
地球を止めるな！ 
～みんなのSDGs会議 ～ 
第2回：学校と私とSDGs

2020/4/23 
@学びを止めるなBY有志PTA連合 
（有）ラウンドテーブルコム　 

国際的学習プログラム研究委員会



みんなで挑戦！SDGsクイズ 
https://forms.gle/

5CLVAQLoUuPdyKpa7



ＳＤＧｓとは

《問題》 
ＳＤＧｓは何年何月の国連サミット
で採択されたでしょうか。

① ２０１０年９月 
② ２０１５年９月 
③ ２０１８年９月
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✓ 2015年９月、ニューヨークの国連本部で
「国連持続可能な開発サミット」が開かれま
した。 

✓ そこですべての加盟国が「我々の世界を変革
する：持続可能な開発のための２０３０ア
ジェンダ」という文書を採択しました。 

✓ ここに掲げられているのが、１７の目標と１
６９のターゲットからなる「持続可能な開発
目標（Sustainable Development Goals: 
SDGs） 」です。

※アジェンダとは「検討課題」「行動計画」という意味合いです。 4



ＳＤＧｓのポイント 
「誰一人取り残さない」 

No one will be left behind

《問題》 
現在の世界人口はおよそ何億人で
しょうか。

①５5億人 
②６６億人 
③７7億人
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パラダイムの大転換 

✓これまで「限りない成長」 

  （地球は無限？→錯覚） 

✓これから「持続可能な発展」 

  （地球は有限→現実） 
 
 

 分水嶺は２０１５年＝ＳＤＧｓ、パリ協定（21世紀後

半に世界の温室効果ガス排出を実質ゼロにする）

「地球は人間なしで存続できても、私たちは地球がな
ければ存続できない。先に消えるのは、私たちなので
す」（ＳＤＧｓのとりまとめに奔走したアミーナ・モ
ハメッド＝国連副事務総長） 

このままでは 
地球が持たない



持続可能な開発に向けて実施
手段を強化し、グローバル・
パートナーシップを活性化す
る

8

《問題》 
ＥＳＧ投資の「Ｅ」はenvironment（環
境）、「Ｓ」はsocial（社会）です。では
「Ｇ」は何でしょうか。

①good　②global　③governance

投資とは事業などに資金を出すこと



✓ ESGはenvironment（環境）、social（社
会）、governance（企業統治）です。 

✓ 売上や利益という業績だけでなく、環境、
社会、企業統治を重視して投資する手法
で、それらに配慮した経営が長期的利益に
つながるという考えに基づいています。 

✓ リーマンショック以降、短期的な利益追求
に対する批判が高まり、世界的にESG投資
が活発化。 

✓ 国際最大規模の投資家である年金積立金管
理運用法人（GPIF)もESG投資を採用して
います。
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ＳＤＧｓの現状

《問題》 
国連持続可能な開発ソリューション・
ネットワーク(SDSN)などは2018年7
月、SDGsの達成度ランキングを発表し
ました。日本は156カ国中何位だったで
しょうか。

①５位　②１５位　③２５位 
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2017年の11位から順位を落としました。
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✓ 日本の達成度が低いのは、「目標5：ジェンダー平等を実現
しよう」「目標12: つくる責任つかう責任」「目標13: 気候
変動に具体的な対策を」「目標14: 海の豊かさを守ろう」
「目標17: パートナーシップで目標を達成しよう」です。 

✓ 以下が日本の達成度を評価したもので、緑、黄色、橙、赤の
順番に評価が下がります。目標14は17年に橙でしたが、赤
に変わりました。 



ＳＤＧｓの誕生

《問題》 
ＳＤＧｓは何の後継となる目標で
しょうか。

①ミレニアム開発目標 
②パリ協定 
③環境と開発に関するリオ宣言
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✓ 200０年９月、国連本部で２１世紀の国際
社会の目標として「国連ミレニアム宣言」
が採択されました。 

✓ これを基にまとめられたのがミレニアム開
発目標（ＭＤＧｓ）で、２０１５年までに
達成すべき８つの目標が掲げられました。 

✓ 一定の成果はあったものの、持ち越された
課題はＳＤＧｓに引き継がれました。

８つの目標は次のスライド
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ゴール1： 極度の貧困と飢餓の撲滅 
ゴール2： 初等教育の完全普及の達成 
ゴール3： ジェンダー平等推進と女性   
の地位向上 
ゴール4： 乳幼児死亡率の削減 
ゴール5： 妊産婦の健康の改善 
ゴール6： HIV／エイズ、マラリア、    
その他の疾病の蔓延の防止 
ゴール7： 環境の持続可能性確保 
ゴール8： 開発のためのグローバルな   
パートナーシップの推進
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✓MDGsの課題として指摘されたことのひとつ
が、地球から貧困をなくすという課題設定か
ら、達成を求められたのは開発途上国であ
り、先進国が必ずしも「自分事」として捉え
ていなかったのではないか、という疑問、あ
るいは途上国から寄せられた不信です。 

