金沢工業大学
SDGsの普及を目指す学生で構成する
「SDGs Global Youth Innovators」のメンバー

★
〔SDGs
（エスディージーズ）
〕

「Sustainable Development Goals
（サステイナブル デベロップメント ゴールズ＝持続可能な開発目標）
」の略で、
2015年
に国連に加盟する193カ国が合意した17の目標、169のターゲットのことです。途上国を中心とした貧困など社会課題の解決のみ
ならず、気候変動などの先進国・途上国共通の社会課題の解決について、2030年までに達成すべき目標が設定されています。達
成するためには政府・国際機関・民間企業・NGO・学術機関・市民等、様々な関係者との連携が必要となります。

国 連 が 掲 げる 持 続 可 能 な 開 発 目 標
「ＳＤＧｓ」
。金 沢 工 業 大 学
月に内閣府などが実施した

は学部、学科を超えた全学体制で目標達成に貢献しています。そ
の取り組みは高く評価され、昨年

みを紹介します。

ムを実施し、次世代リーダーを育

ＳＤＧｓを学ぶ通年のカリキュラ
る英語版アプリの開発などを手掛

市内医療機関マップなどを紹介す

か、野々市市在住の外国人向けに

ジャパンＳＤＧｓアワードでは、

成していることが評価され、首相
けています。

内閣官房長官から表彰状が授与さ

官邸で開かれた表彰式では菅義偉

の機器・装置の開発に取り組むほ

けています。「日 本一のＳＤＧｓ教育推進大学」
金沢工大の取り組

ジャパンＳＤＧｓアワードで最 高 賞に次 ぐ内 閣 官 房 長 官 賞を受
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います。ＳＤＧｓ教育を通じて問

るリーダーが求められているとい

その解決方法を見つけて実践でき

なげることを目指します。

つけ、イノベーションの創出につ

ニーズに応じて学内の研究を結び

ラムを設置しており、ＳＤＧｓの

今年３月には全日空と「ＡＮＡ
アバター」を用いたＳＤＧｓ教育
を連携して実施する覚書を締結し
ました。

得できるよう、全学生必修の独自

を問題解決に応用できる能力を習

金沢工大では、学生が研究成果

ニケーションや作業ができるもの

そこに存在しているようにコミュ

どを使い、離れた場所にいながら、

きの感覚を擬似的に伝える技術な

ＡＮＡアバターは物を触ったと

カリキュラムであるプロジェクト

を用いた授業やフィールドワーク、
シンポジウムの開催などを予定し
ています。

サミット開催で交流深め
プロジェクトの拠点となるのが
ＳＤＧｓ推進センターです。
年次に他学科の学生も受講可能な

するかを見極め、政府や自治体、

ている研究がＳＤＧｓにどう関係

推進センターでは学内で行われ
ＳＤＧｓに特化した通年カリキュ

を求めます。経営情報学科では３

い関心を持つ課題に対して解決策

学びます。３年次以降は自らが強

程・方法をチームで実践しながら

象に問題発見から解決に至る過

内や地元自治体の抱える課題を対

ＰＤ教育では、１、２年次に学

れています。

で、金沢工大ではＡＮＡアバター

ＰＤ教育で解決策探る

指摘します。

創出できる人材育成につながると

学ぶとともに、イノベーションを

題発見から解決までのプロセスを

地で種々の問題が表面化しており、

ーバリズムの進展に伴い、世界各

平本センター長によると、グロ

成」
と話します。

貢献できる次世代リーダーの育

ター長は「地球規模の課題解決に

て、平本督太郎ＳＤＧｓ推進セン

ＳＤＧｓを推進する狙いについ

大では障害者スポーツ支援のため

そう」という項目に対し、金沢工

例えば「人や国の不平等をなく

向けて活動しています。

教職員が一体となって目標達成に

００以上進められており、学生・

室や学生主体の課外活動などで４

したプロジェクトが、学内の研究

れています。その目標達成に関係

ＳＤＧｓでは の目標が設定さ

れました。
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デザイン教育
（ＰＤ教育）
を取り入

金沢工大で行われているＳＤＧｓの取り組みをまとめた
「K.I.T. SDGs Report」
SDGs推進センターの平本督太郎セ
ンター長

ＳＤＧｓ教育に注力、内閣官房長官賞受賞
目 標 達 成に貢 献 す る 次 世 代 リ ー ダ ー 育 成
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化に取り組みます。

ジネスの活性化や、全学体制の強

ともに、地域におけるＳＤＧｓビ

企業などを結ぶ橋渡し役を担うと

生らが集まって知識と交流を深め

ｓに関心を持つ小中高校生、大学

はじめ、協賛企業や団体、ＳＤＧ

ャパンＳＤＧｓアワード受賞者を

て近い取り組みを行ってきました。

行うなど、ＳＤＧｓの理念に極め

研究の社会活用を重視した教育を

ロジェクトデザイン教育を導入し、

ンター長）

として認められたのです」（平本セ

本を代表するＳＤＧｓの教育機関

ち早く立ち上げることができ、日

り組みを紹介します。

続いて、ＳＤＧｓの具体的な取

「そういった歩みがあったから

金沢工大では 年以上前からプ
こそ、ＳＤＧｓプロジェクトをい

ました。

今年 月には「第１回ジャパン
ＳＤＧｓサミット」を開催し、ジ

ＳＤＧｓに特化した教育カリキュラムを受講した学生で構成される金沢工大の学生プロジェクト
「ＳＤＧｓ Ｇｌｏｂａｌ Ｙｏｕｔｈ Ｉｎｎｏ
ｖａｔｏｒｓ」（ＳＧＹＩ）
では、学生自らが考案、実施している様々な取り組みがあります。
ます。
プロジェクト副代表の亀田樹さ
ん
（経営情報学科３年）
は
「Ｘ」
の強
みを語ります。

