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　このたびは茨城大学・常磐大学主催の大学連携シンポジウム「地域の未来に SDGs をどう活かせるか―大学の

役割と実践の知恵―」にご参加いただきありがとうございます。

　ともに SDGs を強く意識した大学運営を行っている本学と常磐大学とが手を携え、さらにキャンパスを有する

水戸市の後援もいただいた上でこのようなイベントを開催できることは、大きな意義のあることと考えておりま

す。開催にあたり、多くの方々のご協力をいただきましたことにつきまして心より感謝申し上げます。

　さて、みなさん、我が国が掲げた次のような未来社会像をご存知でしょうか。それは、「持続可能性と強靱性

を備え、国民の安全と安心を確保するとともに、一人ひとりが多様な幸せ（well-being）を実現できる社会」（科学技術・

イノベーション基本計画、令和 3 年 3 月 26 日閣議決定）です。このような未来社会像を掲げる背景には、SDGs

への共感と、「信頼」や「分かち合い」を重んじる我が国の価値観があると説明されています。しかし、SDGs が

一人ひとりの幸せとどのように関係するのか？　「分かち合い」の価値観など、日本にまだ残っているのか？　

という疑問を投げかける人もいるでしょう。もっと言えば、周囲の多くの人たちが言い始めたことに抗すること

はしないけれど、本音では SDGs は綺麗事だと感じている人たちがいると思います。このような斜めな見方に対

して、私はサルトルの 2 つの言葉を思い起こすのです。その 1 つは、「人間はみずからつくるところのもの以外

の何ものでもない」という言葉です。私は、これを“一人ひとりの幸せは各自がつくるしかない”と解釈してい

ます。もう 1つは「アンガジュマン」（社会参加）です。最近、巷に広がる言葉では、“コミットメント”に相当

します。私なりに解釈すれば、“自分の幸せを求める行動は、他人の幸せを求めることとつながる”だと思います。

サルトルが「自由」と表現した部分を、私は“幸せ”としました。原田まりるさんは、著書の中でアンガジュマ

ンを「個人の自由を守るには社会が必要で、社会の秩序を守るには、個人がよりよい社会づくりに参加しなけれ

ばならない」と解いています。

　以上のように考えると、SDGs は綺麗事ではなく、自分の幸せを実現するために必要なことと思えませんか！　　

　本シンポジウムでの、ウスビ・サコ先生のご講演やトークセッション“My SDGs”が、みなさんの今後の生き

方を考えるヒントに少しでもなれば幸いです。

　あわせて、本シンポジウムを契機に、SDGs の実現へ向けた地域のみなさんと大学との連携が、多様なチャン

ネルを通じてますます深化していくことを願っております。

ご挨拶

茨城大学

学長　太田 寛行

SDGs―自分と他者の幸せを実現するために
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　SDGs（持続可能な開発目標）とは、現代社会の諸問題を理解し、未来世代のためによりよい社会を創るための国

際公約です。広域で野心的な SDGs の達成にあたっては、高等教育機関を含む様々なアクターの協働が不可欠です。

将来を担う多くの若者が集い、学術研究の推進と高度な人材の育成を使命とする大学には、SDGs の推進役として

大きな期待が寄せられています。ですから、この度、水戸市を本拠地とする茨城大学と常磐大学が共同でこのシン

ポジウムを開催し、SDGs 達成のために果たしうる大学の役割について議論する場を持つことに、大きな喜びと意

義を感じています。

　2015 年に国連加盟国が全会一致で SDGs を採択してから、はや 6 年余が過ぎようとしています。その間、地域社

会においても SDGs に関する認知度は着実に上昇し、世の中の仕組みを変えようとする行動が広がりつつあります。

しかしその一方で、新型コロナウイルス感染症の世界的な蔓延は、人々の生活に大きな混乱をもたらしました。そ

れまでも遅々としていた SDG ｓ達成に向けた進捗は、パンデミック以降、停滞もしくは後退を余儀なくされている

と言われています。世界が合意した持続可能な社会を創る目標を達成する軌道に導けるかどうかは、今後の私たち

の決断と行動にかかっているのです。

　このシンポジウムでは、ともに SDGs 達成へ向けた積極的な取り組みを進めている二つの大学から、これまでに

展開してきた活動とその意義について、地域社会との関わりという観点から報告をしてもらいます。地域における

実践的な活動を通して得た経験と知見の中に、今後、目標を達成するための行動を一層促進させ、達成年 2030 年

に向けて SDGs の前進をより加速させるための鍵を見いだせることを期待しています。

常磐大学

学長　富田 敬子

SDGs の前進をより加速させるための鍵を
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　2021 年度大学改革シンポジウムの開催にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。

