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【 四国 ESD センターメールマガジン 】2021.1.25（第 38 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/


＜ESD 推進ネットワーク全国フォーラム 2020 （2020 年 12 月 19 日開催）＞ 

昨年 12 月、ESD 活動支援センター主催の「ESD 推進ネットワーク全国フォーラム 2020」が開催

されました。このフォーラムでは、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ことを目的として、全国各地から多くの方々が参加されました。 

「SDGs の取組を社会実装するための ESD ～どんな人材が望まれるのか、育成するのか～」

をテーマとした分科会では、愛媛県今治市の株式会社平野 平野薬局 平野啓三さんから話題提

供があり、企業における人材育成の観点から ESD のあり方について、意見交換を行いました。 

当日の模様は、ESD 活動支援センターのホームページで公開しておりますので、ぜひご覧くだ

さい。 

 

 【開催報告】ESD 推進ネットワーク全国フォーラム 2020 

https://esdcenter.jp/hottopics/zenkokuforum2020-report/ 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

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 5「ジェンダー平等を実現しよう」 

毎年、3 月 8 日は「国際女性デー」です。前回のホワイトリボンランは新型コロナウイルス感染症

の影響により、世界中どこからでも自由に参加できるバーチャルランとして開催されました。今年

は現在のところ、会場とバーチャルランの両方での開催が予定されています。私たちが走ることで、

自身の健康増進だけではなく、海外で新型コロナウイルスの影響を受けている女性たちが質の高

い保健サービスを受けるための支援につながります。2021 年は、アフガニスタンとザンビアへの

寄付金となるそうです。四国各県でも開催予定です。この機会にぜひ参加してみませんか。 

 

【参照】 

ホワイトリボンラン 2021（公益財団法人ジョイセフ） 

https://www.wrun.jp/2021/ 

 

※SDGs 目標に関する新聞記事の見出しについては、昨今の著作権等の動向もあり、メールマガ

ジンへの掲載を中止しております。ご了承のほどよろしくお願いいたします。 

https://esdcenter.jp/hottopics/zenkokuforum2020-report/
https://www.wrun.jp/2021/


 

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

 

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 5「ジェンダー平等を実現しよう」〜  

 

■公益財団法人プラン・インターナショナル・ジャパン 教育用教材 

世界の女の子を取り巻くさまざまな障壁やその原因について学び、自らが当事者となって、課題

解決のためにできることを考えるグループワーク教材など、学校向けの授業用教材をダウンロー

ドしていただけます。学校の授業や、総合学習にぜひご活用ください。 

https://www.plan-international.jp/about/libraries/kyouzai/ 

 

■JICA-Net Library 

JICA-Net とは、独立行政法人 国際協力機構(JICA)が推進する遠隔技術協力事業です。 

さまざまな情報通信技術を複合的に使った 3 つのツールである、TV 会議システム、マルチメディ

ア教材、JICA-Net ライブラリを通して、JICA 事業の効率と質の向上を図っています。 

https://jica-net-library.jica.go.jp/ja2/sdgs/sdgs.html 

 

■公益財団法人 日本ユニセフ協会 SDGs 副教材 

SDGs の 17 の目標にかかわる国内外のさまざまな課題や取組をトピックとして紹介しています。

興味・関心がある課題や取組、解決策を考えたいと思った目標を入り口にして、「これからの社会

を、持続可能でより良いものとするためにはどうしたらよいか」を一緒に考えてみませんか？ 

https://www.unicef.or.jp/kodomo/sdgs/kyozai/ 

 

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

 

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＞ 

 

https://www.plan-international.jp/about/libraries/kyouzai/
https://jica-net-library.jica.go.jp/ja2/sdgs/sdgs.html
https://www.unicef.or.jp/kodomo/sdgs/kyozai/


【徳島県】 

■徳島県が、「地域×企業のための SDGs 実践セミナー」のオンデマンド配信について（R2.11）お

知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/20655.html 

 

■とくしま県民活動プラザが、自然派志向 NATURAL＆NATURE 2 月号についてお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/20670.html 

 

 

【香川県】 

■イベント関連本展示「海の豊かさを守ろう！」（1/19～2/14） 

https://shikoku.esdcenter.jp/2021/01/19/eventtenji-umi/ 

 

■【ワークショップ】香川版 SDGs を考えよう！！（1/24～2/23） 

https://4epo.jp/information/notice/20710.html 

 

■里山プロジェクト 聖母幼稚園（2/5） 

https://4epo.jp/information/events/20312.html 

 

■2020 年度国際理解教育セミナー（2/13） 

https://shikoku.esdcenter.jp/2021/01/12/kokusairikaikyouiku/ 

 

■アイパル外国語講座特別編 ロシア講座（2/27） 

https://shikoku.esdcenter.jp/2021/01/12/russian/ 

 

■アイパル・JICA 映画祭（3/13） 

https://shikoku.esdcenter.jp/2021/01/12/jica-cinemafesta/ 

 

■みどりの学校・琴南の森でシイタケをつくろう（3/13） 

https://4epo.jp/information/events/20634.html 

 

■香川県が、かがわ食品ロス削減大賞を募集（～2/5） 

https://4epo.jp/information/notice/20520.html 

 

