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グローバルアクションプログ
ラム（GAP)開始に際して

ユネスコは「GAP開始に
際してのコミットメント」と
して、 世界各地のESDス
テークホルダーにGAP支
援について具体的なコミ
ットメントを寄せるよう呼
びかけています。寄せら
れたコミットメントはユネ
スコのウェブサイトにて発
表され、主なコミットメント
は「持続可能な開発のた
めの教育（ESD）に関す

る世界会議」にて取り上げられます。 

 

「GAP開始に際してのコミットメント」とは、5つの優先行動
分野のどれか一つ、または二つ以上を支援する具体的な
活動を示す計画です。啓蒙活動や資金集めなど、特定の
受益者を対象とする活動でもかまいません。 

「GAP開始に際してのコミットメント」を寄せるステークホル
ダーとは、国、地域、グローバルなコミュニティの組織・機
関のことで、官民セクター、公式・非公式セクター、教育・非
教育セクターを問いません。特に、国のレベルを超えるよう
な大規模な活動を展開しているステークホルダーから
「GAP開始に際してのコミットメント」をお待ちしています。 

「GAP開始に際してのコミットメント」は、ユネスコがネットワ
ークを構築するパートナーをみきわめる際にも役立てられ
ます。また、ユネスコが計画するGAP実施についての定期
的な報告を行うための重要な基盤にもなります。 

関心のあるステークホルダーは、GAP 開始に際してのコミ
ットメント登録用紙  に（英語または仏語で）記入の上、
esddecade(at)unesco.org へ2014年8月15日までに送
付してください（メールの件名には「GAP Commitment」と
明記してください）。 

GAPの詳細は、日本で開催される持続可能な開発のため
の教育（ESD）に関する世界会議にて発表予定の「GAP実
施のためのロードマップ」 でご覧いただけます。 
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Global Action Programme on Education for Sustainable Development 

Launch Commitment Registration Form 
 

My organization    

Name    

Postal Address  Country  

Website  

Contact person  
Name and title. 

 E-mail address  

Telephone  

Type of organization     

Main target 
group/population 

  

Profile   Please describe in about 100 words the geographical coverage and the human and financial resource profiles of 
your organization and, as applicable, of your ESD-related activities. 

 
 
 

My commitment 

Priority Action 
Area  
Please tick only one. 

 1. Advancing policy 
 2. Transforming learning and training environments 
 3. Building capacities of educators and trainers 

 4. Empowering and mobilizing youth 
 5. Accelerating sustainable solutions at the local 

level 
 

Duration  Minimum one year, maximum five years. 

 

Targets / Activity  Please describe in about 100 words your commitment and, if possible, set a timeline and quantitative targets, 
and describe the key steps planned to reach those targets. For a multi-year commitment, give annual targets.  
 
 
 

Resources 
 
 
 
 

Please describe in about 100 words the human and financial resources that you plan to devote to the 
implementation of the proposed ESD activity. Please indicate also, as appropriate, your plans for sustaining 
and/or scaling up these resources in the future. 
Please indicate also if you are interested in a joint implementation activity with UNESCO, for which 
extrabudgetary resources to UNESCO would have to be provided. 

 
 
 

 

 Sign 
 

Date:      
Name:                                                    Title: 

 
Please return the completed form (in English or French) to esddecade@unesco.org by 15 August 2014. 
Please feel free to send us additional information about your organization and its ESD-related activities.   


