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グローカルなESD実践事例と
消費者教育

特定非営利活動法人えひめグローバルネットワーク 代表

四国ESDセンター 統括 竹内 よし子

竹内：今ご紹介いただきました、えひめグローバルネッ
トワーク、また四国 ESD センターの竹内です。よろし
くお願いいたします。
　では、私のほうからは、「グローカルな ESD 実践事
例と消費者教育」と題して発表をさせていただきます。
　私たちえひめグローバルネットワークという NPO 法
人は、「あらゆる人々が人として平和な日々を送ること
ができる、持続可能な社会を実現すること」というの
をビジョンとしています。またミッションとしては、
国際協力活動を実践すること、地球市民教育の普及に
取り組むこと、ネットワークを構築することとしてお
ります。
　活動の概要は、大きく国際・環境・教育、３つの
柱をネットワークやパートナーシップを構築しなが
ら、さまざまな社会課題の解決・改善に向けて取り
組んでいこうと、そういう活動を広げております。

ビジョン ミッション

■ビジョン・・・・えひめグローバルネットワークが
どんな社会を目指しているか

■ミッション・・・えひめグローバルネットワークの仕事・使命、
何をしているか、何に取り組んでいるか

あらゆる人々が、
人として平和な日々をおくることができる
持続可能な社会を実現すること

国際協力活動（平和・人権・環境・防災等）を実践すること
２．地球市民教育（ の普及に取り組むこと
３．ネットワークを構築すること

環環境境省省 文文部部科科学学省省 四四国国 セセンンタターー

環環境境省省四四国国環環境境パパーートトナナーーシシッッププオオフフィィスス（（四四国国

外外務務省省 相相談談員員 ⇔⇔  四四国国 ネネッットトワワーークク

■全国 の中に開設されたセンターのひとつ
■ 年 月開設し、現現在在 年年目目
■四国各県教育委員会・四国地域 推進拠点と連携

■全国 ヵ所にある環境省地方環境 のひとつ
■ 年 月受託、四国 開所、現現在在 年年目目
■環境省四国事務所ととロロ カカルル 四四国国をを始始動動！！

■全国 ヵ所にある受託団体のひとつ
■ 年 月に受託し、現現在在 年年目目
■ 年ごとに四国の国際協力 と 情報を更新

国際・環境・教育、３つの活動相互のつつななががりりと

市市民民主主体体の社会づくりを目指して！(1998年発足、2005年法人化）
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　主に外務省、環境省、文部科学省と一緒に活動に取
り組んでいます。この中の、実は、ESD というのが、
消費者市民教育との出会いとなったきっかけとなって
おります。
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　皆さん、ESD というのは聞いたことがあるでしょうか。
「Education for Sustainable Development」ということで、
日本が国連に提唱して取り組んできたもので、今、ESD
は SDGs 達成のために必要な学びです。実は、消費者市
民教育が始まったころに、この ESD に取り組んでいる
ということを紹介したところ、消費者庁長官（当時は阿
南長官）と、弁護士の島田先生と一緒にパネルディスカッ
ションをさせていただいたということがあります。
　そのころから消費者教育ということに興味・関心を
持ち、消費者市民教育の部分と私たちが取り組んでき
ている ESD や、地球市民教育とつながっている部分と
思って取り組んでいます。
　四国には、こういう 16 の ESD 拠点があります。こ
れも実はどんどん増えていっておりまして、いろいろ
な自治体とも協力関係をつくっております。

❶ 新居浜市教育委員会

❸ 株式会社

❼ 株式会社平野 平野薬局

❽ 法人 えひめグローバルネットワーク

⓮ 一般社団法人ノヤマカンパニー

⓰ 法人 どんぐり王国

❷ 高松ユネスコ協会

❾ うどんまるごと循環プロジェクト

⓯ 善通寺こどもエコクラブ

❹ 株式会社 ハレルヤ

❿ 一般社団法人そらの郷

⓫ パンゲアフィールド

⓬ 株式会社 井上組

❻

❽

❸

❹

❷

❶

❼

⓫

❺

❿ ⓬

香川

徳島

高知

愛媛

四国には１６の地域 ＳＤ拠点があります！

❺ 株式会社 土佐山田ショッピングセンター

❻ 室戸ジオパーク推進協議会

⓭ 株式会社 相愛

愛媛県
香川県

高知県

徳島県

　その中で、四国 ESD バーチャル大学というのがござ
います。今日ご参加の方の中にもこのバーチャル大学
に参加してくださった方がいらっしゃるのですけれど
も、四国 ESD センターが今年度、新たに取り組みを始
めたものとなります。

