
※肩書は講演当時

第1回SDGsオンライフェスタ 講演者 肩書 講演タイトル

佐藤正隆 株式会社リタワークス　代表取締役
株式会社ソーシャルアクションカンパニー　代表取締役

2030年、誰一人取り残さない社会をつくるための「実践」へ
～SDGs・ソーシャルビジネスに挑戦してきた3年間の共有～

井澤 友郭 こども国連環境会議推進協会 事務局長
株式会社アエルデザイン 代表取締役

高村 エリナ パラレルキャリア研究所 代表

廣水 乃生 ADS株式会社 代表取締役

江川健次郎 有限会社ウイルパワー代表
一般社団法人ジャパン・リサイクル・アソシエーション代表理事

中尾克代 アイティ経営研究所　代表

藤井新吾
一般社団法人情報支援レスキュー隊　理事
PMI日本支部　理事
モバイルコンピューティング推進コンソーシアム人材育成委員会　主査

小坪拓也 地方創生SDGsファンドレイザー
企業版ふるさと納税コンサルタント

稲葉涼太

株式会社Flexas Zゼネラルマネージャー
PMI日本支部SDGsスタートアップ研究分科会リーダー
2030SDGs公認ファシリテーター
国士舘大学非常勤講師

藤井啓人
幸せを呼ぶそよ風チャリダー
カングロ株式会社　代表取締役
サステナビリティ・イノベーティブ・ファシリテイター

虻川真紀

キャリアコーチ
2030SDGs公認ファシリテーター
国家資格2級キャリアコンサルティング技能士
Points of you®トレーナー

亀井直人 SDGs推進ネットワークin九州

日景　聡
中小企業診断士
2030SDGs公認ファシリテーター

富田剛史
トミタプロデュース株式会社代表取締役
LIB Lab|ローカルインディビジネスラボ主宰
日本ママ起業家大学理事

吉冨慎作
土佐山アカデミー事務局長
水の人
アイデアを作る百姓

佐藤彰
Gift＆Share合同会社代表
2030SDGsプロフェッショナルファシリテーター

竹元紳一郎
Synapse,LLC代表
Cloudプロダクション株式会社顧問
日本創生機構　理事

岡田英雄
SOIF共同代表
6seconds認定VSコンサルタント
ESDファシリテーター

森　美江
キャリアコンサルタント
男女共同参画推進区民委員
女子大生メンター

森田　哲

ビジネスコンサルタント
企業研修講師
実業家
2030SDGs公認ファシリテーター

神田みゆき

熊本市公立中学生教諭
なないろネットワーク熊本代表
SDGs Association 熊本代表
キャリア教育コーディネーター

須藤あまね

地方創生SDGsユースアンバサダー
youthEconect運営委員
聖心女子大学2年生
EPO等運営委員

稲生薫子 水中レポーター
ダイビングライター

西原　弘

サステイナブル経営ナビゲーター
有限会社サステイナブル・デザイン　代表取締役
NPO法人日本ガラパゴスの会　理事
NPO法人東京城南協力カウンセラー協議会　専務理事
グリーン購入ネットワーク　理事

廣岡　輝

一般社団法人MEGV共同代表
アースデイ東京理事
WorldShiftForum2020実行委員会責任者
アースデイちゃんねる統括プロデューサー
MOTEREARTH代表取締役

