
No. 地方ブロック
連携・協力関係先

（教育委員会・学校）
地方センター・全国センター

と教育委員会・学校との連携関係
催事名称

地方センターの
立場

全国センター
主催・後援

他の主催・共催団
体など

日付（開催日、実施日、地域ESD
拠点登録日）

会場

1

北海道 北海道教育委員会 北海道地方ESD活動支援センター企画運営委員会（11
名）で北海道教育委員会の方に委員になっていただき、
指導助言をいただいている。

実施

2

北海道 北海道教育委員会 社会教育主事を対象にESDに関する情報提供を国立大
雪青少年交流の家の協力で行い、ESDの導入・展開を
行った。

北海道教育委員会社会教育主事会
ブロック研修会

協力 平成30年１月20日（土） 国立大雪青少年交流の家（美瑛町）

3

北海道 北海道教育委員会 社会教育主事を対象にSDGs・ESDの情報提供を行っ
た。

平成30年度社会教育指導者会議 協力 平成30年４月20日（金） 北海道立市民活動センターかでる２・
７（札幌市）

4

北海道 北海道教育委員会 道立青少年体験活動支援施設の地域ESD拠点登録を
進めることに合意し、北海道教育委員会から各施設への
説明・資料共有を行った。（資料作成日現在、3施設が登
録済み）

連携・協働

5

北海道 北海道社会教育主事会協議会 道内４か所で開催される社会教育主事対象の研修会に
おいてESDセンターの周知等を行った。

道央/道東/道北/道南ブロック社会
教育主事等研修会

協力 平成29年９月に４回 岩見沢市生涯学習センター「いわな
び」（岩見沢市）
釧路市生涯学習センター（まなぼっと
弊舞）（釧路市）
天塩町社会福祉会館（天塩町）
乙部町公民館（乙部町）

6

北海道 羅臼教育委員会<地域ESD拠点> 地域ESD活動推進拠点（地域ESD拠点）に登録いただき
連携・協働を進めている。

連携・協働 拠点登録：平成29年12月13日

7

北海道 羅臼教育委員会<地域ESD拠点> 北海道地方ESD活動支援センター企画運営委員会（11
名）で羅臼教育委員会の方に委員になっていただき、指
導助言をいただいている。

実施

8

北海道 羅臼町教育委員会<地域ESD拠
点>

北海道地方ESD活動支援センターが2018年8月より実施
している「ESDアドバイザー派遣制度」の講師として、羅
臼町教育委員会と北広島市立東部小学校の方にアドバ
イザーとして就任いただいた。

ESDアドバイザー派遣制度 主催 平成30年８月より開始

9

北海道 羅臼教育委員会<地域ESD拠点> 北海道地方ESD活動支援センター発足記念事業におい
て、羅臼町教育委員会の専門家にパネラーを依頼した。

「北海道地方ESD活動支援センター
発足記念事業 持続可能社会と教育
の力
～2050年の北海道をつくるESDを考
える～」

主催 平成29年12月14日（木） 北海道自治労会館（札幌市）

10

北海道 三笠市教育委員会、三笠市教育
研究所

三笠市が事務局を務める三笠ジオパークESD推進協議
会で、三笠市教育委員会・三笠市教育研究所らとともに
構成員を務めている。

三笠ジオパーク推進協議会 協力 平成29年６月８日（木）、８月１日
（火）、12月26日（火）、
平成30年３月16日（金）

三笠市公民館（三笠市）

11

北海道 様似町教育委員会 様似町教育委員会が実行委員会に所属する本大会に
名義後援を行った。

第 9 回日本ジオパーク全国大会・ア
ポイ岳（北海道様似町）大会

後援 全国センター後援  第 9 回日本ジオ
パーク全国大会・ア
ポイ岳（北海道様似
町）大会実行委員会
、一般財団法人自治
総合センター

平成 30 年 10 月 6 日（土）～8 日
（月）

様似町中央公民館（様似町）他

12

北海道 北広島市立東部小学校 北海道地方ESD活動支援センターが2018年8月より実施
している「ESDアドバイザー派遣制度」の講師にアドバイ
ザーとして委嘱。

ESDアドバイザー派遣制度 実施者 平成30年８月より開始

ESD活動支援センターと教育委員会・学校との協力・連携（例）
作成：ESD活動支援センター（全国センター）
資料作成協力：北海道地方ESD活動支援センター、東北地方ESD活動支援センター、関東地方ESD活動
支援センター、中部地方ESD活動支援センター、近畿地方ESD活動支援センター、中国地方ESD活動支援
センター、四国地方ESD活動支援センター、九州地方ESD活動支援センター（地方センター：全国８か所）

資料2
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連携・協力関係先

（教育委員会・学校）
地方センター・全国センター

と教育委員会・学校との連携関係
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全国センター
主催・後援
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日付（開催日、実施日、地域ESD
拠点登録日）

