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令和 4（2022）年度 ユネスコ未来共創プラットフォーム事業 

「海外展開を行う草の根のユネスコ活動（再委託）」 企画書 
 

 

１ 事業概要                                                

１．委託対象事業の分類 

（1）教育協力事業 （2）科学協力事業 （3）文化協力事業  (4) 連携協力事業 

２．委託事業において団体が実施する事業活動の具体的内容を表したテーマ・タイトル 

 

      キリバス民間ユネスコ協会設立支援プロジェクト 
 

３．委託事業が貢献するＳＤＧｓのゴール及びターゲット【複数記載可】 

  ・ＳＤＧｓゴール・ターゲット： 

    4 質の高い教育をみんなに        4.7, 4.c 

11  住み続けられるまちづくりを     11.4 

13 気候変動に具体的な対策を       13.3 

    14 海の豊かさを守ろう         14.1 

    16  平和と公正をすべての人に      16.8 

    17 パートナーシップで目標を達成しよう 17.16, 17.17 

 

４．委託事業期間 

  ・委託事業の着手（予定）日 契約日 

  ・委託事業の完了（予定）日 令和 5年 2月 20日 

 

５．交流・協力を行う国・地域及び機関 

 

■国・地域名  キリバス共和国 南タラワ市 

 

■機関名（ユネスコ地域事務所、他国のユネスコ国内委員会、ユネスコ関係団体、ユネスコスクール等） 

     

南タラワ市市長室 

キリバス共和国教育省政策立案及び研究開発課（Policy Planning and Research Development Unit） 

ユネスコ・キリバス国内委員会 

ユネスコ・アピア事務所 

フェニックス諸島保護海域基金事務所(Phoenix Islands Protected Area Trust） 

南タラワ市及びベシオのユネスコスクール登録校（小・中・高14校） 

   War Memorial小学校 

Rurubao 小学校 

Sacred Heart College(高校) 
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６．申請団体とユネスコ本部・ユネスコ地域事務所との関係又はこれまでのユネスコ活動に係る実績 

 

◆ユネスコ本部との関係 

・1947年に仙台ユネスコ協力會（当時）が世界初の民間ユネスコ団体として発足した際、ユネスコ本部 

事務総長宛てに発会通知送付した。 

・1957年にユネスコ出版物委託図書館に指定された。 

・1966年、当時の会長（第5代）がユネスコ創立20周年記念総会に出席した。 

・1984年、第1回民間ユネスコ運動世界大会が仙台で開催された。それを記念して、佐藤忠良制作「ブー 

ツの娘」像を、仙台市榴岡公園とパリ本部に設置した。 

・2011年の東日本大震災時、当時のユネスコ、ボコバ事務局長が応援メッセージの送付を呼びかけ、61

か国のユネスコ協会から34,000通のメッセージが届いた。 

・2012年、ボコバ事務局長が来仙、講演会を開催した。また、ユネスコ会館を訪問、会員と交流した。 

・2015年第3回国連防災会議in仙台でユネスコ（パリ本部）出展防災ブースに資料展示・支援を行った。 

◆ユネスコ・アピア事務所関係 

事業開始年度の2020年、実施するにあたっての協力依頼文書を送付、協力いただく約束を取り付けて 

いる。 
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２ 事業内容 
 

１．事業実施の目的及び具体的事業内容 

①事業の目的・背景・概要 

  「キリバス民間ユネスコ協会設立支援プロジェクト」経緯  

（2020）ユネスコ未来共創プラットフォーム事業受託 キリバス共和国内のユネスコ活動の現状とニーズの確認 

（2021）ユネスコ未来共創プラットフォーム事業不採択  オンラインによるユネスコスクール間交流と日本の文 

化紹介（キリバス国内のコロナ感染による集会禁止のため交流会は中止 You Tube発信） 

両国のコロナ感染により、民間ユネスコ協会設立支援の進捗に多少の遅れが生じたが、仙台ユネスコ協 

会が主導してマスク等の支援を行うなど、民間ユネスコ活動を伝える機会とした。 

（2022予定）南タラワ市から協会設立のオファーがあったことから、具体的な設立支援を行っていく。 

 【目的】と【概要】 ゴール及び 

ターゲット 

ゴール達成にどのように 

貢献するか 

目

的 

1 

【目的】南タラワ市にキリバス民間ユネスコ協会を設

立、ユネスコ精神やSDGsの理念を広め、（ユネスコ）

スクール間・ユース間交流による学び合いの機会を創

出する 

16.8 

 

