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はじめに

　私たちGCP生は二年間、SDGsについて学び活動してきた。これまでの活動の集大成
がSDGsオンライン交流プロジェクトである。交流実現へ向けて、参加するフィリピン生を
募集くださり、様々に調整くださったCNE1の先生には心より感謝を申し上げたい。交流を
通して、国によって課題は多様であるが、幸せな未来を欲する気持ちは皆同じであると
分かった。 

　交流を終え、SDGsの目標達成に向けて、今、自分たちが何をすべきかを考えたとき、
一番の関心は、SDGsについて周りの友達にもっと知ってもらうことであった。今後は
「SDGsを身近な問題として、自分ごととして捉えてもらう」ことを目標に、二期生、三期生
と共に、SDGs啓発に取り組みたい。 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GCP生のSDGs活動実績

1. SDGsカードゲームワークショップ （導入学習）
2. フィリピン研修（海外活動）
3. マレーシアシンポジウム（海外活動）
4. タイワークキャンプ（海外活動）
5. 第１回SDGsアイデアコンテスト（発信）
6. SDGsインターンシップ（実社会で活動）
7. SDGsプロジェクト提案コンテスト（発信）

＜１＞プロジェクト始動まで

  D



１．SDGsカードゲームワークショップ（導入学習）

世界の経済・環境・社会をバランスよく発展させるにはどうすればよ
いか、なぜ今SDGsが必要なのかカードゲームで学習

2019/8 
参加GCPメンバー：10名
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・日本で集めた古着を寄付　（SDGs 12)
・小学校で日本文化体験企画（SDGs 4）

➀ 小学校訪問

２．フィリピン研修　（海外活動）

2019/8/18-9/7 
参加GCPメンバー：10名

フィリピン研修



②フィリピンの高校生にSDGsを伝える

英語でプレゼン “What are SDGs?”

フィリピン研修

成果         １）SDGsに興味をもってもらえた。

                 ２）フィリピンの現状と課題
                                 について意見交換できた。

簡潔で分かりやすい説明と、身近に感じら
れて実践したくなる多くの例を「発信した
い」「伝えたい」という気持ちを込めてプレ
ゼン！
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3．国際学生リーダーシップシンポジウム（海外活動）

国連と連携した国際的リーダー育
成プログラムで世界から参加した千
人以上の学生と人道問題について
議論。夢と情熱を持った若者達に出
会い、世界とつながるにはコミュニ
ケーションが重要であることを知っ
た。

2019/8
参加GCPメンバー：REI

マレーシア



シンポジウム

・発表者の経験を聞いて意見交換
・チームビルディングのゲームを通して交流

　ある場所の貧困問題を解決した人、貧しい状態
から立ち上がる方法について話す人、教育問題に
飛び込む方法について話す人等、発表者のすばら
しい経験や意見に感銘を受けた。自分も世界を変
える一助となれることに気づいた。SDGsの言葉を
広め、人々に変化を起こしてもらいたい。

マレーシア



木を植える
→陸の豊かさを守ろう（SDGs15）

水を綺麗にする（ゴミ取りなど）
→海の豊かさを守ろう（SDGs14）

難民の子どもたちと交流する
→人や国の不平等をなくそう（SDGs10）

具体的な課題解決を目指して実践活動

・積極的な参加者と
の活動し、世界の課
題とSDGsについて
の理解が深まった。

・活動内容が濃く、時
間が瞬く間に過ぎた。

マレーシア
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4.タイワークキャンプボランティア（海外活動）
子どもの学習環境改善を目的に小学校でボランティア活動

2019/12
参加GCPメンバー：Haruna, Mayu

タイ



現地の小学生に日本語を教えた。
→「質の高い教育をみんなに」
（SDGs4）

持続可能な社会を作るには、一人一人
の行動が大切。自分の活動が誰かの
役に立ち、SDGsに繋がっていることを
実感。

小学校多目的ルーム建設
→「住み続けられるまちづくりを」
（SDGs 11）

現地小学生におもちゃや文房具の寄付
→「つくる責任つかう責任」
（SDGs 12）

タイ
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5．第1回SDGsアイデアコンテスト（発信）

2020/1
参加GCPメンバー：Kien

「食品ロスをなくすアイデア」
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6. SDGsオンラインインターンシップ（実社会で活動）

