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発表内容（目次）

1. SDGsについて学んで
○ SDGsについて〔シズカ〕

○ 企業や他大学の取り組みから〔ミク〕

2. 身近にあるSDGs
○ 身近気づけたSDGs〔ナツキ〕

○ 私たちにもできるSDGs〔ユカ〕

3. 私たちが選んだ発信方法
○ リーフレット内容〔カイセイ〕

○ インスタ内容〔ナツキ〕

4. 私たちが学んだこと
○ この授業を通して学んだこと〔タクヤ〕

○ みんなでつくるSDGs〔ユカ〕



SDGsを学んで

1. SDGsとは

2. 企業や他大学の取り組みから



SDGsについて学んだこと

1. SDGsの授業の認識～before・after～

2. SDGsについての説明

3. リーフレットなどを作成した経緯

4. SDGsについて学んだこと

5. 今後、実践したいこと



1.SDGsの認識 ～Before・After～

－Before－

・SDGsという言葉を知らなかった

・聞いたことはあるけど説明はできない

－After－

・身近な行動がSDGsにつながる

・多くの企業や大学が取り組んでいた

・もっとたくさんの人にSDGsを広めたい



2.SDGsについての説明

Sustainable Development Goals

⇓

❝SDGs❞

世界共通の目標

2030年までに達成することをゴール

17の大きな目標と、具体的な169のターゲットで構成

地球上の「誰一人取り残さない」



3.リーフレットなどを作成した経緯

● 企業・他大学での実践例を学ぶ

➭自分たちが行う取り組みを考える

➭考えが広くて漠然過ぎた

● 身近なことへ目を向けてもう一度考える

➭考えを持ち寄ってみんなで一つのものを作ると決定！！！



❢ 注目 ❢

取り組みから、周囲の行動がポイントとして
”見える化”‼

☆大学例

三重大学－MIEUポイント－

➭学生・教職員が学内で実践した

「環境保全、環境再生支援、省エネなどの活動」

を学内独自のアプリでポイント制で評価

○貯めたポイント→景品と交換できる



企業初の全面「紙ストロー」採用！！

スターバックス

☆企業例



他にも探してみた！

皆さんも知っているような企業が紙ストロー
の導入を行い、環境に配慮していることを
知ることができた！



制作

➭SDGsの活動を自分たちだけじゃなく、いろんな人に知ってもらって
実践してほしい

➭・同世代だけでなく、いろんな世代の人に向けたもの

・手に取ってもらえるもの

・絵や写真、文章

・ずっと残るもの(持続可能なものを！)

☟

“ リーフレットづくり ”



➭・より多くの人にこのプロジェクトに参加してもらいたい

・自分たちが行ったことの発信

・気軽に目にできるもの

・写真中心でわかりやすく

☟

“ SNS発信 ”➭ Instagram

投稿の共通ハッシュタグを作って身近でできるSDGs活動を発信

＃あなたとつくるSDGs ＃みんなでつくるSDGs



4.SDGsについて学んだこと

【フェアトレード商品】

☜フェアトレード認証カカオ

ガーナ・クワベナアクワ村の
フェアトレードカカオ豆

国際フェアトレード認証ラベル



5.今後、実践したいこと

茨城は笠間焼きや結城紬が有名

地域で生産された食材を買うことで

「フードマイレージ」の削減になる

地産地消



身近にあったSDGs

1. 身近に気づけたSDGs

2. 私たちにもできるSDGs



富田学長の話から学んだ

「ナマケモノにもできるアクション・ガイド」
にとても影響を受けた私たち

・国際連合広報センターが出している取り組み例を

紹介しているガイド

・「ナマケモノにも」がポイント！どんな人でも取

り組むことができるものばかりが紹介されている。
出典：

https://www.unic.or.jp/files/sdgs_201901.pdf

「ナマケモノにもできるアクション・ガイド」とは

１．身近に気づけたSDGs

https://www.unic.or.jp/files/sdgs_201901.pdf
https://www.unic.or.jp/files/sdgs_201901.pdf