 

 

17.16 

 

 

 

 

17.17 

 

 

 

11.4 

・キリバス国内に民間ユネスコ協

会が設立されることで、グローバ

ル・ガバナンス機関への参加体制

強化のきっかけとなる。 

・仙台ユネスコ協会と日本キリバ

ス協会が、キリバス国内の関係者

との連携構築を行うことで、日本

とキリバスのグローバル・パート

ナーシップが進む。 

・協会設立に向けた両国内におけ

る関係者の連携を働きかけること

により、公的・官民・市民社会の

パートナーシップを推進する。 

・キリバス国内でユネスコ活動が

活性化される環境づくりにより、

ユネスコの理念の理解、普及に資

する。 

【概要】 

・2020年度調査によって確認された、キリバス国内に

おける民間ユネスコ活動のニーズに沿って、支援環

境を整備する。 

・民間ユネスコ紹介映像を制作、オンライン発信する 

・キリバスに渡航し、キリバスユネスコ協会立ち上げ

と、連携しての活動に関する合意形成を目指し、現

地関係者「設立準備委員会」と面談を行う。 

・キリバスの「設立準備委員会」、仙台ユネスコ協会

の「設立支援委員会」とが協働し、協会運営を担う

人材育成に向けた行動計画を策定する。 

・両国（ユネスコ）スクール間の児童生徒や教員のオ

ンライン交流を実施、ESDの普及と教員の資質向上

を図る。 

・市民レベルの多文化理解交流を実施する。 

目

的 

2 

【目的】キリバスを切り口に、日本国内での、学校や

市民レベルでのユネスコ活動・SDGsの学びを活発化さ

せる 

13.3 

 

14.1 

 

 

 

4.7 

 

 

 

4.ｃ 

・気候変動対策に関する教育・啓

発活動を実施する。 

・海洋資源の持続可能な開発に向

けた保全に関する学校教育、社会

教育により、啓発と実践に結びつ

ける。 

・持続可能な開発を促進するため

に教育の機会を提供する。また教

育現場での実践に資するプログラ

ムを創出する。 

・日本のユネスコスクールでの活

動の紹介によりキリバスの教員研

修に資する。両国教員間の交流を

通して学び合い、啓発し合う。 

【概要】 

・キリバスを教材化した小学校6年生対象、社会科学

習プログラムの汎用化・広報を行う。 

・2年目となる小学校間交流を実施、継続的な交流カ

リキュラムの成果を検証する。 

・高等学校間の交流を実施、相互理解と探究的学習か

ら生まれる学びを検証する。 

・（ユネスコ）スクール間の児童生徒や教員のオンラ

イン交流から、日本の教員のESDの学びにつなげる 

・「SDGsの学び」の社会人対象講座を企画する。 

・市民レベルの多文化理解交流を実施する。 

【背景】 

キリバス共和国の現状 
・中央太平洋に位置し、33の環礁から成り立つキリバス共和国は、赤道直近に350万㎢にわたって島が散ら

ばっている。地球温暖化で最初に影響を受ける国と言われ、島々の海抜は平均で2ｍ以下であることから、

海面上昇は目前に迫る大きな課題となっている。すでに海岸線の浸食がおきており、移住を余儀なくされた

村も出ている。 
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・同国にあるフェニックス諸島は、世界最大の海洋保護区として2010年にユネスコ世界遺産に登録された。

首都の南タラワ及びベシオの小中学校、国立高校であるKGV/EBS校の計14校（小学校10校、中学校3校、高校

1校）はユネスコスクールとして登録されているが、キリバス国内では民間ユネスコ活動が行われておらず

世界遺産理解と保全の学習が十分に行われているとは言いがたい。 

 

