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 info★shikoku-esdcenter.jp  （メールの際は、★を＠にご変更ください。） 
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<<もくじ>> 

１．四国 ESDセンターからのお知らせ 

２．今月の SDGs 

３．今月のおすすめ ESD教材 

４．ESD関連イベント・募集・助成金情報など 

５．メルマガ・ホームページに情報を掲載したい方へ 

６．四国 ESDセンターメールマガジンについて 

 

★☆*。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

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において、四国 ESD センターでは、10 月以降、下

記の対応を実施しておりますが、引き続き同様の運用を行ってまいります。 

 

・ミーティングスペースの貸し出し（香川・愛媛） 

 「3つの密」を避けるため、利用人数の制限を 6人までと致しますので、予めご了承くだ
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さい。 

・四国 EPO、四国 ESD センターならびに各県サテライトデスクでの対応 

 スタッフが在宅勤務の場合もございますので、事前にお問い合わせください。 

・ご来所時のお願い 

 相談対応や図書・資料貸し出しで来所を希望される方や、ミーティングスペースをご利用

の際は、マスク着用を含め、咳エチケットや手指消毒、体温測定など感染症対策へのご協力

もお願いいたします。 

なお、問い合わせ・相談等は、来所に加え、電話やメールでも受け付けています。 

引き続き、ご理解とご協力の程、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（開所日や問い合わせ先は、下記リンクをご参照ください。） 

ホーム ＞ 当センターについて  利用案内・アクセス 

https://shikoku.esdcenter.jp/aboutus/ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

２．今月の SDGs 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━。*☆★ 

 

毎月 SDGsに関係する情報をお届けします。 

 

〈SDGsの目標 4：質の高い教育をみんなに〉  

 12月 11日、「ESD推進ネットワーク全国フォーラム 2021」が開催されました。 

 今回のテーマは「ESD for 2030のキックオフ～脱炭素社会づくりに向けた ESD推進ネット

ワークの役割～」。全国から ESDに関わる人や団体が参加し、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

なりました。 

「SDGs達成の鍵」とされている ESD。SDGs目標 4「教育」は全ての目標に関わる重要な項目

です。小さくても目に見える形で四国における ESDを推進していきたいと思います。 

  

今年もメルマガを読んで頂きありがとうございました。 

来年もどうぞよろしくお願いいたします。 

  

全国フォーラムについては実施報告を HPで見ることができます。 

 ◆ESD センターHP「ESD活動推進ネットワーク全国フォーラム 2021実施報告」 

 https://esdcenter.jp/hottopics/esdforum2021-report/ 
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【ご案内】 

◆四国 ESDフォーラム 2022（日本 ESD学会第 3 回四国地方研究会） 

「やっぱり！なるほど！ESD！ 行動の変容を目指して 

四国の未来をともに創る 地域ベースの取り組みから始まる ESD～」 

2022年 3月 6日（日）13:00～17:30 会場およびオンライン開催・参加無料 

会場：愛媛大学教育学部大講義室（愛媛県松山市文京町 3番） 

（※現地開催不可の場合、全面オンラインに変更） 

 

★☆*。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

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」〜 

■とくしま SDGs消費者教育教材（クイズがあります）  

SDGsって? 世界のリーダーが 2015年 9月の国連サミットで決めた「持続可能な開発のため

の 2030アジェンダ（2030年までに取り組むべき課題）」に掲げられた 17の「持続可能な開

発目標（SDGs）」のことです。それぞれのマークが表す意味を知っていますか?押して確認し

てみよう！クイズにも挑戦！ 

リンク： 

https://www.pref.tokushima.lg.jp/sdgs.ethical.town/learn-our-ethical.town/learn-

SDGs/ 

 

■SDGsTV  

「目標 4 質の高い教育をみんなに」持続可能な社会に向けて、SDGsの目標達成に必要とな

る知識や意識、そして行動力を育むための教育メディアサイト。国連や国連関連団体をはじ

め、政府、NGO、企業など多くの組織が制作した動画を視聴できます。 

リンク：https://sdgs.tv/goal4 

 

 

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

■徳島県が、「徳島で広がる SDGsアクション」をお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/23618.html 

 

■徳島県が、令和 3年度「気候変動」×「防災」対応設備導入支援事業補助金の公募につい

てお知らせ(～1/31) 

https://4epo.jp/information/notice/22940.html 

 

■エシカル甲子園 2021～「私たちが創る持続可能な社会」全国、そして世界へ～（3/18） 

https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kyoiku/gakkokyoiku/5047478/ 

 

【香川県】 

■香川県共同募金会ＮＰＯ・ボランティア活動支援事業 助成申請の募集（11/1～12/28） 

https://www.kagawaken-kyobo.or.jp/doc/jyosei/1840?pre=1 

 

■香川県が、海ごみクイズキャンペーンの実施をお知らせ（～1/16） 

https://4epo.jp/information/notice/23310.html 

 

■ワールド・レクチャーシリーズ(東南アジア編) ～地球の「今」を知り、私たちの未来を

考えよう～（1 /20、1 /27） 

http://www.i-pal.or.jp/2021/12/post-302.html 

 