会場

13

北海道 参加者：北海道の学校教員 学校教員向けにESDセンター開設の趣旨と機能等につ
いて情報提供を行った。

ESD勉強会「第10回ESDの実践を学
ぶ会」シリーズ　トークセッション

協力 北海道学校ESD実践
研究会

平成29年８月18日（金） 札幌エルプラザ公共４施設２階　市民
活動サポートセンター（札幌市）

14

北海道 参加者：北海道内ユネスコスクー
ル登録校、申請校

北海道内ユネスコスクール登録校、申請校による学習・
研修・交流の場を開催し、教育現場での実践を高める機
会とした。

第６回ESD・ユネスコスクール研修
会

共催 共催：札幌市・北海
道ユネスコ連絡協議
会、北海道教育大学
ESD推進センター

平成29年11月４日（土） 北海道教育大学札幌駅前サテライト
（札幌市）

15

東北 気仙沼市教育委員会 ESDセンターが気仙沼ESD／RCE円卓会議2017の講師
派遣に協力した。

気仙沼ESD／RCE円卓会議2017 共催 主催：ESD／ユネスコ
スクール・東北コン
ソーシアム、気仙沼
ESD／RCE推進委員
会

2017年11月2日 宮城県気仙沼市面瀬小学校

16

東北 気仙沼市教育委員会 平成30年度第1回「気仙沼ESD/ユネスコスクール研修
会」に参加した。

平成30年度第1回「気仙沼ESD/ユ
ネスコスクール研修会」

共催 主催：気仙沼市教育
委員会等

2018年6月8日 気仙沼中央公民館

17

東北 男鹿市教育委員会 第8回日本ジオパーク全国大会男鹿半島・大潟大会実行
委員会事務局をつとめた男鹿教育委員会と連携し、後
援させていただいたほか、ESD活動支援センターのポス
ター発表を行った。

第8回日本ジオパーク全国大会男鹿
半島・大潟大会

全国センター後援 一般財団法人自治
総合センター

平成29年10月25日（水）～27日（金） 男鹿市民文化会館・ホテルサンルー
ラル大潟・男鹿温泉郷

18

東北 只見町教育委員会 H29年度東北地方ESD活動支援センター企画運営委員
会（11名）で、福島県只見町教育委員会の方に委員に
なっていただき、指導助言をいただいている。

実施

19

東北 福島県只見町教育委員会 東北ESDフォーラム2018でパネリストとして登壇していた
だいた。

東北ESDフォーラム2018～東北を
ESDの輪でつなぐ：持続可能な地
域・社会の創り手を育成するネット
ワークの構築を目指して～

主催 ESD／ユネスコス
クール・東北コンソー
シアム（主催）、東北
地方環境事務所（主
催）

平成30年2月9日（金） TKPガーデンシティ勾当台

20

東北 気仙沼市立面瀬小学校 東北ESDフォーラム2018で実践報告をいただいた。 東北ESDフォーラム2018～東北を
ESDの輪でつなぐ：持続可能な地
域・社会の創り手を育成するネット
ワークの構築を目指して～

主催 ESD／ユネスコス
クール・東北コンソー
シアム（主催）、東北
地方環境事務所（主
催）

平成30年2月9日（金） TKPガーデンシティ勾当台

21

東北 気仙沼市立鹿折小学校 H30年度東北地方ESD活動支援センター企画運営委員
会（12名）で、気仙沼市立鹿折小学校の方に委員になっ
ていただき、指導助言をいただいている。

実施

22

東北 只見町立朝日小学校 ESDセンターが第3回ESD公開授業研究会の講師派遣に
協力した。

第3回ESD公開授業研究会～ESDと
は、持続可能な地域を担う人材育成
の教育

共催 平成29年11月22日（水） 福島県只見町朝日小学校

23

東北 国立福島工業高等専門学校 ESDセンターがESD重点形成校事業　輝け！サスティナ
ブルスクール講演会の講師派遣に協力した。

ESD重点形成校事業　輝け！サス
ティナブルスクール講演会

協力 平成29年12月1日（金） 福島工業高等専門学校

24

東北 福島工業高等専門学校 ESDセンターがESD重点形成校事業　輝け！サスティナ
ブルスクール講演会に講師を派遣した。

ESD重点形成校事業　輝け！サス
ティナブルスクール講演会

協力 平成30年1月19日（金） 福島工業高等専門学校

25

東北 福島工業高等専門学校 東北ESDフォーラム2018でパネリストとして登壇していた
だいた。

東北ESDフォーラム2018～東北を
ESDの輪でつなぐ：持続可能な地
域・社会の創り手を育成するネット
ワークの構築を目指して～

主催 ESD／ユネスコス
クール・東北コンソー
シアム（主催）、東北
地方環境事務所（主
催）

平成30年2月9日（金） TKPガーデンシティ勾当台

26

東北 福島工業高等専門学校 H29年度東北地方ESD活動支援センター企画運営委員
会（11名）およびH30年度東北地方ESD活動支援セン
ター企画運営委員会（12名）で、福島工業高等専門学校
の方に委員になっていただき、指導助言をいただいてい
る。