（一社）日本キリバス協会と仙台ユネスコ協会との関係 
・仙台ユネスコ協会は、SDGｓの市民への啓発を活動の柱としている。気候変動の学びをキックオフとして、

2018年（一社）日本キリバス協会代表理事ケンタロ・オノ氏に講演を依頼、以降、同氏と協働関係を構築し

ている。協会内組織としてESD/SDGｓ委員会を新設し定期的な研修（市民協働）を開催している。 

※ケンタロ・オノ氏は仙台市出身。日本国籍者として初めてキリバス共和国に帰化。キリバス政府内外の

役職を歴任、地球温暖化問題で世界的に脚光を浴びるアノテ・トン大統領（当時）の私設政策補佐官を務め

た。東日本大震災後の 2011 年から仙台市在住、2018 年まで在日本キリバス共和国名誉領事・大使顧問を務

める。日本キリバス協会を設立、キリバスにおける気候変動・地球温暖化が引き起こす人的側面の問題と、

それに直結する SDGs に関する講演活動を、市民対象、学校訪問等で精力的に行っている。 

2020 年「宮城県ストップ温暖化大賞」「気候変動環境アクション環境大臣表彰」受賞。 

 

キリバス共和国からの要請 
・フェニックス諸島は、全島とその海域が2009年にキリバス共和国政府により海洋保護区に制定、2010年に

世界遺産に登録された。キリバス国内ではこれをユネスコ活動等、教育の素材として活用していきたい意向

があるが、プログラム化には至っていない。この問題意識は在任中に同諸島の海洋保護区化と世界遺産登録

に尽力したアノテ・トン前大統領（過去2回ノーベル平和賞候補者）と共有した。 

・仙台ユネスコ協会は、世界初（1947年）の民間ユネスコ協会として世界にその名を知られている。オノ氏 

との関係性や世界遺産の保全の観点から、キリバス共和国関係者の間で民間ユネスコ運動への関心が高まり、 

自国の課題への対応に向けた連携協力の要請がある。 

  ・2020 年度実施「キリバス民間ユネスコ協会設立予備調査」から、キリバス国内における民間ユネスコ活動 

の高いニーズが確認でき、日本の児童生徒、青少年、教員、教員志望の学生などとの交流や草の根レベルの文

化交流が渇望されていることが分かった。 

・南タラワ市長より、ユネスコ精神や SDGs の理念、両国の青少年育成・交流の重要性に共鳴する、双方の青

少年に大変有意義な活動になるので、ぜひ実現し仙台ユネスコ協会と連携・協働していきたい、との強い申し

出が届いた。 

 

「2022-2029 ユネスコ中期戦略」との関連性 
・前戦略下でスタートした本プロジェクトでは、東日本大震災の津波被災地であると同時に海を生活の場にし

ている宮城県の立場で、『仙台防災枠組み』として示されている防災と海洋資源の保全の両面における「持続

可能な開発」の観点に立ってきた。また、ESD推進の立場で、教育現場での実践に取り組んできた。 

・現中期戦略は、優先グループに「ユース」と「小島嶼開発途上国」を掲げており、本プロジェクトは正に合

致している。関連する戦略目標と実現可能な成果（関連実践項目）を、以下のように考えている。 

 戦略目標1：不平等の削減とデジタル時代における万人への質の高い教育による学びと創造の社会を促進 

 成果1．包括的で質の高い教育と生涯教育の機会の促進（教員交流による研修、ESD、SDGｓ講座） 

 成果2．SDG4の達成に向けての国際的協調と国際教育のアジェンダの強化(学校間交流、カリキュラム検証) 

 戦略目標2：科学、技術、自然遺産の振興を通じた環境保全による持続的社会に向けての努力 

 成果3．生物多様性、水、海洋のマネージメント、災害の抑制に配慮した気候アクションの知識の向上 

    （世界自然遺産フェニックス諸島の教材化、気候変動・海洋汚染・防災テーマの学習・講座） 

 戦略目標3：表現の自由、文化的多様性、グローバルシチズンシップ、遺産の保護の促進による包括的で校

正、かつ平和な社会の構築 

 成果5．遺産と文化的表現の保護と振興の強化（文化交流、キリバスダンス紹介～保存に取り組むユース団体） 

②事業の内容：  

※事業スケジュールとリソースパーソン（連携機関） 

 南タラワ市にキリバス民間ユネスコ協会を設立、

ユネスコ精神やSDGsの理念を広め、(ユネスコ)ス

クール間・ユース間交流による学び合いの機会を

創出 

キリバスを切り口に、日本国内での、学校や市民レベル

でのユネスコ活動・SDGsの学びを活発化させる 
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6月 

 

～ 

 

8月 

企画・調整 

・Update Meeting（設立支援委員会）企画・スケジュール 

・設立準備スケジュール調整（キリバス・仙台） 

・学校間交流スケジュール調整（キリバス・仙台） 

・民間ユネスコ協会紹介VTR制作編集委員会 ・SDGｓ講座開催① 

9月 

 

