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HESD フォーラム 2017 開催案内

教育機関が、ESD 実践等に関する様々な情報の交換を行い、ESD の質の向上を図ることを目的として設立された HESD フォーラムも本年度で 11
回目を迎えることになりました。
「国連 ESD の 10 年」の次のステップとして推進されているグロースバルアクションプログラムも 3 年目を迎え、国内的には文部科学省、環境省の
主導の下で ESD 推進ネットワークの構築が進められ、昨年 4 月には ESD 活動支援センター（全国センター）が開設され、本年 7 月からは全国 8 ブ
ロックに地方 ESD 活動推進センターが順次立ち上げられつつあります。また、本年 4 月には日本 ESD 学会も設立されました。2030 年のあるべき社
会を目指す「持続可能な開発目標 Sustainable Development Goals: SDGs）
」の達成に向けた人づくりに果たす ESD の重要性に関する認識もますます
深まりつつあります。
このように ESD の推進に向けた各種の動きが活発化する中、本年度の HESD フォーラムが下記の通り立命館大学で開催されることになりましたの
でお知らせいたします。
ご多忙中とは存じますが、万障お繰り合わせの上、ご参加いただければ幸甚です。
記
１．開催日時：2017 年 10 月 7 日（土）、8 日（日）
２．開催場所：立命館大学 びわこ・くさつキャンパス コアステーション 2F 大会議室 （交流会会場：トリシアⅠ 1F 環境都市系第 1 会議室）
３．主催：HESD フォーラム 2017 実行委員会（実行委員長：佐藤 圭輔 准教授）
HESD フォーラム（代表：立教大学 阿部 治 教授）
後援：立命館大学地球環境委員会、サスティナビリティ学研究センター
【事務局】HESD2017 実行委員会事務局
（立命館大学びわこ・くさつキャンパス トリシア 5F TR504 佐藤研究室）
連絡先電話：077-561- 3023

メール：hesd2017@gmail.com
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４．プログラム：
10 月 7 日（土）
13:00

開会

挨拶１：HESD フォーラム 代表 阿部 治 （立教大学 ESD 研究所 所長，立教大学社会学部 教授）
挨拶２：日越大学 学長特別顧問 中島 淳 （日越大学環境工学コース プログラム共同ディレクター，立命館大学 名誉教授）
13:15-15:15
講演 1：立命館大学におけるグローバル化の模索: 「グローバル・フィールドワーク・プロジェクト」の試みを通して
山中 司（立命館大学国際部 副部長，立命館大学生命科学部 准教授）
講演 2：サステナブル滋賀の取組×ＳＤＧｓ
望月 敬之（滋賀県総合政策部企画調整課 課長）
講演 3：Utilization of Multicultural Collaborative Learning (MCL) for Sustainable
Ritsumeikan Asia Pacific University

Development in Higher Education: HESD Strategies in

MAHICHI Faezeh（アジア太平洋学部副学部長，同学部 准教授）

15:30-17:00 各大学・活動団体事例発表
発表 1：立教大学における ESD の取組みについて

阿部 治（立教大学）

発表 2：琉球大学の ESD 推進の現状と課題

大島 順子（琉球大学）

発表 3：国連大学の取組みについて

塚本 直也（国連大学）

発表 4：副専攻としての ESD プログラムの構築と展開
発表 5：北陸における ESD の推進について

石川 敬之（北九州市立大学）
鈴木 克徳（金沢大学）

発表 6：立命館大学びわこ・くさつキャンパスにおける緑地保全の取り組みと海外スタディの新展開
樋口 能士，佐藤 圭輔（立命館大学）
17:20-17:50
特別講演：立命館における学びと EDGE+R の取り組みについて
建山 和由（立命館 常務理事，立命館大学理工学部 教授，EDGE+R プログラム総括責任者）
18:00-19:30

交流会 （交流会会場：トリシアⅠ 1F 環境都市系第 1 会議室）
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10 月 8 日（日）
10:00-11:30 各大学・活動団体事例発表
発表 7：大阪工業大学の「淀川学」―独自教科書を使った HESD の実践―

上久保 敏（大阪工業大学）

発表 8：芝浦工業大学環境システム学科における独自の“SDGs”カリキュラムの展開

中口 毅博（芝浦工業大学）

発表 9：京大持活プロジェクト 活動報告

上田 知弥，澤田 大和，小谷 和也，岡島 未奈（京都大学）

発表 10：琉球大学エコロジカルキャンパス学生委員会の取組みと挑戦

具志堅 彩音，島袋恵 莉菜，上地 美有（琉球大学）

発表 11：立命館大学びわこ・くさつキャンパスにおける Sustainable Week 開催報告

馬場 亮輔（立命館大学）

11:30-12:30 キャンパスツアー （トリシアおよびびわこ・くさつキャンパスツアー）
５．アクセス・会場マップ： アクセス方法は http://www.ritsumei.ac.jp/accessmap/bkc/ をご確認ください．JR 南草津駅から立命館大学行（所要
時間 15～20 分程度）のバス http://time.khobho.co.jp/ohmi_bus/pol_dsp.asp?KaiKbn=NOW&teiCd=1250 が便利です．
キャンパス内の各会場は下記のマップの通りです．
コアステーション 2F
（大会議室・メイン会場）

トリシアⅠ 1F
（交流会）
駐車場
（要入構手続き）

正 門

バス停
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６．申し込み方法
下記の情報をメール本文に記載してお申込み下さい．
送付先：hesd2017@gmail.com （第 11 回 HESD フォーラム実行委員会事務局）
（１）お名前
（２）ご所属/職名（学年）
（３）ご連絡先メールアドレス
（４）ご参加予定
・10/7（土） フォーラム
・10/7（土） 交流会
・10/8（日） フォーラム
・10/8（日） キャンパスツアー
７．参加費（当日現金払い）
一般：2,000 円，学生：1,000 円
交流会・キャンパスツアー：無料
なお、本案内は、HESD フォーラムのウェブサイト（http://www.hokuriku-esd.org/hesd）からも閲覧できます。

