
NEWS  RELEASE     

  

 

 

令和元年 11 月２２日 

 

2019 年度 第 4 回 広島ＳＤＧs コンソーシアム研修会 

「ＳＤＧs 達成のための資質・能力の育成」 

 

 

広島大学大学院教育学研究科を中心に組織された広島ＳＤＧs コンソーシアムで

は、2019 年度 第 4 回研修会「ＳＤＧs 達成のための資質・能力の育成」を開催

いたします。日本体育大学教授 金本 良通先生、株式会社日能研代表取締役 高木 幹

夫氏にご講演頂くとともに、県内外の学校の実践発表を行います。多くの方のご参

加をお待ちしております。 

   

記 

日 時：令和元年 1２月７日（土）  

13 時 00 分～1６時 40 分（受付 1２時 30 分より） 

場 所：広島大学大学院教育学研究科 L205 講義室  

(〒731-8524 東広島市鏡山 1-1-1) 

対 象：SDGs・ESD・教師教育に興味がある学生、教員、一般の方 

参加費：無料 

申込方法：下記の方法で事前にお申し込みください。12 / 3（火 )17 時 ま で 

に 、 QR コード 、 URL、 e-mail のいずれかから 、 お申し込みく

ださい 。 

（URL）  https://forms.gle/zuAqeoCztZhwKcxQ6  

（e-mail） unesco16@hiroshima u.ac.jp 

主 催：広島 SDGs コンソーシアム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【お問い合わせ先】 

広島SDGsコンソーシアム事務局 佟（トウ）・島津  

TEL: 082-424-4394 

E-mail: unesco16@hiroshima-u.ac.jp 

 発信枚数：Ａ４版 ３枚（本票含む） 

広島大学広報グループ 

〒739-8511 東広島市鏡山 1-3-2 

TEL：082-424-3749 FAX：082-424-6040 

E-mail: koho@office.hiroshima-u.ac.jp 

 

広島 SDGs コンソーシアムは,SDGs を達成するために,グローバル・コンピテン

シーを育成できる教員のスキルアップを⽬指して活動しています。本コンソーシア

ムは，広島大学が代表団体となり，広島県内の大学，教育委員会，企業，機関との

連携により構成されています。また本事業は，文部科学省 2019 年度ユネスコ活

動費補助金 「SDGs 達成の担い手育成（ESD)推進事業）」として採択された事業

です。 

 



第4回広島SDGsコンソーシアム研修会
2019年12月7日（土）13：00～16：40     

（受付12：30～）
広島大学大学院 教育学研究科 L205講義室

2019年度

会場

日時

【お申し込み】
12/3(火)17時までに, QRコード, URL, E-mailのいずれかから, お申し込みください。

（URL）https://forms.gle/zuAqeoCztZhwKcxQ6
（E-mail） unesco16@hiroshima-u.ac.jp

【お問い合わせ】
広島SDGsコンソーシアム事務局 （E-mail） unesco16@hiroshima-u.ac.jp

主催 広島SDGsコンソーシアム

文部科学省 平成31(2019)年度ユネスコ活動費補助金 SDGs達成の担い手（ESD）推進事業
広島大学採択事業「SDGs達成のためのグローバル・コンピテンシーを育成する教員スキルアップ」

後援 広島県教育委員会 広島市教育委員会 東広島市教育委員会 福山市教育委員会 広島市青少年センター

広島修道大学 広島市立大学 広島文化学園大学 広島文教大学 福山市立大学 安田女子大学 日本ESD学会
広島県ユネスコ連絡協議会 広島県ユネスコスクール連絡協議会 中国新聞社 中国電力 広島ガス マツダ
ASPUnivNet EPOちゅうごく JICA中国 広島大学大学院教育学研究科教職開発専攻（教職大学院）（以上，申請中）

