
中⾼⽣に向けた
⼤学⽣による
SDGsワークブック！



【#SASS2021とは？】
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〈団体〉

Sustainable�Week

＃SASS2021「⼤学⽣による中⾼⽣のためのSDGs/サスティナビリティアワード」
(Sustainability�Awards�for�Students�by�Students)は、

⼤学⽣が中⾼⽣を対象に運営する『SDGsを考え⾏動し発信する』を
テーマとした動画コンテストです！

�
中⾼⽣、⼤学⽣、企業が双⽅向につながり、「社会を変える広がり」を創出するため、

SDGs教材の作成や企業と学⽣を繋ぐワークショップの実施も⾏なっています！

このワークブックでは、＃SASS2021の⼤学⽣メンバーに
「興味のあるSDGs⽬標」をアンケート調査した結果の、

上位3つの事例を紹介しています！

⼀緒に⾒ていこう！

https://www.mukogawa-u.ac.jp/
https://yokota-a.jp/
https://www.anchor-project.org/


【そもそもSDGsって？】

持続可能な開発⽬標（Sustainable�Development�Goals）
のことで、17の⽬標とその下に169のターゲットがあるよ。

うーん。「持続可能な開発」がよくわからないんだけど…。

「持続可能な開発」�＝「将来の⼈々の暮らしと今の私たちの暮らし、
どちらも豊かになる開発」のことだよ！

皆が豊かに暮らせる社会を実現するために、

⾃分に何ができるのかわからない⼈も多いと思うんだ。

だからそんな社会に近づくために、

達成すべき具体的な⽬標であるSDGsがつくられたんだよ。

そっか。地球の現状を知って⾏動することは、

未来の私たちがよりよく暮らすために、必要なことなんだね。

【SDGs17⽬標の紹介】



SDGsウエディングケーキモデルで整理してみよう！

頂点「パートナーシップ」

環境⾯、社会⾯、経済⾯の3つの基盤がすべて
整うことで国や⼈種などを超えみんなで

SDGs達成に向けて協⼒できることを⽰しています。

3段⽬「経済圏」
“働きがい”、“⼈や国の不平等”、“⽣産消費”などの⽬標。

経済の発展は整った環境と社会の上に成り⽴つことを⽰しています。

2段⽬「社会圏」
�“健康問題”、“差別・偏⾒”、“教育”などの⽬標。�⽣物圏によって⽣活環境が

整ったうえで、⼈間が⽣活することができることを⽰しています。

1段⽬「⽣物圏」
海や森林の“環境問題”や、“気候変動”などの⽬標。私たちが地球で暮らすためには

⾃然環境を整えることが必要不可⽋であることを⽰しています。

下の段のケーキがしっかりしていないと、

上にケーキを積み上げられないよね。

17の⽬標を
「3つの層」
に分類

引⽤元 Stockholm�Resilience�Centre 「The�SDGs�wedding�cake」：
https://stockholmresilience.org/research/research-news/2016-06-14-how-food-connects-all-the-sdgs.html



�材�成
⽇本政府は、アフリカの若者を⽀援する機会を

提供している。⽇本に招待し、世界規模での

問題解決に取り組む。

取り組み

奨学⾦
⽇本では多種多様な奨学⾦が⽤意されており、

⽬的に応じて「質の⾼い教育」に誰でも⼿が届

くような取り組みが⾏われている。

（⽇本学⽣機構,奨学⾦）

in�Japan�
�

「質の⾼い教育」とは何を指すのだろう？
取り組みも気になるな∼

（⽇本政府,⼈材育成プログラム）

4.b
T a r g e t

4.4
T a r g e t

in�the�world�
�

教育



今紹介した事例のターゲットは...

