
 

【KANDAI×HOSEI SDGs WEEKs 2022 プログラム一覧（関西大学）】               

2022.11.22 更新 

日程 カテゴリー 実施（協力）団体 テーマ 詳細 

11 月 21 日

（月） 

16：30～18：00 

<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 SDGs パートナーズ 

SDGs 高大連携ワークショップ 

「～途上国の課題から考える SDGs～」 
詳細はこちら 

 

11 月 24 日

（木） 

14：40～16：10 

 

<オンライン> 

セミナー 

福島県、株式会社 JTB 

／関西大学 SDGs パートナー 

福島復興セミナー 

「ふくしまの今を語る」 
詳細はこちら 

11 月 25 日

（金） 

10：40～12：00 

＜ハイブリット＞

セミナー 

関西大学 SDGs キャンパスサポーター 

SDGs ナレッジラボ  

学生団体 KYAST 

Let’s talk about Ukraine 

ウクライナ留学生と学ぶウクライナ文化と現状 

「平和のために私たちにできること」って？ 

詳細はこちら 

11 月 28 日

（月） 

17:00～18:30 

<オンライン> 

セミナー 

国際協力学生スタッフ（icvss）

／国際連携グループ 

日本とベルギー、それぞれの国で行われてい

る「エコ」を見てみよう！ 
詳細はこちら 

11 月 28 日

（月） 

17:30～ 

<オンライン> 

セミナー 

関西大学 SDGs キャンパスサポーター 「大学生が考動×実践する SDGs」 詳細はこちら 

11 月 30 日

（水） 

14：40～16：10 

<オンライン> 

フィールドワーク 

花王グループカスタマーマーケテ

ィング株式会社 

／関西大学 SDGs パートナー 

花王エコラボミュージアムリモート 

見学会 
詳細はこちら 

11 月 30 日

（水） 

17：30～18：30 

<オンライン> 

セミナー 

宮城県名取市 

市長 山田 司郎 氏 
宮城県名取市の SDGs 実現に向けた取組 

詳細はこちら 

法政大学 Web サイト 

12 月 1 日（木） 

17：00～18：00 

<オンライン> 

セミナー 

World Road 株式会社 

CEO 市川 太一 氏 
地球を一つの学校に 

詳細はこちら 

法政大学 Web サイト 

12 月 1 日（木） 

14:40～ 

＜ハイブリット＞

セミナー 

株式会社アーバンリサーチ 

／関西大学 SDGs パートナー 

アーバンリサーチと考えるファッション

と SDGs 
詳細はこちら 

12 月 3 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 

常時開設 
オンデマンド 

コンテンツ 

関西大学 

カーボンニュートラル研究センター 

関西大学カーボンニュートラル研究センター

設立記念シンポジウム 
詳細はこちら 

常時開設 
オンデマンド 

コンテンツ 

法政大学 

カーボンニュートラル推進特設部会 
カーボンニュートラルミニ講座 

詳細はこちら 

調整中 

法政大学 Web サイト 

https://drive.google.com/file/d/1j8w5n9-p73Sl4grVosjm2g3yt_Kbl2pT/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/10tEx4VG1XZX4dVzdM057QUY4onPzafGc/view?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1381w-QGXpT5eaEmuf2CkQxkwrQr6ISBX
https://drive.google.com/file/d/1yNg2WzzBgJlzp1NBDz3q6vNVrrh4_WGy/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ljVDNUFAxJr6GqQOLu1O_V6p-FpfJ9Gi/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccBjPEXb38NrW6SIQgs-a81emshOvLYE87yi2iaMo9dMQs_Q/formrestricted
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfk_Vdw1iZoDxIL-Ba8GKWptmx6agwVvByOY8xfh3PZGWo3Nw/formrestricted
https://drive.google.com/file/d/1pWSE2wa5H7HOSYI70orQY_oPnUwkNj1w/view?usp=share_link
https://youtu.be/uy7EkzT5_Ug


11 月 23 日

（水） 

連動企画 

関西大学 SDGs キャンパスサポーター 

／エキスポ文化祭連動企画 

SDGs スタンプラリー 

SDGs ワークショップ 

＠ららぽーと EXPO CITY 

詳細はこちら 

11 月 24 日

（木） 

11 月 25 日

（金） 

関西大学 

KANDAI for SDGs 推進プロジェクト 

／2025 大阪・関西万博推進 PJ 連動企画 

大阪フラワーカーペット 2022 

～万博記念公園で 

フラワーカーペット制作～ 

詳細はこちら 

11 月 21 日

（月） 

～12 月 3 日

（土） 

 

