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

 

【 四国 ESD センターメールマガジン 】2020.8.31（第 33 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  

 

■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 

http://shikoku.esdcenter.jp/


＜室戸ジオパーク推進協議会（高知）と SDGｓ＞  

室戸ジオパーク推進協議会では、地域住民にとって持続可能な発展のために、重要なジオサイト

の発見、保全、活用に取り組んでいます。例えば、地域の魅力を学習や観光に活かすために、市

民勉強会の企画やツアー化のためのガイドの養成等を行っています。これまでに、室戸岬の海岸

遊歩道を歩くツアー、灯台とお寺を巡るツアー、歴史的な町並みを歩くツアー、杉の巨木と出会う

ツアー、遠洋漁業で栄えた港町を歩くツアー、台地で農業を体験するツアーなどがスタートしてい

ます。 

 

【詳しくはホームページをご覧ください】  

https://www.muroto-geo.jp/ 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

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」 

先日のメールマガジン臨時号でもご案内いたしましたが、当センターでは 8 月 29 日（土）にユ 

ース世代等取組交流会を開催しました。 

今年度は、徳島県から海部高校・城北高校、香川県から小豆島中央高校、愛媛県から上浮穴

高校・宇和島南中等教育学校・内子高校小田分校・伊予農業高校・今治西高校・西条農業高校、

高知県から伊野商業高校に参加いただき、SDGs 達成に向けた取組紹介や意見交換を通して、

学び合うことができる良い機会になりました。発表は、食品ロスや幼児教育、飢餓、災害、労働環

境、希少種の保護、森を活かした地域づくり、土佐和紙の活用等、SDGs の多様なテーマに関す

る内容でした。 

今年は新型コロナウイルスの影響で、活動にも制約が多い状況です。しかし、できることから

SDGs 達成に向けた取組をしている学校が沢山あることがわかりました。皆さんもこの機会に、身

近な SDGs について考えてみませんか？ 

 

 

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 -◇  

https://www.muroto-geo.jp/


・8/21 徳島県三好市 

【県西部への教育旅行辞退相次ぐ 三好の誘致団体、予防策徹底し安全性 PR】 

 

・7/24 徳島県三好市 

【農業体験など徳島県西部での教育旅行増加 今年最多の 37 校、コロナ影響か近場関西から流

入】 

 

・6/27 徳島県三好市 

【食品ロス削減の取り組み助言 東祖谷小で日ハム社員が遠隔授業】 

 

◇- 四国新聞 -◇  

・7/12 香川県さぬき市 

【県環境キャラバンが授業 温暖化の原因学ぶ】 

 

・7/9 香川県高松市 

【溺れても慌てないで 園児が着衣泳体験】 

 

・7/2 香川県高松市 

【SDGs 実践例学ぶ 高松中央高生が企業訪問】 

 

◇- 愛媛新聞 -◇  

・8/20 愛媛県松山市 

【英語に親しんで 児童が会話やゲーム楽しむ】 

 

・8/20 愛媛県内子町 

【ドローン操作自由自在 動きや滞空時間プログラミング 内子・小田地区で教室】 

 

・8/14 愛媛県今治市 

【読書で膨らむ将来の夢 県立図書館、今治北高で「ブックトーク」】 

 

・8/8 愛媛県松山市 

【愛媛経済同友会と県内３大学 人材育成や防災で協定】 

 

◇- 高知新聞 -◇ 

・8/18 高知県 

【高知県内小中学校の修学旅行 四国内への変更増 中止の動きも】 



 

・8/10 高知県 

【発想・表現力高めよう 小学生の作品募集 プログラミング県大会】 

 

・8/8 高知県いの町 

【オンラインで子ども議会 中学生議員が意見や要望 いの町】 

 

◇- 全国区・四国外-◇ 

・8/21 全国 

【「第 3 回 ジャパン SDGs ユースサミット」を 8/29（土）・8/30（日）に開催】 

 

・8/18 全国 

【豊富な受講体験のオンライン研修で DX 人材を育成 9 月提供開始】 

 

・8/6 全国 

【小学生向けプログラミング教材「センサープログラミング PIoT」の提供開始】 

 

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

 

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」〜  

 

■SDG4 教育キャンペーン 2020 

主催：教育協力 NGO ネットワーク（JNNE） 

協力：SDGs 市民社会ネットワーク 

SDG4（教育目標）においては、毎年４月に、市民の声を政府へ届け、政策に反映することを目的

とするグローバル・キャンペーンが世界 100 カ国以上で実施されています。「持続可能な開発目標

（SDGs）」が掲げる目標 4「質の高い教育をみんなに」を 2030 年までに達成するため、みなさんの

声を国会議員と日本政府に届けましょう！ 

リンク：http://www.jnne.org/sdg2020/ 

 

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

http://www.jnne.org/sdg2020/


 

４．ESD 関連イベント・募集・助成金情報など  

 

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

 

＜イベント・募集・お知らせ＞  

 

【徳島県】 

■社会教育人材養成講習会（8/29、9/19、10/24、11/21、12/19） 

https://4epo.jp/information/notice/18917.html 

 

