 

https://shikoku.esdcenter.jp/ 

 

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

※このメールマガジンは、購読を希望された方、四国 ESDセンターと名刺交換

をさせていただいた方にお送りしております。 配信を希望されない方やアド

レス変更等の手続きに関しては、お手数ですが下記メールアドレスへご連絡を

お願いします。 

 info★shikoku-esdcenter.jp  （メールの際は、★を＠にご変更くださ

い。） 

--------------------------------------------------------------------- 
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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 https://shikoku.esdcenter.jp/ 

フェイスブック https://www.facebook.com/shikokuEPO 

 

★おしらせ★  

■新型コロナウイルス感染拡大に伴う四国 ESDセンターの対応について 

https://shikoku.esdcenter.jp/
https://shikoku.esdcenter.jp/
https://www.facebook.com/shikokuEPO


新型コロナウイルス感染拡大防止の観点より、四国 ESDセンターでは当面の

間、下記の形で運用を行ってまいります。 

• ミーティングスペースの貸出停止 

• 四国 ESDセンターならびに四国 EPO、各県サテライトデスクでの対応につい

ては、スタッフが在宅勤務の場合がございますので、事前にお問い合わせくだ

さい。 

• 図書や資料貸出など、来所を希望される方（高松・松山）は事前にご連絡く

ださい。 

来所の際はマスク着用、検温、手指消毒にご協力ください。 

その際に、入口での窓口対応となりますこと、予めご了承ください。 

• お問い合わせ・相談等は、通常通り電話やメールで受け付けています。 

（開所日や問い合わせ先は、下記リンクをご参照ください。） 

利用案内・アクセス 

https://shikoku.esdcenter.jp/access/ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

２．今月の SDGs 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━。

*☆★ 

 

毎月 SDGsに関係する情報をお届けします。 

 

〈目標 11：住み続けられるまちづくりを 他〉  

昨年度スタートした「四国 ESDバーチャル大学」。どこにいても気軽に ESD

に触れられるよう、オンラインでの学びを進めています。 

今年度の第 1回は「ESD・SDGsツアー×気候変動教育」です。観光は SDGsす

べての目標に関わっていると言われています。観光業に携わる人の働きがい

（SDGs8働きがいも経済成長も）や地域資源を守ること（SDGs15海の豊かさを

守ろう、SDGs16陸の豊かさも守ろう）が持続可能な地域づくり（SDGs11住み

続けられるまちづくりを）に大きく貢献するものとして今注目されています。 

四国にはさまざまな地域の魅力があり、今回の勉強会では ESDや SDGsの学

びをセットにしたツアー開発の検討から、持続可能な四国について一緒に考え

ます。ESD、SDGsの視点で地域の魅力を再発見！地域資源をツアーの形で発信

してみたい人、具体的なツアーの種をお持ちの方、ぜひご参加ください！ 

 

https://shikoku.esdcenter.jp/access/


◆四国 ESDバーチャル大学「ESD・SDGsツアー×気候変動教育」 

 ※いずれもオンライン・参加費無料 

【第 1回】 ツアー企画を考えよう！！ 

10月 21日（金） 16：00～17：30 

【第 2回】 ツアーの商品化を進めよう！！ 

11月 25日（金） 16：00～17：30 

詳しくはこちらをご覧ください。 

四国 ESDセンターHP  

https://shikoku.esdcenter.jp/2022/09/22/858/ 

 

 

★☆*。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

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 11：住み続けられるまちづくりを〜 

 

■朝日新聞社 2030SDGsで変える（目標 11） 

https://miraimedia.asahi.com/sdgs-11/ 

SDGsに関するさまざまな記事が紹介されています。目標別になっているので、

他の目標についても知ることができます。 

 

■国土交通省 防災教育ポータル 

https://www.mlit.go.jp/river/bousai/education/index.html 

動画やカードゲームをはじめさまざまな教材があります。「小学校社会科４年

「県内の伝統や文化、先人の働き」を対象とした教材」など、学校の授業との

つながりも紹介されています。 

 

★☆*。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

４．ESD関連イベント・募集・助成金情報など 

 

https://shikoku.esdcenter.jp/2022/09/22/858/
https://miraimedia.asahi.com/sdgs-11/
https://www.mlit.go.jp/river/bousai/education/index.html


