
【KANDAI×HOSEI SDGs WEEKs 2021プログラム一覧（関西大学）】              2021.11.20 更新 

日程 カテゴリー 実施（協力）団体（講師） テーマ 詳細 

＜プレ企画＞ 

11 月 8 日（月） 

10：40～12：15 

セミナー 

秋季人権啓発行事 

／UNHCR WILL2LIVE  

パートナーズ上映会 

映画上映 

「ナディアの誓い― On Her Shoulders」 
詳細はこちら 

＜プレ企画＞ 

11 月 15 日（月） 

10：40～12：10 

 

セミナー 

土井 香苗氏 

(国際人権 NGO ヒューマン・ラ

イツ・ウォッチ日本代表)  

「日本国内、そしてグローバルな人権課

題：どうやって解決するか 

映画上映『ナディアの誓い― On Her 

Shoulders』に触れながら」 

詳細はこちら 

＜プレ企画＞ 

11 月 16 日（火） 

10：40～12：10 

セミナー 濱田 英明氏（写真家） 
「意図せず表現者になってしまったあな

たへ～SNS 時代のフォト・リテラシー」 
詳細はこちら 

11 月 24 日（水） 

14：30～17：00 

<オンライン> 

フィールドワーク 

株式会社島津製作所 

／関西大学 SDGs パートナー 
株式会社島津製作所企業見学会 詳細はこちら 

11 月 24 日（水） 

18：00～19：30 

<オンライン> 

ワークショップ 

e4 square 学生プランナー 

（法政大学企画） 
各国の伝統と SDGs をつなげよう！ 

詳細はこちら 

※法政大学 Webサイト 

11 月 25 日（木） 

17：00～18：00 

<オンライン> 

セミナー 

一般社団法人ボランティアプ

ラットフォーム 

／関西大学 SDGs パートナー 

（法政大学企画） 

（仮）カンボジアの子どもたちとの交流を

通じた SDGs ボランティア 

詳細はこちら 

※法政大学 Webサイト 

11 月 25 日（木） 

20：00～21：30 

<オンライン> 

セミナー 

 中村 満里奈 氏  

（北欧日本人学生会 代表） 

（法政大学企画） 

ジェンダー先進国スウェーデンの暮らし

をのぞいてみよう！ 

詳細はこちら 

※法政大学 Webサイト 

11 月 26 日（金） 

14：40～16：10 

<オンライン> 

セミナー 

株式会社モリサワ 

／関西大学 SDGs パートナー 
「伝わる文書からはじめる SDGs」 詳細はこちら 

11 月 27 日（土） 

調整中 

<オンライン> 

イベント 

主催：SASH 

協力：株式会社ナカノアパレル

（法政大学企画） 

（仮）リメイクした古着のファッションショー 詳細はこちら 

11 月 29 日（月） 

17：00～18：00 

<オンライン> 

トーク 

セッション 

北海道下川町 

（法政大学企画） 

私たちのアナザースカイ 

～北海道下川町にインターンしたら人生変わった～ 

詳細はこちら 

※法政大学 Webサイト 

11 月 30 日（火） 

18：40～20：10 

<オンライン> 

ワークショップ 

平田 仁子 氏 

／NPO法人気候ネットワーク 

国際ディレクター 理事  

（協力） 

NHK 首都圏局 

NHK エンタープライズ 

（法政大学企画） 

SDGs インタラクティブ 

（テーマ：「気候・エネルギー政策」、「気候政治」） 

詳細はこちら 

※法政大学 Webサイト 

12 月 1 日（水） 

14：40～16：10 

<オンライン> 

ワークショップ 

公益財団法人 

太 平 洋 人 材 交 流 セ ン タ ー

(PREX) 

／関西大学 SDGs パートナー 

「日本で暮らす外国人が住みやすい街を

みんなで考えよう 

～PREX の事業の事例をもとに～」 

詳細はこちら 

https://www.hosei.ac.jp/sdgs/info/article-20211102092529/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkrfKaeisdv3SQ20cEQ4Uwlc6VhPg3jQdfy-H1p2Z3mlHVHA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkrfKaeisdv3SQ20cEQ4Uwlc6VhPg3jQdfy-H1p2Z3mlHVHA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSde7lGRVDk2LofD-2NEPctjGu6V6a_NkNrn8KoUk-PaV0GtAQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvvZT3HxeliF4vOah_OGODOMTb9lEuf_9yFPriE5UPqjvbXg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7u4ImUk8N7MCZOHFsfZjq5jfEYDHIGN9RmRv3SESjhpbwWA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjJBEnkAKS21m1bxwxH5t5tpnWXNxE7utiqN0zSkozdWwMig/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjJBEnkAKS21m1bxwxH5t5tpnWXNxE7utiqN0zSkozdWwMig/viewform