ソネック　(Mayu)
大東技研　(Ryusei)
DeepPeople　(Danh、Haruna)

SDGsユースアイデアコンテストキックオフイベント司会（Haruna）

2020/8-9
参加GCPメンバー：Mayu, Danh, Ryusei, Haruna  RK



7．SDGsプロジェクト提案コンテスト（発信）
　　SDGsをテーマにプロジェクトを提案

1. 「コンビニのマイタンブラー」
2. 「Fun Room -SPSCC学生とZOOMで交流しよう-」
3. 「エシカルな暮らしを推奨しよう」
4. 「SDGsのことを羽衣の生徒に知ってもらおう」
5. 「未来に向けた行動」
6. 「Subjective Well Being 幸せのシェアプロジェクト」
7. 「SFP 堺フェイマス プロジェクト」
8. 「SDGsに対する学生の理解を向上させ、学校での英語学習を奨励する」
9. 「手を繋いで綺麗な街を作ろう」

本コンテストの内容を基に、フィリピン協定CNE1とのオンライン交流プロジェクト「 多様な私
たちがSDGsのために今できること－国境を越えた仲間と共に考える提言－」を企画実
施！

2020/7
参加GCPメンバー：9名



羽衣国際大学GCP×フィリピン協定校CNE1
      SDGsオンライン交流プロジェクト　

プロジェクトの目標

①国や地域による課題の違い（多様性）を理解

②学校で取り組むことができる具体的な活動について提言

フィリピンオンライン交流

＜2＞プロジェクト演習報告

「 多様な私たちがSDGsのために今できること
－国境を越えた仲間と共に考える提言－」
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交流のテーマ や今後の予定について説明、代表者挨拶、大学紹介、一分間自己紹介

<成果＞

参加メンバーのSDGsについての関心を共有することができた。特に、青少年リーダーとし
て地域でSDGs推進活動をしているフィリピン高校生等の話に感銘を受けた。

＜課題＞

画面や音声共有がスムーズにいかなかない等、操作に慣れずスムーズに進まないことが
あった。

各回の交流について

フィリピンオンライン交流

＜第１回交流＞ オリエンテーション　（9/24実施）　



第１回交流PPT抜粋フィリピンオンライン交流
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3分間プレゼン “My hometown” “SDGs and I”

<成果＞出身地の魅力や自分のこれまでの活動、SDGsに関する夢について一人一人
が発表。メンバー1人1人について良く知ることができた。FacebookやGoogleクラス
ルームを使用して、Zoom交流時以外にもつながることになった。

<課題＞オンラインでの英語での司会進行に慣れずぎこちなさが残る。

フィリピンオンライン交流

＜第２回交流＞ 多様な仲間を知ろう　（10/15実施）



フィリピンオンライン交流 第２回交流PPTより
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ZoomブレイクアウトセッションでオンラインホワイトボードMiroを使用して交流。

<成果＞

質の高い教育の実現をテーマに、「教育×ビジネス」「教育×娯楽」「教育×環境」の3チーム
に分かれてアイデア出しを実施。オリジナルボードを共同制作。

<課題＞

議論の内容が高度になり、意見が停滞することがあった。

フィリピンオンライン交流

＜第3回交流＞ SDGs：コロナ禍での影響は？　（10/29実施）

交流に先立ちMiroの使い方を学ぶGCP生⇒
（NPO法人Deep People 中尾講師によるワークショップ）

2020/10/8実施



フィリピンオンライン交流 第３回交流PPTより
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フィリピンオンライン交流

・「自分が幸せに感じる時」を参加者が順に語る「幸せのメッセージリレー」実施
・日本文化紹介第一弾

<成果＞
幸せについてのメッセージを発信：平和な世界を創るためには、世界中どこにいようと皆が
幸せになる必要性、そして権利がある。自分の幸せな瞬間は周りにいる皆に共有したくなる
もの。幸せの共有は周りをも巻き込み、幸せにする力がある。そんな優しい世界になれるよ
う行動したい。幸せのパズルを完成させるために、私たちの一人一人のピースを世界中の
人に繋げていきたい。

<課題＞
台風による大規模停電のため、フィリピン側参加者は少数であった。例年にない台風が何
度も直撃しているとのこと。地球温暖化と気候変動について考えさせられた。

＜第4回交流内容＞　幸せを共有しよう！　（11/12実施）
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① Are you a happy person?