■【全 5 回】森林ボランティア青年リーダー養成講座 in 四国（9/26・27、10/10、11/21・22、12/6、

1/17） 

https://4epo.jp/information/notice/19079.html 

 

■徳島県が、令和 2 年度とくしま“SATOUMI”リーダー育成講座受講者募集についてお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/19151.html 

 

 

【香川県】 

■かがわ里海大学「Web 会議ファシリテーション講座」（9/3） 

https://4epo.jp/information/events/19146.html 

 

■かがわ里海大学「あなたもできる☆魚のさばき方講座」（9/5） 

https://4epo.jp/information/events/18998.html 

 

■かがわ里海大学「里海を大いに語り合う講座」（9/5） 

https://4epo.jp/information/events/19060.html 

 

■五色台体験教室 初秋の昆虫観察会 ～ヤスデやミミズもさがすよ～（9/5） 

https://4epo.jp/information/events/19120.html 

 

■「瀬戸内同時多発スポーツごみ拾い」海ごみ対策リーダー育成講習会開催のお知らせ（9/12・

13） 

https://4epo.jp/information/notice/18940.html 
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■かがわ里海大学「わかりやすく＆たのしく伝えよう！解説技術講座」（9/12） 

https://4epo.jp/information/events/19058.html 

 

■【全 5 回】森林ボランティア青年リーダー養成講座 in 四国（9/26・27、10/10、11/21・22、12/6、

1/17） 

https://4epo.jp/information/notice/19079.html 

 

■みどりの学校・里山の森づくり（9/26） 

https://4epo.jp/information/events/19172.html 

 

■さぬきの森 森林の楽校 2020（9/27） 

https://4epo.jp/information/events/19263.html 

 

■～生き物を見て・触れる～「秋の川の生き物観察会」（10/4） 

https://4epo.jp/information/events/19289.html 

 

■かがわ里海大学「里海ガイド養成講座（応用）」（12/12） 

https://4epo.jp/information/events/18807.html 

 

■香川県が、令和 2 年度 愛鳥週間ポスター原画コンクールの原画作品を募集（8/9～9/9） 

https://4epo.jp/information/notice/18689.html 

 

■香川県が、かがわ「里海」づくり絵日記コンテスト 2020 の作品を募集（8/21～9/18） 

https://4epo.jp/information/notice/18733.html 

 

 

【愛媛県】 

■自然観察会（8/29・9/19・10/18・11/14・12/6・2/27） 

https://4epo.jp/information/events/19189.html 

 

■愛媛県が、「愛顔の生きもの調査隊」隊員を募集（随時募集） 

https://4epo.jp/information/notice/18566.html 

 

 

【高知県】 

■第 19 期里山自然体験教室（4 月～12 月） 
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https://4epo.jp/information/events/17850.html 

 

■企画展「帰ってきた きかくてん展」（8/1～9/22） 

https://4epo.jp/information/events/19117.html 

 

■令和 2 年度高知森林インストラクター養成講座（8/23・9/20・10/25・11/29・1/17・2/28） 

https://4epo.jp/information/events/19038.html 

 

■梶ヶ森エコトレッキング＆星空観察会（9/5～6・9/26～27・10/17～18） 

https://4epo.jp/information/events/19278.html 

 

■チェーンソー体験講座（9/13・10/11・11/8・12/13・1/10・2/14・.3/14） 

https://4epo.jp/information/events/18966.html 

 

■オンライン観察会はじめてガイド 学習会（9/14） 

https://4epo.jp/information/events/19238.html 

 

■4 泊 5 日の農山村ボランティア「若葉のふるさと協力隊」in 高知県大川村（11/1～11/5） 

https://4epo.jp/information/notice/19099.html 

 

■第 28 回のいち動物公園写生コンテスト募集（9/1～11/10） 

https://4epo.jp/information/notice/19191.html 

 

 

【四国】 

■【全 5 回】森林ボランティア青年リーダー養成講座 in 四国（9/26・27、10/10、11/21・22、12/6、

1/17） 

https://4epo.jp/information/notice/19079.html 

 

 

【全国】 

■「日本自然保護大賞 2020」授賞記念オンラインシンポジウム（9/16） 

https://4epo.jp/information/events/19265.html 

 

■未来をまもる子ども作文コンクール 2020～気候変動のない社会への想いをつづろう～（～9/11） 

https://4epo.jp/information/notice/19009.html 
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■環境省が、～環境×高校生プロジェクト企画！第 2 弾！～ “環境大臣杯 全国高等学校 Re-

Style DANCE CUP！2020” 参加者を募集（～10/30） 

https://4epo.jp/information/notice/18930.html 

 

■生きものの名前がわからないときは「いきものログ」の『種名調べ支援』！（～11/30） 

https://4epo.jp/information/notice/18936.html 

 

■環境省が、令和 2 年度動物愛護週間ポスターのデザイン絵画コンクールの結果についてお知

らせ 

https://4epo.jp/information/notice/19175.html 

 

■第 4 回ジャパン SDGs アワード（～9/30） 

https://4epo.jp/information/notice/19284.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  

 

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

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

 

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  

https://shikoku.esdcenter.jp/