展示 

キャンペーン 

株式会社 MATEX／ 

一般社団法人 Textile Circular 

Network 

古着回収 BOX 詳細はこちら 

吹田市下水道部 

／関西大学 SDGs パートナー 

高槻市都市創造部 

吹田市・高槻市下水道ポスター展示 

場所：千里山キャンパス 

   図書館２階ホール、凜風館１階ホール 

   高槻ミューズキャンパス 

西館 2 階インフォメーション前 

詳細はこちら 

関西大学 

KANDAI for SDGs 推進プロジェクト 
関西大学 My SDGs 宣言 詳細はこちら 

関西大学図書館 

KU Library thinks SDGs 2022 

●教員推薦図書の展示 

●企画展『SDGs めがね』 

●特設ページ『SDGs e-book selection』 

●「すいたクールアースウィーク」 

コラボレーションブースの設置 

詳細はこちら 

 

【プログラム内容】 

◆セミナー・ワークショップ 

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

 日  時：2022年 11月 21日（月）16：30～18：00 

 タイトル：SDGs高大連携ワークショップ「〜途上国の課題から考える SDGs 

〜」 

 協  力：一般社団法人 ボランティアプラットフォーム 

 場  所：オンライン配信 

 概  要：カンボジアからの LIVE中継を通じてカンボジアの村や途上国と

しての課題を学んだ後、大学生と高校生でグループを組みディス

カッションを行います。途上国の課題を通じて SDGs を考えるこ

とはもちろん他校の生徒との交流の機会にもなりますので、積極的にご参加くださ

い！ 

 対  象：関西大学併設校、法政大学付属校、全国の高校生及び教職員  

 定  員：40名（先着順） 

 申  込：こちらから〔11月 17日（木）17：00締切〕 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Osdw-uLM4NfPBHUyXMZqD6T4VzzaOkD9/view?usp=share_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG664cSTpwkYEJ6wzb0t1GP88n7kPoKyhXIVALxyn-M3FIjg/viewform


 

 

 

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

 日  時：2022年 11月 24日（木）16：20～17：50 

 タイトル：福島復興セミナー「ふくしまの今を語る」  

 協  力：福島県、株式会社 JTB 

 場  所：オンライン配信 

 概  要：農家８代目の後継者であり、日本野菜ソムリエ協会認定野菜ソム

リエプロの資格を持つ藤田 浩志氏をお招きし、「まちづくり」や

「農業」をキーワードに、震災当時の状況、震災当時から現在ま

での歩みと今後の課題をお話いただきます。 

 対  象：関西大学、法政大学構成員及び連携校構成員  

 定  員：200名（先着順） 

 申  込：こちらから〔11月 21日（月）17：00締切〕 

 

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

 日  時：2022年 11月 28日（月）17:00～18:30 

 タイトル：日本とベルギー、それぞれの国で行われている「エコ」を見てみよう！ 

 協  力：国際協力学生スタッフ（icvss） 

 場  所：オンライン配信 

 概  要：icvss（関西大学）とルーヴェン大学（ベルギー）が自国で行わ

れているエコな工夫・アイデア商品を紹介し合います。異なる国

における工夫を知ることで新たな発見があったり、今まで知らな

かった自分の国で行われている工夫を一緒に学びましょう！ 

 対  象：関西大学、法政大学構成員及び連携校構成員  

 定  員：200名（先着順） 

 申  込：こちらから［11月 25日(金)17:00締切］ 

 

■関西大学 SDGsパートナー／オンラインフィールドワーク―――――――――――――――― 

 日  時：2022年 11月 30日（水）14：40～16：10 

 タイトル：花王エコラボミュージアムリモート見学会 

 協  力：花王グループカスタマーマーケティング株式会社 

 場  所：オンライン配信 

概  要：‘いっしょに eco’を知る、体験する「花王エコラボミュージア

ム」のオンライン見学会です。花王は、環境に配慮したモノづく

りをめざして、原材料選びから、ごみに出すまでのすべてをエコ

ロジー視点で考える、“いっしょに eco”に取り組んでいます。

アタマ・カラダ・ココロを刺激する展示や映像、体験プログラムによって、地球環

境のいまや、花王のエコ技術に触れてみませんか？ 

対  象：関西大学、法政大学構成員及び連携校構成員  

定  員：200名（先着順） 

 申  込：こちらから〔11月 23日（水）17：00締切〕 

https://forms.gle/PqLzSWp69uHhoL43A
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdj0UyCiNEbwyROawu4rreEQoznV8quZuSWNc-xcZLloXohiw/viewform
https://forms.gle/PqN341oNYDCdHpJF6


