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2020年、法政大学の「行動の10年（Decade of Action）」がスタート

法政大学では、「法政大学憲章」のもと、2018年12月に「SDGs への取り組みに関する総長ステイトメント」を
発表し、「法政大学SDGs+（プラス）プロジェクト」を立ち上げ、SDGsの達成に向けた様々な取り組みを行って
きました。
そして2020年。法政大学は、2030年の目標達成に向けて新たなステージに移行します。
持続可能な社会の構築に貢献を目指し、パートナーシップのもと、「教育」「研究」「社会貢献」「学生」の４

つを軸に、新しい価値を生み出すための具体的な目標「法政大学SDGs+ プロジェクト2030アジェンダ」を定めて
います。
さらに、法政大学SDGs+ プロジェクトの企画・運営や、法政大学SDGs+ プロジェクト2030アジェンダの進捗

確認・見直しを行う方法として、「教員」「職員」「学生」の意見を取り入れた法政大学のSDGs+ プロジェクト
をマネジメントする仕組みを整備し、教職学一体となってSDGsの達成を目指します。

「法政大学SDGs+ プロジェクト2030アジェンダ」は、2030年度までの毎年度末に進捗確認および施策の見直し
を行い、ホームページで公表します。
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学生・教員・職員の意見を取り入れた法政大学SDGs+ プロジェクトのマネジメントの仕組みを整備

法政大学SDGs+ プロジェクト



2030年の目標「法政大学SDGs+ プロジェクト2030アジェンダ」

法政大学のSDGs推進を担う「法政大学SDGs+ プロジェクト」において、2030年までに達成すべき目標「法政大学SDGs+

プロジェクト2030アジェンダ」を定めています。
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法政大学SDGs+ プロジェクトのマネジメントの仕組みを整備

バックキャスティングによる 進捗確認および様々な施策の見直し

法政大学SDGs+ プロジェクト2030アジェンダの概要



P D

CA

計画に基づいた『実行』SDGsを達成するための『計画』

法政大学SDGs+ プロジェクト
2030アジェンダに基づき、SDGs
達成のための各プログラム等を
計画します。

SDGsを達成するための各プロ
グラム等を確実に実行していき
ます。

達成状況を自己評価するととも
に、各プログラムへの参加学生
や連携・協力した多様なパート
ナー等へのアンケート等を通じた
客観的な評価を行います。

実行した結果の『評価』

「教員」「職員」「学生」の意見を取り入れ
た法政大学のSDGs+（プラス）プロジェク
トをマネジメントする仕組みによる進捗確
認・評価と検証・施策等の見直しを行い、
法政大学SDGs+ プロジェクト2030アジェ
ンダの更新、ホームページへの公表を行
います。

2030アジェンダの『改善』

法政大学SDGs+ プロジェクト2030アジェンダのPDCAサイクル

法政大学SDGs+ プロジェクト2030アジェンダのPDCAサイクル

法政大学SDGs+ プロジェクトでは、2030年までに「法政大学SDGs+ プロジェクト2030アジェンダ」を
確実に達成するための「PDCAサイクル」を定めています。



