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異分野融合を志向する越境研究・実践者ネットワーク
みがく SD 研は、グラノヴェター(1973)が指摘した弱い紐帯（Weak ties）の強さと、何でも吸い込んでしまうブラックホール的
なメンタリティを有した、異なる専門分野(社会学、法学、環境心理学、行政、教育等)の実践的な研究者の分野横断的・越境的研
究・実践団体です。みがく SD 研はイヴァン・イリイチが提唱するコンヴィヴィアリティ(Conviviality)を大事にしており、「共
愉」的で「相互依存しながら自立する自由な共生」を特徴としています。自主研究だけでなく、学会や地域団体、学校、自治体、
企業、CSO(NGO・NPO)などのマルチセクターと協働し、研究と実践を行っています。
研究・実践内容
「SDGs を指標とした地方自治体の持続可能性に関する政策の実態調査・研究」
「教育・PBL(Project Based Learning・Problem Based Learning)・ESD の実践・研究」
「異分野融合を志向する越境研究者ネットワークによる社会問題解決の研究」
「評価手法の研究」
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2019/9/15 小山田健・小林大輔・近藤直樹・畑正夫・長岡素彦「学びのハブとしての大学：地域と大学が協働するための第一歩」 兵庫県立大学
神戸商科キャンパス 教育棟Ⅱ
2019/8/4 勝浦信幸・長岡素彦 まちの未来を協働で考える・SDGs 一まちの小さな活動から（一社）地域連携プラットフォーム/未来の学びと持続
可能な開発・発展研究会
2019/2/25 仁愛兼済×SDGs～「これまで」の取り組みを「これから」につなげるために～（仁愛大学人間学部コミュニケーション学科主催）
2019/2/23-24 みがく SD 研究会年次大会（みがく SD 研まつり）in Osaka－ (大阪国際大学)
2018/9/16 未来の先生展 2018（聖心女子大学）「学生と共に学ぶ SDGs ワークショップ」
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2018/8/6 SDGs と大学 「大学での SDGs と ESD・PBL」（宇都宮大学教育学部）
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けて」（主催：サステナブルフュチャー）(東京都文京区)
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2017/8/16 SDGs・CSV と地域連携教育に関する公開研究会（東京）
2017/7/29 「SDGs と地域連携」公開研究会（東京）
2017/7/10 SDGs・CSV に関する公開研究会（東京）
2017/6/17 地域連携教育に関する公開研究会（宇都宮大学）※関係性の教育学会主催
2017/4/22 第 2 回研究大会（川越）「自治体計画 SDGs+地域連携教育 PBL 総合討論・WS(共催:関係性の教育学会) 地域・ESD」
2017/2/25 イノベーション教育に関する公開研究会（東京）
2017/2/8 地域連携教育とルーブリックに関する公開研究会（東京）
2017/2/3 第 1 回研究大会「自治体計画 SDGs」（東京）
2016/12/11 地域参画学習に関する公開研究会（宇都宮大学）※関係性の教育学会、宇都宮大学教育学部陣内研究室と共催
2016/11/13 PBL シンポジウム（東京）
2016/10/22「質的調査」に関する公開研究会（長野大学）※関係性の教育学会主催
※その他、多数あり

調査活動
北九州の SDG と ESD に関する意見交換会及び訪問(2018/9/10)
豊中市アジェンダ、大阪大学ヒアリング
関係性の教育学会(日本学術会議協力学術研究団体) 課題研究(2016 年度・2017 年度) 共同研究
「アクティブラーニング・PBL、地域連携教育に関する実践・調査研究」2017
「アクティブラーニング・PBL に関する実践・調査研究」2016
SDGs ヒアリング 高木超氏(Claremont Graduate University/Executive Leadership Programme in Evaluation and the Sustainable Development
Goals) 2018/5/18
※その他、多数あり

競争的資金等の研究課題
「異分野融合を志向する越境研究者ネットワークによる社会問題解決」平成 29 年度学院特別研究費(学校法人武蔵野大学)
「異分野融合を志向する越境研究者ネットワークによる社会問題解決」平成 30 年度学院特別研究費(学校法人武蔵野大学)
「PBL（Problem or Project Based Learning）を用いた“よそ者・若者”と描く持続可能な地域デザイン」2016～2018 年度 日本地方自治研究学
会研究部会
※その他、採択予定の科研費等の申請あり

今後の出演予定
2019/9/28-29「SDGs とシビックテック」セッション,Code for Japan summit2019 一般社団法人 地域連携プラットフォーム,長岡素彦,村山史世
2019/09/21-22 日本地方自治研究学会 第 36 回全国大会
2019/9/15 小山田健・小林大輔・近藤直樹・畑正夫・長岡素彦「学びのハブとしての大学：地域と大学が協働するための第一歩」 兵庫県立大学
神戸商科キャンパス 教育棟Ⅱ
2019/9/12-14 日本計画行政学会 第 42 回全国大会プログラム(徳島文理大学) 畑正夫・長岡素彦・滝口直樹・村山史世・石井雅章 ワークショッ
プ B1「SDGs レンズで見る転換期の地域開発政策の検討」
2019/8/28 陣内雄次・伊藤通子・石井雅章・長岡素彦「学びのハブとしての SDGs―ESD としての SDGs」（一社）地域連携プラットホーム
2019/8/24 長岡素彦他 グローバル MIL ウィーク 2019 企画 Part1「SDGs とメディア情報リテラシー」
2019/8/23-25 第 33 回自治体学会堺大会 滝口直樹・勝浦信幸・河田次郎・塩見昌男・畑正夫・村山史世 (2019). 分科会７「SDGs を問い直す
/SDGs で問い直す～自治体・地域社会の新しい未来」（企画責任者／田中優、小林美智子）第 33 回自治体学会堺大会
2019/08/19-20 日本 ESD 学会 第 2 回大会（宮城教育大学）
長岡素彦・松田剛史 ワークショップ d「ESD に基づいた SDGs を―みんなの SDGs 実践によって―」日本 ESD 学会 第 2 回大会(宮城教育大学).
2019/8/18 長岡素彦他 SDGs・ESD と防災減災（仙台）一社）地域連携プラットフォーム

連絡先
未来の学びと持続可能な開発・発展研究会（みがく SD 研）事務局
135-8181 東京都江東区有明 3-3-3 武蔵野大学 村松研究室気付
fumimura@musashino-u.ac.jp https://sdgspbl.jimdo.com/
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