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1 中部⼤学ESDエコマネーチーム
①活動⽬的

持続可能な社会を担う⼈材の育成

学⽣主体のESD（持続可能な開発のための教育）
・⽔俣の教訓を踏まえたESDの推進
・産学官⺠連携
・地域における⾃主的な環境・SDGs活動の⽀援
・学⽣主体の標準化教育による

環境⼈材育成及び標準化⼈材育成



専⾨家連携

標準化教室

競争的資⾦・

メディア

サスティナ
研究所

環境活動

イベント

1 中部⼤学ESDエコマネーチーム
②連携機関



持続可能な社会を実現するためにそれぞれの経済主体がいま何にどう取
り組むかを考え⾏動することが求められている。

災害レジリエンス
SDGsへの貢献 スマート技術を活⽤した

社会課題解決

コロナ禍を契機とした急激な社会変化

定義︓「将来の世代が⾃らのニーズを満たす能⼒を損なうことなく、
環境的、社会的、経済的ニーズを満たすような開発をおこなう」

持続可能なコミュニティ
ISO規格:ISO37101対象とする規格

２学⽣主体の標準化教育
1 未来を創る①背景



社会課題を発⾒・認知し
対策を考える機会を提供

社会課題への対応、
未来のまちづくりの在り⽅を学ぶ

総合理解と戦略⽴案
『得られる効果』
①社会課題に対応するための⽅法やそれを⽀える仕組みや制度の理解

②技術やシステムを活⽤し、課題を解決しながら新しい価値の創出
③未来を⾒据えた⾏動を促す

⇒より質の⾼い成熟した社会実現

２学⽣主体の標準化教育
1 未来を創る②教材の⽬的・特徴



２学⽣主体の標準化教育
1 未来を創る③教材の類型（⼀覧）



経営戦略と投資
パートナーシップを推進
ESG投資

環境 経済 社会
気候変動対策
脱炭素経営
循環型社会

イノベーション
持続可能な
⽣産・消費

⼈権
教育
ガバナンス
健康経営
安⼼・安全
社会インフラ

環境モデル都市 環境未来都市 ＳDGs未来都市

２学⽣主体の標準化教育
1 未来を創る④SDGs



スマート技術×SDGs
→地域の社会課題の解決

スマートシティ スーパーシティ

２学⽣主体の標準化教育
1 未来を創る⑤スマート



様々な社会的リスクへの対応

国⼟強靭化

２学⽣主体の標準化教育
1 未来を創る⑥レジリエンス



２学⽣主体の標準化教育
1 未来を創る⑦教材の構成



２学⽣主体の標準化教育
1 未来を創る⑧カードの種類



経済産業省 ⽇本規格協会 NACS

2時間ずつオンラインで教材実演
→コメントを反映し教材改定
→教材の質の担保

２学⽣主体の標準化教育
２ 専⾨家連携



中部⼤春⽇丘中学校 8⽉〜10⽉ ハイブリッド形式

⽣徒たちが⾃分の思い描いた解決策を現実化した
「作品」を作り上げることができた。

探求学習としての標準化教室
7⽉ 6⽇ 13:25-15:15 標準って何
8⽉24⽇ 13:30-15:10 守ろう！私たちの未来。
8⽉25⽇ 13:30-15:10 持続可能なコミュニティ
8⽉26⽇ 13:30-15:10     啓明祭に向けて

10/18 15:45-17:25

10/20 15:45-17:25

10/25 13:25~15:05

テーマに基づき答えを⾒つける探求学習
24名の⽣徒を対象
学びを活かし中学⽣が標準化教室実施（学園祭）

学習内容を活かした
⽂化祭での標準化学習準備の⽀援

iPadを⽤いた標準化学習資料作成
（映像作品の撮影・編集、資料や
ポスターの作成）

⽂化祭当⽇ 10/26 午前
中学⽣が来場者に向けて標準化教室
SDGS及びスマート技術に関するプレゼン
3種類の標準化ゲームを⽤いた標準化教育を⾏った。

２学⽣主体の標準化教育
３標準化教室①中⾼⼤連携



⽇進市役所
2021年5⽉ ESD研修 38名

テクノ中部
2021年6⽉ SDGs研修会 37名

三島⻘年会議所
2022年3⽉ ESG研修 100社予定

課⻑級以上、経営層
教材を⽤いた学習＋経営戦略⽴案

２学⽣主体の標準化教育
３標準化教室②企業・⾃治体等



2021.12.1-2022.1.6
１か⽉連続オンライン出展

おうちで学ぶ

おうちで環境デーなごや
2021

名古屋市エシカル
セミナー

２学⽣主体の標準化教育
３標準化教室③オンラインイベント

にっしんわいわい
フェスティバル

2021.７.３-202１.７.31

１か⽉連続オンライン出展



無⼈出展＠イオン⼤曽根

２学⽣主体の標準化教育
３標準化教室④対⾯イベント



合計 6,499名

対象 ⼈数

専⾨家連携 21

⽇進市 38

テクノ中部 37

春⽇丘中学校 24

国際⾼校 16

市邨⾼等学校 40

にっしんわいわい
フェスティバル 1603

対象 ⼈数

消費⽣活フェア 206

エコプロ2021 4359

学会 25

環境マネジメント全国⼤会 60

マイナビ 70

※未来を創るを⽤いた標準化教室
地⽅創⽣SDGs官⺠連携プラットフォーム分科会来年度検討中

２学⽣主体の標準化教育
４標準化教室(2021) 結論



連絡先

教材ダウンロード

春⽇井市松本町1200 中部⼤学経営情報学部 伊藤佳世研究室
Tel 0568 51 9968 Fax +41 22 999 0002
Mail chubu_esd_team@yahoo.co.jp

２学⽣主体の標準化教育
４標準化教室結論 教材公開



教材開発

未来を創る
Create the future



標準化教育



SDGs×スポーツ

３環境・SDGs活動
１ 野球部



３環境・SDGs活動
２ かがやけあいちサスティナ研究所



トヨタ⾃然学校
SDGs担い⼿育成講座

ミライブ
放射性廃棄物の地層処分の学習

３環境・SDGs活動
３トヨタ⾃然学校、ミライブ



環境関連プロジェクト

新

提
案

野球部活動
サスティナ
(⽇本ガイシ hoyu)
トヨタ⾃然⼤学
ミライブ



マイナビ学⽣の窓⼝

４ メディアとの連携

ＳDGsに関⼼のある学⽣の第⼀歩を⽀援



４ メディアとの連携

特集号

連載
2021年10⽉から2022年2⽉号
卒業⽣のその後の活躍

標準化教育
ゲーム開発史
チーム活動
8つのゲーム

ISOマネジメントシステム専⾨誌

産業界での教材活⽤



①学⽣主体の標準化教育

3つの課題
社会課題、
仕組みや制度の理解

教材開発 ☑

新しい価値の創出 教育活動 ☑
未来を⾒据えた対応 ☑

地域と若者、SDGsへのアプローチ

②環境・SDGS活動 産学官⺠連携で実施

③メディアとの連携 幅広く発信

• 「SDGs知ってる」から「SDGs活動やってる」へ

• 地域のSDGs連携