レベル１：SOFA SUPERSTAR
「ソファーに寝たままできること」

レベル２：HOUSEHOLD HERO
「家にいてもできること」

寝っ転がりながら⁉

こんな小さなことでもいいんだ

いつもやっていることの延長ではないか！

１．身近に気づけたSDGs



レベル３：NEIGHBOURHOOD NICE GUY
「家の外でできること」

少し難しくなってくるけど、

学校でも応用できそうなものもあるな・・・

これも、SDGsにつながっていくのか～

レベル４：EXCEPTIONAL EMPLOYEE
「職場でできること」

１．身近に気づけたSDGs



私たちの変化

● 寄付をする

● パブリックドメイン（意見箱）を活用する

● 相手の気持ちになる

● 消費を促す

● 繰り返し利用できる商品を買う

● プラスチックを使わない

どれも曖昧なものばかりだった！

日常生活に基づいたアクションに！

１．身近に気づけたSDGs



私たちにもできるSDGs

フードロスの現状：一日に一人が一個のおにぎりを廃棄
平成29年度は計612万トンの食品廃棄
→事業者から約328万トン、家庭から約284万トン

アクション「SDGs広報活動」

フードロス（食品ロス）や貧困問題などついて対話



フードロス対策

聞いたこと
・食材で何を捨てることが多いか
・どの様な買い物の仕方か
→対策を一緒に考える

対策案
・廃棄の少ないレシピの提案
・買い物時のポイント



アクション

・期限間近の値引きされているものを購入

・食べきる分だけを購入（外食時も同様）

・きのこやお肉など痛みやすいものは早めに冷凍保存

・野菜を皮ごと使った料理

フードロス対策



購入後、家に帰ってすぐに！

・瓶や缶詰、レトルト食品は、

見やすい所に賞味期限を貼る



アクション

・洗い物は、まず油汚れを拭き取る
・洗い物は、ため洗い
・洗剤は、泡切れの良いものを

洗剤の使用量減＝節水



アクション

エネルギーの節約

・テレビを消す

・できる限り早く寝る

→昼間で40%、夜間で10%節電

（実践・データを取得した10月での数値）

・家族が一つの部屋で過ごす。



アクション

・不用品は、リサイクルショップやフリマサイトを活用

・プラスチック製品の購入をできるだけ抑える

・外出時は、マイボトル持参

・必要ないものは買わない→ケチになる！

必要、不要の吟味



寿命まで使う！

・マイバッグ

・紙袋を捨てないでバッグ→再利用



空き箱をマスキングテープ
などで補強とデコ！

良さを生かしてリユース！

・お菓子の箱で小物入れ



実践→共有→実践･･･

アクション

・学び得た情報や実際に行った取り組み（アクション）を
共有する。→それらを発信！
・生涯学習



未来につなげるアクション

・友人やメンバー、先生たちと

直接会わずにリモートで…

手で円陣を作り、集合写真！

手・て・Handsイメージのイラスト

SDGsの基本理念の「誰一人取り残さない」は、
私たちにもあてはまる！



←大学の友人たちと

↓プロジェクトCメンバー＋先生方と

Let's!
SDGs

つなぐ、未来へのバトン



未来につなげるアクション

・ヘアドネーション （ 意味：ヘア＝髪の毛・ドネーション＝寄付）

・「小児がん」など病気で髪の毛が抜けてし
まった子ども達にウィッグを無料で提供する
ため髪の毛を寄付。
・国内外に複数の団体（NPO法人）がある。
・一人分のウィッグを作る為には20～30人分
の髪の毛が必要。

－Hair Donation－



自分の髪の毛が、誰かのウィッグになる

カットした髪の毛の束



失敗談！
①続けることの難しさ
インスタグラムで、投稿内容を分かりやすくするのは
想像以上に大変！毎日続かなかった。

②節水目的が･･･
皿洗い時、水をためてその水だけで洗おうとしたら、
皿の油が他の皿にもうつってしまい全体が油まみれに！
逆に油を落とすために水と洗剤を多く使ってしまった。