対象 SDGs・ESD・教師教育などに関心がある学生，教員，
一般の方

定員 先着200名様（申込順）

SDGs達成のための資質能力の育成
13：00～13：10 開会挨拶 広島県教育委員会

広島大学大学院教育学研究科
第１部 講演会
13：10～14：00

金本 良通 先生（日本体育大学 教授）

「グローバル・コンピテンシーとしての表現力・
コミュニケーション能力を育てる授業づくり」

14：00～14：50

高木 幹夫 氏 （株式会社日能研 代表取締役）

「SDGs達成のための新学力の育成」
第２部 実践発表
15：00～15：20 発表１ 徳島県上板町立高志小学校
15：20～15：40  発表２ 熊野町教育委員会・熊野町立熊野第一小学校
15：40～16：00 発表３ 横浜市立東高等学校
16：00～16：20 発表４ 宮城県気仙沼高等学校
16：20～16：35  講評 日本体育大学 教授 金本 良通 先生

文部科学省 視学官 濱野 清 先生
日本体育大学 教授 池野 範男 先生

16：35～16：40 閉会挨拶 広島大学 副理事 由井 義通



文部科学省 平成 31（2019）年度ユネスコ活動費補助金 SDGs 達成の担い手育成（ESD)推進事業 

「SDGs 達成のためのグローバル・コンピテンシーを育成する教員のスキルアップ」 

2019 年度 第 4 回広島 SDGs コンソーシアム研修会 

「SDGs 達成のための資質能力の育成」実施要項 

 

広島大学大学院教育学研究科 広島 SDGs コンソーシアムでは，2019 年度 第 4 回広島 SDGs コンソー

シアム研修会「SDGs 達成のための資質能力の育成」を開催いたします。 

 

【日 時】 2019 年 12 月 7 日（土）13：00～16：40（受付 12：30 より） 

【場 所】 広島大学大学院 教育学研究科 L205 講義室  

【対 象】 SDGs・ESD・教師教育などに関心がある学生，教員，一般の方 

【参加費】 無料 

【主 催】 広島 SDGs コンソーシアム  

【後  援】 広島県教育委員会 広島市教育委員会 東広島市教育委員会 福山市教育委員会 広島市青少年センター 

広島修道大学 広島市立大学 広島文化学園大学 広島文教大学  福山市立大学 安田女子大学 日本 ESD 学会 

広島県ユネスコ連絡協議会 広島県ユネスコスクール連絡協議会 中国新聞社 中国電力 広島ガス  

マツダ ASPUnivNet  EPO ちゅうごく JICA 中国 広島大学大学院教育学研究科教職開発専攻（教職大学院） 

（以上，申請中） 

【プログラム】 

12:30～     受付 

13:00～13:10  開会挨拶 広島県教育委員会 

             広島大学大学院教育学研究科  

13:10～14:00  講演 日本体育大学 教授 金本 良通 先生 

「グローバル・コンピテンシーとしての 

表現力・コミュニケーション能力を育てる授業づくり」 

14:00～14:50   講演 株式会社日能研 代表取締役 高木 幹夫 氏 

「SDGs 達成のための新学力の育成」 

14:50～15:00  休憩 

15:00～15:20   実践発表１ 徳島県上板町立 高志小学校 

15:20～15:40  実践発表２ 熊野町教育委員会・熊野町立熊野第一小学校 

15:40～16:00  実践発表３ 横浜市立東高等学校 

16:00～16:20   実践発表４ 宮城県気仙沼高等学校 

16:20～16:35  講評 日本体育大学 教授 金本 良通 先生 

           文部科学省 視学官 濱野 清 先生 

                     日本体育大学 教授  池野 範男 先生 

16:35～16:40  閉会挨拶 広島大学 副理事 由井 義通 

 

【参加申し込み】12/3(火)17 時までに, QR コード, URL,  

E-mail のいずれかから, お申し込みください。 

（URL）https://forms.gle/zuAqeoCztZhwKcxQ6  （E-mail） unesco16@hiroshima-u.ac.jp 

【お問い合わせ】 広島 SDGs コンソーシアム事務局 unesco16@hiroshima-u.ac.jp  
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