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━。*☆★ 

 

【知ろう！学ぼう！明日のために】 こども環境省ページをリニューアルしまし

た 

https://www.env.go.jp/kids/ 

 

令和４年度 教職員等環境教育・学習推進リーダー養成研修 

https://www.jeef.or.jp/activities/esd_teacher/ 

 

脱炭素チャレンジカップ 

https://www.zenkoku-net.org/datsutanso/profile.php 

 

第 13回 ESD大賞  

http://www.jp-esd.org/grandprix.html 

 

瀬戸内オリーブ基金助成 

https://www.olive-foundation.org/activity/activity-418/ 

 

香川県 県内海岸でマイクロプラスチックを収集、分類しよう！ 

https://www.pref.kagawa.lg.jp/kankyokanri/umigomi/microplastics2022.ht

ml 

 

かがわ国際フェスタ 2022 

http://www.i-pal.or.jp/festa/ 

 

アフリカの風★トーク＆ライブ ～すべての命はたからもの～ 

https://www.unicef-kagawa.gr.jp/3236 

 

高知県が、環境負荷を見える化する「web版環境パスポート」開始 

https://eco-pass.pref.kochi.lg.jp/ 

 

高知 森林環境学習フェア もくもくエコランド 

https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/030101/mokumokueco.html 

 

ふるさとのいのちをつなぐ 生物多様性こうちプラン大賞 募集 

https://ecolabo-kochi.jp/kochi_plan_bosyu.html 

https://www.env.go.jp/kids/
https://www.jeef.or.jp/activities/esd_teacher/
https://www.zenkoku-net.org/datsutanso/profile.php
http://www.jp-esd.org/grandprix.html
https://www.olive-foundation.org/activity/activity-418/
https://www.pref.kagawa.lg.jp/kankyokanri/umigomi/microplastics2022.html
https://www.pref.kagawa.lg.jp/kankyokanri/umigomi/microplastics2022.html
http://www.i-pal.or.jp/festa/
https://www.unicef-kagawa.gr.jp/3236
https://eco-pass.pref.kochi.lg.jp/
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/030101/mokumokueco.html
https://ecolabo-kochi.jp/kochi_plan_bosyu.html


 

とくしま脱炭素対策マイスター講座 

http://eco-

toku.org/eventinfo/%E3%81%A8%E3%81%8F%E3%81%97%E3%81%BE%E8%84%B1%E7%82

%AD%E7%B4%A0%E5%AF%BE%E7%AD%96%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%

83%BC%E8%AC%9B%E5%BA%A7/ 

 

四国初！「脱炭素まちづくりカレッジ in 徳島」を開催 

http://eco-

toku.org/eventinfo/%e5%9b%9b%e5%9b%bd%e5%88%9d%ef%bc%81%e3%80%8c%e8%84

%b1%e7%82%ad%e7%b4%a0%e3%81%be%e3%81%a1%e3%81%a5%e3%81%8f%e3%82%8a%e3%

82%ab%e3%83%ac%e3%83%83%e3%82%b8-

in-%e5%be%b3%e5%b3%b6%e3%80%8d%e3%82%92/ 

 

SDGs貝絵アート展示会・ウェブコンテスト 

https://sdgs-uwajima.com/ 

 

「１.５℃の約束」NHK民放 6局連動で、気候変動アクション 

https://www.nhk.jp/p/ts/NWVLW4QQ3K/ 

 

地域循環共生圏フォーラム 2022  

https://www.env.go.jp/press/press_00568.html 

 

第８回全国ユース環境活動発表大会 

https://www.env.go.jp/press/press_00562.html 

 

食品ロス削減啓発絵本「たべものかいじゅうあらわる!?」 の公表 

https://www.caa.go.jp/notice/entry/030213/ 

 

 

最新の情報は ESDセンターのホームページで随時更新しています。 

https://shikoku.esdcenter.jp/ 

 

 