私たちが選んだ発信方法

1. リーフレット内容

2. インスタ内容



リーフレット内容







なぜリーフレットなの？

どうやって発信していくのか

↓

SNSも良いけどアナログ

（紙媒体）も良いよね

↓

短い期間で現実的に取り組める

ものってなんだろう？

リーフレットだ！



表紙

• 「あなたとつくるSDGs」

• トキワ de SDGsのロゴ

• アカデミックインパクト

• SDGsの17の目標

• SDGsの説明



私たちの想い

• SDGsは身近にある！

• 意外と簡単じゃん！

• みんなに知って欲しい！



私たちのチャレンジ内容

実際に1週間取り組ん
だSDGsやこれはSDGs
だと気づいたものを
紹介しているよ！



お家でできる節水・節電コーナー

みんなも
やってみてね！



失敗談コーナー

取り組んでいて上手く
いかないこともあったな…



Instagram周知・メンバー紹介

• インスタ活動の周知

• メンバー紹介

• 教員紹介



アドミッションセンターと

国際交流語学センターで

リーフレットを配布しています！

アドミッションセンターの方で

リーフレットをベースにした

ホームページを作成中です！



Instagram



－なぜInstagramを開設したのか？－

・より多くの人にこのプロジェクトに参加して
もらいたい

・自分たちが行ったことを発信

・気軽に目にできるもの

・写真中心にわかりやすくしたい



－投稿内容について－

・メンバーの自己紹介

・身近にあるSDGs活動の実践紹介

➭メンバー内で順に投稿

・17の目標の説明

活動のワンシーン写真、その活動に対応する目標のアイコン画像

詳しい説明、伝えたいこと、活動の促し、（共通ハッシュタグ）



☆instagramの内容紹介

☜ プロフィール

投稿一覧 (一部) ☞



３、共通で行っているもの

共通のハッシュタグ

＃あなたとつくるSDGs ＃みんなでつくるSDGs

・自分たちで行った身近なSDGsを写真付きで投稿

・17の目標を分かりやすく説明して投稿

#みんなでできるSDGs #あなたとつくるSDGs #SDGs #常磐大学
#カルディ #kaldi #フェアトレード #フェアトレードチョコレート

#フェアトレードコーヒー #フェアトレード商品



４、何か変化があったか

12月から始めたインスタグラムのアカウントはもうすぐで2ヶ月！

◎ 行った行動が17の目標のどれに

当てはまるか分かるようになった

◎ 発信する側になることで文章や

構成を読み手の気持ちになって考

えるようになった

◎ 「SDGsを広めたい」という思い

が行動に変わった





報われた気持ちになった！

SNSの発信を続けてきて
本当に良かったと思った。

私たちのメッセージは誰かの
ところに届いているんだと安
心できた。



５.これからInstagramをどのようなものにしていきたいか

・私たちの思いを伝えるべく継続的に投稿したい

・様々なポジションの人がSDGsを通して交流できる場所にしたい

・一方通行で終わらせない

・「アクション→発信→アクション･･･」の流れの定番化させたい

授業が終わったらおしまい？？

まだまだ課題
もあるのに…



あなたとつくるSDGs

1. この授業を通して学んだこと

2. あなたとつくるSDGs/みんなでつくるSDGs



この授業で学んだこと・大変だったこと

この授業で学んだことは大きく分けて3つ!

● SDGs・アクションについて

○ 「身近な行動から始めること」・「意識を変えること」が大事

○ 1つの問題がさまざまなSDGsの目標につながっている

○ 友人を巻き込んだアクションが難しかった

● 作業を行う上で感じたこと

○ 遠隔授業で、意見交換・連絡が大変だった

○ データ等を共有しながら行うのが大変だった

○ 客観的な意見が大事だと感じた



この授業で学んだこと・大変だったこと(2)

● 発信について

○ どのように伝えるのかが難しいと感じた

○ リーフレット

■ レイアウトを考えるのが大変だった

○ インスタグラム

■ 写真に残せる活動ばかりではないこと

■ 当てはまる目標が曖昧になりがち

リーフレット・Instagramを多くの人に見てもらいたい



課題・今後の目標

● 自宅や身近にできるSDGsには偏りがある

○ エネルギー・生産消費の責任などの目標は、手軽に行いやすい

○ 持続可能な経済・不平等の解消などの目標は、学生だけだと難しい

→就職したら、企業に働きかけられるようにしたい

● 今後、どのように引き継ぐか

○ 次年度以降につながるような仕組みづくり

来年度、学年や学科に関わりなく、
SDGsに関する科目に参加したり、
地域連携センターでの活動に積極的に参加するなど、
受け継いでほしい!!



ぜひ、皆さんも
ご一緒にアクションを

してみませんか？



Leave no one behind

あなたとつくるSDGs

2: Zero Hunger

3: Health

1: End poverty in all its forms

4: Education

5: Gender equality and women’s empowerment

6: Water and Sanitation

7: Energy

8: Economic Growth

9: Infrastructure, industrialization

10: Inequality

11: Cities
12: Sustainable consumption and production

13: Climate Change

14: Oceans

15: Biodiversity, forests, desertification

16: Peace, justice and strong institutions

17: Partnerships

SDGs with you



ご清聴
ありがとうございました。