～ 

 

12月 

・キリバス渡航（11月） 

現地設立準備委員会と面談 

・SDGｓ講座開催②③④ 

・運営協議会開催①～計画検討 

・市民レベルの文化交流実施（オンライン） 

・小学校間のオンライン交流（11/17、18）気仙沼市立鹿折小学校×War Memorial小学校 

・高校間のオンライン交流（数回）宮城県多賀城高等学校×Sacred Heart College 

1月 

～ 

2月 

・行動計画策定 ・SDGｓシンポジウム開催（講座⑤）（2/11） 

・運営協議会開催② 

・事業評価～広報・発表・発信 

・報告書作成 

連携

機関 

/ 

リソ

ース

パー

ソン 

キリバス共和国 

◆南タラワ市市長室（バラニコ・バーロ市長） 

◆日本キリバス協会(Himawari Enterprise)  

代表者：アニータ・ユメミ・ジョング氏 

◆キリバス共和国教育省政策・計画・研究開発局

（Policy Planning and Research Development U

nit）局長：レーシナ・カトキター氏 

◆フェニックス諸島保護海域基金事務所 

(Phoenix Islands Protected Area Trust） 

◆アノテ・トン前大統領 

◆ユネスコスクール登録校（14校） 

交流校 War Memorial小学校（３～６年生） 

 Rurubao 小学校（５，６年生） 

◆Sacred Heart College（１，２年生） 

◆TMユース（キリバスダンスと歌の伝統継承団体） 

◆ユネスコ・キリバス国内委員会 

◆ユネスコ・アピア事務所 

国内 

◇(一社)日本キリバス協会 代表理事：ケンタロ・オノ氏 

◇東北地方ESD活動支援センター 

◇ESD/ユネスコスクール・東北コンソーシアム  

委員長：宮城教育大学教授（国際理解） 

◇東北大学災害科学研究所 

◇仙台管区気象台 

◇東北地方環境事務所 

◇(公社)日本ユネスコ協会連盟 

◇東北ブロック・ユネスコ連絡協議会 

◇宮城県各ユネスコ協会・連絡協議会 

◆気仙沼ユネスコ協会 

◇気仙沼ESD/RCE委員会 

◆東京大学大学院教育学研究科附属海洋教育センター 

◆気仙沼市立鹿折小学校 

◆国立学校法人 宮城教育大学附属小学校 

◆宮城県多賀城高等学校    

※◇は運営協議会委員・アドバイザー      

【事業内容補説】 

   ■2020 年度ヒアリング～キリバス共和国教育省政策・計画・研究開発局長レーシナ・カトキター氏から

の教員間、学校間の交流推進への最大限の支援の申し出を受けて 

① 教員交流は、現時点ではオンライン交流。可能であれば、他団体の交流プログラムとの連携も考えたい。 

② 「国立大学法人 宮城教育大学附属小学校５,６年生」とタラワの Rurubao 小学校との交流は計画段階 

③ 2020 年作成 6 年社会科「世界の未来と日本の役割」は、ブラッシュアップ（汎用化）と発信を継続  

■2020 年度ヒアリング～アノテ・トン前大統領からの課題提起に対応 

「世界自然遺産フェニックス諸島保護海域～地球と人類への貢献」の教材化 

④  多賀城高校の探究学習、高校教員間の交流の中で探る。 

  ■2020 年度ヒアリング～日本キリバス協会(Himawari Enterprise)アニータ・ユメミ・ジョング氏からの 

キリバスのユースに関する課題提起に対応 

⑤ キリバスのユース世代を主たるターゲットとした民間ユネスコ活動紹介VTR制作、制作には仙台ユネス 

コ協会青年部が関わる 

⑥ 市民レベルの文化交流(オンライン)には、キリバス共和国 TM ユース（キリバスダンスと歌の伝統継承 

ユース団体）を予定（2021 年度未実施事業） 

 ■2022 年バラニコ・バーロ南タラワ市長から、キリバスにおける民間ユネスコ協会設立と同活動普及への

強い申し出表明 

    ⑦ 仙台ユネスコ協会の活動を参考にし、キリバスにおける民間ユネスコ協会を設立予定。設立後仙台ユ

ネスコ協会と緊密に連携 
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※SDGｓ達成と事業内容の関係性について 

