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世界が目指す
持続可能な開発目標（SDGs）
を
考えよう!

SDGsとは?
持 続 可 能 な 開 発 目 標（SDGs：Sustainable Development
Goals）と は、2001 年 に 策 定 さ れ た ミ レ ニ アム 開 発 目 標
（MDGs）の後継として、2015 年 9 月の国連サミットで加盟国
の全会一致で採択された「持続可能な開発のための 2030 アジ
ェンダ」に記載された、2030 年までに持続可能でよりよい世界
を目指す国際目標です。社会や経済、地球環境についての 17
の目標と 169 のターゲットから構成され、地球上の「誰一人取
り残さないこと（leave no one behind）」を誓っています。

掲示していつでも見られる、
SDGsの基本
●SDGs（持続可能な開発目標）の概要と17のゴール（目標）
をわかりやすく解説しています。
●どんな目標なのか、どうして必要なのか、児童・生徒の目線
に立って詳しく解説しています。
●自分たちがどのように行動すれば良いかを考えるサポート
にもなります。
●社会科、家庭科、
総合学習など幅広く活用できます。
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SDGｓって何だろう？

指導内容で異なる

①ポスター版

616-617

¥6,600（税込）

②パネル版

616-618

¥27,500（税込）

【内容】
●1.SDGsの概要と17の目標 ●2.解説（目標1〜4）
●3.解説（目標5〜8） ●4.解説（目標9〜12） ●5.解説（目標13〜17）

【サイズ】
B2 判（515 × 728mm）
【材質】
①②コート紙②アルミフレーム、スチロール

SDGs関連の用語を
まとめたカード教材

国旗イラスト付き
コンパクト設計の地球儀
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●SDGsを考え、学ぶための用語を
カード化しました。
●新学習指導要領で重視される
領土の問題や国連、地球環境の
問題などを考える際に役立ちます。
●付属のマグネットテープを
使えば黒板に貼付することも
できます。

距離・方位・
大きさ比較ができる
「地球儀スケール」
付属

【収録用語】
マイクロプラスチック、領土、領空、
領海、経済水域、貧困の解消、
SDGs、多様性、新型コロナウイルス、
ジェンダー、LGBTsなど

【セット内容】
●用語カード120枚＋予備2枚
まとめ用リング
●掲示用マグネットテープ付属
※各カードには貼付されていません
●収納ケース入り
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小

4 人あたり 1 程度

中 1 学年あたり 1 程度

国旗・よみがな付地球儀

指導内容で異なる

持続可能な社会と国際問題を考える
616-619
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●机上で学びやすいコンパクト設計の地球儀です。
●190以上の国旗付き。
よみがな付きで小学生低学年から
お使いいただけます。
●シンプルながらもフレーム側面
には緯度表示付き。

¥15,400（税込）

【サイズ】A4 判半裁（105 × 297mm）
【材質】紙製

615-440
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20cm

¥7,700（税込）

【サイズ】幅210×高さ290×奥行200mm（縮尺：6300
万分の１）
【 質量】0.64kg【材質】地球儀：ハイインパクト
スチロール、フレーム：スチール、台座・支柱：MDF

【セット内容】
●取扱説明書（保証書付）
●使用の手引書
●地球儀スケール

今こそ見直そう！ 最新の防災知識を
遊びながら学べるカードゲーム

●カードを並べかえたり、交換したり、みんなで楽しく シャッフル しながら、防災意識を高めよう！
●付録の「避難マニュアル」では、災害時に、あえて避難所に行かずに
自宅にとどまる「在宅避難」ができる条件などを紹介しています。
●学べる防災知識は、
「防災機器」
「インフラ」
「食事」
枚組
「衛生(感染症対策)」の４ジャンルから合計16種類です。

学べる防災知識は４ジャンルから合計16種類

防災機器
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インフラ

食 事
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防災カードゲーム シャッフル プラス
¥1,870（税込）

616-610

【サイズ】パッケージ：162 × 115 × 30mm
【質量】
301g【材質】紙
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【表面地図の収録事項】
●カード99枚、ポイントチップ70枚
●ポイントチップ片付けシート1部
●災害発生時の避難マニュアル1部、
遊び方ガイド1部

衛生

（感染症対策）

貼って、並べて、組み合わせて
自然と身につく防災の知識
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●防災学習に必要な多岐にわたる用語をカードにまとめました。
●用語の理解はもちろん、並べたりする作業を通して防災の知識が
自然と身に付きます。
●地震、津波、水害、噴火、雪害などすべての自然災害に対応。
用語は2020年からの各社の教科書を参考にしています。
●児童・生徒には、関係性のある組合せや並べ方をあれこれ考えさせる
など主体的・協働的な学習に活用できます。
●調べ学習や発表用のカードとしても使用できます。
●学習内容の「見出し」や「キーワード」のカードとして使用する
ことで、板書や授業展開の補助になる便利な教材です。

黒板に貼れる!

指導内容で異なる

いのちを守るための防災用語

【セット内容】
●カード122枚組（うちブランク2枚） ●掲示用マグネットテープ付属（同梱）
●収納ケース付 ●まとめ用リング付
※マグネットテープは同梱になります。各カードには貼付されていません。

¥15,400（税込）

615-678

【サイズ】A4 判半栽（105 × 297mm）

グループ学習に便利！A2サイズの白地図シート
●紙製（表面ラミネート）で軽くて扱いやすく、便利なマグネットテープ付きです。
●ホワイトボードマーカーの書き消しができますので繰り返し使えます。
裏面マグネットテープ付きで黒板にサッと貼れます。
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指導内容で異なる

指導内容で異なる

地理学習シート
地理学習シート
グループ学習用日本全図 10 枚組 グループ学習用世界全図 10 枚組
616-613

¥11,000（税込）

【サイズ】A2 判 (420 × 594mm)
【質量】約 900g【材質】紙製、表面 PP 加工

616-614

¥11,000（税込）

【サイズ】A2 判 (420 × 594mm)
【質量】約 900g【材質】紙製、表面 PP 加工

■製品は改良のため、予告無く変更する場合がありますので、ご了承ください。
■写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なる場合がございます。
■このカタログは、2022 年 3 月現在のものです。

〒132-0021 東京都江戸川区中央 4-11-8
tel.03-5607-7811（代） fax.03-5607-7812
https://www.sanwa303.co.jp
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教育をサポートするお近くの代理店