教育×SDGs EDUCATION for SDGs

ゴール１

＜プログラム・取り組み等＞

SDGs人材育成のためのあらゆるプログラムを設
置し、SDGs人材を世界中に輩出する。

ターゲット インディケーター 目標値（2030年次）

１．１ すべての学生がSDGsについて理解する。 １．１．１ オンライン講座「SDGs入門」の受講者数 累計1万人以上

１．１．２ SDGsサティフィケート取得者数 累積2,000人以上

１．２ すべての学生が現場のフィールドでSDSsを
実践する。

１．２．１ SDGsに関係したフィールドワークプログラムの実施数 累積100以上

１．２．２ SDGsに関係したフィールドワークの参加人数 累積2,000人以上

１．３ 全ての学部等においてSDGsに関連する科
目を幅広く開講する。

１．３．１ SDGsに関連する科目数 2030年のSDGs科目
群への提供科目数
1,000科目以上

SDGs科目群 公共政策研究科SDGsPlus履修証明プログラム オンライン講座「SDGs入門」

法政大学SDGsサティフィケート 課題解決型フィールドワーク for SDGs ワンデーサイエンスカレッジ

SDGs人材育成プログラム 地方創生フィールドワーク（千代田区・沖縄） 各種高大連携

SDGsアンバサダー 課外活動(児童文化研究会､キャンエコ 等々) ダイバーシティ・サティフィケート



研究×SDGs RESEARCH ＆ INNOVATION for SDGs

ゴール２ SDGs達成に貢献する研究を推進し、社会に発信
する。

ターゲット インディケーター 目標値（2030年次）

２．１ SDGs達成に貢献する研究やSDGsに関連
する研究を活発に行う。

２．１．１ SDGs登録プロジェクト数 累積100以上

２．１．２ SDGsに関連した他機関等との共同研究数 累積50以上

２．１．３ ホームページや冊子等で発信するSDGsに関する研究数 累積500以上

＜プログラム・取り組み等＞

（仮）HOSEI SDGs Research登録制度 千代田学共同事業 ホームページでの研究事例紹介

SDGs版理系研究室ガイド 東京都と大学の共同事業 多摩地域交流センター

法政科学技術フォーラム 小金井研究交流セミナー 植物医科学センター

インテリジェントロボティックス・メディア情報処理
ウェビナー

連携大学院の推進(JAXA､国立天文台) IIST(総合理工学インスティテュート)国
際コロキウム



社会貢献×SDGs SOCIAL CONTRIBUTIONS for SDGs

ゴール３ 社会との接続を強化し、誰一人取り残さない社会
を構築する。

ターゲット インディケーター 目標値（2030年次）

３．１ SDGsの「leave no one behind（誰一人取
り残さない）」の理念に基づき、誰もが無償
で受けられるプログラムを提供する。

３．１．１ SDGsに関連する講座、セミナー、シンポジウムの開講数 累積20以上

３．２ SDGsを軸とした高校教育と大学教育の接
続プログラムを実施する。

３．２．１ プログラム実施数 累積50以上

３．３ SDGsを軸としたインターンシップを活発に
実施する。

３．３．１ 地方自治体とのインターンシップ実施数 累積10以上

３．３．２ 企業とのインターンシップ実施数 累積10以上

＜プログラム・取り組み等＞

シンポジウム「SDGs時代のグローカル人材」 シンポジウム「SDGsと大学教育」 SDGs連続セミナー

イオン銀行連携海外インターンシップ JMOOCオンライン講座「SDGs入門」 ボランティアセンター

ふるさと魅力再発見ワークショップ 被災地支援チームオレンジ 防災キャンプ

VSP(ボランティア・サポート・プロジェクト) 事務部局SDGs目標の設定 富士山清掃ボランティアツアー



学生×SDGs STUDENT ENGAGEMENT for SDGs

ゴール４ 学生があらゆる場所で活躍できるフィールドを提
供する。

ターゲット インディケーター 目標値（2030年次）

４．１ すべての学生のSDGs達成に貢献する取
り組みを実施する。

４．１．１ SDGs Action Students of HOSEI（SASH）登録者数 累積500人以上

４．１．２ 認定プロジェクト数 累積100以上

４．２ 世界中の学生とSDGsをテーマにした交流
を実施する。

４．２．１ 海外学生との交流プログラムの参加人数 累積1,000人以上

４．３ 学生がSDGs達成に貢献する活動や
SDGsに関連する活動内容を発信する。

４．３．１ コンテストやポスター展示会などのプログラム実施回数 累積20以上

＜プログラム・取り組み等＞

SDGs Action Students of HOSEI登録制度 SDGsオンライン学生交流会 SDGsアクションプランコンテスト

法政大学SDGs+ プロジェクト認定制度 HOSEI SDGs WEEK 学生生活応援プロジェクト

楽しく学ぼう「SDGs」 海外大学オンライン交流 課外教養プログラム

学習ステーション ピアネット 環境センター



パートナーシップ×SDGs PARTNERSHIP for SDGs

ゴール５ あらゆる課題に対して、パートナーシップで目標を
達成する体制を構築する。

ターゲット インディケーター 目標値（2030年次）

５．１ 地方自治体や企業、大学など様々なパート
ナーとの協力体制を構築する。

５．１．１ 地方自治体のパートナー数 10以上

５．１．２ 企業のパートナー数 10以上

５．１．３ 大学など教育機関のパートナー数 10以上

５．２ 様々なパートナーとコミュニケーションを図り、
新しい価値を創造する。

５．２．１ パートナーズコミュニティー等の開催数 累積10回以上

＜プログラム・取り組み等＞

HOSEI SDGsパートナーズコミュニティ 北海道下川町とのSDGs連携協定 岩手県陸前高田市とのSDGs連携協定

大学間学生交換の拡大(名桜､北海学園) 企業協賛SDGsワークショップ 千代田区キャンパスコンソーシアム

学士課程連携プログラム(対外経済、大連工大) ダブルディグリープログラム(中国ソフト
ウェア学院､上海外大)

千代田区防災協力協定(正式名称不詳)

杵築市との連携・協力協定 松江市との連携・協力協定 GMBA自治体インターンシップ


