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大阪市立新巽中学校 × JICA 関西

学ぶ SDGs から、やる SDGs へ
―でっかく考えて、ちっちゃいことから始めようー
JICA 関西は、大阪市立新巽中学校（大阪市生野区）とともに同校生徒が SDGs を学び、自ら実践するプログラム
を企画しています（2021 年 4 月～2022 年 12 月を予定）
。JICA 海外協力隊経験者らへのインタビューから「世界の
SDGs の“今”
」を知り、大阪府内で SDGs に取り組む企業や団体との意見交換や訪問プログラムを通して身の回り
の SDGs を体感。それらの学びを通して、生徒たち自身が SDGs を発信するためのテーマパーク「しんたつランド」
(注)の開催を目指すプログラムです。

その一環で、9/16(木)に大阪府内の SDGs に取り組む企業・団体のみなさまと生徒たちとのオンライン交流を予
定していますので、ぜひ取材をご検討ください。
（対面ではなくオンラインによる取材を想定しています。
）
(注)「しんたつランド」とは？
大阪市立新巽中学校 2 年生（83 名）が 3 年間を通した SDGs の学びを発信する集大成として、2022 年秋ごろに開催を
予定している生徒発の「SDGs を知り・体験・体感できるテーマパーク」
。今年度の学びを通して、来場者の方々が SDGs
を楽しく知り、体験・体感し、今日からすぐに実践できる SDGs を提案するためのコンテンツを制作する。

■企画概要
SDGs 教育を取り入れて5 年目の大阪市立新巽中学校とJICA 関西が企画する「実践するSDGs」を目指すプロジェクト。
＜2021 年度の活動＞
2021/06/30（水）
「質問！世界の SDGs の“今”を聞いてみよう」
JICA 海外協力隊経験者らと交流（参考：下記 URL・4 ページ目の写真）
新巽中学校・学校日記：http://swa.city-osaka.ed.jp/swas/index.php?id=j672488
2021/09/16（木）
「調査！大人が取り組む SDGs」
大阪府内の SDGs に取り組む 29 の企業・団体とオンライン交流
2021/10/29（金）
「発表！中学生が SDGs をやってみたら」
校内文化発表会（オンライン配信予定）
2021/11/12（金）
「潜入！大人の SDGs の現場」
大阪府内の SDGs に取り組む 29 の企業・団体を訪問

■調査！大人が取り組む SDGs –オンライン交流会- 2021/9/16（木）11:00～/13:30～
〇実施日：2021 年 9 月 16 日（木）11:00～/13:30～（各 75 分）
〇概要：新巽中学校 2 年生（83 名）が、SDGs に取り組む大阪府内の企業や団体*とオンラインで交流。
企業・団体の SDGs の取組みについて教えてもらうと同時に、企業や団体の課題についても意見
交換を行う。SDGs についてのさまざまなアプローチ方法を知り、
「しんたつランド」開催に向けた
ヒントを探る。
また今回の交流を機に、生徒たちは自分たちの生活に取り入れる SDGs の取組みを設定し、実践。
10 月・11 月のプログラムにて、その成果をプレゼン発表する。
＊参加企業・団体の一覧は 3 ページ目をご参照ください。
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■取材をご希望のみなさま（申込締切：2021 年 9 月 13（月）17:00 まで）
下記のいずれかの方法から、9/13（月）17:00 までに取材申込をお願いいたします。
➀下記 URL、もしくは左記 QR コードより必要項目を入力（5 分程度で入力できます）
【取材申込】新巽中学校×JICA 関西「学ぶ SDGs から、やる SDGs へ」
https://forms.office.com/r/urRm1yjVAm