実施

27
東北 福島工業高等専門学校 地域ESD活動推進拠点（地域ESD拠点）に登録いただき

連携・協働を進めている。
連携協働 地域ESD拠点登録日：

平成30年8月15日
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No. 地方ブロック
連携・協力関係先

（教育委員会・学校）
地方センター・全国センター

と教育委員会・学校との連携関係
催事名称

地方センターの
立場

全国センター
主催・後援

他の主催・共催団
体など

日付（開催日、実施日、地域ESD
拠点登録日）

会場

28

関東 横浜市教育委員会 関東地方ESD活動支援センター企画運営委員会（12名）
で、横浜市教育委員会の方に委員になっていただき、指
導助言をいただいている。

実施

29

関東 阿賀町教育委員会 「グローバル人材の育成に向けたESDの推進事業のコン
ソーシアム」採択プロジェクト「阿賀町近代化遺産の光と
影を通じたESD－SDGs　～小・中学校向け教材化プロ
ジェクト」に協力

協力

30

関東 筑波大附属坂戸高等学校<地域
ESD拠点><ユネスコスクール>

関東地方ESD活動支援センター企画運営委員会（12名）
で、筑波大附属坂戸高等学校の教員の方に委員になっ
ていただき、指導助言をいただいている。

実施

31
関東 筑波大附属坂戸高等学校<地域

ESD拠点><ユネスコスクール>
地域ESD活動推進拠点（地域ESD拠点）に登録いただき
連携・協働を進めている。

連携協働 地域ESD拠点登録日：平成30年2月
23日

32

関東 江東区立八名川小学校<ユネスコ
スクール>

八名川小学校と江東区深川江戸資料館のご協力を得
て、実際の発表の様子の見学と、自分たちの住む町の
過去の様子を学ぶことから、地域への「愛着」や「誇り」を
持つことに繋がる取り組みの意義について、検討した。

ESD勉強会「社会教育施設と学校と
の地元連携を考える」

主催 平成29年9月25日（月） 江東区深川江戸資料館

33

関東 江東区立八名川小学校<ユネスコ
スクール>

江東区立八名川小学校との連携事業を、江東区立深川
江戸資料館に発表いただいた。

ESD推進ネットワーク全国フォーラ
ム2018「地域におけるESDのさらな
る展開に向けて」

協力 全国センター主催 文部科学省、環境省 平成29年11月24日（金）、11月25（土） 立教大学（池袋キャンパス）

34

関東 対象：新潟市内小学校 新潟市環境部環境政策課が市内の小学校を対象に実
施する「ESD環境学習モデル支援校」の担当教諭の研修
会に際し、講師人選、研修企画のコーディネートを行なっ
た。

教員向けESDに関する講習会 協力 新潟市 平成30年1月22日（月） 新潟市役所

35

関東 晃華学園中学校高等学校<ユネ
スコスクール>

関東センター主催のセミナーに晃華学園の教員及び生
徒7名にご参加いただき、それをきっかけに大学生団体
（AIESEC）が学園へ出向く出張授業や、高校向けESDの
勉強会につながった

関東ESD推進ネットワーク　地域
フォーラム
「ひとづくり2030」

主催 平成30年3月4日（日） 東京ウィメンズプラザ
（ホール・視聴覚室）

36

関東 伊豆市立天城中学校<ユネスコス
クール>

全国フォーラム2017で実践発表をいただいた。 ESD推進ネットワーク全国フォーラ
ム2017「地域におけるESDのさらな
る展開に向けて」

協力 全国センター主催 主催：文部科学省、
環境省、ESD活動支
援センター

平成29年11月24日（金）、11月25（土） 立教大学（池袋キャンパス）

37

関東 静岡県立三島北高校 スーパーグローバルハイスクール（SGH）である同校の
学校設定科目LWI（Local Water Issues）に講師を派遣
し、全校生徒を対象に小水力発電についてトレクチャー
を担当した。

「SGH初期指導-LWIの発見」 協力 静岡県立三島北高
校

 平成30年4月11日（水） 静岡県立三島北高校

38

関東 対象：高校教員等 大学学生団体と連携し、高校向けのSDGsプログラムを
考える高校教員等を主たる対象とするESD勉強会を開
催した。

ESD勉強会「みんなで考える、高校
向けSDGsプログラム」

共催 共催：AIESEC東京大
学委員会

平成30年6月8日（金） 地球環境パートナーシッププラザ

39

関東 岩倉高等学校、
東京都立福生高等学校、
東京都立駒場高等学校

岩倉高等学校、東京都立福生高等学校、東京都立駒場
高等学校の教員にESD実践報告をいただき、教員含む
参加者とワークショップを行った。

“ESDユース応援企画”2　ESD勉強
会「誰も取り残さない、高校でのESD
を考える」

主催 平成30年9月1日（土） 地球環境パートナーシッププラザ

40

中部 富山県、石川県、福井県、
長野県、岐阜県
愛知県　三重県の教育委員会

中部7県（富山、石川、福井、長野、岐阜、愛知、三重）教
育委員会の後援を得た。当該県および2市（長野、名古
屋）の環境学習担当者によるプレゼンテーションとセッ
ション、学校教育×県の環境学習/ESD施策をテーマに
したフロアセッションを実施。