② What is happiness for you?

③  What do you think is the 
color for happiness?

④ Can money buy happiness?

 



・国ごとのSDGｓの課題を共有し、SDGs達成度を予測

・日本紹介第二弾実施

<成果＞

・コロナ禍でも国際交流を続けられていること自体に意義がある。休校が続くフィリピン参
加者にとっては、新しい世界と出会う貴重な機会。

・日本文化紹介、留学生による日本生活体験、日本語ミニ講座は大好評。

・参加者の国のSDGs達成度を予測し、国連の点数と比較を試みた。

<課題＞

時間内に達成度を予測してGoogleフォームに結果を入力するのが難しく、入力しきれな
かった参加者が出た。マスクのせいで表情が分からないとのフィリピン側の声があり、最
終回は透明マスクを着用することとなった。

フィリピンオンライン交流

＜第5回交流＞ 国ごとの課題を共有し、SDGs達成度を予測しよう　
（11/26実施）



フィリピンオンライン交流 第3回交流PPTより
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・参加者のSDGsに関する夢を語ったオリジナル動画を制作し、共に視聴した。

・交流の感想と今後の活動計画について

・3グループに分かれて、日常生活とSDGsをテーマに意見交換

<成果＞

・SDGsに関する個人の夢と決意を改めて確認。

・GCP生の今後の活動計画として、学内啓発活動を発表。

<課題＞

フィリピンはコロナ禍で3月より休校中であり、学校単位での取組の提案は今は難しいた
め、引き続き個人での取り組みとなる。

フィリピンオンライン交流

＜第6回交流＞ 交流の振り返りと今後の活動計画　（12/10実施）



Dreams

動画上映

https://drive.google.com/file/d/1YcN3PSM8ICMK6dIGryPtB9-_vl5aN5FS/view?usp=sharing

RK

https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1mBh-mhfFDidAb688o9wNi0qlAOrrPke4


＜成果＞

・フィリピンの文化、日常生活、課題について理解が深まった。

・頻繁に大規模停電が起こる、ロックダウンにより3月からずっと休校中である等、日本と
の違いを実感した。

・外の景色や食堂を紹介してくれたり、自宅や兄弟姉妹の様子が伝わってきたりと、生き
た情報が得られた。

・英語でプレゼン資料を用意したり、司会進行する事により、英語コミュニケーション能力
が上がった。

・チーム内で自分の役割を見つけて、助け合いながら進めていくことの難しさと大切さが
分かった。

・フィリピンの高校生と個人的に仲良くなることができた。

SDGsオンライン交流全体を振り返って



＜課題＞

・フィリピン側参加者はスマホでの参加であるため、Zoomで画面共有すると顔が見えず、一
方的なプレゼンになりがちであった。後半は、画面共有は最低限にし、できるだけ顔を見な
がら交流できるように気をつけた。

⇒パソコンから参加してもらえるとよい。

・オンラインで英語で司会進行することの難しさを感じた。相手の英語が聞き取れなかった
り、こちらの英語が十分に伝わっていないように感じることがあった。

⇒英語でのオンラインファシリテーション講習等を受講する機会があるとよい。

・フィリピンは、参加者は3つの異なる学校の生徒であり、またコロナ禍で休校中で自宅から
の参加であったため、チームとして一緒に企画を進めることが難しかった。⇒一つの学校か
ら授業として参加してもらえるとよい。

・今後は、自分の専門分野の学びを活かして、SDGsの目標達成に向けて貢献したい。
（「SDGｓを扱う動画を作成して、多くの人に見てもらいたい」「社会問題を取り上げるアプリ
ケーションを作り、人々の声を政府や団体に届けたい」等）

⇒学科での学びとつなげて深めていきたい。



↑GCP生とのSDGsオンライン交流修了証明書
（2020.12./ CNE1 発行）

↓オンライン交流の様子
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学園内にSDGsにるステッカーを貼って少しで
も学生に関心を持ってもらう