前述①事業の目的・背景・概要の項での記述通り（再掲） 

4.7   持続可能な開発を促進するために教育の機会を提供する。また教育現場での実践に資するプログラ 

ムを創出する。 

4.c   両国教員間の交流を通して学び合い、啓発し合う。日本のユネスコスクールでの活動の紹介により 

キリバスの教員研修に資する。 

11.4  キリバス国内でユネスコ活動が活性化される環境づくりにより、ユネスコの理念の理解、普及に資 

する。 

13.3  気候変動対策に関する教育・啓発活動を実施する。 

14.1  海洋資源の持続可能な開発に向けた保全に関する学校教育、社会教育により、啓発と実践に結びつ 

ける。 

16.8 キリバス国内に民間ユネスコ協会が設立されることで、グローバル・ガバナンス機関への参加体制 

強化のきっかけとなる。 

17.16 仙台ユネスコ協会と日本キリバス協会が、キリバス国内の関係者との連携構築を行うことで、日本 

とキリバスのグローバル・パートナーシップが進む。 

17.17 協会設立に向けた両国内における関係者の連携を働きかけることにより、公的・官民・市民社会の 

パートナーシップを推進する。 

最重要項目は SDG4 とおさえている。キリバスの抱える課題にキリバスの子どもたち自身が取り組んでいく 

こと、そのために、キリバスの教員研修の充実が重要だが、日本の子どもたちにも、キリバスの同世代との交 

流から、グローバルな視点で考え行動する力を身につけさせたい。 

社会教育においては、世界の課題と身近な暮らしを結びつけ、行動する地球市民としての意識を醸成したい。 

 

※国際交流・協力について 

  南タラワ市市長室 

   ・キリバス民間ユネスコ協会の南タラワ市への設立に向けた連携・協力・支援。民間ユネスコ協会設立 

後も視野に入れ、ユネスコ精神やSDGsの理念の啓発、双方の青少年に有意義な活動で交流する。 

   教育省政策・計画・研究開発局（Policy Planning and Research Development Unit） 

    ・キリバスと日本の教員間、児童生徒間の交流の意義を理解し、最大限の支援をするとの申し出がある 

（ユネスコ）スクール間・教員間の交流推進で協力していく。 

    ・文化交流での連携・協力。代表的な文化であるキリバスダンスや、女性の能力開発・社会進出を支援 

し、その機運を高めるために、キリバス国内で作られた服（マウリウエア）や手工芸品などの紹介を 

する。 

   ユネスコ・アピア事務所  

・教育省政策・計画・研究開発局局長レーシナ・カトキター氏によると(2020年度ヒアリング)ユネスコ 

アピア事務所とは教育分野で様々なプロジェクトを実施している。産業人材育成・職業技術訓練プロ 

グラムや教育ICTマスタープランの作成に対する技術支援など。ユース間の交流を目指すにあたり、 

キリバスのユースの実態や支援体制を把握するための協力を依頼する。 
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③事業の実施体制：  

 

 

   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

３ 事業の成果 

事業内容 成果 

⑴ キリバス民間ユネスコ協会設立 

① 民間ユネスコ活動紹介映像制作 

・主としてユースターゲット 

・仙台ユネスコ協会青年部も関わる 

 

② 設立に向けた両国の体制づくり 

（17.17）キリバス国内でのユネスコ活動を通して、官民連

携の体制が推進される。 

 ・設立準備委員会⇒15名程度を予定 

 ・設立支援委員会⇒協会内22名、運営委員15名 

 

国内・国外連携機関  リソースパーソン 

 

  

一
般
社
団
法
人 

日
本
キ
リ
バ
ス
協
会 

Supporting Committee （ for Establishment of the 
Kiribati Non-govenrmental UNESCO Association） 
 

Advisory Committee 
（運営協議会） 

・有識者  

・ユネスコ関係者 

・リソースパーソン 

 

 Update Meeting 
・会議開催 ・広報/ICT 

・経理 ・交流会企画 

・ユネスコスクール交流 

・教員間交流 

●映像制作編集委員会 

 

学習プログラム

作成 Working G 

・現職教員 

・退職教員  
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・設立準備委員会（キリバス） 

・設立支援委員会(仙台ユネスコ) 

 

③ 渡航してのキリバス関係者との面談 

 

④ 設立後の連携・協力行動計画策定 

   

