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【 四国 ESDセンターメールマガジン 】2022.11.28（第 60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 

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。 

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


•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/ 

 

 

★ESD 推進ネットワーク全国フォーラム 2022【参加者募集中】  

実践的・包括的な SDGs人材育成を目指して ～気候変動教育からはじめよう～ 

https://esdcenter.jp/hottopics/zenkoku-forum2022/ 

 

ESD 推進ネットワーク全国フォーラムは、ESD 推進ネットワークの主たるステークホルダー

が一堂に集い ESD に関する最新の国際動向、国内動向、ネットワーク形成の状況を共有する

とともに、全国各地の実践事例を学ぶ機会として開催しています。 

今回は、地域における気候変動対策を出発点としつつ、地域課題の総合的かつ包括的な解決

を目指す実践人材育成に取り組む事例を共有し、気候変動対策を基軸として進める ESD の

あり方について意見交換します。 

セッション 2：「気候変動や脱炭素をテーマにした地域事例紹介」では四国の事例も登場し

ます！この機会にぜひご参加ください。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

２．今月の SDGs 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━。*☆★ 

 

毎月 SDGs に関係する情報をお届けします。 

〈目標 13：気候変動に具体的な対策を〉  

「国連気候変動枠組条約締約国会議」。日本語だとピンと来ない方も、「COP（コップ）」は

聞いたことがあるのではないでしょうか。今月エジプトにおいて開催された COP27。その様

子は連日ニュースでも流れていましたが、今回は特に途上国と先進国の意見が分かれて交

渉が難航、会期も延長となりました。「地球が大変なんだからみんなで協力しなくちゃ！」

ということは誰もがわかっていても、皆が満足する方法を見つけるのは難しい、ということ

を感じた方も多かったのではないでしょうか。それでも温暖化やエネルギー問題は待った

https://shikoku.esdcenter.jp/access/
https://esdcenter.jp/hottopics/zenkoku-forum2022/


なしの状況です。エジプトまで行けなくても、関心を持ち続けることはできます。COP27 の

様子や報告・成果などは WEB でも紹介されていますのでぜひご覧ください。 

 

★☆*。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

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 13：気候変動に具体的な対策を〜  

 

■A-PLAT KIDS エー・プラット・キッズ 

https://adaptation-platform.nies.go.jp/everyone/school/index.html 

国立研究開発法人国立環境研究所が運営するサイトです。デジタル紙芝居、授業動画、自由

研究のヒントやクイズなど盛りだくさんです。小学生から高校生まで幅広く対応していま

す。 

 

■せと ecoちゃんねる / 香川県地球温暖化防止活動推進センター 

https://www.youtube.com/channel/UCorVWwW-Q8P71BafI8RS2jQ 

せと eco かがわイメージキャラクター「せとえこちゃん」が大活躍。動画で楽しく温暖化に

ついて学ぶことができます。 

 

 

★☆*。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

４．ESD 関連イベント・募集・助成金情報など 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━。*☆★ 

 

高知県 第 16 回協働の森フォーラム 

https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/030101/2022102700068.html 

 

高校生 減災エンス塾 (寺田寅彦先生の地球科学観に学ぶ)  

https://shikoku.esdcenter.jp/2022/11/15/934/ 

 

第３回 SDGs「誰ひとり取り残さない」小論文コンテスト 

https://adaptation-platform.nies.go.jp/everyone/school/index.html
https://www.youtube.com/channel/UCorVWwW-Q8P71BafI8RS2jQ
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/030101/2022102700068.html
https://shikoku.esdcenter.jp/2022/11/15/934/


https://nogezaka-glocal.com/dh3/ 
 

朝日新聞社 大学 SDGs ACTION! AWARDS 2023 

https://www.asahi.com/sdgs/article/14730157 

 

かがわ里海大学 「ボードゲームから里海を考える講座」 

https://www.pref.kagawa.lg.jp/kankyokanri/university/no22sp10.html 

 

日本野鳥の会 連続ウェビナー 海洋プラスチックの問題を考えよう 2022 

第 5 回 海鳥をプラスチック汚染の指標に 

https://www.wbsj.org/activity/conservation/law/plastic-

pollution/seminar/plastic-event20221209/ 

 

第 18 回香川レインボー映画祭 オンライン開催 

https://kagawa-rff.org/ 

 

かがわ里海大学 「海ごみリーダーって何なん?!講座」 

https://www.pref.kagawa.lg.jp/kankyokanri/university/no22sp12.html 

 

第 14 回ユネスコスクール全国大会／ESD 研究大会 

http://www.jp-esd.org/conference2023/ 
 

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/ 

 

★☆*。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━   

   

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） ---------   

   

https://nogezaka-glocal.com/dh3/
https://www.asahi.com/sdgs/article/14730157
https://www.pref.kagawa.lg.jp/kankyokanri/university/no22sp10.html
https://www.wbsj.org/activity/conservation/law/plastic-pollution/seminar/plastic-event20221209/
https://www.wbsj.org/activity/conservation/law/plastic-pollution/seminar/plastic-event20221209/
https://kagawa-rff.org/
https://www.pref.kagawa.lg.jp/kankyokanri/university/no22sp12.html
http://www.jp-esd.org/conference2023/
https://shikoku.esdcenter.jp/


■（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。    

※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   

https://shikoku.esdcenter.jp/
https://ls459.net/


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   

  


