Sustainable
Development
Goals

SDGs

持続可能な開発目標

SDGs とは？

Check ！

2030 年の世界をよりよい未来にすることを目的に生まれた国際社会の共通目標です。目
標を達成するために、地球に住む私たち 1 人ひとりの積極的な取組が求められています。
私たちに何ができるのか関心を持ち、身近なことからできることに取り組みましょう。1
人ひとりの小さな行動が世界を変える大きな力になります。

我々の世界を変革する：
持続可能な開発のための
2030 アジェンダ（外務省仮訳）

TOPIC.1 「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」
2015 年 9 月に「国連持続可能な開発サミット」が開催され、2015 年から 2030 年ま
での長期的な開発の指針として「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための 2030
アジェンダ」が採択されました。

TOPIC. ２

国際社会の共通目標

SDGs は 2030 年の達成を目指し 17 の目標と 169 のターゲットから構成されています。
基本理念に「誰一人取り残さない」という約束を掲げています。

TOPIC. ３

持続可能な開発目標（SDGs）
活用ガイド（資料編）（環境省）
※ 169 のターゲットを掲載

3 つの主要素と 5 つの特徴

持続可能な開発を達成するためには、経済成長、社会的包摂、環境保護という 3 つの主要
素を調和させることが欠かせません。

5 つの特徴
◆普遍性◆
先進国を含め全ての国、
あらゆる団体が行動する

SDGs を支える要素「5 つの P」

169 ターゲットと
232 指標仮訳（総務省）

◆包摂性◆
人間としての尊厳と安全を追求し
「誰一人取り残さない」
◆参画型◆
全てのステークホルダー（利害関係者）が
役割を担う

持続可能な社会のために
ナマケモノにもできる
アクション・ガイド
（国際連合広報センター）

◆統合性◆
社会・経済・環境に統合的に取り組む
◆透明性◆
定期的にフォローアップし公表する

SDGs をもっと知りたい方へ
【書籍紹介】
【国際連合広報センターチラシ】 【ダウンロードできる副教材】
SDGs シリーズ「なぜ大切か」 unicef 学校のための持続可能な 未来を変える目標 SDGs アイデアブック
17 の目標ごとに紹介
Think the Earth
開発目標ガイド
出版社 : 紀伊國屋書店
未来の授業 私たちの SDGs 探究 BOOK
佐藤真久 ( 監修 ) NPO 法人 ETIC. ( 編集 )
貧困をなくすことは
なぜ大切か
出版社 : 宣伝会議
知っていますか ? SDGs
日本ユニセフ協会
出版社 : さえら書房
ミッション！

「持続可能な世界にしていくために、
これから何をするのかを考えよう。」
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これからの社会を、持続可能でよりよいものとするためにはどうしたらよいだろう。
話し合った内容をもとに、
これから解決策を考えたいと思った目標や課題を書き出してみよう。

をナビ
SDGs

取り組んでいきたい目標や課題
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ミッション達成めざして 1 ～ 4 のステージに取り組もう。
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目 標

順位

理 由

取り組んでいきたい目標や課題についてレポートを作成してみよう！

「あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせよう」

設定した課題や目標について、さらに詳しく調べて、自分の考えをレポートにまとめてみよう。
レポートの最後には、課題の解決や目標の達成に向けた
「行動宣言」
を書いてみよう。課題を考え
るときは
「自分で解決できること／他の人や社会全体と協力して解決できること」
「地域の課題／
世界の課題」
、解決策を考えるときは
「今できること／将来取り組みたいこと」
など、様々な視点
から考えてみよう。まとめた後に、発表や、意見交換をすることでさらに考えを深めていこう。

「飢餓を終わらせ、全ての人が一年を通して栄養のある
十分な食料を確保できるようにし、持続可能な農業を促進しよう」
「あらゆる年齢の全ての人々の健康的な生活を確保し、
福祉を促進しよう」

「人のためになるようなテクノロジーの仕事に就きたい！」

「全ての人が受けられる公正で質の高い教育の完全普及を
達成し、生涯にわたって学習できる機会を増やそう」

世界が健康と教

「全ての人が安全な水と衛生を利用できるよう
衛生環境を改善し、ずっと管理していけるようにしよう」

「全ての人が、安くて安定した
持続可能な近代的エネルギーを利用できるようにしよう」

た行動を取らな

ければ、2030 年

70%を占めています。

「国内及び国家間の不平等を見直そう」

2030 年までに、あらゆる形態の

北海道美幌高等学校 生産環境科学科

中国やインド、インドネシア、ナイ

ジェリアなどの低中所得国は、全
「安全で災害に強く、持続可能な都市及び居住環境を実現しよう」
貧困に終止符を打つことです。
世界の貧困層の約半数を抱えて
います。
「持続可能な方法で生産し、消費する取り組みを進めていこう」