 

 

 

 

 

 

（17.16）仙台ユネスコ協会と日本キリバス協会が連携した

ユネスコ活動を通して、キリバス共和国内の関係者との関

係が構築される。互いの知見を共有し、学び合う協働の場

を醸成し、グローバル・パートナーシップを実現する環境

が整備される。 

 ・仙台ユネスコ協会会員（個人・法人）約280名・団体 

 ・日本キリバス協会/Himawari Enterprise 

 

（16.8）キリバス共和国内においてユネスコ本部が提供す

る情報が活用され、ユネスコスクール登録校の活動を報告

する等、活動の活性化により、グローバル・ガバナンス機

関へのアクセスが増す環境が整備される。 

 

 

（4.c）両国教員の情報交換や意見交換により、啓発し合う

特に他国との交流の機会が少ないとされる、キリバスの教

員研修が推進される。 

 ・各小学校の教員数 

 ・両高等学校の関係教員数 

 ・連携・ネットワークにより波及が期待される教員 

 

（4.7）持続可能な開発を促進するための教育の機会が提供

され、学習者である児童生徒にグローバル・シチズンシッ

プが育成される。 

 

（4.7）教育現場での実践に資する、汎用性のあるプログラ

ムが創出される。 

 

（4.7）持続可能な開発を促進するために有効な学習プログ

ラムが多くの学習者に共有される。 

 

(14.1)海と共に生活する両国の共通性から、海洋汚染を防

止し海の豊かさを守ることの大切さが共有される。 

 

・各小学校の児童数 

・両高等学校の生徒数 

・連携・ネットワークにより波及が期待される児童生徒 

 

 

 

（11.4）キリバス国内のユネスコ活動を通して、海洋保護

区に登録されている自然の重要性を認識し、キリバス国内

における保護活動や、国際協力による保護活動への意識が

高まる。 

 

 

（4.7）互いの文化や活動を紹介し合うことで、文化の多様

性を認め、多文化共生社会の構築や持続可能なライフスタ

イルを、自分事として捉える。 

 

(4.7)自分たちの文化を誇りにし、他の文化も認め合う、文

化多様性と文化の持続可能な開発への貢献を理解する。 

⑵ キリバス・日本両国における成果の往還 

⑤ 教員交流（オンライン）の実施 

・児童生徒の交流計画を、交流校の 

教員間で立案する。 

 

⑥ 継続的な学習交流による成果の検証

～ユネスコスクール間での交流 1 

・気仙沼市立鹿折小学校３~６年生 

    ・南タラワ市 War Memorial小学校 

    ・２年目の交流の成果検証 

 

⑦ 多様な視点での交流～ユネスコスク

ール間での交流 2 

・国立大学法人 宮城教育大学附属小

学校５,６年生 

    ・南タラワ市 Rurubao 小学校 

・探究学習/ 英語科学習 

 

⑧ 汎用性のある学習プログラムの作

成・実践 

・2020年作成 6 年社会科「世界の未 

来と日本の役割」のブラッシュアップ 

 

⑨ 高等学校の交流 

・宮城県多賀城高等学校 1，2年生 

・Sacred Heart College 

・国際文化交流 

・自主的課題研究 

 

 

 

 

⑩ シンポジウムの開催 

・SDGｓ講座と文化交流を併せた内容 

・キリバス民間ユネスコ協会設立の

経過報告 

・キリバスの文化紹介 

・キリバスを切り口としたSDGｓ理解

講座～ユネスコの理念×気候危機×

防災 
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・気象専門家×防災専門家×ケンタ 

ロ・オノ氏 

・ユネスコ協会のネットワークを通し 

て、全国のユネスコ協会に発信 

 

 

（13.3）キリバスの現状をSDGsの視点から伝えることによ

り、シンポジウムの参加者が気候変動課題を理解し、暮ら

しの中でできる行動変容が促される。 

 

 ・シンポジウム参加者 ８０名(予定) 

 ・連携・ネットワークにより波及が期待される全国のユ 

ネスコ協会、一般市民 

 