■香川県が、かがわ食品ロス削減協力店を募集（随時） 

https://4epo.jp/information/notice/20028.html 

https://4epo.jp/information/notice/20655.html
https://4epo.jp/information/notice/20670.html
https://shikoku.esdcenter.jp/2021/01/19/eventtenji-umi/
https://4epo.jp/information/notice/20710.html
https://4epo.jp/information/events/20312.html
https://shikoku.esdcenter.jp/2021/01/12/kokusairikaikyouiku/
https://shikoku.esdcenter.jp/2021/01/12/russian/
https://shikoku.esdcenter.jp/2021/01/12/jica-cinemafesta/
https://4epo.jp/information/events/20634.html
https://4epo.jp/information/notice/20520.html
https://4epo.jp/information/notice/20028.html


 

 

【愛媛県】 

■愛媛県プラスチック資源循環シンポジウム in 南予（2/6） 

https://4epo.jp/information/events/20346.html 

 

■自然観察会（2/27） 

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

 

■愛媛県が環境マイスターを公募（～2/12） 

https://4epo.jp/information/notice/20665.html 

 

■愛媛県が、プラスチックごみ漂流モニタリング調査の実施についてお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/20567.html 

 

■愛媛県が、啓発動画「おもいやり消費 de! 愛顔のえひめ」をご覧いただけますをお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/20596.html 

 

 

【高知県】 

■高知県立のいち動物公園 第 28 回写生コンテスト作品展（12/6～2/14） 

https://4epo.jp/information/events/20276.html 

 

■里山体験講座（2/13） 

https://4epo.jp/information/events/20280.html 

 

■「プラスチックの海」ゴトゴトシネマ上映会（2/13・14） 

https://4epo.jp/information/events/20600.html 

 

■チェーンソー体験講座（2/14・3/14） 

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

 

■高芝工房展 ワークショップ（2/21） 

https://4epo.jp/information/events/20651.html 

 

■四万十市郷土博物館企画展「四万十風景ことはじめ」（～2/23） 

https://4epo.jp/information/events/20346.html
https://4epo.jp/information/events/19189.html
https://4epo.jp/information/notice/20665.html
https://4epo.jp/information/notice/20567.html
https://4epo.jp/information/notice/20596.html
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https://4epo.jp/information/events/20651.html


https://4epo.jp/information/events/20606.html 

 

■令和 2 年度高知森林インストラクター養成講座（2/28） 

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

 

■第 43 回「全日本中学生水の作文コンクール」について（～5/7） 

https://4epo.jp/information/notice/20695.html 

 

 

【四国】 

■休眠預金等活用 新型コロナウイルス対応緊急支援助成（～2/8） 

https://4epo.jp/information/notice/20683.html 

 

 

【中四国】 

■四国経済産業局が、令和 2 年度「水力発電に係る人材育成のための研修会」動画配信をお知

らせ 

https://4epo.jp/information/notice/20200.html 

 

 

【全国】 

■令和 3 年度 WAM 助成及びモデル事業の募集について（～2/1） 

https://shikoku.esdcenter.jp/2021/01/08/wam-josei/ 

 

■日本 ESD 学会 第 3 回大会（2/6、2/7、2/20、2/21） 

https://shikoku.esdcenter.jp/2021/01/20/nihonesdgakkai-3rd/ 

 

■第 5 回水辺からはじまる生態系ネットワーク全国フォーラム（2/9） 

https://4epo.jp/information/events/20714.html 

 

■シンポジウム「ポストコロナ社会を生き抜く地域の知恵と持続可能性」（2/16） 

https://shikoku.esdcenter.jp/2021/01/20/postcorona-symposium/ 

 

■d-lab2020（第 38 回開発教育全国研究集会）（2/20～2/23） 

https://shikoku.esdcenter.jp/2021/01/08/d-lab2020/ 

 

https://4epo.jp/information/events/20606.html
https://4epo.jp/information/events/19038.html
https://4epo.jp/information/notice/20695.html
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https://shikoku.esdcenter.jp/2021/01/20/nihonesdgakkai-3rd/
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https://shikoku.esdcenter.jp/2021/01/08/d-lab2020/


■第 52 回全国小中学校環境教育研究大会（3/26） 

https://shikoku.esdcenter.jp/2021/01/20/shouchugakkou-eekenkyutaikai/ 

 

■環境省が、環境大臣杯 全国高等学校 Re-Style DANCE CUP！2020 全国大会 出場 21 チー

ム決定！をお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/20598.html 

 

■環境省が、動画「おしえて！カミナリ先生～気候変動×防災～」の公開についてお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/20604.html 

 

■環境省が、令和 2 年度海洋プラスチックごみ学術シンポジウムの開催及び講演者の公募につ

いてお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/20649.html 

 

■環境省が、子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）「第 10 回エコチル調査シン

ポジウム」のオンライン開催についてお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/20712.html 

 

■JT SDGs 貢献プロジェクト（通年） 

https://4epo.jp/information/subsidy/19050.html 

 

■ 【開催報告】ESD 推進ネットワーク全国フォーラム 2020 

https://esdcenter.jp/hottopics/zenkokuforum2020-report/ 

 

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

 

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）  

https://shikoku.esdcenter.jp/2021/01/20/shouchugakkou-eekenkyutaikai/
https://4epo.jp/information/notice/20598.html
https://4epo.jp/information/notice/20604.html
https://4epo.jp/information/notice/20649.html
https://4epo.jp/information/notice/20712.html
https://4epo.jp/information/subsidy/19050.html
https://esdcenter.jp/hottopics/zenkokuforum2020-report/


【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/  

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

 

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 

https://shikoku.esdcenter.jp/


認定特定非営利活動法人環境の杜こうち内 

TEL：080-4998-4592  