ESD交流会～持続可能な社会形成
に向けてつながる
in東海／in長野・北陸

主催 （教育委員会等の後
援あり）

東海：平成30年1月19日(金)
長野・北陸：平成30年２月23日（金）

東海：名古屋国際センター
長野・北陸：金沢勤労者プラザ

41

中部 愛知県教育委員会 中部地方ESD活動支援センター企画運営会議（7名）で、
愛知県教育委員会生涯学習課の方に委員になっていた
だき、指導助言をいただいている。

中部地方ESD活動支援センター企
画運営会議

実施 年3回開催予定

42

中部 愛知県教育委員会 愛知県ユネスコスクール支援会議（事務局：愛知県教育
委員会）の委員に地方ESD活動支援センタースタッフが
務めている。

愛知県ユネスコスクール支援会議 構成員 愛知県教育委員会
が開催事務局

平成29年度から継続

3
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拠点登録日）

会場

43

中部 豊橋市教育委員会 豊橋市教育委員会主催の催事に参加し、中部地方セン
ターウェブサイト「取材レポート」 で催事のレポートを掲
載。2017.11.29

ユネスコスクール豊橋大会「人をつ
なぎ、未来へつなぐ、豊橋の教育―
地域とともに創るESD活動の推進
―」

実施 共催：豊橋ユネスコ
協会<地域ESD拠点>

平成29年11月24日（金）・11月25日
（土）

公開授業４校（豊橋市立栄小学校・豊
橋市立南部中学校・豊橋市立老津小
学校・豊橋市立章南小学校）・愛知大
学

44

中部 金沢市教育委員会 北陸ESDコンソーシアムと共催した北信越のユネスコス
クール関係者を主な対象にフォーラムに後援いただい
た。

ESD推進のためのダイアログ「北信
越ユネスコスクール交流会2018／
北陸における協働取組みフォーラ
ム」

主催 全国センター協力 共催：北陸ＥＳＤ推進
コンソーシアム事務
局

平成30年8月6日（月） 金沢勤労者プラザ

45

中部 舟橋村立舟橋小学校、金沢市立
兼六小学校<ユネスコスクール>

「新学習指導要領」の特色とESD授業づくりとの関連性に
ついて学びあうESD研究会を、主に教員、学校教育関係
者を対象に開催。舟橋小、兼六小による授業実践発表
を実施。

ESD研究会｢ESDを取り入れた授業
づくり~新学習指導要領を踏まえて~｣

主催 後援：中部7県の各
教育委員会、名古屋
市・富山市の教育委
員会

平成30年1月5日（金） 富山市立堀川小学校

46

中部 勝山市立荒土小学校<ユネスコス
クール>、豊橋市立章南中学校<
ユネスコスクール>、愛知県立佐
屋高等学校、名古屋市立名東高
等学校<ユネスコスクール>、学校
法人梅村学園三重高等学校

分科会<テーマ1>「学校教育でESDを進めるために」で荒
土小、章南中によるESD授業紹介を実施。分科会<テー
マ3>「公共人材/次世代の育みと地域づくり」で佐屋高、
名東高、三重高によるESD活動紹介を実施。

ESD推進ネットワーク地域フォーラ
ム2017 「すべてをつなぎ、SDGs達
成、持続可能な地域をつくる」

主催 平成30年3月3日(土) ウインクあいち

47

中部 平成29年度あいちの未来クリエイ
ト部(愛知県)参加校：愛知県立安
城南高等学校（自然科学部、愛知
県立木曽川高等学校総合実務
部、愛知県立武豊高等学校自然
科学部、愛知県立知立東高等学
校自然科学部、愛知県立松平高
等学校学校家庭クラブ活動

