
令和 4 年 9 月 13 日 

愛 媛 大 学 

四国５国立大学法人協働による 

「UNEP 地球環境情報展」の開催について 

つきましては、下記のとおりオープニングセレモニーを行いますので、ぜひ取材くださいます

ようお願いいたします。 

記 

〇日 時：令和 4 年 9 月 21 日（水）16:00～17:00 

〇場 所：愛媛大学 E
イー

.U
ユー

. Regional
リ ー ジ ョ ナ ル

 Commons
コ モ ン ズ

（ひめテラス）1F（松山市文京町 3 番） 

※愛媛大学を主会場に、各大学間をオンライン（Zoom）で接続して実施します。 

〇式次第：（1）開催挨拶 

（2）各大学挨拶

（3）記念講演

（4）情報展の内容紹介

（5）閉会挨拶

〇質疑応答 

  【UNEP 地球環境情報展】 
〇期 間：令和４年９月 21 日（水）～令和５年３月 17 日（金） 

〇場 所：香川大学・高知大学・徳島大学・鳴門教育大学・愛媛大学 

〇料 金：無料 

〇主 催：国連環境計画（United Nations Environment Programme） 

〇後 援：総合地球環境学研究所 

〇協 力：一般社団法人日本 UNEP 協会・公益財団法人地球友の会 

※送付資料 3 枚（本紙を含む）

四国５国立大学法人（香川大学、高知大学、徳島大学、鳴門教育大学、愛媛大学）では、国連

環境計画（UNEP）が主催する地球環境情報展を開催します。 

今日、地球温暖化など環境問題が深刻化し、経済面や社会面でも統合的なバランスが問われて

います。このことを受け、日本 UNEP 協会および地球友の会のご協力のもと、四国の５国立大

学で UNEP の貴重な環境写真の巡回展示を開催することとなりました。本展示を通して、世界

の自然環境を取り巻く現状を理解し、特にこれからを生きる若者が、世界の環境・社会・経済の

問題を自分の出来事として捉え、誰一人取り残されないように、これから先、どのような行動を

すべきかを探り、発信するきっかけとなることを期待します。

PRESS RELEASE 

本件に関する問い合わせ先 

国立大学法人愛媛大学 SDGs 推進室 

TEL：089-927-8905 



国連環境計画（UNEP）が所有する世界各地の貴重な環境情報をパネル化し、
四国の5国立大学法人で巡回展示します。

UNEP Global Environment Information Display will share the unique picture 
panel of environmental issues by the touring exhibition in 
5 national universities on Shikoku Island.

四国５国立大学法人協働によるUNEP地球環境情報展

開催期間 : 令和4年9月21日(水) ~ 令和5年3月17日(金)

© Science Faction Corbis／UNEP機関誌「Our Planet」より

Date: September 21(Wed.), 2022 ~ March 17(Fri), 2023

FREE of
CHARGE

入場無料 運営団体ならびに展示会場：
香川大学 高知大学 徳島大学 鳴門教育大学 愛媛大学

後援：
総合地球環境学研究所

協力：
一般社団法人日本UNEP協会 公益財団法人地球友の会
愛媛大学ミュージアム

主催：
国連環境計画



UNEP地球環境情報展とは
UNEP（国連環境計画）は、1972年にストックホルムで

の国連総会決議により設立され、環境分野における国連の
中核機関として国際的なリーダーシップをとっています。
本部はケニアの首都ナイロビで、開発途上国に本部を置い
た最初の国連機関でもあります。

この度、UNEPが所有する世界中のさまざまな自然の美
しい生態系、気候変動や廃棄物による環境問題、また各地
の興味深い環境活動を写真等でパネル化して展示いたしま
す。四国の５つの国立大学法人のキャンパスを期間中に巡
回しますので、折々に異なるテーマのパネルをご覧いただ
けます。UNEPが設立50周年を迎える節目の年の開催とな
りました。エネルギー問題や貧困問題を起因とする環境破
壊が深刻化する世界で、これからを生きる若者が世界の現
状を知り、自分たちに何ができるかを考える機会となるこ
とを期待します。この機会にぜひご堪能ください。

UNEP 地球環境情報展に関するお問い合わせ：一般社団法人日本UNEP協会 MAIL：info@j-unep.jp
本イベントに関するお問い合わせ：愛媛大学SDGs推進室 TEL: 089-927-8905 受付時間9:00-17:00(平日)

It's been 50 years since UNEP 
(United Nations Environment 
Programme) was established in 
1972 by a resolution of the General 
Assembly of the United Nations in 
Stockholm, which has assumed 
international leadership as the core 
agency of the United Nations in the 
environmental field. In this exhibition, 
the UNEP will show panels with 
beautiful and precious photos and 
articles about ecosystems around 
the world, problems with the 
environment caused by climate 
change and poverty, and interesting 
environmental activities happening in 
various regions of the world. The 
exhibition will tour the campuses of 
five national universities in Shikoku. 
Don’t miss it!

香川大学
グローバル・カフェ
香川県高松市幸町1-1

Kagawa University
Global Café

高知大学
学術情報基盤図書館
高知市曙町2-5-1

Kochi University
Library

鳴門教育大学
講義棟１階

鳴門市鳴門町高島字中島748

Naruto University of Education
Lecture Hall

愛媛大学
愛媛大学ミュージアム

松山市文京町3

Ehime University 
Museum

徳島大学
地域創生・国際交流会館
徳島市南常三島町１丁目１番地

Tokushima University
Regional and international 

Exchange Hall

巡回展示のスケジュール

第一回：9月21日～11月10日
第二回：11月18日～12月16日
第三回：12月24日～2月2日
第四回：2月10日～3月17日

Schedule
1st exhibition: Sept. 21 ~ Nov.10
2nd exhibition: Nov. 18 ~ Dec. 16
3rd exhibition: Dec. 24 ~ Feb. 2
Last exhibition: Feb. 10 ~ March 17

各施設の観覧時間は異なりますので、
予めご確認をお願いします。
Check the opening hours at each 
location. Thank you.

5大学展示会場のご案内
Where you can find the 5 different 
exhibitions?
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