■かがわ里海大学「里海ガイドと行く『海辺のおでかけマップ』ウォーキングツアー」

（1/23） 

https://4epo.jp/information/events/23668.html 

 

■かがわ里海大学「里海ゲーム体験講座」（1/29） 

https://4epo.jp/information/events/23800.html 

 

■香川県が、第 2回かがわ食品ロス削減大賞を募集（～2/4） 
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https://4epo.jp/information/notice/23812.html 

 

■みどりの学校・屋島の森でシイタケをつくろう（2/5） 

https://4epo.jp/information/events/23701.html 

 

■かがわ里海大学「かがわの里海 この人に聞きたい！」（2/13） 

https://4epo.jp/information/events/23858.html 

 

【愛媛県】 

■「おしゃべり文化サロン in EPIC」（1/15） 

http://www.epic.or.jp/news_and_topics/?p=5969 

 

■「令和 3年度消費者教育フェスタ in愛媛」（1/19） 

https://4epo.jp/information/notice/23887.html 

 

■愛媛県が、2050年脱炭素社会・アクション宣言を募集（7/13～随時） 

https://4epo.jp/information/notice/22443.html 

 

■愛媛県が、令和 3年度気候変動適応策イメージポスターコンクール入賞作品をお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/23534.html 

 

■愛媛県が、小学生向けプラスチックごみ問題啓発教材「知ろう！守ろう！えひめの海」に

ついてお知らせ 

https://www.pref.ehime.jp/h15700/umigomi/puragomikyouzai2.html 

 

■愛媛県が、「Bio Diversity Lab Guide in EHIME ～愛媛で生物多様性が学べる大学・研

究室紹介ガイド～」（冊子）の発行についてお知らせ 

https://www.pref.ehime.jp/h15800/kennkyuushitushoukai.html 

 

■愛媛県が、ツーキニスト拡大をお知らせ 

https://www.pref.ehime.jp/h15600/coolchoice/tourkinist.html 

 

【高知県】 

■大募集！高知いきもの調査隊 

https://4epo.jp/information/notice/22494.html 
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■2022年えと展「絶滅危惧種 トラのこと」開催（12/16～2/1） 

https://ecolabo-kochi.jp/event1704.html 

 

■「素晴らしき、きのこの世界」ゴトゴトシネマ上映会（1/7～1/9） 

https://4epo.jp/information/events/23792.html 

 

■オンライン版ソーレまつり 2022 基調講演 

“ジェンダー平等先進県”へ ～私たちで描く、高知のミ・ラ・イ～（1/15～1/30） 

https://www.sole-kochi.or.jp/info/dtl.php?ID=1753&routekbn=S 

 

■「ビッグ・リトル・ファーム」アンコール上映会／ゴトゴトシネマ（1/23） 

https://4epo.jp/information/events/23790.html 

 

■オンライン版ソーレまつり 2022 記念講演会 

「男の子あるある」ってホント？～「らしさ」を押しつけない、これからの子育て～(1/30) 

https://www.sole-kochi.or.jp/info/dtl.php?ID=1745&routekbn=S 

 

■「グレタ ひとりぼっちの挑戦」ゴトゴトシネマ上映会（2/6） 

https://4epo.jp/information/events/23785.html 

 

■令和３年度第２回多文化共生講座 in安芸市～ベトナムを通して多文化共生社会を考える

～(2/13) 

https://kochi-

kia.or.jp/news/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%93%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e7%ac%ac%ef%bc%92%e

5%9b%9e%e5%a4%9a%e6%96%87%e5%8c%96%e5%85%b1%e7%94%9f%e8%ac%9b%e5%ba%a7in%e5%ae%8

9%e8%8a%b8%e5%b8%82%e3%80%80%ef%bd%9e%e3%83%99%e3%83%88/ 

 

■災害時の外国人支援セミナー(2/27) 

https://kochi-

kia.or.jp/news/%e3%80%90%e5%8f%82%e5%8a%a0%e8%80%85%e5%8b%9f%e9%9b%86%e3%80%91%e

7%81%bd%e5%ae%b3%e6%99%82%e3%81%ae%e5%a4%96%e5%9b%bd%e4%ba%ba%e6%94%af%e6%8f%b4%

e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc/ 

 