あいちの未来クリエイト部紹介5校の環境学習プログラ
ムの紹介、各高校のブースを設置して各プログラム体験
などを実施。

あいちの未来を考えた! 高校生が伝
えたいこと～環境学習プログラム交
流会～

主催 平成30年3月10日(土) ウインクあいち

48

中部 対象：長野地域の教員、学校教育
関係者

「学校」におけるESD取組の充実を図るために、「新学習
指導要領」の特色とESD授業づくりとの関連性について
学びあうESD研究会開催した。

ESD研究会「新学習指導要領とESD
授業づくり」

主催 共催：信州ESDコン
ソーシアム
（教育委員会等の後
援・協力あり）

平成29年10月28日（土） 信州大学

49

中部 南砺市立福野小学校<ユネスコス
クール>

主催事業でユネスコスクールからの事例発表をお願いし
た。

ESD推進のためのダイアログ「北信
越ユネスコスクール交流会2018／
北陸における協働取組みフォーラ
ム」

主催 平成30年8月6日（月） 金沢勤労プラザ

50

中部 信州ESDコンソーシアム構成団体
としての教育委員会・学校等の協
力

地域ESD拠点として連携・協働をす
すめる信州ESDコンソーシアムに
は、教育委員会、ユネスコスクール
などが構成団体として参加してい
る。

拠点地域ESD拠点登録日：
平成30年5月23日

51

近畿 滋賀県、京都府、京都市、大阪
府、大阪市、兵庫県、奈良県、奈
良市、和歌山県の教育委員会

各府県市教育委員会を訪問し、担当の指導主事と近畿
地方ESD活動支援センターの運営に係る情報交流を
行った。

実施 平成30年5月～6月
※平成29年4月～9月にも実施

52

近畿 奈良市立平城小学校、平群町立
平群北小学校および近畿2府4県
教育委員会、発表校を所管する
市教育委員会

近畿ESDフォーラム2018にて、自治体職員との連携のも
と地域を教材化したESD学習指導案について、今年度モ
デル的に取り組んでいただいている2校の教員から実践
発表をいただく予定。
同フォーラム開催にあたり、近畿2府4県の教育委員会に
後援名義承認をいただくほか、各府県下の教育委員会
および学校宛に広報のご協力をいただく予定。

未定 主催 平成31年1月12日（土） OMM会議室

53
近畿 大阪府教育委員会 大阪府教育委員会からの講師依頼を受け、同委員会が

主催する環境教育担当主事研修において、ESDに係る
講演を行った。

協力 大阪府教育委員会 平成30年7月2日（月） 大阪府教育センター

54

近畿 枚方市教育委員会 枚方市教育委員会からの講師依頼を受け、同委員会が
主催する環境教育担当者研修において、ESDに係る講
演を行った。

協力 枚方市教育委員会 平成30年8月3日 輝プラザきらら

4
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55

近畿 長浜市立湯田小学校、京都市立
百々小学校、大阪市立晴明丘小
学校<ユネスコスクール>、　奈良
市立都跡小学校<ユネスコスクー
ル>、奈良市立平城小学校、橋本
市立あやの台小学校、大阪市立
鶴見橋中学校<ユネスコスクール
>、猪名川町立六瀬中学校、和歌
山県立向陽中学校および近畿2
府4県教育委員会、発表校を所管
する市教育委員会

近畿ESDフォーラム2017「子どもたちの『ふかい学びに向
かう力』を育てるESDの授業とは？！」において「近畿の
教員による”優れた授業実践”を一挙公開‼」と題して、各
校教員に実践発表をいただき、報告書にまとめた。同
フォーラム開催にあたり、近畿2府4県の教育委員会に後
援名義承認をいただいたほか、各府県下の教育委員会
および学校宛に広報のご協力をいただいた。　また、発
表校を所管する教育委員会に、同フォーラムの趣旨等ご
理解いただいた。同フォーラムには、発表者以外に26名
の学校教員の参加があった。

近畿ESDフォーラム2017「子どもた
ちの『ふかい学びに向かう力』を育
てるESDの授業とは？！」

主催 平成29年10月21日（土） 大阪上ホール　コンベンションホール

56

近畿 奈良市立平城小学校
平群町立平群北小学校　　　奈良
県教育委員会　　　平群町教育委
員会

ESD推進ネットワーク地域フォーラムに先立ち、地域資
源を活かした学習指導案を作成・実践できる学校教員の
輩出を目指し、平城小学校および平群北小学校の教諭
にモデル的にESDの学習指導案を作成いただいており、
作成にあたって、近畿ESDセンター伴走支援を行ってい
る。同学習指導案のブラッシュアップを目的に、先進的に
実践する教員を対象としたESD学習指導案の検討会を
実施した。　　　　2校の教員におけるESD学習指導案作
成にあたって、所管する教育委員会に本取り組みの趣
旨を説明し、ご了承いただいている。
また、本検討会には、滋賀、奈良、和歌山から実践発表
者以外に4名の学校教員の参加を得た。

地域資源を活用した学習指導案の
作成・実践によって地域の課題解決
に迫る

主催 平成30年7月28日（土） 奈良教育大学

57

近畿 大阪市立南小学校 大阪市立南小学校は、国立教育政策研究所の指定（平
成28-29年度）を受けて、ESDを研究課題としており、そ
の公開授業・研究発表会を実施するにあたって、広く参
加をよびかけたいとの相談を受け、近畿ESDセンター
ホームページにて広報の協力を行った。