12 月 2 日（木） 

12：15～13：00 

<オンライン> 

セミナー 

スイス人との国際夫婦漫才コンビ

「フランポネ」（吉本興業所属）

（国際連携グループ） 

「SDGs お笑いを通じた社会問題の解決  

－ヨーロッパでの経験から」 
詳細はこちら 

12 月 2 日（木） 

13：00～14：30 
ワークショップ 

岩駒屋 

（関西大学商学部岩本ゼミ） 
「アイデアで切り抜ける！SDGs 問題！！」 詳細はこちら 

12 月 2 日（木） 

17：00～18：00 

<オンライン> 

セミナー 

凸版印刷株式会社 

（法政大学企画） 

トッパンの SDGs の取り組みについて 

～社会的創造企業に向けて～ 

詳細はこちら 

※法政大学 Webサイト 

12 月 3 日（金） 

17：00～18：00 

<オンライン> 

セミナー 

関西大学学長 前田 裕 

法政大学総長 廣瀬 克哉 

「SDGsと大学の役割 

～パートナーシップを通じた取り組み～」 
詳細はこちら 

12 月 3 日（金） 

20：00～21：30 

<オンライン> 

ワークショップ 

KLASH 

（関西大学・法政大学合同学生団体） 
高大連携ワークショップ（仮） 詳細はこちら 

12 月 4 日（土） 

13：00～17：00 

<オンライン> 

セミナー 

関西大学 

KANDAI for SDGs 推進プロジェクト 

法政大学 SDGs＋プロジェクト 

SDGs アクションプランコンテスト  

本審査 
詳細はこちら 

11 月 22 日（月）

～12 月 3 日（金） 

展示 

キャンペーン 

関西大学外国語学部吉田ゼミ 

株式会社不二家商事、 

TABLE FOR TWO プロジェクト 

場所：関西大学千里山キャンパス第２学舎食堂 
詳細はこちら 

関西大学 SDGs キャンパスサポーター 

関西大学生活協同組合 

ECO ブース 

場所：関西大学千里山凜風館３階 
詳細はこちら 

関西大学 SDGs キャンパスサポーター 

#いつもの生活に＋１ 

-大学生に聞いた今日からできる SDGs ア

クション１０- 

場所：関西大学千里山キャンパス図書館横 

詳細はこちら 

関西大学図書館 

KULibrarythinksSDGs2021 

●教員推薦図書の展示 

●企画展『考える。大阪・関西万博×SDGs』 

場所：関西大学総合図書館２階開架カウンター

前 

詳細はこちら 

 

【プログラム内容】 

◆フィールドワーク 

 ■関西大学 SDGsパートナー／フィールドワーク――――――――――――――――――――――――――― 

 日  時：2021年 11月 24日（水）14：30～17：00 

 タイトル：株式会社島津製作所企業見学会（イノベーション創生センター×SDGsWEEKsコラボ企画） 

 協  力：株式会社島津製作所 

 場  所：株式会社島津製作所本社 

 概  要：今回訪問する島津製作所は、ヘルスケア領域を主要成長市場のひとつに位置付け、 

      革新的な新製品を開発し、顧客・社会の課題を解決するソリューションを提供している会社です。 

      本見学会では、ヘルスケア領域における先進的な取り組みや、「島津製作所の社会課題解決」に 

      向けた取り組みについて社員の方にお話しいただくとともに、事業を通じた SDGs への取り組みに 

      ついてもお話しいただきます。また、ご講演後には施設見学や社員の方との意見交換を行います。 

 対  象：関大生限定  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefZhX9brlqW2OrAWpa6j3OXkYSGT92nLEwN7TCKPfbD7L6Kw/viewform


 定  員：20名（先着順） 

 申  込：こちらから〔11月 15日（月）17：00締切〕 

 