　

　この中で１回から７回まで実施している中で、特に、
第３回、第４回、第６回のところは、消費者教育の「衣・
食・住」という切り口から取り組んだものとなります。
　「衣から考えよう！　SDGs」ということで、衣類の

リサイクルをしている香川県にある田代商店、こちら
は衣類の現状について学び、私たちが「もったいない」
という思いを持って取り組んでいくリユースやリサイ
クルを考えるという機会を設けました。

「「衣衣」」から考えよう！SDGs 田代商店(香川)

　また、「食から考えよう！　SDGs」ということで、伊
予市にある「シゼンタイ」という自然農法を進めてい
る佐伯さんという方は農福連携を進めておられます。
この方と南アフリカのロブ先生が登壇してくださいま
して、アフリカでも昔はこのように発酵食品をつくっ
ていて食べていた、今はどうですかということで、過
去と現在を結び、そして、これからどうなるんだろう、
どのように私たちは、この持続可能な社会をつくって
いったらいいのだろうというような議論をしました。

「「食食」」から考えよう！SDGs シゼンタイ(伊予市）と
ロブ先生(南アフリカ）

1
昔昔ははどどううだだっったたのの？？

2
今今ははどどううでですすかか？？

34

　「住」のところは幅が広いので、今回は平野薬局とい
う、今治市にある SDGs に取り組んでいる薬局に登壇し
ていただきました。長い視点での「住」、住環境、住宅、
家電、電気などライフラインのことや、身近な暮らし
視点について勉強会を開催しました。
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「「住住」」から考えよう！SDGs 平野薬局

　このように「衣・食・住」という消費者教育を進め
つつも、私たちの団体では世界がどうなっているかと
いうことを子どもたちに紹介し、一緒に学んでいって
おります。
　今、世界で起きていること、極度の貧困の状態にあ
る人たちが７億人もいる。先進国でも、子どもたちが
3,000 万人も貧困であるといわれています。また、学校
に通うべき子どもたちが学校に通えていない。この数字
も 5,700 万人になっていますが、コロナ禍においてはもっ
ともっとひどい状況になっているといわれています。
　気温の上昇、地球温暖化によって 100 万平方キロメー
トルの氷が溶けて、この影響を受けて私たちの消費行
動も変わっていくことになります。

16

今今、、世世界界でで起起ここっってていいるるこことと

先先進進国国ででもも3千千万万人人のの子子どどももたたちちがが貧貧困困・・・・・・
飢飢餓餓でで苦苦ししむむ人人はは8億億人人・・・・・・

極極度度のの貧貧困困（（１１日日約約210円円））でで暮暮ららすす人人たたちちがが

７７億億人人
いいまますす

今今、、世世界界でで起起ここっってていいるるこことと

出典：JICA・SDGs入門

17

今今、、世世界界でで起起ここっってていいるるこことと

学学校校にに通通ええなないい子子どどももたたちちがが

小小学学校校にに通通ううべべきき年年ななののにに

５５,７７００００万万人人
いいまますす

今今、、世世界界でで起起ここっってていいるるこことと

出典：JICA・SDGs入門

毎毎年年600万万人人がが5歳歳ままででにに命命をを失失っってていいるる・・・・・・
15歳歳以以上上でで読読みみ書書ききででききなないい人人はは7億億5千千万万人人
そそのの内内3人人にに2人人がが女女性性

18

今今、、世世界界でで起起ここっってていいるるこことと

（（日日本本のの面面積積のの約約3倍倍））
気気候候変変動動のの影影響響ととはは・・・・・・豪豪雨雨・・干干ばばつつ・・山山火火事事

気気温温のの上上昇昇にによよりり、、過過去去30年年間間でで

１１００００万万㎢㎢のの
氷氷がが解解けけたた

出典：JICA・SDGs入門

　下のスライドは、西日本豪雨災害とモザンビークの
サイクロンの写真です。このあと、モザンビークの支
援活動をお話ししていきたいと思いますが、洪水や干
ばつといった災害があちこちで起きているということ
を伝えています。

19

西日本豪雨災害(2018年７月発生）

　

20

モザンビーク・サイクロンIDAI(2019年３月発生）

　その影響を受けながら生産部分においても問題が出
てくるわけです。世界で生産されている食料の３分の
１の量が捨てられています。また、世界人口１パーセ
ントの富裕層が、世界の富の半分以上を保有して、こ
のような格差の社会が生まれてきています。
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21