谷口貴久 環境活動家
実業家

第2回SDGsオンライフェスタ 講演者 肩書 講演タイトル

島田 由香 ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社 取締役 人事総務本部
長

小さな積み重ねが大きな力に～“あたりまえ”を変えよう～

秋山宏次郎
一般社団法人 こども食堂支援機構代表理事
ソーシャルイノベーションディレクター 普通のサラリーマンと高校生はどのようにして世界を変えるのか

星野 陽菜
ミス・ワールド・ジャパン2020埼玉 特別賞・こども未来賞

森 摂 株式会社オルタナ代表取締役社長・「オルタナ」編集長 世界のSDGsを動かす企業とNGOの連携とは

大川 哲郎 株式会社大川印刷 代表取締役 「やってみよう」が世界を変える～誰にでもできるSDGs

太田康子

CSR48総監督
一般社団法人ウーマンイノベーション理事
一般社団法人水風戦協会理事

ＣＳＲ４８レポート

山藤旅聞
新渡戸文化学園高等学校　統括校長補佐
一般社団法人Think the Earth SDGs for Schoolアドバイザー

今だからこそスローな教育デザイン

石川淳哉
株式会社ドリームデザイン CEO
 一般社団法人 助けあいジャパン 代表理事



小坪拓也 地方創生SDGsファンドレイザー
企業版ふるさと納税コンサルタント

自治体の財源戦略、企業とのパートナーシップ構築戦略としての
企業版ふるさと納税の活用

本多航
ワタミエナジー株式会社　電力事業ユニット　企画営業主任
 ワタミグループ　SDGsタスクフォースメンバー

ワタミグループのSDGsへの取り組み事例

本多航
一般社団法人日本あんしん生活協会事務局 SDGsを実践する最先端の飲食店

藤井啓人

SDGs超実践者委員会代表理事
サステナ塾創設＆代表世話人
カングロ株式会社 代表取締役 
サステナビリティ・イノベーティブ・ファシリテイタ, ライフコーチ

未来は明るいに決まっている

江上広行 株式会社URUU 代表取締役
SDGs大喜利〜
イーロン・マスクを超えていけ!

神田みゆき SDGs教育コーディネーター 教育活動とSDGsのつながりを考える

嶋田亮
tratSDGsビジネススクール　チーフファシリテーター
日本青年会議所SDGsアンバサダー（外務省後援プログラム修了）

SDGsをビジネスの力を使って推進するためのポイント

虻川真紀 キャリアの未来創造ファシリテーター コーチングカード Points of You®で「自分」＆「SDGsが目指す世
界」のビジョンを探究

寺島義智

2030SDGsゲーム公認ファシリテーター
SDGs de 地方創生公認ファシリテーター
SDGs Outside-in公認ファシリテーター
StartSDGs公認ファシリテーター

SDGs×ikigaiワークショップ

阿久根佐和子 森であそぼうin Stockholm　主宰 Fikaってなーに？スウェーデン文化を知って想いを伝える

中尾克代 アイティ経営研究所　代表 今日からはじめるSDGs

竹元紳一郎 Synapse,LLC代表
クラウドプロダクション顧問

学生の為のSdgsの本　出版企画

亀井直人 SDGs推進ネットワーク in 九州 代表 相談ブース

谷口たかひさ ドイツ在住環境活動家 気候変動に関してざっくばらんにワイワイお話しよう

江川健次郎
有限会社ウイルパワー 代表取締役
一般社団法人ジャパン・リサイクル・アソシエーション 代表理事

「循環ビジネス」の観点から世の中を良くするSDGｓ

廣岡輝

一般社団法人MEGV共同代表
株式会社MOTHER EARTH代表取締役
EARTH DAY TOKYO理事
WorldShiftForum2020実行委員会責任者
アースデイちゃんねる 統括プロデューサー

