第４回 ESD 実践研究集会

開催案内

テーマ：『続・大研究 SDGs！』
■ 日時：2019 年 9 月 22 日（日）12:00~18:00
9 月 23 日（月・祝）9:00~18:00
■ 場所：神戸大学大学院人間発達環境学研究科 A 棟（兵庫県神戸市灘区鶴甲 3-11）
■ 参加費：一般 参加費無料 資料代 500 円
ESD 推進ネットひょうご神戸メンバー 参加費 1000 円 資料代を含む
※ESD カフェ参加費（学生 100 円、一般 500 円）
■ 開催趣旨
本研究集会は、「地球環境の持続性・地域の経済発展・まちづくり・人の暮らし・エンパワ
メント・教育・生物多様性・文化の多様性」などをキーワードとする多層多元的な領域の多様
な実践者・研究者による普段着のつどいです。互いが活動の中で感じている課題を持ち寄り、
互いに交流する中で、ESD（持続可能な開発のための教育：いのちの持続性を大切にする社会
になるための人・コミュニティづくり運動）の概念・推進方策・課題・可能性を考えます。
2016 年 9 月に開催した第１回研究集会では、E（education：教育）・S（sustainability：
持続可能性）・D（development：開発・発達）の三つのアプローチから、ESD とは何かを考
えました。第 2 回集会（2017 年）では、「地域・社会の活動をつなぐことでどのような ESD
が生まれるのか？ わたしたちのくらし（い・しょく・じゅう）から考えていこう」というこ
とをテーマとしました。2018 年 9 月に開催した第 3 回集会では、新たな標語として国連で提
唱された「SDGs（持続可能な開発目標）」を話題の中心に置き、ESD との異同をめぐって議
論をしました。しかし、台風の襲来の影響もあり、十分な議論ができたとは言えません。
そこで、今年のテーマは、それをふまえて、『続・大研究 SDGs！』といたしました。
世界のイノベーションの中心語となりつつある「SDGs」と、あらゆる人が未来づくりの主
役になることをめざす ESD との関係を、より深く、具体的に考えることを目標とします。
笑いあり、まじめな討議あり、楽しいつどいのなかで、未来に向けて光を当てるべき道を、
われわれがこれから取り組むべきことを、見つけていきましょう。

主催：ESD 推進ネットひょうご神戸（RCE 兵庫-神戸）・神戸大学大学院人間発達環境学研究科
ヒューマン・コミュニティ創成研究センター
共催：神戸大学大学院人間発達環境学研究科「学術 WEEKS」
後援：兵庫県教育委員会・神戸市教育委員会・関西 SDGs プラットフォーム・ESD 活動支援セ
ンター・近畿地方 ESD 活動支援センター
協力：ESD 推進ネットひょうご神戸各所属団体

■ プログラム
1 日目（9/22）

9:30 ~11:00

ESD 推進ネットひょうご神戸・ネットワーク会議（メンバー限定）

大会議室

11:30～

受付開始

A 棟１F

12:00～

開会

12:10～13:40

ポスター発表

14:00～16:00

16:30～18:00

主催者あいさつ

D ルーム

D ルーム
基調講演 「SDGs と学びづくり」
大会議室
田中治彦（元上智大学・日本社会教育学会 SDGs プロジェクトリーダー）
指定討論者：清野未恵子（神戸大学）
ESD カフェ（ワンコイン交流会）
D ルーム

2 日目（9/23）

8:30

受付

9:00～12:00

分科会
分科会１ SDGs と人財育成
B108
～SDGs を拡める・実現するための人づくりの仕組み～
鬼澤康弘（コープこうべ企画政策部 環境推進 統括）
大福聡平（NPO 法人しゃらく）
江見真也（水道筋商店街協同組合副理事長/株式会社エミヤ代表取締役社長）
分科会２ SDGs を進める出会いの方法
B204
～ユースと多世代の交流をどう生み出す？～
迫田瞬、井川翼（2525 ファーム）
藤井英二（みなと銀行 経営企画部 SDGs 推進室）
福井良子、野瀬彩弥（JEARN）
分科会３ 市民社会と SDGs
B210
～地域住民・企業(人)・中学生の視点から持続可能な社会を考える～
山﨑美鈴、和田凛々子(神戸大学附属中等教育学校)
脇濱直樹(大和ハウス)
森本アリ(シオヤプロジェクト、旧グッゲンハイム邸管理人)
昼休憩
自由研究発表
第 1 室 司会 稲原美苗（神戸大学）
B108
福井良子（JEARN, AICL）
「伝承文化を題材にした、クラス内、国際協働学習の効用」
山村けい子（兵庫大学短期学部）
「バングラデシュと日本の就学前教育における「共に生きることを学
ぶ」の教育的意義」
土原翔吾（NPO 法人須磨ユニバーサルビーチプロジェクト）
「『ユニバーサルフレンドリー』な空気をつくる～障がい者・高齢者
が諦めていたことに挑戦し実現できる社会に～」
第 2 室 司会 津田英二（神戸大学）
B204
鴨谷 真（神戸大学)
「高等教育における ESD の推進課題と SDGｓについて
～神戸大学 ESD コースの事例から～」
高尾千秋（ひらかた市民活動支援センター・CampLife）
「学校を核とした人のつながり（教育コミュニティづくり）」
三苫利光（クラーク記念国際高等学校）
「ハイブリッド・スクール（混合型教育システムの学校）の実践」

