STI for SDGs
@Gotanda Valley
2020/02/16
（有）ラウンドテーブルコム

柳沢富夫

（有）ラウンドテーブルコム

支援

システム企画・

セミナー、

開発・運用管理

ワークショップ等

SDGsアクティブ地域ポイント情報サイト
SDGsアクティブ地域ポイントシステム

ポイントを貯める

・SDGsワークショップへの参加

情報発信

SDGs貢献企業・団体等

（企業・商店・公共施設・NPO等）

ポイント利用者

ポイントを貯める

・SDGs貢献ボランティア活動への参加
・SDGs企業の取材記事、動画作成
・SDGs貢献商品・サービスの購入
・SDGs関連新商品の提案

ポイントを使う
・SDGs貢献ボランティア活動への寄付

・SDGs貢献商品・サービスと引き換え

（児童生徒・学生・社会人等）

社会貢献製品

共に創ろう 持続可能な社会

ベンチャー企業・中小企業が考える
SDGs＠しながわ

〜SDGsは世界につながるパスポート〜

支援事業
国連が採択した「持続可能な開発目標」（SDGs）に産業界・教育界から関心が高まっています。
地域企業が住民と連携しながらSDGsにどう取り組んでいけばよいか、一緒に考えましょう！
日時：2019年2月16日（土）

午後7時〜9時（受付開始 午後6時30分）

4号館 1階 411教室

会場：SHIP

※立正大学 正門よりご入場ください

4階

定員：70名（申込先着順・参加費無料）
内容：

1. SDGsとは（（株）NTTデータ経営研究所）
2. 企業のSDGs取組事例

（東洋製罐グループ、花王（株）生活者研究センター）

3. 新聞記事を活用したSDGsワークショップ
（（株）朝日新聞社）

4. SDGsのこれから（SDGsアクティブローカルポイント
システム「L-TanQ」の紹介）

主催：（有）ラウンドテーブルコム SDGsポイント研究所@ジャパン
共催：RisVo（立正大学ボランティアサークル）、未来協育推進機構

〒141-0032 東京都品川区大崎4-2-16

JR大崎駅、JR＆都営浅草線五反田駅から 徒歩5分
東急池上線大崎広小路駅から

教育委員会とのコラボレーション
ドリームジョブツアー＠日野学園
SDGsワークショップ＠日野学園

SDGsプロジェクト学習についてのディスカッション

2018年度

品川産業交流支援施設

多目的ホール

徒歩2分

▶事前お申し込み方法
QRコードから申し込みフォームへジャンプ→
「お名前」「ご所属」をご記入後、送信して
ください。
または、メールに「お名前」「ご所属」をご記入後、
下記メールアドレス宛に送信してください。
sdgspoint-labo@roundtable.jp

〒140-0001 東京都 品川区
北品川５−５−1５大崎ブラ
イトコア 4F
JR 山手線・JR 埼京線・JR
湘南新宿ライン・りんかい
線 「大崎」駅より徒歩5分
◀事前お申し込み方法

定員：30名（申込先着順・参加費無料）

ここを曲がる

協力：（一社）グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン、（株）朝日新聞社、東洋製罐グループ、（株）NTTデータ経営研究所、
国際的学習プログラム研究委員会、BigWave、ゴタンダスタイル、しながわお笑いフェス、積才房（同）
協賛：花王（株）生活者研究センター
後援：品川区

地域企業が住民と連携しながらSDGsにどう取り組んでいけばよいか、一緒に考えましょう！
日時：2019年3月6日（水）

午後1時〜4時（受付開始 12時30分）

会場：立正大学

国連が採択した「持続可能な開発目標」（SDGs）に産業界・教育界から関心が高まっています。

内容：

QRコードから申し込みフォー
ムへジャンプ→「お名前」
「ご所属」をご記入後、送

1. SDGsとは：概略と現状、企業における認知度など
Sweets Oblige by Asa & LisaのSDGs実践事例、現地取材レポー
ト：ハワイSDGs事情、等（フリーキャスター 桑原 りさ）

2. 企業の責任：大企業とGPIF、そのサプライチェーンの一部としての
中小企業の責任

ワークショップ：サプライチェーンとSDGs（一般社団法人 未来技術推
進協会）

信してください。
または、メールに「お名前」
「ご所属」をご記入後、下
記メールアドレス宛に送信
してください。
sdgspointlabo@roundtable.jp

3. ネットワークプラットフォームとしてのSDGsアクティブローカルポ
イントシステム「L-TanQ」と2019年度「SDGs＠しながわ」構想
企業の枠を超えて取り組む、ゴタウェル（五反田ウェルネスコミュ
ニティ）のご紹介（コグラフ株式会社