なぜ、この目標が設定された
のですか。

の子どもが

極度の貧困の

2030年 ―
社会の主役となっている君たちのミッション
貧困、紛争、テロ、気候変動、資源の枯渇…

人類は、これまでになかったような数多くの課題に直面している。このままでは、人類が安

定してこの世界で暮らし続けることができなくなってしまうと言われている。そんな危機

感から、世界中の様々な立場の人々が話し合い、課題を整理し、解決方法を考え、2030年ま
サステイナブル

でに 達 成すべき具 体 的 な 目 標 を立 てた 。そ れ が「持続可能な開発目標（Sustainable
ディベロップメント

「子どもたちにとってよりよい世界をつくりたい！」

アナンさん
（中学生 インド）

ゴールズ

エス ディー ジーズ

Development Goals：SDGs）
」
である。

イングリッドさん
（１４歳 ブラジル）

目の不自由な人が周囲の状況
が分かるよう、超音波を使って
周囲を探知できる機能の付いた眼鏡を発明しまし
た。廃棄された携帯電話の部品などを使って作ら
れたこの眼鏡、大学の先生とも協力して更に改良
が進められています。

ブラジルに来る難民の子どもたちにおもちゃや
本を寄付する活動を通して、難民の子どもたち
の生きる権利や遊ぶ権利を守ろうとしています。
イングリッドさんはＳＮＳを使ってこうした活動を
伝え、社会を変えたい仲間とつながっています。

SDGsは、
「持続可能な世界」を実現するための、いわばナビのようなものである。人類はい

ま、
そのナビが示す方向に進めているだろうか？ そして、
君自身はどうだろう？

様々な社会の課題とSDGsとのつながりを知り、
「 持続可能な世界を築くためには、何をし
たらいいのか。
また、将来自分はどのように目標達成に貢献できるだろうか。」それを考える

ことが、
2030年の世界で主役となって活躍している君たちに課せられたミッションである。

までに 1 億
6,700 万人

2017 年には、自然災害による経
「気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じよう」
済的損失が 3,000 億ドルを超え、
世界人口の 11%に当たる 7 億を
近年でもまれに見る水準に達し
「持続可能な開発のために海洋資源を保全し、
超える人々は依然として、極度の
たと見られます。
持続可能な形で利用しよう」
貧困の中で暮らし、健康、教育、
「陸上の生態系や森林の保護・回復と持続可能な利用を推進し、
水や衛生へのアクセスなど、多く
しかし、この問題は先進国にも影
砂漠化と土地の劣化に対処し、
生物多様性の損失を阻止しよう」
の最も基本的ニーズを満たすた
響しています。世界の最も豊かな
めに必死です。 「持続可能な開発のための平和的で誰も置き去りにしない社会を
国々で現在、3,000 万人の子ども
促進し、全ての人が法や制度で守られる社会を構築しよう」
が貧困の中で成長しているから
そうなのです。1 日「目標の達成のために必要な手段を強化し、
1 ドル 90 セン
です。
ト未満で生活する人々の圧倒的
持続可能な開発にむけて世界のみんなで協力しよう」
多数は、南アジアとサハラ以南ア
※ここに掲載されている１７の目標は、
外務省の仮訳を参考に、
教材のためにわかりやすく意訳したものです。
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フリカで暮らし、全世界で極度の
その目標を選んだ理由を話し合ってみよう。
2 班やクラスの仲間とそれぞれが選んだ目標や、
貧困の中で暮らす人々全体の約

町の特産品の野菜
（じゃがいも、カボチャ、にんじん）
の中で、規格外
として廃棄される野菜で豚の飼料を開発。国産飼料で育てられたブ
ランド豚の生産、商品開発に取り組みました。また、豚のふんを堆肥
にし、特産品の栽培に活用。循環型養豚経営を構築しました。

「目が不自由な人がかけている眼鏡をもっと
役立つものにしたい！」

育の改善に向け

「誰も取り残さないで持続可能な経済成長を促進し、全ての人が生産的
で働きがいのある人間らしい仕事に就くことができるようにしよう」

「災害に強いインフラを作り、持続可能な形で産業を発展させ
イノベーションを推進していこう」

目標の内容は何ですか。

「規格外の野菜で作った国産飼料で、純国産の豚肉を生産！」

エリフ・ビルギンさん
（１６歳 トルコ）

２年間かけて、本来なら廃棄されるだけのバナナの
皮から環境にやさしいバイオ・プラスチックを開発
しました。

「男女平等を達成し、
全ての女性及び女児の能力の可能性を伸ばそう」




て
にし

ＳＤＧｓの目標は以下の１７項目。
これまでに学習したことを思い出しながら、優先的に取り組んで
いきたいと思う目標を、
１～３まで順位をつけてみよう。また、
その理由も書いてみよう。

「島の美しい自然を守るためにレジ袋をやめよう」
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創るために、
さぁ、持続可能な世界を
一歩を踏み出そう！