4.b
T a r g e t

2020�年までに、開発途上国、特に後発開発途上国及び

⼩島嶼開発途上国ならびにアフリカ諸国を対象とした、

職業訓練、情報通信技術（ICT）、技術・⼯学・科学プロ

グラムなど、先進国及びその他の開発途上国における

⾼等教育の奨学⾦の件数を全世界で⼤幅に増加させる。

4.4
T a r g e t

2030�年までに、技術的・職業的スキルなど、

雇⽤、働きがいのある⼈間らしい仕事及び起業に必要な

技能を備えた若者と成⼈の割合を⼤幅に増加させる。

教育って⾝近な問題だから
考えやすかったかな。

みんながこれまでに受けてきた
教育についても振り返ってみる

といいかもね！！

奨学⾦があれば、⾦銭問題を
理由に進学を諦めることが

減るよね。
もっと知られるようになれば

いいのになあ。

⾝近そうで、思ったより遠い教育。

みんなはどう考える？？



産休・育休取得後の職場復帰率は現在100%です。タ

ーゲット5.1に関連性があります。

性別や年齢、国籍を問わずに様々な
⼈々が活躍できる環境を整えると、
新たな視点も増えて良いね

資⽣堂では⼥性が活躍できる環境を�

いかにつくるかという課題にたいして、

幾つかの取り組みが⾏われています。

その⼀つとしてカンガルー出勤が挙げられます。

社内に⼦供が遊べるスペースを設け、⼦連れで

会社に来ることができる制度です。

これにより、結婚や出産をきっかけとする

離職を⾷い⽌めることに成功しました。

目
標

資生堂

５



ここまでに紹介した事例の主な
ターゲットを確認してみよう

2050年までに、アフリカはアジアを抜いて

世界で最も“⼦どもの花嫁”�が多い地域になると

予測されています。

チャドの15歳の⼥の⼦が抱いていた

教育と仕事への夢も、

12歳で結婚させられた際に失われました。

そこでチャド政府はユニセフなどの⽀援を受け、

児童婚の慣習を終わらせるキャンペーンを展開�しています。

ターゲット5.3に関連性があります。

彼⼥達にも他の⼥の⼦と同じように将来への
夢ややりたいことがあるはずなのに…

ターゲット5.1
  あらゆる場所におけるすべての⼥性および�⼥⼦に対
 するあらゆる形態の差別を撤廃する。

�

ターゲット5.3

 未成年者の結婚、早期結婚、強制結婚、
 および⼥性器切除など、あらゆる有害な慣⾏を撤廃する。

結婚で夢を奪われる女の子たち児童
婚の慣習を終わらせるキャンペーン



例えばどんな取り組み
があるの？

 岡⼭⼤学がオオムギ系統のビール醸

造⽤品種「はるな⼆条HKI」を、宮城

県の加美町・東松島市に栽培し、被災

農地の復興⽀援を⾏っています。

 収穫したオオムギは、加美町のビー

ル製造所、「やくらいビール」で醸造

され、「復興エール」として市販され

ています。

 ターゲット11.aと関連があります。

 東⽇本⼤震災で特に被害が⼤きかっ

た地域、釜⽯市が環境・社会・経済か

ら取り組む地域復興計画です。

 エネルギー地産地消の推進、地域コ

ミュニティの再建、産業創出など持続

可能な社会の実現に向けて多様な取り

組みを⾏っています。

 ターゲット11.5,�11.b等と関連があり

ます。
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詳しく知りたい⽅は
巻末の出典⼀覧まで！



紹介した事例の主なターゲットです!