協力 平成29年11月14日

58

近畿 猪名川町立六瀬中学校 猪名川町立六瀬中学校でESD研究発表会を実施するに
あたって、広く参加をよびかけたいとの相談を受け、近畿
ESDセンターホームページにて広報の協力を行った。

協力 平成29年11月23日

59

近畿 近畿ESDコンソーシアム<地域
ESD拠点>構成団体としての教育
委員会・学校等の協力

地域ESD拠点として登録している近畿ESDコンソーシア
ムに教育委員会、ユネスコスクールなどの学校が構成団
体となっている。

連携協働 拠点地域ESD拠点登録日
平成30年6月13日

60

中国 鳥取県教育委員会・島根県教育
委員会・岡山県教育委員会・岡山
市教育委員会・広島県教育委員
会・広島市教育委員会・広島県ユ
ネスコ連絡協議会・広島ユネスコ
協会・東広島市教育委員会・山口
県教育委員会

ESDセンター開所に伴い、事業内容について周知や理
解を促すと共に、ESD及び環境教育の取組状況、取組に
おける課題、ESDセンターに求めることについて情報交
換を行った。

ESDセンター開所に伴う意見交換 実施 平成29年5月～9月

61

中国 広島県教育委員会 中国地方ESD活動支援企画運営委員会で広島県教育
委員会事務教育部義務教育指導課課長に委員になって
いただき、指導・助言をいただいている。

中国地方ESD活動支援センター
平成30年度第一回中国地方ESD活
動支援企画運営委員会

実施 平成29年4月1日～平成30年3月31日
平成30年4月1日～平成31年3月31日

62

中国 広島県教育委員会 主催事業を後援していただき、関係者への周知に協力し
ていただいた。

ESD推進ネットワーク地域フォーラ
ム2017「地域創生の可能性と私たち
の役割」

主催 平成29年12月23日 広島国際会議場 地下2階 大会議室
「ダリア」

63

中国 岡山市教育委員会 地域ESD拠点に登録された岡山ESD推進協議会の委員
である、岡山市教育委員会教育長に、岡山県内のESD
推進のため、情報共有・広報・相談対応などにおいて協
力していただいている。

協力 拠点地域ESD拠点登録日
平成30年6月13日

5
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64

中国 福山市立至誠中学校 学校HPに中国地方ESD活動支援センターへのリンクを
貼っていただいている。

協力 平成29年8月28日～

65

中国 愛媛県立小田高等学校 ブロック外だが、愛媛県立小田高等学校の教員に、学校
でのESDとSDGｓの取り組みについて、発表していただい
た。

ESD推進ネットワーク地域フォーラ
ム2017「地域創生の可能性と私たち
の役割」

主催 平成29年12月23日 広島国際会議場 地下2階 大会議室
「ダリア」

66

中国 岡山ESD推進協議会<地域ESD拠
点>の構成団体としての教育委員
会・学校等の協力

地域ESD拠点として連携・協働をすすめる岡山ESD推進
協議会には、56の小中学校、2つの一貫校等、9つの高
等学校（いずれもユネスコスクールを含む）及び4つの教
育関係団体が登録されている。