＜3＞今後の活動計画 SDGsをもっと身近に

　2年間の活動をとおして、GCP生にとってSDGsは自分ごととなった。しか
し、周りにはSDGsについて知らない人がまだ多い。
　今、私達は、学内でのSDGs啓発活動こそが最優先課題であると考える。
SDGsについて身近に感じてもらいたい。これまで、自分たちが学んできた
ことを学内で伝えたい。楽しくSDGsについて学び、日常生活に取り入れて
ほしい。
　その想いを実現する一歩として、私たちは「第2回SDGsアイデアコンテス
ト」に応募し、SDGsをもっと身近にするための３つのアイデアについて提案
した。



学園内にSDGsにるステッカーを貼って少しで
も学生に関心を持ってもらう

＜3＞SDGs三大啓発作戦
ーSDGsをもっと身近にするためにー

作戦１. 学内用オリジナルステッカーで啓発！

作戦２. SDGsワークショップで啓発！

作戦３. マイボトル（制作＆専用自販機設置）で啓発！



大学内にSDGsステッカーを貼って関心喚起

例：食堂やカフェテリア

作戦１：学内用オリジナルステッカーで啓発！

飛沫防止透明アクリル板に掲示。食事の際も
自然にステッカーに目がいく！



これまでに作成したステッカーの例

キャンパスをオリジナルSDGsステッカーでいっぱいにしたい。
いつも目が行くところにステッカーがあれば、毎日の生活に無理なく自然に
SDGsが取り入れられるはず！



作戦２：SDGsワークショップで啓発！

フェアトレード商品販売

SDGs質問コーナー

GCPの取り組み紹介

これまでの私達のSDGs活動をワークショップで
伝えて、一緒に活動する仲間を増やしたい！

「食べ残しNOゲーム」のワークショップもやりたい！ K



解決したいこと

・大学内で毎日大量に捨てられるペットボトルごみを減らしたい。

・毎日の暮らしの中でSDGsを実践してもらいたい。

　　　　

現状：マイボトル持参がなかなか広がらない。

理由：家から飲み物を入れてくるしかなく、大学で好きな飲み物を入れら
れないから。　　　　　　　　　　　　　　　  

　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　

作戦３：マイボトル（制作＆専用自販機設置）で啓発！

各自の専門性を活かして役割分担：アプリケーション作り、チラシ作成、企業への協力等

大学内にマイボトルを使用できる自販機を作りたい！



➀オリジナルマイボトル制作ワークショップを開催
（大学ロゴ+自由にデザイン）
⇒自分だけのマイボトルを作れるから楽しい！
②タンブラーにQRコードをつけ、専用自販機でタンブラーに好きな飲み物を
入れる形式。⇒最新式でカッコイイ！
③タンブラーで飲み物を買う度、どれだけ環境に貢献したかがポイントで示さ
れる。⇒ポイント式で無理なく楽しくエコ活動！
④企業にも協力を呼び掛けたい。
⇒環境保護に貢献する企業としてPRできる！

　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　

マイボトル専用自動販売機設置計画



マイボトルのデメリットと解決策

マイボトルを洗うのが
めんどくさい！

洗浄機自動販売機
で解決！



イメージ

＋

CLEAN REFILL

ポイント：

お金を入れるところ
コーヒーやジュースを選ぶボタン

バーコードscanner

たまったポイントの画面

使用前、ボトル洗える

自由デザイン 自由デザイン
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SDGs三大啓発作戦のまとめ 

作戦１. 学内用オリジナルステッカーで啓発！

⇒毎日目にすることで自然にSDGsが身近になる

作戦２. SDGsワークショップで啓発！

⇒GCP生の経験を伝えて一緒に活動する仲間を増やす！

作戦３. マイボトル（制作＆専用自販機設置）で啓発！

⇒オリジナルマイボトルを持参して楽しくエコ活動に参加！



おわりに

　毎日の生活に楽しく気軽にSDGsを取り入れてもらうためのSDGs啓発大
作戦。二年間SDGsを柱に活動してきた私達だからこそ実現できる。学内
から家族へ、地域へ、社会へ、SDGsを取り入れた暮らしが広がること信じ
ている。
　