SDGｓを推進するための、ソーシャルビジネスの構築に関するビ
ジネスデベロップメント等全般

藤井新吾

PMI日本支部 理事
IT DART 理事
MCPC 主査

withコロナ環境でも持続可能な生活のために何ができるか、防災
とコミュニティの視点で語る

日景聡
中小企業診断士
カードゲーム2030SDGs公認ファシリテーター

中小企業×若者×SDGs

森美江 キャリアコンサルタント キリンのSDGｓの取り組み・学生支援・自治体、地域NPOとの協
働

風かおる SDGs講座WS ファシリテーター 小学生にもよく分かる　SDGs学び直し

佐々木琴乃
星野陽菜

ミス・ワールド・ジャパン2020埼玉ファイナリスト ミス・ワールド・ジャパン埼玉がすすめるSDGsの啓発

新名司 ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社 コミュニケーション（広
報）

試行錯誤しながらSDGsと向き合うユニリーバ

第3回SDGsオンライフェスタ 講演者 肩書 講演タイトル

青木 茂樹 サステナブル・ブランド国際会議アカデミック・プロデューサー
駒澤大学教授

 『Innovation for Goodへ向けたクロスバリュー戦略』

佐藤　法仁
国立大学法人岡山大学副理事・URA
内閣府上席科学技術政策フェロー 世界共通言語「SDGs」で如何にして価値創造を導き出すのか

安部敏樹
株式会社Ridilover 代表取締役
一般社団法人リディラバ 代表理事 

Toshi Asaba 
社会起業家
株式会社Freewill Founder & CEO
NPO法人SPINプロジェクト理事長

江上 広行
株式会社URUU代表取締役
一般社団法人価値を大切にする金融実践者の会代表理事　
グロービス経営大学院客員准教授

江川 健次郎
有限会社ウイルパワー 代表取締役
一般社団法人ジャパン・リサイクル・アソシエーション 代表理事

亀井 直人
SDGs推進ネットワーク in 九州 代表
NPO法人 SDGs Association 熊本 監事

神田みゆき
SDGs教育コーディネーター
NPO法人 SDGs Association 熊本 代表理事
公立中学校教諭

小坪 拓也 SDGs地方創生ファンドレイザー
企業版ふるさと納税コンサルタント

佐藤 彰 Gift＆Share合同会社代表
SDGsカードゲームプロフェッショナル・ファシリテーター

中野 理恵 クラフトメイド協会代表

廣水 乃生 Sustainability Transformation consultant

藤井 啓人

カングロ㈱ 代表
サステナビリティ・イノベーティブ・ファシリテイタ
ライフコーチ
SDGs超実践者委員会
サステナ塾創設

御友 重希
SDGsでInnovationする地域や世界の若きパブリックxデジタル人財とビ
ジネスxファイナンス共創コーディネーター

虻川 真紀 キャリアコーチ（キャリアの未来創造ファシリテーター）

慶野英里名
パラレルキャリア研究所
志賀高原「日本で一番星に近いコワーキングスペースhiroen」マネー
ジャー

土岐 三輪 ソーシャルフリーランス
一般社団法人インパクト・マネジメント・ラボ　アソシエイト

日景 聡
中小企業診断士
カードゲーム「2030SDGs」公認ファシリテーター
SDGs診断士会共同代表

廣岡輝 株式会社MOTHEREARTH代表取締役
アースデイ東京理事

山本 華生吏 　
猪口 綾奈 BeHave（2030SDGs公認ファシリテーター）

藤井 新吾 PMI日本支部 理事



稲葉 涼太
株式会社Flexas Zゼネラルマネージャ
PMI日本支部SDGsスタートアップ研究分科会リーダ

第4回SDGsオンライフェスタ 講演者 肩書 講演タイトル

滝沢 秀一 環境省サステナビリティ広報大使 ごみ清掃から見るSDGs
環境省 環境省・自然環境計画課生物多様性主流化室／総合政策課環境教育推進室森里川海プロジェクト＆ローカルSDGs