代表取締役

森 善隆）

主催：（有）ラウンドテーブルコム SDGsポイント研究所@ジャパン
共催：未来協育推進機構
協力：国際的学習プログラム研究委員会、BigWave、ゴタンダスタイル、しながわお笑いフェス、積才房（同）、Sweets Oblige by Asa & Lisa、（一社）未来技術推進協会、
コグラフ株式会社、ゴタウェル（五反田ウェルネスコミュニティ）
後援：品川区

社会貢献製品

内閣府地方創生SDGs官民連携

支援事業

プラットフォームに参加

共に創ろう SDGsプロジェクト

共に創ろう SDGsプロジェクト

〜企業と学校で社会課題を解決！〜

〜SDGs Youth Summer Camp 2019〜

国連が採択した「持続可能な開発目標」（SDGs）に産業界・教育界から関心が高まっています。

S T I F O R S D G S @ G O TA N DA VA L L E Y

会場：武蔵野大学附属

品川区の教育機関所属の学習者の為のコンテストです。

SDGSポイント研究所＠ジャパン編

会場：国連大学

東京都渋谷区神宮前5-53-70

定員：30名（小4〜高3

校長

荒木 貴之）

-産業と技術革新の基盤を作ろう-

応募期間 2019.11.01~2020.01.15

〒150-8925

内容：

〒102-0081 東京都千代田区四番町11番地

市ヶ谷駅から徒歩7〜8分、四ツ谷駅から徒歩2分

2. 企業プレゼン（15分 2社）

GOAL 9 Industry, Innovation and Infrastructure

申込先着順）

※大人は見学可、ただし原則立ち見

内容：

1. 開会挨拶（武蔵野大学附属千代田高等学院

9時30分）

（本部ビル向かって左、Annex手前１階ガラス張りの部屋）

定員：60名（申込先着順・資料代1000円）

[AFPWAA STUDENT WORKSHOP＠Gotanda Valley]

@ G O TA N DA VA L L E Y

千代田高等学院

東京都千代田区四番町11番地

AFP Forum から下記の課題に最も相応しい一枚の写真を選択してレポートを作成してください

STI FOR SDGS

午前10時〜午後5時（受付開始

1時30分）

アカデミックリソースセンター（ARC）

持続可能な世界を実現するための17のゴールSDGs

五反田バレー

SDGsプロジェクトを本気で起こしたい、若い世代が集まって、元気玉を作りましょう！
日時：2019年7月29日（月）／8月23日（金）

午後2時〜5時（受付開始

国連で採択された

国連が採択した「持続可能な開発目標」（SDGs）に産業界・教育界から関心が高まっています。

SDGsプロジェクトを本気で起こしたい、教育現場と企業が集まって、連携を創出しましょう！
日時：2019年6月22日（土）

半蔵門駅から徒歩5分、麹町駅から徒歩5分

1. SDGsサポーター養成講座（サマー・トライアル）

3. 教育現場と企業が連携するSDGsプロジェクト創出ワークショップ（90分）

▶事前お申し込み方法

3. みんなのSDGsワークショップ（アイデアを持続可能にしよう！）

4. ネットワークプラットフォームとしてのSDGsアクティブローカルポイントシ

「お名前」「ご所属」をご記入後、送信してくだ

ステム「L-TanQ」（有限会社ラウンドテーブルコム

代表取締役

2. AFP WAA Student Workshop

QRコードから申し込みフォームへジャンプ→

柳沢 富夫）

1. アイデア創出グループワーク

2. 参加者によるプロジェクト発表会

さい。

3. アイデア共有グループワーク

主催：（有）ラウンドテーブルコム SDGsポイント研究所@ジャパン、国際的学習プログラム研究委員会

1.AFP Forum データベースから課題「Industry, Innovation and
Infrastructure-産業と技術革新の基盤を作ろう-」に相応しいと考える 1 枚

共催：武蔵野大学附属 千代田高等学院

の写真を選定してください。(”JAPAN OUT" と 英文キャプションにある写真

フォームへジャンプ→
「お名前」「ご所属」
をご記入後、送信してく
ださい。

前」「ご所属」をご記入後、下記メールアドレス
宛に送信してください。

後、下記メールアドレス宛に送信してください。

主催：（有）ラウンドテーブルコム SDGsポイント研究所@ジャパン、国際的学習プログラム研究委員会、 sdgspoint-labo@roundtable.jp

sdgspoint-labo@roundtable.jp

（一社）MEGV for SDGs Innovation HUB

協力：大日本印刷（株）、栄光サイエンスラボ、（株）オフィスバスターズ、カングロ（株）、コグラフ（株）、（一社）未来技術推進協会、積才房（同）

協力：（株）朝日新聞社、積才房（同）、AFP World Academic Archive

（株）朝日新聞社、AFP World Academic Archive
後援：（一社）グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン

は選定出来ません。詳しくは「ご応募にあたっての確認事項:http://

QRコードから申し込み

または、メールに「お名

または、メールに「お名前」「ご所属」をご記入

[応募要項]

東京都渋谷区神宮前5-53-70

▶事前お申し込み方法

www.afpwaa.com/」を参照してください。)

2.選定した報道写真に日本語タイトルをつけてください。

3.選定理由を 200 字~ 400 字程度で記述してください(日本語)。
4.応募受付はオンライン(https://l-tanq.roundtable.jp/ad/afpwaa-

workshop/)にて行います。応募に際してはあなたが所属する教育機関から付
与されたメールアドレスを使用してください。

(所属する教育機関のメールアドレスをお持ちでない場合、roundtable.jpで転

魅力発信新事業

送設定しますので、申込フォームにてお問い合わせください)
5.応募期間: 2019 年 11 月 1 日~ 2020年 1 月 15 日

JEFF PACHOUD / AFP

6.発表:2020年 2 月中旬予定。全応募作品を STI for SDGs@Gotanda Valley
（https://sdgs.roundtable.jp/gotanda-valley/）特設サイトに掲載します(掲載プラットフォームは Instagram)。優秀作品には副賞
を贈呈いたします。(一部、Instagram に掲載出来ない写真があります。詳しくは「ご応募にあたっての確認事項:」を参照してくださ
い。)

7.今回のワークショップの目的は、世界各国13,000社のメディアが活用している海外通信社のデータベースを、課題制作を通じて実際
に自らのものとして体験してみることにあります。

8.尚、このコンテストへの参加は品川区にある教育機関のみに限定します。

■主催:SDGs ポイント研究所@ジャパン ( 事務局 : 有限会社ラウンドテーブルコム内)
■協賛: AFP World Academic Archive

■協力：（一社）グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン
■品川区五反田バレー魅力発信事業

品川区2019年度 五反田バレー魅力発信事業

ダイバーシティから生まれるイノベーション
お申し込みはこちらから

〜STI for SDGs@Gotanda-Valley〜

■ AFP 通信

AFP(フランス通信:Agence France-Presse)は、1835 年に創立された、世界で最も長い歴史を持つ通信社であり、ロイター、AP 通信とならんで、 世
界 3 大通信社のひとつです。

AFP WAA(AFP World Academic Archive)は、AFP の 30 万点以上のニュース動画、約 4,600 万枚の写真を収蔵したデジタルアーカイブです。ご契約
いただいた教育機関に所属する教職員、学生のみなさんはアカデミックユースに限定して、コンテンツを自由にご利用いただくことが出来ます。
■ SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)

（※STI for SDGs＝持続可能な開発目標のための科学技術イノベーション）

品川区2019年度 五反田バレー魅力発信事業

SDGs は，2015 年 9 月の国連サミットで全会一致で採択された世界を変えるための17の国際目標。 持続可能な世界を実現するための 17 のゴール・

169 のターゲットから構成され，地球上の誰一人として取り 残さない(leave no one behind)ことを誓っています。SDGs は発展途上国のみならず，先

企画

（有）ラウンドテーブルコム

品川区2019年度五反田バレー魅力発信事業

〒141-0031 東京都品川区西五反田8-2-10-707
聞き手・編集：木村京子

撮影・録音・編集：柳沢富夫

印刷：（株）ムレコミュニケーションズ

進国自身が取り組 むユニバーサルなものであり，日本としても積極的に取り組んでいます。
応募の詳細については、こちらにお問い合わせください。

（有)ラウンドテーブルコム SDGs ポイント研究所@ジャパン
sdgspoint-labo@roundtable.jp

共に創ろう 持続可能な社会 第2弾

〜STI for SDGs@Gotanda-Valley〜

2020年2月16日発行
1

（※STI for SDGs＝持続可能な開発目標のための科学技術イノベーション）

教育委員会とのコラボレーション

SDGs等のグローバル課題解決には、さまざまな価値観や文化をイノベーションに活かすための
ダイバーシティ推進が不可欠です。五反田バレーでどう取り組んでいくか一緒に考えましょう！
日時：2019年12月6日（金）