  

 

 

 

 

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

 日  時：2022年 12月 1日（木）14：40～16:10 

 タイトル：“アーバンリサーチと考えるファッションと SDGs” 

 協  力：株式会社アーバンリサーチ 

 場  所：千里山キャンパス第 1学舎 A603教室（オンライン併用） 

 概  要：ファッション業界が抱えている様々な課題を知り、一人一人がで

きることを考えてみませんか？アーバンリサーチが取り組む事例

を交えながらお話いたします。 

 対  象：関西大学、法政大学構成員及び連携校構成員  

 定  員：対面 50名、オンライン 200名（先着順） 

 申  込：こちらから〔11月 24日（木）17：00締切〕 

 

■学生主催セミナー――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 日  時：2022年 11月 25日（金） 

 タイトル：Let’s talk about Ukraineウクライナ留学生と学ぶウクライナ文化と現状 

「平和のために私たちにできること」って？  

 協  力：関西大学 SDGsキャンパスサポーター、 

SDGsナレッジラボ 学生団体 KYAST 

 場  所：千里山キャンパス第 3学舎 A301教室（オンライン併用）  

 対  象：関西大学、法政大学構成員及び連携校構成員、関西大学 SDGs

パートナー登録企業・団体  

 定  員：対面 50名、オンライン 200名（先着順） 

 申  込：こちらから〔11月 21日（木）17：00締切〕 

 

■学生主催セミナー②―――――――――――――――――――――――――――――――― 

 日  時：2022年 11月 28日（月）17：30～18：30 

 タイトル：「大学生が考動×実践する SDGs」 

関西大学×法政大学 連携企画  

 協  力：関西大学 SDGsキャンパスサポーター 

      法政大学 SASH 

 場  所：オンライン配信  

 概  要： 関西大学と法政大学両校の SDGsに取り組む学生団体による

SDGsセミナー企画です。 

第１部では関大キャンパスサポーターによる「SDGs基礎 

セミナー」として SDGsに関する基礎知識をレクチャー。第２部では法 

政大学 SASHによる「SDGs実践セミナー」としてこれまでの活動実績をふまえ SDGs

の実践例を紹介させていただきます。皆様、奮ってご参加ください。 

 対  象：関西大学、法政大学構成員及び連携校構成員、 

https://drive.google.com/drive/folders/1381w-QGXpT5eaEmuf2CkQxkwrQr6ISBX
https://forms.gle/K3vSPJ6TA5Hvb1Sf7


関西大学 SDGsパートナー登録企業・団体  

 定  員：200名（先着順） 

 申  込：こちらから〔11月 22日（火）17：00締切〕 

 

 

■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：2022年 12月 3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、盛りだくさんの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 視聴はこちらから  

 

◆他イベント連動企画 

 ■エキスポ文化祭連動企画①――――――――――――――――――――――――――――― 

日  時：2022年 11月 23日（水）11：00～16：00 

 タイトル：「SDGsスタンプラリー」  

協  力：関西大学 SDGsキャンパスサポーター 

 場  所：ららぽーと EXPO CITY１階 光の広場他 

 対  象：来場者全員  

 申  込：光の広場にて受付 

 

■エキスポ文化祭連動企画②――――――――――――――――――――――――――――― 

日  時：2022年 11月 23日（水）11：00～16：00 

 タイトル：「SDGsワークショップ」  

協  力：関西大学 SDGsキャンパスサポーター 

 場  所：ららぽーと EXPO CITY１階 光の広場他 

 対  象：来場者全員  

 申  込：光の広場にて受付 

 