【四国】 

■四国の瀬戸内海国立公園展（12/21～1/10） 

https://4epo.jp/information/events/23821.html 

https://ecolabo-kochi.jp/event1704.html
https://4epo.jp/information/events/23792.html
https://www.sole-kochi.or.jp/info/dtl.php?ID=1753&routekbn=S
https://4epo.jp/information/events/23790.html
https://www.sole-kochi.or.jp/info/dtl.php?ID=1745&routekbn=S
https://4epo.jp/information/events/23785.html
https://kochi-kia.or.jp/news/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%93%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e7%ac%ac%ef%bc%92%e5%9b%9e%e5%a4%9a%e6%96%87%e5%8c%96%e5%85%b1%e7%94%9f%e8%ac%9b%e5%ba%a7in%e5%ae%89%e8%8a%b8%e5%b8%82%e3%80%80%ef%bd%9e%e3%83%99%e3%83%88/
https://kochi-kia.or.jp/news/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%93%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e7%ac%ac%ef%bc%92%e5%9b%9e%e5%a4%9a%e6%96%87%e5%8c%96%e5%85%b1%e7%94%9f%e8%ac%9b%e5%ba%a7in%e5%ae%89%e8%8a%b8%e5%b8%82%e3%80%80%ef%bd%9e%e3%83%99%e3%83%88/
https://kochi-kia.or.jp/news/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%93%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e7%ac%ac%ef%bc%92%e5%9b%9e%e5%a4%9a%e6%96%87%e5%8c%96%e5%85%b1%e7%94%9f%e8%ac%9b%e5%ba%a7in%e5%ae%89%e8%8a%b8%e5%b8%82%e3%80%80%ef%bd%9e%e3%83%99%e3%83%88/
https://kochi-kia.or.jp/news/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%93%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e7%ac%ac%ef%bc%92%e5%9b%9e%e5%a4%9a%e6%96%87%e5%8c%96%e5%85%b1%e7%94%9f%e8%ac%9b%e5%ba%a7in%e5%ae%89%e8%8a%b8%e5%b8%82%e3%80%80%ef%bd%9e%e3%83%99%e3%83%88/
https://kochi-kia.or.jp/news/%e3%80%90%e5%8f%82%e5%8a%a0%e8%80%85%e5%8b%9f%e9%9b%86%e3%80%91%e7%81%bd%e5%ae%b3%e6%99%82%e3%81%ae%e5%a4%96%e5%9b%bd%e4%ba%ba%e6%94%af%e6%8f%b4%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc/
https://kochi-kia.or.jp/news/%e3%80%90%e5%8f%82%e5%8a%a0%e8%80%85%e5%8b%9f%e9%9b%86%e3%80%91%e7%81%bd%e5%ae%b3%e6%99%82%e3%81%ae%e5%a4%96%e5%9b%bd%e4%ba%ba%e6%94%af%e6%8f%b4%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc/
https://kochi-kia.or.jp/news/%e3%80%90%e5%8f%82%e5%8a%a0%e8%80%85%e5%8b%9f%e9%9b%86%e3%80%91%e7%81%bd%e5%ae%b3%e6%99%82%e3%81%ae%e5%a4%96%e5%9b%bd%e4%ba%ba%e6%94%af%e6%8f%b4%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc/
https://kochi-kia.or.jp/news/%e3%80%90%e5%8f%82%e5%8a%a0%e8%80%85%e5%8b%9f%e9%9b%86%e3%80%91%e7%81%bd%e5%ae%b3%e6%99%82%e3%81%ae%e5%a4%96%e5%9b%bd%e4%ba%ba%e6%94%af%e6%8f%b4%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc/
https://4epo.jp/information/events/23821.html


 

■中国四国地方環境事務所が、環境省アクティブ・レンジャーを募集 (～1/12) 

https://4epo.jp/information/notice/23817.html 

 

■中国四国地方環境事務所が、任期付職員募集（中国四国地方環境事務所資源循環課）につ

いてお知らせ（～1/24） 

https://4epo.jp/information/notice/23815.html 

 

【全国】 

■SDGsゴール 12「つくる責任 つかう責任」につながる皆様の取組動画をご応募くださ

い～「サステナアワード 2021 伝えたい 日本の“サステナブル”」募集開始～（1/5 応

募〆切） 

https://www.env.go.jp/press/110129.html 

 

■環境省主催「令和 3年度ローカル SDGs人材育成地方セミナー」（全 9 回） 

【第４回】「森という場の可能性～子どもとひらくローカル SDGs～」（山梨県北杜市）

（1/16） 

 https://www.esd-j.org/news/8482 

【第５回】「パートナーシップで育む京都のごみ削減活動」（京都府京都市）（1/23） 

https://www.esd-j.org/news/8530 

【第６回】「海洋プラスチックから考える対馬型 SDGs」(長崎県対馬市)（1/29）

https://www.esd-j.org/news/8624 

【第７回】「若者と考える持続可能な遠山郷の未来」(長野県飯田市)（1/30） 

https://www.esd-j.org/news/8582 

 

■ 環境省が、「おいしい食べきり」全国共同キャンペーンの実施についてお知らせ（ 

12/1～1/31） 

http://www.env.go.jp/press/110234.html 

 

■ 環境省が、「Green Blue Education Forumコンクール 2021」受賞チームの決定及び受

賞動画作品の公開についてお知らせ 

http://www.env.go.jp/press/110314.html 

 

★☆*。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

５．メルマガ・ホームページに情報を掲載したい方へ 

https://4epo.jp/information/notice/23817.html
https://4epo.jp/information/notice/23815.html
https://www.env.go.jp/press/110129.html
https://www.esd-j.org/news/8482
https://www.esd-j.org/news/8530
https://www.esd-j.org/news/8624
https://www.esd-j.org/news/8582
http://www.env.go.jp/press/110234.html
http://www.env.go.jp/press/110314.html


 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━。*☆★ 

 

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/ 

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

 

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 

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


 

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 

 