今今、、世世界界でで起起ここっってていいるるこことと

世世界界人人口口１１％％のの富富裕裕層層がが
世世界界のの富富のの半半分分以以上上をを保保持持ししてていいるる

毎毎年年世世界界でで生生産産さされれるる食食糧糧のの

３３分分のの１１がが
捨捨ててらられれてていいるる！！

今今、、世世界界でで起起ここっってていいるるこことと

出典：JICA・SDGs入門

　さて、私たちはどうしようかということで、実は、昨
日も小学校５年生と一緒に下の写真を見て、この中に
何か食べられるものがあるのではないかと考えました。
こんなに捨てているけれども、これでいいんだろうか、
パンの耳だけを残している人がいるよ、このニンジン
はまだ食べれるのではないかとか、そういうことを考
えました。
　日本の食品ロスが 612 万トンあり、世界では食糧援
助量が 320 万トンということで、日本の食品ロスのほ
うが、量が多いということ、フードロスとフードウェ
イストのお話などもしました。
　そこの小学校では隣にスーパーがあるので、スーパー
でどんな買い物をしたらいいんだろうという話をして
きました。

日本の
「食品ロス」

６６１１２２万万トトンン

家庭系46％
（284万トン）

事業系54％
（328万トン）

世界全体の
食料援助量

約３３２２００万万トトンン＞＞
　皆さんには、この地図を見たことがありますかと、
こんな地図があるということで、ハンガーマップを紹
介します。みんなマップは分かるけれども、ハンガー
が分からない。でも、ハングリーと言うと分かるので、
お腹が空いている状態の地図だよ。世界にはこんなに
困っている人たちがいる。私たちの食事情には、こう
いう世界とのつながりがあるということを伝えます。

　

　そして、さまざまな問題を解決していくために、
SDGs という世界の約束があるということをお伝えし
て、持続不可能な社会を持続可能な社会へ変えていこ
う、そのためにいろいろなことを学んで調べて ESD、
消費者市民教育ということで一緒に動いていこう、実
践に取り込んでいくことが大事だよ、ということを伝
えています。
　連携しながら問題解決や改善を図っていきたいとい
うことで、例えばスーパーが近くにある学校だと、スー
パーとの連携で消費者教育を進めていくということを
子どもたちに提案すると、子どもたちは手を挙げて、「40
パーセントオフの食品が売っていたので、そういうの
を買いたいと思います」というように、ほんとに素直
に答えてくれます。

「「持持続続可可能能なな開開発発目目標標（（SSDDGGss））」」
（（22001166--22003300））

　

学学ぼぼうう・・調調べべよようう（（EESSDD・・消消費費者者市市民民教教育育))××動動ここうう（（実実践践・・取取りり組組みみ））

そそししてて、、連連携携ししななががらら問問題題解解決決・・改改善善へへ！！

世世界界でではは、、地地球球温温暖暖化化、、
生生物物多多様様性性のの劣劣化化、、貧貧困困、、格格差差、、
人人権権抑抑圧圧、、紛紛争争・・・・・・

日日本本国国内内でではは、、少少子子高高齢齢化化、、過過疎疎、、無無縁縁
社社会会、、経経済済格格差差、、子子どどもものの貧貧困困ななどど・・・・・・
社社会会問問題題がが山山積積みみ
ささららにに新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症もも・・・・・・

自自然然がが豊豊かかでで、、
産産業業がが元元気気でで、、
誰誰ももがが未未来来をを描描けけるる、、
誇誇りりとと助助けけああいいにに支支ええらられれ、、
孫孫子子のの世世代代ままでで安安心心ししてて
暮暮ららせせるる社社会会づづくくりりののたためめにに…
ESD＝＝持持続続可可能能なな開開発発ののたためめのの教教育育

持持続続不不可可能能なな社社会会をを、、持持続続可可能能なな社社会会へへ！！

　