【取材申込 QR コード】
締切：9/13 月 17:00

➁下記問い合わせ先にお電話、もしくはメールにてご連絡いただく
メールにてご連絡いただく場合、下記の内容を記載の上、お送りください。
★メール件名：
【取材申込】新巽中学校 SDGs プログラム_（企業/団体名・お名前）
ーーーーーーーーーココカラーーーーーーーーー
➀企業/団体名：
（ご記入ください）
➁ご氏名：
（ご記入ください）
➂ご連絡先
お電話番号：
（ご記入ください）
メールアドレス：
（ご記入ください）
➃取材したい企業・団体名（決まっている場合）
➄その他、ご質問・ご要望
ーーーーーーーーーココマデーーーーーーーーー
※顔がわかる写真掲載が可能な生徒と不可能な生徒は事前確認し、当日はわかる形にしておく予定ですが、万全を
期すため、生徒の顔がわかる写真を掲載される場合、写真のみ事前に中学校側で確認させていただきたく、この点
ご了承願います。

【本件に関する問い合わせ先】
JICA 大阪デスク トラン
TEL 080－8506-3716 e-mail：jicadpd-desk-osakafu@jica.go.jp
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〇参加企業・団体一覧（お申込み順）
No.

企業名

URL

１

リコージャパン株式会社

https://www.ricoh.co.jp/solutions/sousei/

２

特定非営利活動法人 DeepPeople

https://www.deeppeople.jp/

３

株式会社ノーサイド

https://www.no-side-kaigo.com/

４

株式会社地域計画建築研究所（アルパック） https://www.arpak.co.jp/

５

千島土地株式会社

https://www.chishimatochi.com/

６

株式会社チクマ

https://www.chikuma.co.jp/

７

株式会社サンウェル

https://www.sunwell.jp/

８

日本シール株式会社

https://www.nipponseal.co.jp

９

株式会社テクノベル

http://www.technovel.co.jp/

１０

株式会社クボタ

https://www.kubota.co.jp/

１１

SMBC コンシューマーファイナンス株式会社

https://www.smbc-cf.com/corporate/index.html

１２

ナカバヤシ株式会社

https://www.nakabayashi.co.jp/

１３

株式会社おぐら屋

https://www.ogurayafuton.com/

１４

大栗紙工株式会社

http://og-shiko.co.jp/

１５

放送芸術学院専門学校大阪アニメ声優＆

https://www.oas.ac.jp/

e スポーツ専門学校
１６

株式会社ナガオカ

https://www.nagaokajapan.co.jp/

１７

株式会社新興出版社啓林館

https://www.shinko-keirin.co.jp/

１８

サラヤ株式会社

https://www.saraya.com/

１９

ロート製薬株式会社

https://www.rohto.co.jp/

２０

パナソニック株式会社

https://www.panasonic.com/jp/corporate/center-osaka.html

２１

ラッシュジャパン合同会社

https://jn.lush.com/

（天王寺ミオ店・大阪梅田店）
２２

株式会社マザーハウス

https://www.mother-house.jp/

２３

Creative Service Kingdom 株式会社

https://csk2.net/

２４

公益財団法人大阪国際交流センター

http://www.ih-osaka.or.jp/

２５

タカラベルモント株式会社

https://www.takarabelmont.co.jp/

２６

阪急阪神ホールディングス

https://www.hankyu-hanshin.co.jp/yume-machi/top.html

(阪急阪神 未来のゆめ･まちプロジェクト)
２７

株式会社毛髪クリニックリーブ 21＆

https://www.reve21.co.jp/

共育分科会

http://sdgs.itamachi.jp/

２８

公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会

https://www.expo2025.or.jp/

２９

株式会社アーバンリサーチ

https://www.urban-research.co.jp/

3/4

PRESS RELEASE
独立行政法人国際協力機構
関西センター
2021 年 9 月 1 日

2021/06/30（水）
「質問！世界の SDGs の“今”を聞いてみよう」
JICA 海外協力隊経験者らと交流

JICA 海外協力隊経験者 11 名と JICA 職員 1 名が、赴任国で体験した SDGs にまつわる話を発表

生徒のみなさんは関心のある登壇者 3 名を選び、5～6 名のグループで話を聞き、気になることを質問

生徒のみなさんの振返りシートより感想を抜粋
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