◆セミナー・ワークショップ 

 ■秋季人権啓発行事／UNHCR WILL2LIVE パートナーズ上映会――――――――――――――――――――― 

 日  時：2021年 11月 8日（月）10：40～12：15 

 タイトル：映画上映「ナディアの誓い― On Her Shoulders」 

 協  力：UNHCR WILL2LIVE パートナーズ上映会 

 場  所：関西大学千里山キャンパス第１学舎千里ホールＡ 

 概  要：2018年のノーベル平和賞の受賞者、ナディア・ムラドは過激派組織 ISIS による虐殺と性奴隷から

逃れた 23 歳のヤジディ教徒。 

            彼女は、普通の女の子として生きたいという思いがありながらも、残された同胞のため、国連など

の国際的な表舞台でヤジディ教徒が直面する現実を訴える 。やがて、同郷の人々の希望の存在と

なっていく。 

            彼女は当事者として国連初の人身売買の被害者らの尊厳を訴える国連親善大使に就任。 2015 年以

来、国際刑事裁判所に人種差別罪と人道に対する罪を訴え、 ISIS を国際刑事裁判所に提訴するよ

う取り組んでいる。 

 対  象：関西大学構成員  

 定  員：300名 

 申  込：不要 

 

 ■秋季人権啓発行事講演会―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 日  時：2021年 11月 15日（月）10：40～12：10 

 タイトル：「日本国内、そしてグローバルな人権課題：どうやって解決するか 

       映画上映『ナディアの誓い― On Her Shoulders』に触れながら」 

 協  力：土井 香苗(国際人権 NGO ヒューマン・ライツ・ウォッチ日本代表) 

 場  所：オンライン配信 

 概  要：アフガニスタン、ミャンマー、ガザ、北朝鮮、中国...世界中で、人びとの人権・尊厳が危機に瀕し

ているというニュースを皆さんもご覧になっていると思います。 

            日本にいる私たちは、独裁も紛争もないという点で世界的にみればとても恵まれた立場にいますが、 

平和な民主主義国家の中でも、差別や格差に苦しむマイノリティや弱い立場の人がいます。 

こうした日本内外のグローバルな人権問題を解決するためには、どうすればいいのでしょうか？ 

            世界最大級の国際人権 NGOヒューマン・ライツ・ウォッチ（HRW）の日本代表土井香苗が、HRWの方

法論を紹介するとともに、大学時代そして 20 代のどのような活動が現在の人権活動につながって

いるのかを語ります。 

            その際には、IS（イスラム国）による虐殺と性奴隷からのサバイバーのヤジディ教徒ナディア・ム

ラドさんのアドボカシー活動を追った映画「ナディアの誓い― On Her Shoulders」にも触れなが

らお話しします。 

 対  象：関西大学および法政大学構成員  

 定  員：300名（先着順） 

 申  込：こちらから〔11月 10日（水）17：00締切〕 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddRUHvnbBI8K-JoDgsq5D7Rr8yfx7ooG13F5FrTDidOnZU1w/viewform
https://forms.gle/vX8a9iVXJPYSsLa28


 ■SDGsWEEKs特別講演会―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 日  時：2021年 11月 16日（火）10：40～12：10 

 タイトル：「意図せず表現者になってしまったあなたへ～SNS時代のフォト・リテラシー」 

 協  力：濱田 英明（写真家） 

 場  所：オンライン配信 

 概  要：SNS が浸透し、誰もが表現者になれる（あるいは既になってしまっている）時代。表現への敷居が

下がった一方で、表現をきっかけとした炎上や誹謗中傷は後を絶たない。本講演ではゲストスピー

カーに写真家の濱田英明氏をお招きし、コメンテーター（守如子、別所隆弘、溝口佑爾）を交えた

シンポジウム形式で、SNS時代に求められるフォト・リテラシーを考える。 

      表現の本質に立ち返りつつ、表現が孕む問題（ジェンダー・ジェントリフィケーション）とどのよ

うに向き合っていくのか、そのマイルストーン（中間的な目標地点）を定める。 

 対  象：関西大学および法政大学構成員  

 定  員：300名（先着順） 

 申  込：こちらから〔11月 11日（木）17：00締切〕 

 

 ■関西大学 SDGsパートナー／セミナー――――――――――――――――――――――――――――――― 

 日  時：2021年 11月 26日（金）14：40～16：10 

 タイトル：「伝わる文書からはじめる SDGs」 

 協  力：株式会社モリサワ 

 場  所：オンライン配信 

 概  要：デザイン書体から可読性に優れた UDフォントまで数多くのフォントを提供し続けている 

      フォントメーカーである株式会社モリサワ様にご協力いただき、資料作成におけるフォントの 

      選び方やレイアウトのコツなども伝授いただきます。 

      UDフォントとは、ユニバーサルデザインをコンセプトにしたフォントで、一般の人はもちろん、 

      お年寄りや障害者の方、外国人の方など皆が便利で使いやすいと思えるデザインとなっているのが

特徴です。          

      参加者は、「UDフォント」の意義や活用ノウハウを学ぶことで、単に美しいだけでなく 

      細部にまでこだわった「伝わる」資料の作成方法を学びます。 

 対  象：関西大学および法政大学構成員  

 定  員：500名（先着順） 

 申  込：こちらから〔11月 22日（月）締切〕 

 