29

　昨日の５年生には、「皆さんは、消費者ですか？」と
聞いたら、全員が手を挙げてくれて、みんな消費者であ
ることを理解しています。なので、お父さんやお母さん、
お兄ちゃん、お姉ちゃんとも一緒にそういう買い物を
するときに気を付けて、ということを伝えています。
　さて、ここから少しグローバルな視点の中でも、特
にフェアトレードについてお話ししたいのですが、先
ほども、武田さんからご発表いただいた「ひめまる」
の取り組みの中で教材の紹介がありました。
　小学生や中学生、高校生、その教材の中の１つ、フェ
アトレードについては私も協力をさせていただきまし
た。
　フェアトレードというのは、公正な商取引で、途上国
の自立支援、自立を促進するものですよということで
お伝えし、フェアトレードというだけではなく、この
マークだけにこだわるのではなく、コミュニティトレー
ドや、エシカルトレードもあるよということを伝えて
います。ここではコーヒーのお話でしたが、昨日は子
どもたちでしたので、チョコレートのお話もしました。

フェアトレード(応援商品もあるよ！）

公正な商取引で途上国の自立を促進

例えば
コーヒー栽培の場合・・・

何が目的？

取り引きは？

どのように生産？

与える影響は？

利益

企業と農園

大量生産・農薬使用

貧困
環境破壊

平和

NGOと農園

有機栽培

適正な人件費
労働者の自立

ママーーククののなないいフフェェアア
トトレレーードド（（ココミミュュニニテティィ
トトレレーードド・・エエシシカカルル
トトレレーードド等等ももあありりまますす。。））

　フェアトレードとは、今、新しい「国際フェアトレー
ド憲章」というのがあり、フェアトレードは、人間と
地球のために公正・平等・持続性を達成すべく、貿易
取引を変革する運動であると言われています。

フェアトレードとは？
新「国際フェアトレード憲章」 International Fair Trade Charter

(2018年9月25日発表）

■フェアトレードは、人間と地球のために、公正・平等・

持続性を達成すべく、貿易取引を変革する運動である。

■フェアトレードは、生産や取引において、人と地球を、

金銭的利益よりも優先させることを基本とする。

■フェアトレードは、その取引の中心に、利益の最大化

よりも、人間的関係性に価値を置く。
つまり、フェアトレードは、市民である生産者と消費者がともに生活者としての立

場で「社会的アクター」となり社会をより良くしていく運動に関わり、商品・貿易の

取引に人間の関係性を取り戻していく運動だといえる。

言いかえると、これまでの経済のグローバル化による生産者と消費者の分断を、

生産者の顔が見えるビジネス＝生産者と消費者が共に幸せを分かち合うビジネ
スへと変換しているといえる。

　

　フェアトレードは、生産や取り引きにおいて、人と
地球を金銭的利益よりも優先させることを基本としま
す。フェアトレードは、その取り引きの中心に利益の
最大化よりも、人間的関係性に価値を置くといわれて
います。
　私たちが消費者として責任ある行動を取るために、
このフェアトレードという言葉や考え方を学んで、市
民である生産者と消費者がともに生活者としての立場
で社会的アクターとなり、社会を良くしていく運動に
かかわるという、フェアトレードの商品、貿易の取り
引きに人間の関係性というのを取り戻していく運動だ
ということです。
　これまでは、経済のグローバル化により生産者と消
費者の分断があったのではないでしょうか。私たちは、
生産者の顔が見えるビジネス、生産者も消費者もとも
に幸せを分かち合うことができるビジネスへと変換し
ていく必要があると思っております。
　私たちが考える消費者市民・社会というのは、「消費
者が自らの消費行動が将来にわたって内外の社会経済
情勢や地球環境に及ぼし得ることを自覚して、公正か
つ持続可能な社会を形成するように参画すること」と
謳っています。
　そのため、地域や地球規模の社会を構成する人とし
て、市民としての自覚や気づきを促すような、本物の
学びと行動が必要ではないかと考えています。これが、
私が今まで実践してきている ESD でもあり、消費者市
民教育でもあります。

地域・地球規模の「社会」を構成する
「人＝市民」としての自覚・気づきから

ホンモノの学びと行動を！
持続可能な開発のための教育＝ESD: Education for Sustainable Develpment

消費者市民社会とは…

消費者が自らの消費行動が将来にわたって、

内外の社会経済情勢や

地球環境に及ぼし得ることを自覚して、

公正かつ持続可能な社会を

形成するように参画すること。
　

　そういう思いを持って JICA 四国とともに NGO 等提
案型プログラムでは、NGO と企業がもっと接点を持て
るように四国フェアトレード商品開発研修というのも
行ってまいりました。
　ここでは、NGO の方や企業の方が一緒になって、そ
ういう社会をつくっていくための商品開発について研
修を行いました。この研修を終えて、世界をつなげる
市民の力ということで、このように JICA の『mundi（ム