連携協働 拠点地域ESD拠点登録日
平成30年6月13日

67

四国 徳島県教育委員会、香川県教育
委員会、愛媛県教育委員会、高
知県教育委員会、徳島市教育委
員会、高松市教育委員会、松山
市教育委員会、高知市教育委員
会

センター開設にあたり、教育長や関係課教員と面談、積
極的に情報提供や連携依頼を行い、今年度開催のセン
ター主催イベントで後援をいただくことができた。

ESD（持続可能な開発のための教
育）学びあいフォーラム～SDGsでつ
くる四国の未来～

主催 全国センター協力 四国EPO、JICA四国
支部、四国NGOネッ
トワーク、四国各県
新聞社、NHK高松放
送局

平成29年7月1日（土） 香川県社会福祉総合センター

68

四国 徳島県教育委員会 小中高等学校の教員（約80名）を対象にESDをテーマと
した講演を行った。

環境・エネルギー教育推進事業連
絡協議会エコリーダー養成講座

協力 平成29年10月16日（月） 徳島県立総合教育センター

69

四国 徳島県教育委員会 イベントへの企画提案やアドバイスを行うとともに当日の
展示資料提供を行った。

次世代エシカルフェス 後援 全国センター後援 平成30年7月21日（土） 四国大学交流プラザ

70

四国 愛媛県総合教育センター 幼・小・中・高・中等教育学校・特別支援学校教員を対象
にしたキャリア教育研修で資料提供、講演を行った。

平成30年度課題別研修「キャリア教
育」キャリア教育の指導と実践

協力 平成30年8月17日（金） 愛媛県総合教育センター

71

四国 新居浜市教育委員会
＜地域ESD拠点＞

パネル展示・資料提供で協力した。 平成29年度第3回ESDフェスティバ
ル

協力 平成29年12月27日（水） 新居浜市市民文化センター

72

四国 新居浜市教育委員会
＜地域ESD拠点＞

新居浜市教育委員会のESD推進事業協議会（文科省の
ESDコンソーシアム事業）として、事業計画への提案や
ESD主任向けのワーキングを実施した。

平成30年度第1回、第2回ESD推進
協議会

実施 平成30年5月21日（月）他 新居浜市役所

73

四国 新居浜市教育委員会
＜地域ESD拠点＞

地域ESD活動推進拠点（地域ESD拠点）に登録いただき
連携・協働を進めている。

地域ESD拠点登録日：平成29年12月
13日

74

四国 宇和島市教育委員会 キャリア教育や防災の視点を含めたESD推進について
意見交換を行い、今後も継続して話し合いを進めること
となった。

打ち合わせ 実施 平成30年8月18日（土） 宇和島市総合文化センター

75

四国 新居浜市立泉川中学校 学びのコミュニティ研究所のメンバーとして訪問し、コミュ
ニティスクールについて意見交換を行った。

学びのコミュニティ研究所 第3回学
習会

協力 平成29年10月14日（土） 新居浜市立泉川中学校

6
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76

四国 新居浜市立惣開小学校 研究授業実施に関する相談・アドバイスを行った。 惣開小学校人権ESD研究大会 協力 平成29年11月29日（水） 新居浜市立惣開小学校

77

四国 徳島県立新野高等学校、徳島県
立商業高等学校、愛媛県立宇和
島水産高等学校、愛媛県立上浮
穴高等学校、高知県立伊野商業
高等学校

各県の高校へ呼びかけを行い、生徒に活動成果の発表
をしていただいた。その後も活動内容に関する共有や支
援を行っている。

「ESD推進フォーラム・高校生活動
発表会」

後援 四国EPO 平成30年1月28日（日） （公財）香川県国際交流協会

78

四国 香川県立三木高等学校 地域の魅力を再発見・発信する意見交換の場に参加し、
ESDセンターの紹介や活動について情報提供を行った。

第1回、第2回つなぐ会議 協力 平成30年7月5日（木）他 香川県立三木高等学校

79

四国 徳島県立商業高等学校、愛媛県
立宇和島水産高等学校、愛媛県
立上浮穴高等学校等

各県教育委員会、新居浜市教育員会からの後援、周知
の協力をいただいた。各県の高校へ呼びかけを行い、生
徒に活動成果の発表をしていただくことになっていたが、
台風接近のため延期することとした。

ユース世代交流会、ESD学びあい
フォーラム

主催 全国センター協力 平成30年7月28日（土）、30日（日）
※台風のため延期

80

九州 大分県教育委員会 大分県教育委員会主催事業で、センターの活動紹介を
行った。

平成29年度「地域とともにある学校
づくり」推進協議会

後援 主催：福岡教育大学 平成30年1月19日（金） 大分教育センター

81

九州 沖縄県教育委員会 主催事業で、教育委員会の取組紹介をいただいた。 沖縄地域ESD交流会 主催 平成30年2月9日（金） 沖縄県地域環境センター（沖縄こども
の国チルドレンズセンター）

82

九州 沖縄県教育委員会 教職員研修にあたって講師の紹介を行うとともに、ESD
指定校の取組等について情報交換。

協力 平成30年5月31日（木）
平成30年8月7日（火）

沖縄県教育庁

83

九州 佐賀県教育委員会 「地域ESD学びあいフォーラム」にて、高校生の活動に対
して、職員を派遣いただき、指導・助言者としてアドバイ
スをいただいた。

「地域ESD学びあいフォーラム」 主催 全体の催事主催：大
牟田市教育委員会

平成30年8月22日（水） ホテルニューガイア　オームタガーデ
ン

84

九州 大牟田市教育委員会<地域ESD
拠点>

九州地方ESD活動支援センター企画運営委員会（7名）
で大牟田市教育長に委員になっていただき、指導・助言
をいただいている。

実施

85

九州 大牟田市教育委員会<地域ESD
拠点>

地域ESD活動推進拠点（地域ESD拠点）に登録いただき
連携・協働を進めている。

連携協働 地域ESD拠点登録日：平成30年2月
23日

86

九州 大牟田市教育委員会<地域ESD
拠点>

九州ESD活動支援センターウェブサイト「ESD活動レポー
ト」のコーナーで、「繋げよう九州！広げようEPOの
輪！！と題して大牟田市教育長のインタビューを掲載
（ニュースレターにも掲載）。