 ■大阪フラワーカーペット 2022―――――――――――――――――――――――――――― 

日  時：2022年 11月 2４日（木）13：00～16：00 

     2022年 11月 2５日（金）９：30～16：00 

 タイトル：「～万博記念公園でフラワーカーペット制作～」  

協  力：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新関西大学会館北棟ホール 

万博記念公園 

 概  要：この度、本学の 2025年大阪・関西万博へ向けた事業の      

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhWM5nIiqrOWjNTMDuemsvaUkfEXtwgaCwU3_8rMCORqdrKQ/viewform
https://youtu.be/kjbnxqD7gZ4


一環として「大阪フラワーカーペット 2022」へ協力することが決    

定しました。 

当日は、万博記念公園内"太陽の塔"を正面に見据えた『太陽の広場』を会場に、世

界的な花絵師・藤川靖彦が総合監修のもと、関西大学の学生および大阪大学の学生

が協力し約 100㎡の巨大なフラワーカーペットを創り上げます。 

つきましては、下記のとおりフラワーカーペット制作にご協力いただける学生

〔11/24（木）、11/25（金）〕を募集いたします。 

完成セレモニーは、大阪府知事や吹田市長、NMB48のメンバーも参加する、各種メ

ディアも大注目のイベントです！皆様奮ってご参加ください！  

 対  象：関西大学学生  

 申  込：こちらから〔11月 17日（木）17：00締切〕 

 

 

 

 

◆展示・キャンペーン企画 

■古着回収 BOX――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

協  力：株式会社 MATEX／一般社団法人 Textile Circular Network 

 場  所：千里山キャンパス新関西大学会館南棟 1階 

（正門インフォメーションロビー前）、 

関西大学会館 1階 

 概  要：アップサイクル・リサイクル意識の向上を目的に 

古着回収 BOXを千里山キャンパスの 2ヵ所に設      

置しています。不要になった衣類を新たな衣料     

や紙製品にリサイクルします。 

   

 

 

■吹田市・高槻市下水道ポスター展示――――――――――――――――――――――――― 

 協  力：吹田市下水道部／関西大学 SDGsパートナー、高槻市都市創造部  

 場  所：千里山キャンパス総合図書館１階ホール、凜風館１階ホール 

高槻ミューズキャンパス西館 2階インフォメーション前  

 概  要：吹田市下水道部が実施するパネル展が関西大学にやってきま

す！総合図書館２階には下水処理をテーマに展示、凜風館１

階ホールには、鉄道シリーズのデザインマンホールのレプリ

カ等、下水道部が実施している広報パネルをテーマに展示い

たします。高槻ミューズキャンパス西館 2階には、吹田市高

槻市によるパネル展示の他、実物大のマンホールトイレも展

示いたします。 

 

 ■関西大学 My SDGs宣言――――――――――――――――――――――――――――――― 

https://www.kansai-u.ac.jp/sdgs/news/2022/10/2022-3.html


 協  力：関西大学 KANDAI for SDGs推進プロジェクト  

 概  要：「関西大学ＭｙSDGs宣言」は、日常から取り組

める SDGs17の目標達成に貢献できる行動や社

会活動を考え、宣言するものです。 一人一人

の行動が未来を作っています。身近で取り組め

る SDGsについて考え宣言してみましょう！ 

【投稿方法】 タイトル、宣言を記入後、 

（学生・教育職員・事務職員／ニックネーム）を記入してください。  

【注意】   不適切な書き込みがあった場合は削除することがあります。  

【お知らせ】 集まった宣言は、本学 SDGsウェブサイトおよび大阪府「私の SDGs宣

言プロジェクト」ウェブサイトでも紹介させていただきます。 

       宣言はこちらから 

 ■KU Library thinks SDGs 2022―――――――――――――――――――――――――――― 

総合図書館では、KANDAI for SDGs推進プロジェクトと連携

し、2022年 10月 1日（土）～2023年 1月 31日（火）まで、

図書館の特性を活かし、4つのアプローチから SDGsの達成を

支援していく取組「KU Library thinks SDGs 2022」を実施し

ます。 

  

 今年の 3月に本学の取り組みをまとめた、『アカデミアが挑

む SDGs』(KANDAI for SDGs推進プロジェクト[編]) が出版さ

れました。 

関西大学では SDGsに関する様々な取り組みを実施しています。さぁ、皆さん図書館で SDGsに触

れてみませんか？ 

 詳細はこちらから 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 

https://padlet.com/kandaisdgs/m9dvjkby3jq9p7cu
https://opac.lib.kansai-u.ac.jp/index.php?key=jokvb0jpn-51437#_51437
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