✓ＳDGsは、MDGsを継いだ国際社会の約束で
すが、先進国、途上国の分け隔てなく目標達
成を求めたのは、こうした背景があります。



日本の学校とSDGs



正則学園の例 AFPWAA Student Workshopの例

Displaced Iraqi children peak from behind a sheet at al-Khazir camp 

for the internally displaced, located between Arbil and Mosul, on July 

30, 2019. (Photo by SAFIN HAMED / AFP)

「苦しみの中で輝く笑顔」 
私がこの写真を選んだ理由は、写真に写る2人の子供の笑顔に目
がひかれたからだ。キャプションを見るとこの写真は、イラクの
難民キャンプで撮られた写真だった。私は、キャンプは生活する
場所であり、キャンプの中で睡眠をとったりするはずなのに、ど
うしてシートに穴が開いているのか疑問に思った。そこで、移民
や難民キャンプについて調べてみた。すると、移民は約25万人い
ることがわかった。また、食糧や電気が通らない地域があるこ
と、病院に行きたくても、お金がなく病院に行くことができない
人がいることもわかった。このような状況の中、UNHCRという
援助活動をしている団体を見つけた。私は、お腹が空いたらご飯
を食べ、普通に学校に行ける生活が、当たり前のようでとても幸
せなことだと実感した。そのため、自分でも寄付などの手段で、
役に立ちたいと思った。 

［日本大学東北高等学校　S.N］

「琵琶湖を通じてSDGsを学ぼう」 
・SDGs教室 
・SDGs旅行 
　→琵琶湖博物館、彦根城etc. 
　→コクヨ工場見学 
　→ワークショップ 
・ヨシがりボランティア 
　→「リエデン」プロジェクト 
・「紫紺祭」（文化祭） 
　→発表、商品開発etc.



自分とSDGs



学習との関係
たとえば・・・ 
 
英語 
・水族館での英会話 
　　動画でフレーズを学ぶ 
　　　↓ 
　　考えてみよう 
 
技術 
・木製本棚の製作 
　　木材に触れる 
　　　↓ 
　　考えてみよう

?

国語、書写、社会、地図、数学、理科 
音楽、美術、保健体育、家庭 

道徳・・・



夢のプロジェクト
を書こう

2030年までに、私はこんなSDGsプロジェクトをしたい！ 

（プロジェクト名） 

        作成日：　　　　　年　　月　　日 
        氏　名：　　　　　　　　　　　　 
1.　プロジェクトの概要 

2.　貢献するSDGs目標にチェックを入れてください（いくつでも） 

プロジェクト

（　　　） （　　　） （　　　） （　　　） （　　　） （　　　）

（　　　） （　　　） （　　　） （　　　） （　　　） （　　　）

（　　　） （　　　） （　　　） （　　　） （　　　）

あなたは何歳？

かっこいい 
名前を 

つけよう！



SDGsプロジェクトを考えるヒント 
「ウェディングケーキ・モデル」

https://www.researchgate.net/figure/The-SDG-wedding-cake-EAT-2016_fig1_325650917

https://www.researchgate.net/figure/The-SDG-wedding-cake-EAT-2016_fig1_325650917


SDGsプロジェクトを成功させる９つのツボ 
→ワークシートでチェック（ゲストとしてログインできます） 

 
https://sdgs.roundtable.jp/wsheet/

環境 社会 経済

ゼロ・エミッション 
CO2を出していませんか？

ディーセント・ワーク 
「働き方改革」に則っていますか？

異能ベーター 
多様な人財を活用していますか？

ゼロ・ウェイスト 
「ごみゼロ」を目指していますか？

ゼロ・ロンリネス 
「誰一人取り残さない」プロジェクトですか？

サステナブル・ブランド 
自然や人に配慮した製品を選んでいますか？

エネルギー循環 
循環型エネルギーを使っていますか？

ライフ・シフト 
「人生100年時代」に対応していますか？

トークン・エコノミー 
見えない価値を可視化する仕組みがありますか？

https://sdgs.roundtable.jp/wsheet/


今日からできる、毎日できる 
グッドライフ目標

https://sdghub.com/wp-content/uploads/2018/05/
GLG_decks_Japanese_w_icons2.pdf

グッドライフ目標

https://sdghub.com/wp-content/uploads/2018/05/GLG_decks_Japanese_w_icons2.pdf
https://sdghub.com/wp-content/uploads/2018/05/GLG_decks_Japanese_w_icons2.pdf
https://sdghub.com/wp-content/uploads/2018/05/GLG_decks_Japanese_w_icons2.pdf