２．委託事業終了後の本事業の展開及び資金計画 

2023 年度以降の展開 

⑴ キリバス民間ユネスコ協会との連携・協働 

① キリバス共和国との連携は、仙台ユネスコ協会の事業の柱の一つとして、継続していく。 

② 2023年 1 月 1 日、キリバス共和国に日本大使館が開設する。また、首都南タラワ市長から 

仙台市との永続的な友好関係を結びたいとのオファーがあり、仙台ユネスコ協会としても、 

趣旨の有用性を認識し、仙台市に働きかけている。キリバス共和国が抱える気候危機への取 

組みとして、仙台市の実績である東日本大震災からの復興と仙台防災枠組み、緑豊かなまち 

づくりを学びたいとの趣旨は、本プロジェクトの目的と合致するものであり、今後、官民連 

携のモデルとなる可能性を探りたいと考えている。 

③ キリバス民間ユネスコ協会が設立され、仙台ユネスコ協会との連携・協働の合意形成がさ 

れた後は、両者で具体的な行動計画を策定し、継続的に連携・協働していく。 

④ 特に、キリバス民間ユネスコ協会が、自立的にユネスコ活動を展開していけるように、人 

材育成や教育を通した連携事業に関する支援をしていく。 

⑤ キリバス共和国がSDGsの達成に向けて果たす重要な役割を、世界に向けて発信できるよう 

に側面支援していく。 

   

⑵ キリバス・日本両国における成果の往還 

① （ユネスコ）スクール間の交流の成果は、検証し、モデルとして、また、汎用性のあるプ

ログラムとしてブラッシュアップと発信を継続する。 

② 現学習指導要領に明記された「持続可能な社会の創リ手を育む」各学校のカリキュラムマ 

ネジメントに資する提案をしていく。 

③ 教育分野における連携・協働は、児童生徒間の学習交流と教員間の交流両面で継続実施す 

る。グローバルな視点をもった児童生徒の育成に貢献していく。 

④ オンライン以外の教員の交流は、仙台ユネスコ協会の資金力では難しい。他団体・他事業 

との協働の中で、仙台ユネスコ協会が提供できる実績を積み重ねていく。 

 

⑶ 事業の継続 

  ① 継続的に事業を進めるためには、恒常的な資金が必要である。キリバス共和国と日本では 

経済の枠組みが異なるが、双方が自立的に連携・協働を継続していく方法～官・民・市民の 

連携組織の構築など～に取り組んでいくいく。 

 

３． 委託事業の成果の波及効果 

【キリバス共和国】 

  ・キリバス民間ユネスコ協会が設置され、ユネスコ精神のもと、自立したユネスコ活動に取り組ん 

でいる。 

  ・地球温暖化による気候変動の影響を大きく受ける国の民間ユネスコ協会として、世界への強い発

信力をもって活動している。 

・民間ユネスコ協会として国政との協働体制がとれる協会として、民間ユネスコ活動のモデルケ 

ースとなっている。 

   ・ユネスコのネットワークを活用し、各国の民間ユネスコ協会、ユネスコ国内委員会、ユネスコ事 
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務局、国連UNESCO事務局と連携し、キリバス共和国の難局に、国際交流・理解の視点で取り組ん 

でいる。 

   ・キリバス国内のユネスコスクールは、キリバスが抱える課題に取り組む独自のカリキュラムを  

作成し、学んでいる。 

・教員は、世界が目指す「持続可能な地球」を伝える特別な立場を自覚し、国際交流の幅を広げ、 

世界に向けて発信している。 

・児童生徒は、自分たちの将来を想定し、国際交流を通して切り開いていこうとする力を身につけ 

ている。 

・キリバスの教育施策の根幹に位置づけられるような、人材育成をねらいとする。 

・ユースは、キリバス固有の文化の継承や、自国の未来の持続可能性への貢献活動など、多様な活 

動や仕事に取り組んでいる。 

 

 

【（一社）日本キリバス協会】 

  ・キリバス民間ユネスコ協会と連携し、協会の活動を支援している。 

  ・もう一方の軸足を置く日本において、キリバスの現状を知らせると同時に、気候変動をキリバス 

や周辺の小島嶼開発途上国だけの問題としないための啓発活動を広げている。 

    ・ユネスコネットワークを活用し、各国の民間ユネスコ協会、ユネスコ国内委員会、地域ユネスコ 

事務所、国連UNESCO事務局と連携した活動を行なっている。 

  ・市民一人一人の実践に結びつく、キリバスの森事業のような具体的な活動に取り組んでいる。 

 

 