13:30～15:00

15:30～17:50

第 3 室 司会 渡邊一真（京都府社会福祉協議会）
B210
堤 拓也（神戸大学大学院）
「グループワークの現代的意義と課題に関する一考察」
池田拓也（灘中高校）伊藤裕貴、山本こころ、飯森未悠（以上、生徒）
「KOBE 高校生豪雨災害ボランティアチーム実践報告
～高校生と現場をつなぐ学校や教員の役割を考える～」
三井規裕（関西学院大学）
「コミュニティセンターを中心とした住民参加型事業の現状と課題
～A 地域の事例報告～」
総合討議
大会議室
「続・大研究 SDGs！～私たちはどう行動するのか？～」
…分科会の提言・提案をふまえて
コーディネーター：野崎隆一（神戸まちづくり研究所）

17:50～18:00

閉会挨拶

19:00～20:30

懇親会（別会場・別途参加費が必要です）

■ 参加方法
参加申込みは、こちら https://www.h.kobe-u.ac.jp/ja/node/5292/
申込み締切りは、9 月 18 日（水）です。

■ ポスター発表・自由研究発表の申し込み
1 日目（22 日）のポスターセッションで発表を希望される方
こちら→https://www.h.kobe-u.ac.jp/ja/node/5293/
申込み締切りは、9 月 10 日（火）です。
2 日目（23 日）の自由研究発表を希望される方
こちら→https://www.h.kobe-u.ac.jp/ja/node/5294/
申込み締切りは、9 月 10 日（火）です。
■ ポスター発表の詳細→https://goo.gl/t8Gz8a
■ 自由研究発表の詳細→https://goo.gl/t8Gz8a
■ その他
・会場までのアクセス
会場は神戸大学六甲台キャンパスの「鶴甲第二キャンパス」です。
お車の場合：神大人間発達環境学研究科の門が開いておりますので、右に進んでいただき、
空いている場所にご駐車ください。
バスの場合：神戸市バスの 36 系統「鶴甲団地」行き (「鶴甲 2 丁目止」行きでも可 ) に乗
車し、「神大人間発達環境学研究科前」バス停で下車、すぐです。
・昼食について
会場付近には飲食店がありません。歩いて 5 分ほどのところに、コープこうべがあります。
■ ESD 推進ネットひょうご神戸について
ESD 推進ネットひょうご神戸は、2007 年に国際連合大学から「RCE（Regional Center on
ESD:ESD 推進の地域拠点）」と認証されました。2019 年現在、世界に RCE は 168 箇所、
日本国内には 7 箇所あります。ESD 推進ネットひょうご神戸の認証上の正式名称は「RCE
Hyogo-Kobe」です。現在、会員は 98 名。ESD のグローカルな啓発活動、会員間の情報交

換やコラボ事業の創出を、主な活動としています。以下の協力団体の協働により、ESD ス
タディツアープログラムを運営しています。
■ 協力団体一覧（アイウエオ順）
あいくるプロジェクト／NPO 法人あいな里山茅葺同人／明石工業高等専門学校建築学科大
塚毅彦研究室／ESD ボランティアぼらばん／NPO 法人いまじん／NPO 法人インクルひろ
ば／NPO 法人ウィズアス／海と空の約束プロジェクト／エルナード水道筋商店街／一般社
団法人おいしい防災塾／王子スポーツクラブ フラッグフットボールチーム ドルフィンズ
／王子プロジェクト（NPO 関西アメリカンフットボール協会）／賀川記念館／NPO 法人環
境カウンセラー会ひょうご／兵庫県立北須磨高等学校／Camp Life／くすのき農園／クラー
ク記念国際高等学校／くららベーカリー／NPO 法人グローバルプロジェクト推進機構
（JEARN）／甲南女子大学／甲南子育て広場／神戸ＹＭＣＡ／神戸ＹＷＣＡ／神戸市北区
大沢連絡所／神戸市教育委員会地域連携推進課社会教育係／神戸市立工業高等専門学校都市
工学科／神戸新聞／神戸大学アクティブエイジング研究センター／神戸大学サイエンスショ
ップ／神戸大学ヒューマン・コミュニティ創成研究センター／神戸大学フェアトレード団体
「PEPUP」／神戸大学附属中等教育学校／国立淡路青少年交流の家／こども環境フォーラ
ム／コープこうべ／篠山市地域いきものラボラトリ／NPO 法人里地里山研究所／NPO 法人
しゃらく／JICA 関西／松蔭高校 Blue Earth Project／すずらん台児童館／NPO 法人スペシ
ャルオリンピックス日本・兵庫／NPO 法人 S-pace／NPO 法人 S-pace 野外活動／株式会社
ゼネラル・パートナーズ／NPO 法人ソーシャル・デザイン・センター淡路／高津橋ふれあ
いのまちづくり協議会／のびやかスペースあーち／NPO 法人ＢＥＲＴ／haha かふぇ／NPO
法人はりま里山研究所／公益財団法人 PHD 協会／東お多福山保全・再生研究会／NPO 法人
ひと・コネクト兵庫／人と防災未来センター／人と自然の博物館／兵庫県漁業協同組合連合
会／兵庫県国際交流協会／兵庫県農政環境部環境創造局環境政策課／ひょうご市民活動協議
会（神戸まちづくり研究所）／兵庫短期大学保育科／兵庫ユニセフ協会／NPO 法人 Peace
& Nature／神戸市立葺合高等学校／福田川クリーンクラブ／公益財団法人日本フラッグフ
ットボール協会／NPO 法人プラス・アーツ／ホザナ・ルーム／舞子学園舞子幼稚園／みつ
ばこども園／ミャンマー関西／株式会社夢舞台／れいんぼぅ☆キッズ／六甲台 YY カフェ
■ 問い合わせ
第４回 ESD 実践研究集会実行委員会
事務局：松岡広路・鴨谷真・清野未恵子（rcehyogokobe@port.kobe-u.ac.jp）
電 話：078（803）7970
ＦＡＸ：078（803）7971