稲葉涼太
 PMI日本支部SDGsスタートアップ研究分科会 代表 
株式会社Flexas Z ゼネラルマネジャー

SDGs実現に繋がる、SDGsスタートアップとパラレルキャリア

田村淳一 株式会社BrewGood 代表取締役 ホップの魅力を活用しながら官民一体となって未来のまちづくり

蓑島 豪 下川町ＳＤＧｓアンバサダー SDGsとまちづくり ～SDGs未来都市 しもかわ～

大島麿礼 世界の貧困層を救うFinTechサービス Global Mobility Service株式会社　経営企画室長兼CFO

安在 尚人 MOTHER EARTH CUP ZERO運営事務局代表
母なる地球の再生へ 世界のSDGsの技術と知恵を結集〜2030
年へ 変化を加速させよう！

日景 聡 中小企業診断士
SDGs診断士会共同代表

ＳＤＧｓとビジネス、何でも相談！

入江 遥斗
横浜国立大学・都市科学部1年
Design,more.代表

【Youthの視点から】 意識をデザインするために 〜社会を「自分
ごと化」し変容する表現実践

寺島 義智 サステナビリティ・イノベーション・ファシリテーター サステナビリティ×イノベーション　アイデア出しワークショップ

村上 彩子 エシカル・タイム　代表 エシカル商品とフェアトレード

横山 泰治
プロジェクト「From」代表　
パラダイムシフトコミュニケーション®トレーナー　
官民共創・SDGsコーチ

SDGsから観るフードテックと教育のパラダイムシフト

第5回SDGsオンライフェスタ 講演者 肩書 講演タイトル

滝沢 秀一 氏  環境省サステナビリティ広報大使 ゴミ清掃現場から見るファッションとSDGs

財間 宣彰 アミアズ株式会社 代表取締役社長
SGDsとファッション

エバンズ 亜莉沙 フランシス
エシカルコーディネーター 
PrettySimple Studio Co. Be the Change 今日から自分が世界の変化に

曽根 香奈子 一般社団法人SDGs design　代表理事 中小企業でもできるSＤＧｓの取り組み

関 芳実 
菊原 美里 株式会社StockBase代表取締役・横浜市立大学 カレンダーから始まったモノの循環

扇野 睦巳 株式会社ファーストデコ 代表取締役 やさしい革から始めるサステナブル・ファッション

新居 大介 中小企業の成長伴奏をするarm2.5代表
時給50円のファストファッションの生産現場

江上 広行 株式会社URUU 代表取締役 価値を大切にするお金の金融論

門川 良平
すなばコーポレーション株式会社代表
SDGsゲームGet The Point 開発者

ゲームで創る、SDGsの自分ゴト化

黒岩 賢太郎 SDGs専門「総合」ビジネススクールStartSDGs運営　代表取締役 SDGsの歩みを進めたい参加者の皆様へ「実践で重要な事」

朝山 あつこ 認定NPO法人キーパーソン21代表理事
なぜ人づくりの教育プログラムが、まちづくりに繋がるのか？

池下 奈美 制服リユース リクル・NPO制服バンク石川 代表
制服を活用した３Ｒで広がる「おさがりの輪」

岡田 真理 NPO法人ベースボール・レジェンド・ファウンデーション代表
スポーツ×チャリティーの可能性

小川 愛 特定非営利活動法人 日本ファンドレイジング協会 事務局長
一般社団法人全国レガシーギフト協会事務局長

SDGsの取組をささえる寄付、ファンドレイジング ～思いや願いを
実現するためのアクション

滝本 麻耶 WWFジャパン　気候エネルギー・海洋水産室　海洋水産グループ　パブ
リックアウトリーチオフィサー

サステナブル・シーフード：海の環境や水産物にせまる危機、私た
ちにできることを考える

第6回SDGsオンライフェスタ 講演者 肩書 講演タイトル

平原 依文
WORLD ROAD株式会社 共同代表
青年版ダボス会議 One Young World 日本代表

境界線のない世界を目指して 〜　共創の力で実現する世界平和　
〜

アップルヤード和美
スウェーデン大使館　政治、気候変動・環境担当官

スウェーデンのサステナビリティに対する取り組み

守屋 由紀
国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）駐日事務所　広報官

世界で起きていること～難民支援の現場から

三沢 行弘
公益財団法人 世界自然保護基金ジャパン（WWFジャパン）　プラスチッ
ク政策マネージャー

SDGs達成に必要な持続可能なサーキュラー・エコノミー　プラス
チックの視点から

嶋田 亮 サスティナブルアカデミー代表
外務省後援初代SDGsアンバサダー

もっと選ばれる企業になる為にSDGs1.0から4.0にする

江川 健次郎
有限会社ウイルパワー代表取締役
（一社）ジャパン・リサイクル・アソシエーション代表理事
（一社）家財整理相談窓口 理事

埋もれている地域資源（人・モノ・思い）の価値を創出する“サー
キュラーエコノミー“の実践

白井鉄也 SDGs実践芸人 吉本芸人が実施するSDGsとはじめた理由

山﨑 貴史 山陽製紙株式会社　企画開発部　CSR室 サブリーダー 紙づくりを通して循環型社会に貢献する為に

本多 俊一 
国連環境計画　国際環境技術センター (UNEP-IETC)　プログラムオフィ
サー ごみはここまで面白い！ごみの未来は日本の未来？？

滝沢 秀一
環境省サステナビリティ広報大使

神田みゆき
NPO法人 SDGs Association 熊本 代表理事
SDGs教育コーディネーター協会 代表
Universe Quest 代表

SDGs教育の推進に向けた取組

中野 実桜 立命館宇治高校　国際バカロレアコース2年生 17歳が創造するインクルーシブな未来

菅 翠 上勝町企画環境課　課長補佐　 持続可能なまちづくり　ゼロ・ウェイストタウン上勝の取組

ハカラ インカ リーサ フィンランド大使館商務部上席商務官 フィンランドのサーキュラーエコノミー

御友 重希

内閣官房 デジタル田園都市国家構想実現会議事務局 内閣参事官
CePiCみんなの地球公園国際コミュニティ・SDGs Innovation HUB メン
ター共同代表
次の一万年プロジェクト、デジ田応援団員

デジタル田園都市国家構想実現に向けた「地域DX」SDGsソー
シャル・イノベーションの最前線