【ユネスコスクール】 

  ・SDGｓを柱とした、学校独自のカリキュラムマネジメントによる「持続可能な社会の担い手を育

む教育」が行われている。 

  ・ユネスコスクールとして、SDGｓへの先進的な取組みを常にリードし、提案を続けている。 

 

 

【ユネスコスクール以外の学校】 

  ・SDGｓの理解が進み、教員の基本的な資質の一つと捉えた研修が行われている。 

  ・教員の専門的な教授法とのコラボレーションで、多様なSDGｓ理解の指導法が開発されていく。 

 

 

【一般市民】 

  ・SDGｓへの理解が進み、日々の生活の中で自分ができる、持続可能な活動に取り組んでいる。 

  ・固有の文化をもった多様な国への理解が深まり、多文化共生社会への意識が高まる。 

２．申請機関の事業全体と委託事業との関係 

 本事業は、開始時点から弊協会が取り組む民間ユネスコ活動として位置づけ、活動計画に明記している。 

以下が、2022年度の弊協会の活動方針と重点活動事項である。 

 

Ⅰ 活動方針 
我が国が UNESCO に加盟して 70 年になる昨年は、さまざまな記念行事のなかで、民間ユネスコ運動の発祥地が仙台であることが度々

言われました。仙台ユネスコ協会はユネスコ憲章のもと、2022年度も UNESCOを支援する活動を積極的に継続してまいります。 

平和が精神的な連帯の上に構築されるとの考えで、多くのステークホルダーと連携し、地域の伝統や文化の理解を深めながら国際理

解を進めます。また、SDGs で言われる「誰も置き去りにしない」という考えの下、市民にとって親しみの持てる民間ユネスコ活動を行

います。2022年度にはコロナ禍が収束することを期待するものの、引き続き Webやオンラインなど ICT活用した事業実施計画とします。 

1 文化交流を基軸にしたキリバスとの連携事業の推進 
UNESCOの ESD推進のための新たな枠組みである「持続可能な開発のための教育：SDGs達成に向けて（ESD for 2030）の取り組みの一

環として、気候変動防止・防災に取り組みます。日本では、SDGsの中で 5ジェンダー平等，13気候変動，14海の豊かさ，15陸の豊かさ，
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17 パートナーシップで目標を達成、などの目標が課題であるとも言われています。本協会では、一昨年から地球温暖化を止めるための

取組として、温暖化による海面上昇の当事国の一つであるキリバス共和国との文化交流を通じて、温暖化による被害を自分ごととして捉

え、SDGs14海の豊かさ，15陸の豊かさ，17パートナーシップの達成に取り組んでおります。2022年度も継続し、キリバスにおけるユネ

スコ協会の設立を支援することを通じて、パートナ－シップを深めたいと考えます。 

2 略 

3   国際デーを活用したユネスコスクール支援 
ユネスコスクール支援については、昨年度はキリバスとの教育文化交流の一環として、気仙沼市の鹿折小学校や宮城教育大学付属小

学校などをサポートしました。これらの継続とともに、ユネスコスクールに、UNESCOが実施を義務付けている「国連の定める国際デー」

（160を超える日・期間）の普及を加えたい。 

4   青年、若者の活動の活性化 
近年、世界では「知的リーダー」としての若者の存在が注目されていることから、明日の世界を担う若者の活躍を支援したいと思い

ます。そのために、仙台ユネスコ協会青年部、地域のユネスコスクールの活動を支援し、さらに学都仙台に学ぶ海外からの留学生の支援

を行うことによって、グローバルな視座に立って行動できる若者の活動を支援します。特にコロナ禍で中断を余儀なくされた「子どもキ

ャンプ」は伝統的な事業でることから、コロナの感染状況に留意しながらも開催が期待されます。 

 
Ⅱ．重点活動事項 
１ SDGs 達成に向けた活動 
「持続可能な開発のための教育：SDGs 達成に向けて（ESD for 2030）の取り組みの一環として、気候変動防止・防災に取り組みます。 

２ 多文化理解による国際理解 
芸術などの文化のつながりを通して国際理解の強化を目指します。 

３ 略 
４ 関係団体･機関との連携 
多様なステークホルダーとのネットワーク強化を図ります。 

５ キリバス民間ユネスコ協会設立支援プロジェクト 
  キリバス民間ユネスコ協会設立に向けた活動を継続します。キリバス共和国とのパートナーシップのもと、文化交流や学校間交流を
通した SDGｓへの取組みを推進します  
後略… 

 