　日本の国立大学は、2004 年度の法人化以来、優れた教育や特色ある研究を行うなど個性豊かで魅力ある大学に

なるよう各大学が工夫を凝らし、成果を上げてまいりました。そして、経済基盤や社会構造の激変に直面するコロ

ナ新時代においても、国立大学は個々に、また総体として有する多様な学術知や、これまでの「知の資産」を結集

し提供することで、SDGs の実現、グリーン・リカバリー、カーボンニュートラルの推進をはじめとする地球規模

の課題の解決、災害や感染症等に対応する高度にレジリエントで持続可能な社会の構築への貢献、そして地域で活

躍する人材の育成や新たな産業創出などの地方創生の中核としての役割を担います。

　「大学改革シンポジウム」は、その一つとして、国立大学協会が 2008 年度から経費や広報の一部を支援し共催し

ているもので、国立大学が学内の改革状況を市民の皆さまに公開し諸活動をご紹介して、国立大学の役割の重要性

や存在意義についてご理解いただくために開催するものです。国立大学は、こうした機会にその地域の方々からの

ご意見を受け止め、皆様方のご期待に応える大学を目指し一層努力してまいります。

　なお、当協会は 2010 年度から「国立大学フェスタ」と銘打ち、10 月〜 11 月の 2 か月間に各国立大学が地域と

連携しながら実施するシンポジウムやオープンキャンパス、公開講座、市民講座などの様々な活動を集中的に皆様

方に紹介しております。「大学改革シンポジウム」もこの「国立大学フェスタ」の一環で、こうした活動を展開す

ることにより、国立大学の今を、地域、社会、産業界等、広く国民の皆様にご理解いただけるよう努めてまいります。

　本日の大学改革シンポジウムは、開催大学のご尽力により魅力ある内容となりました。本シンポジウムが参加さ

れた皆様にとって意義あるものとなりますことを祈念して、ご挨拶とさせていただきます。

※本シンポジウムは、一般社団法人国立大学協会との共催による「2021 年度大学改革シンポジウム」として、同

協会の支援を受けて実施するものです。

一般社団法人 国立大学協会

会長　永田 恭介（筑波大学長）

2021 年度大学改革シンポジウム開催のご挨拶

「地域と国の発展を支え、世界をリードする国立大学！！」
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プログラム

オープニング

　太田 寛行 茨城大学学長

キーノートスピーチ

　ウスビ・サコ 京都精華大学学長

　「SDGs と共生社会の実現に向けて」

トークセッション〈My SDGs〉

【Part1】 活動報告

❶ 常磐大学　小関 一也 准教授

「〈地域〉と〈世界〉をつなぐ大学教育の可能性：フィリピン研修における SDGs 実践」

❷ 茨城大学　藤田 昌史 准教授

「持続可能な社会のための水環境研究：涸沼から太平洋小島嶼まで」

❸ 常磐大学　旦　まゆみ 教授

「ゼミ生による地域の小学校への SDGs 教育の実践とキャリア形成」

❹ 茨城大学　後藤 玲子 教授

「地域のジェンダー問題を EBPM で解決するために：大学と自治体の連携実践」

【Part2】ディスカッション

　上記 4人とウスビ・サコ氏、富田 敬子 常磐大学学長を交えたディスカッション

モデレーター　　茨城大学　蓮井 誠一郎 学長特別補佐（SDGs 推進）

クロージング

太田寛行 茨城大学学長
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キーノートスピーチ

京都精華大学 学長

　ウスビ・サコ 氏　Dr.SACKO Oussouby

マリ共和国で生まれ、中国・北京語言大学、南京東南大学を経て来日。2001 年より京都精華大学教員、2018 年 4

月に学長に就任。バンバラ語、英語、フランス語、中国語、関西弁を操るマルチリンガル。『空間人類学』をテー

マに、学生とともに京都のコミュニティの変容を調査したり、マリの共同住宅のライフスタイルを探るなど、国や

地域によって異なる環境やコミュニティと空間のリアルな関係を研究。暮らしの身近な視点から、多様な価値観を

認めあう社会のありかたを提唱している。

京都精華大学 SDGs 宣言 »

「SDGs と共生社会の実現に向けて」
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トークセッション〈My SDGs〉

　常磐大学は、バゴシティ大学と連携して、フィリピンのネグロス島で海外研修を実施しています。この研修では、

学生が企画する「国際交流プロジェクト」が研修の柱になっています。その目的は、水戸市とバゴ市をつなぎ、現

地のニーズに応えるアクションを起こすことです。今回は、以下の２つの活動を中心にご紹介します。

　「フェアトレードプロジェクト」は、現地の NPO（OISCA）が推進する、養蚕と絹製品を支援する活動です。現地

で絹製品を購入し、水戸フェスなどの市民イベントで展示・販売しています。生産者との交流を通して、商品開発

にも関わらせていただきました。

　「国際絵画交流プロジェクト」は、水戸の子どもたちが描いた絵をフィリピンの子どもたちに紹介する活動です。

「わたしの町のたからもの絵画展」（水戸ユネスコ協会主催）で、入賞した子どもたちにインタビューをして、それ

ぞれの絵に込められた想いや願いも一緒に届けてきました。

　“地域”と“世界”をつなぐ人材として、若い学生たちには大きな可能性があると感じています。柔軟な発想や、

海外にも出かけていけるフットワーク、現地の人とすぐに打ち解けられるマインドを持っているからです。地域の

活動を世界に届け、世界の活動を地域に持ち帰る体験を通して「グローバルなパートナーシップ」を身につけた若

者たちには、「地球市民」として地域の未来を変えていく力があると信じています。　

（上）国際絵画交流プロジェクト：バゴシティ小学校でプレゼンする常磐大生

（左）バゴシティ大学生との国際交流
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　茨城県には関東唯一の汽水湖である涸沼があります。多様な生態系が保持されており、水産資源としてシジミが