午後7時半〜9時（受付開始

会場：SHIP

4階

午後7時）

品川産業交流支援施設

多目的ホール

定員：30名（申込先着順・参加費無料）
内容：

1. パネルディスカッション

「ダイバーシティがソーシャルイノベーションを生む！」

• 田中裕実子（司会）：（一社）未来技術推進協会
• 田中沙弥果：（一社）Waﬄe代表理事

• 安田クリスチーナ：Forbes 30Under30受賞者；InternetBar.org理事

2. 企業プレゼン

「五反田バレーでSTI for SDGsに挑戦する企業たち」

〒140-0001 東京都 品川
区 北品川５−５−1５大
崎ブライトコア 4F

JR 山手線・JR 埼京線・
JR 湘南新宿ライン・りん
かい線

徒歩5分

「大崎」駅より

◀事前お申し込み方法
QRコードから申し込み
フォームへジャンプ→「お
名前」「ご所属」をご記
入後、送信してください。

国連の設定したSDGs（持続可能な開発目標）を達成するために、ものづくり・ITの果たす役割
は大きいです。五反田バレーの企業の技術とビジョンをどう生かすか、一緒に考えましょう！

または、メールに「お名
前」「ご所属」をご記入
後、下記メールアドレス宛
に送信してください。
sdgs@roundtable.jp

（コグラフ株式会社、株式会社CAMI&Co.、他）

3. テーブルディスカッション（交流会）
主催：（有）ラウンドテーブルコム
協力：国際的学習プログラム研究委員会、SDGsポイント研究所＠ジャパン、積才房（同）、コグラフ株式会社、株式会社CAMI&CO.
（一社）未来技術推進協会、（一社）Waﬄe
後援：品川区

日時：2020年2月16日（日）
午後1時〜4時（受付開始

会場：立正大学

12時30分）

9号館 B2階 9B23教室

※立正大学 正門よりご入場ください
定員：120名（申込先着順・参加費無料）
内容：（司会：フリーキャスター 桑原りさ）
1. 企業のSDGs取組事例
アイコンポロジー(株)、(株)CAMI&Co.、東洋製罐グループホールディングス
(株)、(株)近畿日本ツーリスト首都圏、他

2. パネルディスカッション「五反田バレー ものづくりとIT SDGs」
アイコンポロジー(株)、(株)CAMI&Co.、東洋製罐グループホールディングス

(株)、(株)近畿日本ツーリスト首都圏、(株)野村総合研究所、立正大学、品川エト
ワール女子高等学校、品川区立冨士見台中学校、他

3. 提言「五反田バレーで企業と教育をつなぎ、SDGsアクションを！」
(有)ラウンドテーブルコム 柳沢富夫

ここを曲がる

〒141-0032 東京都品川区大崎4-2-16

JR大崎駅、JR＆都営浅草線五反田駅から 徒歩5分
東急池上線大崎広小路駅から

徒歩2分

▶事前お申し込み方法
QRコードから申し込みフォームへジャンプ→
「お名前」「ご所属」をご記入後、送信して
ください。
または、メールに「お名前」「ご所属」をご記
入後、下記メールアドレス宛に送信してください。
sdgspoint-labo@roundtable.jp

主催：（有）ラウンドテーブルコム
共催：立正大学
協力：国際的学習プログラム研究委員会、SDGsポイント研究所＠ジャパン、積才房(同)、アイコンポロジー(株)、(株)CAMI&Co.、(株）朝日新聞社、
東洋製罐グループホールディングス(株)、(株)近畿日本ツーリスト首都圏、(株)野村総合研究所、(株)三井住友フィナンシャルグループ、
品川エトワール女子高等学校、品川区立冨士見台中学校、AFP World Academic Archive、(一社)グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン
後援：品川区

年間グランドデザイン
45時間/３年間のカリキュラム
ルーブリック表

2019年度

（有）ラウンドテーブルコム

支援

システム企画・
開発・運用管理

セミナー、
ワークショップ等

SDGsアクティブ地域ポイント情報サイト
SDGsアクティブ地域ポイントシステム

ポイントを貯める

・SDGsワークショップへの参加

情報発信

SDGs貢献企業・団体等

（企業・商店・公共施設・NPO等）

ポイント利用者

ポイントを貯める

・SDGs貢献ボランティア活動への参加
・SDGs企業の取材記事、動画作成
・SDGs貢献商品・サービスの購入
・SDGs関連新商品の提案

ポイントを使う
・SDGs貢献ボランティア活動への寄付

・SDGs貢献商品・サービスと引き換え

（児童生徒・学生・社会人等）

2019年度国際的学習プログラム研究委員会 : SDGsチャンス2!
日時：2020年3月28日（土）午前10時
場所：慶応義塾大学

三田

南校舎5階

453番教室

SDGsの解決の為に、様々なステークホルダーが集い、
プロジェクト学習の授業に役立てられる情報を発信していきます。
児童、生徒、学生から教員の方々、親御さんなど、どんな方でも歓迎です。