 ■関西大学 SDGsパートナー／ワークショップ―――――――――――――――――――――――――――― 

 日  時：2021年 12月 1日（水）14：40～16：10 

 タイトル：「日本で暮らす外国人が住みやすい街をみんなで考えよう～PREXの事業の事例をもとに～」 

 協  力：公益財団法人太平洋人材交流センター(PREX) 

 場  所：オンライン配信 

 概  要：PREXは、途上国の発展を支える人材育成と、国際的な人材交流を目的とし、途上国の行政官や経営

者、海外からの留学生や日本企業で働く外国人社員などを対象とした研修のカリキュラム開発や 

      研修実施運営等を行っています。今回は PREXの事業をもとに、日本で暮らす外国人の方々が 

      住みやすい街とはなにか、私たちになにが出来るかを皆さんと共に考えていきたいと思います。 

 対  象：関西大学および法政大学構成員  

 定  員：30名（先着順） 

https://forms.gle/K2Tt4H45ZnQC7Uhe8
https://forms.gle/YAFvsdjP78Sm3Bap9


 申  込：こちらから〔11月 24日（水）17：00締切〕 

 

 ■国際連携グループ／セミナー―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 日  時：2021年 12月 2日（木）12：15～13：00 

 タイトル：「SDGs お笑いを通じた社会問題の解決 －ヨーロッパでの経験から」 

 協  力：スイス人との国際夫婦漫才コンビ「フランポネ」（吉本興業所属） 

 場  所：オンライン配信 

 概  要：日本人とスイス人との国際夫婦漫才コンビ「フランポネ」 

（吉本興業所属）がヨーロッパでの留学や国際交流の経験、 

SDGsについてお話しします。 

 対  象：関西大学および法政大学構成員  

 定  員：50名（先着順） 

 申  込：こちらから〔11月 28日（日）17：00締切〕 

 

 

 ■学生主催ワークショップ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 日  時：2021年 12月 2日（木）13：00～14：30 

 タイトル：「アイデアで切り抜ける！SDGs問題！！ 」  

 協  力：岩駒屋（関西大学商学部岩本ゼミ） 

 場  所：第２学舎教室 

 概  要：近年、SDGs に対する社会の関心は高まっていますが、まだまだ知らないことはたくさんあります。

今回は、私たち学生が取り組む SDGs 活動を知ってもらうとともに、 SDGsをもっと身近に感じても

らうゲームを行います。 

 対  象：関西大学構成員  

 定  員：20名（先着順） 

 申  込：こちらから〔11月 26日（金）17：00締切〕 

  

 ■KANDAI×HOSEI SDGsトップ対談企画――――――――――――――――――――――――――――――― 

 日  時：2021年 12月 3日（金）17：00～18：00 

 タイトル：「SDGsと大学の役割～パートナーシップを通じた取り組み～」       

 協  力：関西大学学長 前田 裕 

      法政大学総長 廣瀬 克哉 

 場  所：オンライン配信 

 概  要：関西大学と法政大学は２０１７年に包括連携協定を締結し、 

２０２０年には両大学共催による SDGsアクションプランコンテストを 

開催するなど、特に SDGs推進に関する連携を強化しています。 

今後の SDGs 推進事業の新展開も含め、両大学のトップが対談します。 

 対  象：関西大学構成員、関西大学 SDGs パートナー登録企業・団体、 

      法政大学構成員、法政大学 SDGs パートナーズ登録企業・団体  

 申  込：YouTube Live にて配信、申込はこちら 

 

 ■学生主催ワークショップ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 日  時：2021年 12月 3日（金）20：00～21：30 

https://forms.gle/CvfpfBkvrDrWweKq6
https://forms.gle/1gBANs7NBd6x7Lq99
https://forms.gle/uKTDMcB5TFAia6AG7
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjczBYfioAsMXvTTsX9Aof242diVSX3T0QF5kWRoJnC5F2Jw/viewform


 タイトル：アクションを起こそう！SDGｓの第一歩を踏み出そう！        

 協  力：KLASH（関西大学・法政大学合同学生団体） 

 場  所：オンライン配信 

 概  要：本活動には SDGｓ達成を目指す高校生団体「50cm.」の方々がお越しくださいます。 

「50cm.」の皆様から活動についてのお話を頂いた後、高校生の皆様には 4人でチームを作って頂き、

自分たちが SDGｓ達成の為に出来るアクションを考えて、発表して頂きます。 

本活動が、高校生の皆様が SDGｓ達成の為に一歩動き出すきっかけとなれば嬉しいです！  

 対  象：関西大学併設校生徒、法政大学付属校生徒 

 定  員：20名（先着順） 

 申  込：各併設校 SDGs担当教員 

 