ムラティ
（10歳）
・イザベル
（12歳）
姉妹
（インドネシア）

世界には、世界を変えようと
一歩を踏み出した仲間たち
がたくさんいるよ。どんなこ
とをしているのか見てみよう！
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2018年までにバリでのレジ袋使用を廃止するよう
市長に約束してもらうために、請願書の作成、ビー
チの清掃活動などを実施、彼女たちの願いが受け入
れられました。

SDGｓ
とは？

行動宣言：2030年にむかって、
君たちがしていきたいこと。

◆ 2015年に国連で採択された
「2030年までの達成をめざす１７の目標」

◆ 国際機関、
政府、企業、学術機関、市民社会、子どもも含めた全ての人が、それぞれの立場から目標達成の

ために行動することが求められている

◆ キーワードは
「誰ひとり取り残さない」

行動宣言

中で暮らすことに

この行動宣言はSDGsのどの目標につながっているだろう。下の目標のアイコンに○をつけてみよう。

なります。
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発展

それぞれの行動宣言を発表しあおう！そして、
さらに深く話し合ってみよう！

「持続可能な開発目標
（ＳＤＧｓ）
に関する副教材作成のための協力者会議」
大谷 美紀子 弁護士 国連子どもの権利委員会委員
久木田 純 関西学院大学SGU招聘客員教授（元UNICEFカザフスタン事務所代表）
及川 幸彦 東京大学海洋アライアンス海洋教育促進研究センター主幹研究員
竹原 眞 関東ブロック中学校社会科教育研究会会長 江東区立深川第四中学校長 田中 治彦 上智大学総合人間科学部教育学科教授
内藤 徹 前国際協力機構（JICA）広報室地球ひろば推進課長
早水 研 日本ユニセフ協会専務理事
樋口 雅夫 前文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官
甲木 浩太郎 外務省国際協力局地球規模課題総括課長
「持続可能な開発目標
（ＳＤＧｓ）
に関する副教材作成のための作業部会」
（座長
金城 和秀 品川区立豊葉の杜学園（都中社研 公民専門委員）

発行：2018年9月
Ⓒ日本ユニセフ協会

竹原 眞）

中野 英水 板橋区立赤塚第二中学校（都中社研 地理専門委員長）

藤田 琢治 練馬区立大泉学園中学校（都中社研 公民専門委員長）

事務局：公益財団法人 日本ユニセフ協会 〒108-8607 東京都港区高輪4-6-12 ユニセフハウス ☎ 03-5789-2014

※敬称略。五十音順。
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東北環境パートナーシップ（EPO 東北）
TEL：022-290-7179 FAX：022-290-7181
E-mail：epo-tohoku@epo-tohoku.jp
URL：https://www.epo-tohoku.jp/

東北地方 ESD 活動支援センター
TEL：022-393-9615 FAX：022-290-7181
E-mail：info ＠ tohoku-esdcenter.jp
URL：https://tohoku.esdcenter.jp/

office：〒 980-0014 宮城県仙台市青葉区本町 3 丁目 2-23 仙台第 2 合同庁舎 1F

あらゆる場所で、
飢餓を終わらせて
あらゆる年齢の
あらゆる形態の貧困を すべての人が
すべての人々の
終わらせよう
栄養のある
健康的な生活を確保し
十分な食料を
福祉を促進しよう
確保できるようにし、
持続可能な農業を
促進しよう

すべての人に
公正で質の高い
教育を提供し、
生涯にわたって
学習できる機会を
増やそう

男女平等を達成し、
すべての女性
および女児の
可能性を伸ばそう

すべての人が
安全な水と衛生を
利用できるよう
衛生環境を改善し、
持続可能な管理を
確保しよう

すべての人が
安くて安定した
持続可能な
近代的エネルギーを
利用できるように
しよう

誰も取り残さないで
持続可能な
経済成長を促進し、
すべての人が生産的で
働き甲斐のある
人間らしい仕事に
就くことが
できるようにしよう

災害に強い
インフラを作り、
持続可能な形で
産業を発展させ
イノベーションを
推進していこう

国内および国家間の
不平等を見直そう

安全で災害に強く
持続可能な都市
および居住環境を
実現しよう

持続可能な方法で
生産し、消費する
取り組みを
進めていこう

気候変動とその影響に 持続可能な
立ち向かうため、
開発のために
緊急対策を講じよう
海洋資源を保全し
持続可能な形で
利用しよう

陸上の生態系や
森林の保護・回復と
持続可能な
利用を推進し、
砂漠化と
土地の劣化に対処し
生物多様性の損失を
阻止しよう

持続可能な
開発のための
平和的で
誰も置き去りにしない
社会を促進し、
すべての人が
法や制度で守られる
社会を構築しよう

目標の達成のために
必要な手段を強化し、
持続可能な
開発にむけて
世界のみんなで
協力しよう

≪出典≫
国際連合広報センターウェブサイト
外務省ウェブサイト
公益財団法人日本ユニセフ協会 学校のための持続可能な開発目標ガイド
≪作成≫
東北環境パートナーシップオフィス
東北地方 ESD 活動支援センター