水揚げされています。茨城県のシジミ漁獲量は全国第3位です。このように私たちは自然の恩恵を受けていますが、

実は湖内でのシジミの水質浄化作用など目には見えない恩恵も受けています。

　太平洋には標高 2 ～ 3m 程度のサンゴ礁島からなる国（ツバル、マーシャル諸島共和国など）があります。サン

ゴを骨格としてホシズナなどの石灰化生物が堆積して国土が形成・維持されているのが特徴です。このような低平

な国は、海面上昇により水没の危機に瀕していますが、最近では人間活動にともなう環境負荷の増大により沿岸生

態系が破壊されつつあり、水没の危機が加速していることがわかってきました。

　場所や特徴が異なる二つの水環境を例に挙げましたが、共通しているのは私たち人間の生活は自然から恩恵（生

態系サービス）を享受して成り立っていることであり、生態系の保全・再生が重要になるということです。私たち

が持続的かつ衡平に生態系サービスを享受するためには、問題や課題を評価し、それを多様な主体が理解し、それ

ぞれが責任を自覚して行動することが求められます。

マジュロ環礁（マーシャル諸島共和国）での研究調査
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　常磐大学経営学科のゼミナールは、大学 2年生の秋から始まります。2020 年度のメンバーは 9名、「SDGs 持続可

能な開発目標を学んで実行しよう」のテーマのもと、スタートしました。　

　教科書を通して SDGs の歴史的背景や国際的な取組みなどを学び、興味のあるゴールを各自が決めた上でグルー

プを形成し、グループワークの中で活動を検討し、実行していきました。ただ、この間は新型コロナウィルス感染

症のため授業はオンラインでおこなわれたので、画面ごしに発表したり、グループ・ディスカッションしたり、な

かなか対面で対話できずに苦労もあったと思います。

　3つのグループのうち、ご紹介するのは「ときわこども新聞」を制作したチームです。コロナ禍でも可能な活動で、

未来を担う子供たちに SDGs に興味をもってもらうために大学生の自分たちにできることを話し合った結果、近隣

の小学校に配布できるこども新聞を考案しました。第 1号は手書きで４コマまんがも入れ、小学校の高学年の子ど

もたちに興味をもってもらえるよう内容を工夫して、何度も書き直しました。

　茨城新聞にも大きく取り上げていただいたため、学長奨励賞を受賞することができて、第 2号にはいっそう力が

入っています。3 年生となった現在、このゼミチームも就職活動が始まりますが、職場をみるときに SDGs への取

組み状況を調べることを通して、働く場を選ぶことの大切さにも気づき始めています。
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　SDGs では、「2030 年までにジェンダーの平等を実現し、すべての女性と女の子の能力を伸ばし、可能性を広げ

る」ことが目標として掲げられています。私たちは、この目標を達成するために何をすればよいのでしょうか。こ

の問いに答えるためには、現状を把握するための「データ」と、政策効果に関する確かな「エビデンス（証拠）」

が必要です。ところが地方では、ジェンダー問題の実態を把握するためのデータが足りません。実態をきちんと把

握できなければ、何が必要かつ有効な対策なのかもよく分かりません。そこで私たちは、水戸市男女平等参画課及

び情報政策課と連携しながら、地域のジェンダー問題をデータで見える化し、科学的に信頼できるエビデンスをつ

かって有効な対策を検討する活動を行ってきました。データやエビデンスを活用して、より確かな効果の期待で

きる政策を講じていこうとする取組みのことを「EBPM」といいます。EBPM は、「実証的な証拠に基づく政策形成」

（evidence-based policy making）の略語です。本報告では、私たちが 2016 年度から行ってきた、地域のジェンダー

問題を EBPM で解決するための活動の成果を報告します。
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　本日はご参加いただきありがとうございました。

　本シンポジウムでご紹介した茨城大学・常磐大学の取組みで気になったものはありましたか？

　また、皆様が取り組んでいる、あるいは構想している活動において、茨城大学・常磐大学と連携で

きそうなことはございますでしょうか。

　SDGs の実現へ向けては、地域のさまざまなアクターが協力をすることが大切だと考えております。

今後もご相談等ございましたら、ぜひお気軽にご連絡いただけますと幸いです。

　研究・社会連携部研究推進課　TEL：029-228-8601　E-mail：gj-soumu@ml.ibaraki.ac.jp

　国際交流語学学習センター　　TEL：029-232-2618　E-mail：intlco@tokiwa.ac.jp