 ■関西大学 KANDAI for SDGs推進プロジェクト×法政大学 SDGs＋プロジェクト――――――――――――― 

 日  時：2021年 12月 4日（土）13：00～17：00 

 タイトル：「SDGsアクションプランコンテスト 本審査」  

協  力：関西大学 KANDAI for SDGs 推進プロジェクト 

法政大学 SDGs＋プロジェクト         

 場  所：オンライン配信 

 概  要：一次審査を勝ち上がった１0チームの熱いプレゼンを 

YouTube Liveにて生配信。 

サポート企業による SDGs講演など、昨年よりさらにバージョンアップした 

内容でお届けいたします。 

 対  象：関西大学構成員、関西大学 SDGs パートナー登録企業・団体、 

      法政大学構成員、法政大学 SDGs パートナーズ登録企業・団体、その他全般  

 申  込：YouTube Live にて配信 こちらから 

 

◆展示・キャンペーン企画 

 ■TABLE FOR TWOプロジェクト―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 日  時：2021年 11月 22日（月）～12月 3日（金）※土日祝祭日をのぞく  

 協  力：株式会社不二家商事、関西大学外国語学部吉田ゼミ 

 場  所：関西大学千里山キャンパス第２学舎食堂 

 概  要：TFT特別メニューを販売し、一食につき、発展途上国の給食一食分にあたる

20 円が寄付される取組です。期間中限定 30 食（一律 480 円）の日替わり

メニュー（タコライス、麻婆丼、ガパオライス、豆腐チーズキーマカレー）

を提供いたします。 

 

■ECOブース―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 日  時：2021年 11月 22日（月）～12月 3日（金） 

 協  力：関西大学生活協同組合、関西大学 SDGsキャンパスサポーター 

 場  所：関西大学千里山キャンパス凜風館３階 

 概  要：関大ＥＣＯブースには、関西大学キャンパスサポーターが様々な文具メーカーの中から選んだ 

「環境に配慮した製品」を陳列。商品説明のポップやポスターもキャンパスサポーターによって考案

されています。 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bzaZFbq9N7I


 ■#いつもの生活に＋１――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 日  時：2021年 11月 22日（月）～12月 3日（金） 

 協  力：関西大学 SDGsキャンパスサポーター 

      SASH（SDGs Action Students of HOSEI） 

 場  所：関西大学千里山キャンパス図書館横 

 概  要：一人一人の行動が未来を作っていて、みんなでちょっとずつ行動して

みたら、何かが変わるかもしれない。そんな思いから関西大学と法政

大学の学生で SDGsのためにできるアクションを集めてみました。こ

こにあるアクションは全て大学生が実際にやっているもの。私たち

の未来のためにあなたも一緒に行動してみませんか？  

 

 ■KULibrarythinksSDGs2021―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 ●教員推薦図書の展示 

 日  時：2021年 10月 9日（土）～2022年 1月 31日（月） 

 協  力：関西大学図書館 

 場  所：関西大学総合図書館２階開架カウンター前 

 概  要：学部横断型科目「SDGs 入門」担当教員による推薦図書を中心に、17 の目標を達成するためのヒン

トとなる本を展示します。 

 

 ●企画展『考える。大阪・関西万博×SDGs』 

 日  時：2021年 10月 9日（土）～2022年 1月 31日（月） 

 協  力：関西大学図書館 

 場  所：関西大学総合図書館２階開架カウンター前 

 概  要：2025年に迫った大阪・関西万博では、持続可能な開発目標（SDGs）達成への貢献が目標の一つとさ

れています。 

      大阪府・大阪市が万博開催に向けて掲げている「万博のインパクトを活かした大阪の将来に向けた

ビジョン」に着目し、 

      その中で紹介されている大阪府の将来像から、テーマを 2期に分けて関連する本の展示を行います。 

 

 ●特設ページ『SDGs e-book selection』 

 日  時：2021年 10月 9日（土）～2022年 3月 31日（火） 

 協  力：関西大学図書館 

 場  所：図書館ウェブサイト 特設ページはこちら 

 概  要：SDGsの各目標に関連する電子書籍を気軽に閲覧できるよう図書館ウェブサイト上に、 

特設ページを設けます。 

https://kansai-u.libguides.com/c.php?g=933668