�釜⽯市を訪れたとき、被災された旅館の、⼥将のお話を聞く機会があり

ました。

「⽣きていれば会えるから、⾃分の⾝を守ることを⼀番に考えて」

津波にのまれながらも⽣き延びた⼥将が語った⾔葉は、とても印象に残

っています。

�市は防災対策の⼀環で、緊急時の⾝の守り⽅を⼦ども達に教育し、⾼台

に避難するためのエレベーターを建設していました。⾏政、⾃治体に加

えて地域の⼈々が被害を抑えるために連携すること。それこそが持続可

能なまちづくりに⼤切なことだと、釜⽯市への訪問を経て学べました。

インタビュイー：

SASS2021実⾏委員

⼭⼝舞雪/Mayu�Yamaguchi

〜釜⽯市を訪問して〜

11 目
標

ターゲット11.a：

地域規模の開発計画の強化を通

じて、経済、社会、環境⾯にお

ける都市部及び農村部間の良好

なつながりを⽀援する。

ターゲット11.5：

災害による死者や被災者数を⼤幅に

削減し、世界の国内総⽣産⽐で直接

的経済損失を⼤幅に減らす。

ターゲット11.b：

あらゆるレベルでの災害を想定

した都市開発計画の策定と実施

を⾏う。



みんな気軽に
参加しよう！

審査方法
など

について

2∼5分の動画にしよう！



最優秀賞

優秀賞

作品賞

特別賞

オリジナリティー賞
第2回では独創性を評価する賞が
誕⽣しました。

◆作品応募には、事前に各⾃のYOUTUBEへのアップロードが必要です。

下記①〜③をご準備のうえ、アップロードしてください。

①2〜5分の動画作品

 《動画内にSDGSの1〜17の番号を表⽰�(表⽰⽅法は⾃由)�》

②サムネイル画像1枚

�※YOUTUBEタイトル画⾯表⽰⽤

�③作品のテーマ/タイトル

⾏動する⼒  

現状を解決するために主体的に挑戦・⾏動している。

考える⼒   

現状と課題を正確に捉え、それらの解決への道筋を想

像⼒を持って論理的に考えられている。

伝える⼒

⾃⾝の意⾒・気持ちを⾸尾⼀貫して伝えられている。

独創性

新たな課題発⾒や解決策、発想である。�

社会への貢献度

⾃分よがりでなく、社会に貢献している。

実⾏性

提案、⾏動までのプロセスが明確化されており、実現

可能である。

困ったことが
あったら

sass@yokota-a.jpに
問い合わせてみよう

動画作品応募の際の注意点
2∼5分の動画にしよう！

詳しくは右のQRコードを読み取って公式ホームページまで�



参考⽂献・引⽤元のURL（参照2022-02-11）：

ページ3 実⾏委員教材班 中⾕�若奈

〈参考〉国際連合広報センター 「持続可能な開発のための2030アジェンダ�ー�よくある質問」：
https://www.unic.or.jp/news_press/features_backgrounders/31635/
SDGs�CLUB｜⽇本ユニセフ協会 「SDGs17の⽬標」：https://www.unicef.or.jp/kodomo/sdgs/about/
〈引⽤〉国際連合広報センター 「SDGsのアイコン」：
https://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/sustainable_development/2030agend
a/sdgs_logo/sdgs_icon/
〈引⽤〉Stockholm�Resilience�Centre 「The�SDGs�wedding�cake」：
https://stockholmresilience.org/research/research-news/2016-06-14-how-food-connects-all-the-
sdgs.html

ページ4-5 実⾏委員教材班 本多�美南海

〈参考〉⽇本学⽣⽀援機構 「奨学⾦制度の種類と概要」：

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/index.html
〈参考〉Teach�For�Japan 「SDGs⽬標4「質の⾼い教育をみんなに」の内容と⽇本の取り組み例とは」：
https://teachforjapan.org/entry/column/2020/05/03/sdgs-goal4-education-japan/
Learning�for�All 「LFAの活動」：https://learningforall.or.jp/activity/

ページ6-7 実⾏委員教材班 ⽥島�琴理

〈参考〉資⽣堂「カンガルースタッフ採⽤」：https://corp.shiseido.com/jp/careers/kstaff/
〈参考〉⽇本経済新聞「「僕らが気づかない視点を」 資⽣堂など⼥性活躍を⼒に」：

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC09DWK0Z00C21A6000000/
〈参考〉unicef「結婚で夢を奪われる⼥の⼦たち児童婚の慣習を終わらせるキャンペーン」：
https://www.unicef.or.jp/news/2016/0012.html

ページ8-9 実⾏委員教材班 川島�⼤君

〈参考〉岡⼭⼤学×SDGs 「オオムギを⽤いた被災農地の復興⽀援」：https://sdgs.okayama-
u.ac.jp/efforts/detail.php?seq=11�
〈参考〉環境未来都市環境モデル都市 「釜⽯市環境未来都市計画」：https://future-
city.go.jp/torikumi/kamaishi/

ページ10-11 実⾏委員教材班 川島�⼤君

〈参考〉#SASS2021「応募フォーム」：https://www.sdgs-award.com/form-2021�

ページ12 実⾏委員教材班 ⼭⼝�舞雪��
〈参考〉#SASS2021「Home」：https://www.sdgs-award.com/��



HPは
こちらまで↓