くするためのアクションが生まれ

担う若者世代から、社会をより良

ＳＧＹＩプロジェクトは未来を

を深められるカードゲーム
『Ｘ
（ク

で、楽しみながらＳＤＧｓの理解

者への浸透はまだまだです。そこ

治体では向上しているものの、若

できます」

題解決の方法を考える際にも応用

身につけられるため、日常的な課

通してアイデア創出のノウハウを

るのが
『Ｘ』
の特徴です。ゲームを

ＳＤＧｓの理解促す
カードゲームを作成
「難しく、重い社会課題でもゲ

ていくことを目指してスタートし
ロス）
』
を製作しました」（ＳＧＹＩ

ームという身近な切り口から考え

ました。
科２年）
は
「世界中の人がこのアプ
リを使って遊んでほしい」と期待

回にわたって

「Ｘ」
を使ったワークショップを開

今年６月から

プロジェクト代表の島田高行さん
します。
より噛み砕いた内容の「小学生
版」の作成も進行中です。開発に

源が記されています。ゲームでは

な技術や製品、サービスなどの資

の課題を解決するために活用可能

中に無料リリースします。制作を

ように
「アプリ版」
を開発し、 月

ームをスマートフォンでも遊べる

プロジェクトではこのカードゲ

小学生にこそ楽しんでほしい」と

ームは、より柔軟な発想力のある

変革力を養うことができるこのゲ

３年）
は
「イノベーションを起こす

あたる徳野亮さん（経営情報学科

チームに分かれ、カードを組み合
話します。

集めています。

標額を３００万円に上げて資金を

０万円はすぐに突破し、現在は目

実施しました。当初の目標の１０

を募るクラウドファンディングを

はインターネットを通して出資者

一連のカードゲーム開発の資金

担当した櫻井湧太さん（情報工学

アプリ版、英語版も

ています。

催し、外国人や中高生らが参加し
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わせて課題の解決策を出していき

的な課題が書かれ、もう一方はそ

り失業者が増えた」といった社会

り、一方は「ＡＩ技術の普及によ

ゲームに使うカードは２種類あ

（経営情報学科３年）
。

「ＳＤＧｓの認知度は企業や自

また、世界を対象にした「英語

版」
も開発中です。野村毅さん
（航

空システム工学科３年）
は
「英語版

によって世界の人々が別の国のこ

とに興味を持つきっかけになるは

ず」とその意義を話してくれまし

た。

滞在が１か月以上に及んだ２回目

企業にプレゼンしました。インド

題を発見し、その解決策をインド

ました。初回はインドが抱える問

け、インド研修を今年２回実施し

ルパートナーシップの活性化に向

ＳＤＧｓの目標であるグローバ

夜８時から１時間番組と

って制作し、隔週土曜日

した番組を学生たちによ

ワン」でＳＤＧｓに特化

ＦＭ局
「えふえむ・エヌ・

ス内にあるコミュニティ

ロジェクトではキャンパ

このほか、ＳＧＹＩプ

せます。

に広げたい」と目を輝か

大で始めたプロジェクトを世界中

クショップをやりました。金沢工

作ったカードゲームを使ってワー

地ではインド人学生とぼくたちが

（航空システム工学科３年）は「現

研修に参加した菅井慎吾さん

いました。

Ｔ企業へのインターンシップを行

インド研修で
地元企業にプレゼン

カードゲーム
「X」
を開発したＳＧＹ
Ｉのメンバー

SGYIが開発したスマホアプリ版「X」
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では英会話研修をした上で現地Ｉ

インド研修ではインドが抱える問題の解決策を探り
ました

けて、課題解決に向けたアイデア

りを開発したい」という要望を受

所で安心、快適に過ごせる間仕切

市）
の
「自然災害が起きた際、避難

も進めています。コマニー（小松

プロジェクトでは企業との連携

企業と連携して
学生目線で課題解決
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を出し合うボードゲームを手掛け
ました。

ＳＤＧｓでは「地元の文化・産

す。

（経営情報学科３年）
は意気込みま

とプロジェクトの青木啓人さん

強みを生かした販促を行いたい」

とＩＴを学ぶぼくたちならではの

け教室を企画しています。
「経営

を作成し、学生を対象とした着付

現在は若者向けのホームページ

も取り組んでいます。

物レンタル業
「彩雅」
の販促活動に

あや か

れています。そこで、金沢市の着

実施」がターゲットとして定めら

品の販促につながる政策の立案、

コマニーの要望を元にボードゲームを製作しました
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して放送しています。

SDGsプロジェクトとして着物の販促イベントを手掛けています

多彩な取り組み
SDGsを推進する
｜パブリシティー企画｜
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