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令和３年 12 月 3 日 

 
ユネスコ加盟 70 周年記念事業 

2021 年度第 2 回広島ＳＤＧs コンソーシアム研修会のご案内 

 

イベント  

広島大学を中心に組織された広島ＳＤＧs コンソーシアムでは、2021 年度 第 2

回研修会を開催いたします。本研修会は、わが国のユネスコ加盟 70 周年記念事業

の一環として実施します。 

第１部では、京都大学大学院 教育学研究科教授 西岡 加名恵 先生より、 

「『資質・能力』を育てるパフォーマンス評価」と題して、ご講演をいただきます。 

第２部では、広島県ユネスコ ESD×SDGs 大賞表彰式と、受賞校の実践発表を

行います。多くのみなさまのご参加をお待ちしております。  

  

 記 

 

日 時：令和３年 12 月 11 日（土）  

13 時 00 分～1６時 00 分（オンラインによる開催） 

対 象：SDGs・ESD・教師教育に関心がある学生、教員、一般の方 

参加費：無料 

申込方法：ポスターに記載された QR コードまたは URL からお申し込みくださ 

い。 

主 催：広島 SDGs コンソーシアム 

共 催：広島大学教育ヴィジョン研究センター（EVRI） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

広島SDGsコンソーシアム事務局 横川・服部・島津  

〒731-8524 東広島市鏡山1-1-1 

広島大学教育学部 A407  

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：082-424-3701 FAX：082-424-6040 

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

広島 SDGs コンソーシアムは、SDGｓの達成に必要となる子どもたちのグローバルコンピテ

ンシーを育成できる教員・学生の養成と、地域と学校から発信するデジタルプラットフォー

ムの構築をテーマと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、各種機関との連携により構成されています。また、本

事業は、文部科学省令和３（2021）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。 

【広島 SDGs コンソーシアム加盟団体】広島大学 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 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 JICA 中国 

中国環境パートナーシップオフィス（EPO ちゅうごく） 中国地方 ESD 活動支援センター  



第1部　講演　(13:05-14:05)第1部　講演　(13:05-14:05) 　　
西岡 加名恵 先生西岡 加名恵 先生   
『『 「資質・能力」を育てるパフォーマンス評価』「資質・能力」を育てるパフォーマンス評価』

第2部　広島県ユネスコESD×SDGs大賞表彰式・実践発表(14:15-15:55)第2部　広島県ユネスコESD×SDGs大賞表彰式・実践発表(14:15-15:55) 　　

令和3(2021)年度ユネスコ活動補助⾦SDGs達成の担い⼿育成(ESD)推進事業
「地域と学校から発信する教師教育のためのデジタルプラットフォームの構築」

主催：広島SDG コンソーシアム 
　　　　　　　　   共催：広島大学教育ヴィジョン研究センター（EVRI)

QRコード、またはURLからお申し込みください。
お問い合わせ：広島SDGsコンソーシアム事務局

コンソーシアム加盟団体：広島⼤学 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 広島市⻘少年センター

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

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 EPOちゅうごく 
JICA中国 中国地⽅ESD活動⽀援センター

unesco16@hiroshima-u.ac.jp
https://forms.gle/nRBkTC1nQpghs3Sy9

（京都大学大学院教育学研究科 教授）

2021年度
第2回広島SDGs

コンソーシアム研修会
日時　12月11日(土) 13:00-16:00

　　　　オンラインによる開催
    対象　SDGs,ESD,教師教育などに

関心のある学生,教員,一般の方
参加費無料

ユネスコ加盟70周年記念事業

s

西岡 加名恵先生

英国バ ーミンガム大学にて Ph.D.(E d.)取得。鳴門教育大学講師、京都大学助教授・准教授を経て現

職。専門は教育方法学(カリキュラム論、教育評価論)。日本教育方法学会理事、日本カリキュラム学会

理事。文部科学省「育成すべき資質・能力を踏まえた教育目標・内容と評価の在り方に関する検討会」

委員などを歴任。著書に『新しい教育評価入門 』(編著、有斐閣)、『教科と総合学習のカリキュラム設

計』(図書文化)、『「資質・能力」を育てるパフォーマンス評価』(編著、明治図書)など。

 

https://forms.gle/nRBkTC1nQpghs3Sy9


文部科学省 令和３（2021）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 

「地域と学校から発信する教師教育のためのデジタルプラットフォームの構築」 

ユネスコ加盟 70 周年記念事業 2021 年度 第２回広島 SDGs コンソーシアム研修会 実施要項 

 

広島大学 広島 SDGs コンソーシアムでは，ユネスコ加盟 70 周年記念事業として，2021 年度 第 2 回

広島 SDGs コンソーシアム研修会を開催いたします。第１部では，京都大学大学院 教育学研究科教授  

西岡 加名恵 先生に「『資質・能力』を育てるパフォーマンス評価」と題して，ご講演を頂きます。第２

部では，広島県ユネスコ ESD×SDGs 大賞表彰式と，受賞校の実践発表を行います。 

 

【日 時】 2021 年 12 月 11 日（土）13：00～16：00（オンラインによる開催） 

【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  

【共 催】 広島大学教育ヴィジョン研究センター（EVRI） 

【プログラム】 

13:00～13:05  開会挨拶 広島大学教育学部副学部長 

第１部 基調講演 

13:05～14:05 講演 京都大学大学院 教育学研究科 教授  西岡 加名恵 先生 

                   「資質・能力」を育てるパフォーマンス評価 

14:05～14:10 質疑応答 

14:10～14:15 休憩 

第２部 広島県ユネスコ ESD×SDGs 大賞表彰式・受賞校の実践発表  

14:15～14:30 表彰式・講評  

14:30～14:40 実践発表① 広島大学附属三原中学校  

14:40～14:50 実践発表② 広島県立広島井口高等学校 

14:50～15:00 実践発表③ 広島県立廿日市高等学校  

15:00～15:10 実践発表④ 熊野町立熊野第三小学校  

15:10～15:20 実践発表⑤ 広島県立音戸高等学校  

15:20～15:30 実践発表⑥ 広島県立呉三津田高等学校  

15:30～15:40 実践発表⑦ 広島県立向原高等学校  

15:40～15:55  総括 

15:55～16:00 閉会挨拶 広島大学 副理事・ 

大学院人間社会科学研究科/教育学部 教授 由井 義通 

 

【参加お申し込み】 ポスターに記載された QR コードまたは URL からお申し込みください。 

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

【広島 SDGs コンソーシアム加盟団体】 

広島大学 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   

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  

中国環境パートナーシップオフィス（EPO ちゅうごく） 中国地方 ESD 活動支援センター JICA 中国  