★☆*。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

  

http://eco-toku.org/eventinfo/%E3%81%A8%E3%81%8F%E3%81%97%E3%81%BE%E8%84%B1%E7%82%AD%E7%B4%A0%E5%AF%BE%E7%AD%96%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E8%AC%9B%E5%BA%A7/
http://eco-toku.org/eventinfo/%E3%81%A8%E3%81%8F%E3%81%97%E3%81%BE%E8%84%B1%E7%82%AD%E7%B4%A0%E5%AF%BE%E7%AD%96%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E8%AC%9B%E5%BA%A7/
http://eco-toku.org/eventinfo/%E3%81%A8%E3%81%8F%E3%81%97%E3%81%BE%E8%84%B1%E7%82%AD%E7%B4%A0%E5%AF%BE%E7%AD%96%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E8%AC%9B%E5%BA%A7/
http://eco-toku.org/eventinfo/%E3%81%A8%E3%81%8F%E3%81%97%E3%81%BE%E8%84%B1%E7%82%AD%E7%B4%A0%E5%AF%BE%E7%AD%96%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E8%AC%9B%E5%BA%A7/
http://eco-toku.org/eventinfo/%e5%9b%9b%e5%9b%bd%e5%88%9d%ef%bc%81%e3%80%8c%e8%84%b1%e7%82%ad%e7%b4%a0%e3%81%be%e3%81%a1%e3%81%a5%e3%81%8f%e3%82%8a%e3%82%ab%e3%83%ac%e3%83%83%e3%82%b8-in-%e5%be%b3%e5%b3%b6%e3%80%8d%e3%82%92/
http://eco-toku.org/eventinfo/%e5%9b%9b%e5%9b%bd%e5%88%9d%ef%bc%81%e3%80%8c%e8%84%b1%e7%82%ad%e7%b4%a0%e3%81%be%e3%81%a1%e3%81%a5%e3%81%8f%e3%82%8a%e3%82%ab%e3%83%ac%e3%83%83%e3%82%b8-in-%e5%be%b3%e5%b3%b6%e3%80%8d%e3%82%92/
http://eco-toku.org/eventinfo/%e5%9b%9b%e5%9b%bd%e5%88%9d%ef%bc%81%e3%80%8c%e8%84%b1%e7%82%ad%e7%b4%a0%e3%81%be%e3%81%a1%e3%81%a5%e3%81%8f%e3%82%8a%e3%82%ab%e3%83%ac%e3%83%83%e3%82%b8-in-%e5%be%b3%e5%b3%b6%e3%80%8d%e3%82%92/
http://eco-toku.org/eventinfo/%e5%9b%9b%e5%9b%bd%e5%88%9d%ef%bc%81%e3%80%8c%e8%84%b1%e7%82%ad%e7%b4%a0%e3%81%be%e3%81%a1%e3%81%a5%e3%81%8f%e3%82%8a%e3%82%ab%e3%83%ac%e3%83%83%e3%82%b8-in-%e5%be%b3%e5%b3%b6%e3%80%8d%e3%82%92/
http://eco-toku.org/eventinfo/%e5%9b%9b%e5%9b%bd%e5%88%9d%ef%bc%81%e3%80%8c%e8%84%b1%e7%82%ad%e7%b4%a0%e3%81%be%e3%81%a1%e3%81%a5%e3%81%8f%e3%82%8a%e3%82%ab%e3%83%ac%e3%83%83%e3%82%b8-in-%e5%be%b3%e5%b3%b6%e3%80%8d%e3%82%92/
https://sdgs-uwajima.com/
https://www.nhk.jp/p/ts/NWVLW4QQ3K/
https://www.env.go.jp/press/press_00568.html
https://www.env.go.jp/press/press_00562.html
https://www.caa.go.jp/notice/entry/030213/
https://shikoku.esdcenter.jp/


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 （メールの際は、★を＠にご変更く

ださい。）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 （メールの際は、★を＠にご変更ください。）  

HP：https://shikoku.esdcenter.jp/  

  

※四国 ESDセンター（環境省・文部科学省が開設）は、（特非）えひめグロー

バルネットワークが受託し、環境省四国事務所と協働で運用しています。   

https://shikoku.esdcenter.jp/


※四国 ESDセンターは、ローカル SDGs四国（LS四国）の「四国 ESDチーム」

分科会事務局を担っています。魅力ある持続可能な四国を一緒に創っていきま

しょう！   

HP:https://ls459.net/  

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

  

各県窓口  

  

四国 EPO徳島デスク  

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  

特定非営利活動法人環境の杜こうち内  

TEL：080-4998-4592  

  

 

 

https://ls459.net/