実施

87
九州 大牟田市教育委員会<地域ESD

拠点>
専門家ネットワーク形成の一環として共催。 ユネスコスクール・ESD支援教育委

員会サミット
共催 主催：大牟田市教育

委員会
平成29年8月22日（火） ホテルニューガイア　オームタガーデ

ン

88
九州 大牟田市教育委員会<地域ESD

拠点>
企画に参画し、交流会のなかの一分科会で「地域ESD学
びあいフォーラム」実施

ユネスコスクール・ESD研修会in大
牟田

共催 主催：大牟田市教育
委員会

平成29年8月23日（水） ホテルニューガイア　オームタガーデ
ン

89

九州 大牟田市教育委員会<地域ESD
拠点>

開催について周知広報するとともに、ブースにて資料配
布。

おおむた・みらい・ESD推進事業
大牟田市「ユネスコスクール子ども
サミット」

後援 主催：大牟田市教育
委員会

平成30年1月13日(土) 大牟田市文化会館

90
九州 大牟田市教育委員会<地域ESD

拠点>
関心のある教育委員会に開催案内等を行う。 ユネスコスクール・ＳＤＧｓ／ＥＳＤ教

育委員会サミット
後援 全国センター後援 主催：大牟田市教育

委員会
平成30年8月21日（火） ホテルニューガイア　オームタガーデ

ン

91

九州 大牟田市教育委員会<地域ESD
拠点>

共催者として企画に参画。分科会で「地域ESD学びあい
フォーラム」を担当。
開催周知等も行う。

ユネスコスクール・ESD全国実践交
流会in大牟田

共催 主催：大牟田市教育
委員会

平成30年8月22日（水） ホテルニューガイア　オームタガーデ
ン

92
九州 日田市教育委員会 SDGs推進について情報提供を開始した。

環境省白書を読む会開催の周知
協力 平成30年7月25日（水） 日田市教育委員会
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No. 地方ブロック
連携・協力関係先

（教育委員会・学校）
地方センター・全国センター

と教育委員会・学校との連携関係
催事名称

地方センターの
立場

全国センター
主催・後援

他の主催・共催団
体など

日付（開催日、実施日、地域ESD
拠点登録日）

会場

93
九州 熊本市教育委員会 国立教育政策研究所指定校と連携したESD推進につい

て情報交換。
協力 平成30年7月11日 熊本市教育委員会

94

九州 熊本市教育委員会 熊本市立北部東小学校にてESD・国際理解学習に取組
むにあたり、関係機関や専門家の紹介依頼に応じて、熊
本市教育委員会と連絡調整。

ESD・国際理解学習に係る意見交換
会
ESD研修会

協力 平成30年7月23日（月）
平成30年9月3日（月）

熊本市立北部東小学校

95
九州 福岡県立城南高等学校<ユネスコ

スクール>
創立記念式典における講演行事の講師紹介、および教
員対象の意見交換のコーディネート

福岡県立城南高校　創立記念式典
講演会

協力 平成29年11月1日（水） 福岡県立城南高校

96

九州 北谷町立北谷中学校〈ユネスコス
クール〉、金武町立中川小学校
〈ユネスコスクール〉、

沖縄地域ESD交流会で、ユネスコスクールや教育委員
会などの取組紹介

沖縄地域ESD交流会 主催 平成30年2月9日（金） 沖縄県地域環境センター（沖縄こども
の国チルドレンズセンター）

97
九州 対馬市立厳原北小学校 交流フォーラムにて、小学校でのESD活動の取組紹介 島にまなぶ持続可能な地域づくり交

流フォーラム
主催 平成30年3月24日（土） 福岡県中小企業振興センター

98
九州 長崎県立対馬高等学校<ユネスコ

スクール>
対馬高校の教員研修にて、九州ESDセンターと九州での
ESD活動の取組紹介

長崎県立対馬高校　ESDに関する
職員研修

協力 平成30年6月28日（木） 長崎県立対馬高校

99

九州 熊本市立北部中学校 国立教育政策研究所のESD研究指定校となったことを
受け、講師やサポートしていただける専門家の紹介依頼
あり。福岡教育大学教授をご紹介し、教員対象の研修会
をコーディネート。

熊本市立北部中学校　ESD研修会 協力 平成30年8月6日（月） 熊本市立北部中学校

100

九州 熊本市立北部東小学校 熊本市立北部東小学校小学校にてESD・国際理解学習
に取組むにあたり、関係機関や専門家の紹介依頼あり。
熊本大学の先生を紹介し、意見交換会を開催。9月3日
にESD研修会、円卓会議の開催。

ESD・国際理解学習に係る意見交換
会
ESD研修会

協力 平成30年7月23日（月）
平成30年9月3日（月）

熊本市立北部東小学校

101

九州 福岡県立ありあけ新世高等学
校、福岡県立城南高等学校<ユネ
スコスクール>、長崎県立対馬高
等学校<ユネスコスクール>

「地域ESD学びあいフォーラム」で実践の発表をいただい
た。

「地域ESD学びあいフォーラム」 主催 全体の催事主催：大
牟田市教育委員会

平成30年8月22日（水） ホテルニューガイア　オームタガーデ
ン
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