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はしがき

本報告書は,国立教育政策研究所のプ ロジェク ト研究である ｢学校 における持

続可能な発展のための教育 (ESD)に関す る研究｣の平成 21年度 における研究

成果 を中間報告書 としてま とめたものである｡

持続可能 な開発 (発展)の概念 は 1980年代に国際会議等で挺起 され,2002(午

成 14)年の第 57回国連総会では,我が国によって,2005(平成 17)年か らの

10年間を ｢国連持続可能な開発 のための教育の 10年｣とす る決議案 を提案 され,

採択 された｡その後我が国においては,内閣府 に設置 された関係省庁連絡会議 に

おいて,2006 (平成 18)年 3月 ｢わが国における 『国連持続可能な開発のため

の教育の 10年』実施計画｣が策定 され,実施の指針や推進方策等が明確にされ

た｡ さらに,平成 20年 7月に策定 された教育振興基本計画においては,今後 5

年 間に総合的かつ計画的に取 り組むべき施策の 一つ として,｢持続可能な社会の

構築に向けた教育に関す る取組 の推進｣が示 された｡平成 20年,21年 に告示 さ

れた学習指導要領 においても,中学校,高等学校の-部の教科 ･科 目に持続可能

な社会の形成に関す る事項が明記 され,今後授業 として具体化 されてい くことと

された｡

本研究は,これ らの動 きを踏まえ,学校において ESDを導入 ･実施するため

の基本的な考え方や具体的な授業の開発 を主なね らい としている｡このね らいを

実現す るため,次の 2点を課題 として設定 し,研究活動 を進めてきた｡①学校や

地域 におけるESD-の取組状況について,諸外国も含 めその動向を調査す るこ

と｡② ESDの枠組みを提案 し,その有効性 を授業実践 を通 じて検証す ること｡

平成 21年度においては,ESDに関連す る資料 を収集整理す る と同時に,E

SDのね らいを実現す るための仮説を提案 し,授業の設計及び実施 を通 じて検証

を行 った｡具体的 には ｢視点整理型アプ ローチ｣及び ｢チェックシー ト型アプロ

ーチ｣を提案 し,それぞれの方法に基づいて,計 16の授業の実践 と検証を行っ

た｡また,イギ リス及び ドイツにおけるESDに関す る取組 を紹介 し, ｢ESD

スクール のための質基準｣に関す る資料 を邦訳 し参考 として提示 した｡平成 22

年度 においては,ESDを教育活動 に具体化す るための枠組みについて さらに検

討 を深める とともに,取 り扱 う教科等の幅を広 げ,ESDに基づ く授業の開発 を

進 める予定である0

本報告書が,E SD推進のための参考資料 として広 く活用 され ることを願 うと

ともに,ご多用の中ご協力いただいた委員及び実践協力者の方々に深 く感謝 申 し

上げる次第である｡

平成 22年 9月

研究代表者 (平成 21年度)

工藤 文三 (初等中等教育研究部長)
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研究の概要

1 研究の 目的

学校にお ける持続可能な発展のための教育 (以下,ESD)の定着 と充実 にむ

けて,カ リキュラムや教材 の在 り方,指導方法の在 り方,評価の在 り方などを明

らかに し, ESDの指導に関す る参考 となる資料 (事例 を含む)を提供す る｡

具体的には,

① 外部有識者 を含む委員会を設 け,ESDの 目標 ･内容 ･方法 を分析的に整理

し,その枠組みを設定す る｡

② 国内外 のESDの資料 を収集す る｡

③ ① に関す る枠組みに沿って,新 しい学習指導要衝 で実施可能な教科における

ESDの実践プランを開発す る｡

④ 教科横断的な取組 として実践 されてきた ESDを分析 ･評価 し,①での ES

Dの枠組み を生か した ESDの実践プラン- と改善す るo

⑤ 環境教育,国際理解教育 ･多文化教育,平和教育,健康教育などで実践 され

てきた ESDを分析 ･評価 し,①でのESDの枠組みに沿ったESDの実践

プランを作成す る｡

⑥ ③～⑤で作成 したプランをESD参考資料 としてま とめる｡

2 これまでの研究の取組

平成 20年度に本研究の準備 を行った｡招聴 したESDに関す る有識者か らの

情報提供や全国の教育センターな ど-のアンケー ト調査,諸外国の取組 について

の情報収集 を行 って,ESDについての実態 と課題 について整理 し,平成 21年

3月に報告書 ｢学校における持続可能な開発のための教育に関す る研究｣を刊行

した｡本研究 は,この準備 を踏まえて,平成 21年度か ら平成 23年度までの 3年

間で実施す る｡

平成 21年度 は,研究を推進す るための企画委員会 を 11回,ESDの理論的検

討 を深 めるための有識者会議 を 3回,ESDの具体的な実践課題 について検討す

るための実践者会議を 4回,そ して,外国のESDの情報を収集す るための会議

を 2回行 った (第Ⅳ部資料 4)｡

平成 21年度の主な研究の取組 は,以下の二つであった｡

･学校 にお けるESD-の取組状況について,国内外の動向を調査 した｡

･学校での実践に生かせ る具体的なESDの枠組みを構築 ･提案 し,教育実践 を

通 じて,その成果 と課題 について検討 した｡

本 中間報告書は,これ らの取組を整理 したものである｡





第 Ⅰ部 学校におけるESD

持続可能は開発 (SD) と持続可能な発展のための教育 (ESD).教育振興

基本計画とESD,学校におけるESDの基本的な考え方,新 しい学習指導要領

とESDについて解説 した｡

･ト





第 1章 学校におけるESD

l 持続可能な開発 (S D) と持続可能な発展のための教育 (ES D)

｢SustainableDevelopment｣ とは,｢将来の世代のニーズを満たす能力を損

な うことな く,現在の世代のニーズを満たす開発｣1)や ｢人間を支 える生態系が

有す る能力 の範囲内で営みなが ら,人間の生活の質 を向上 させ ること｣ 2)と定義

されている｡そのための教育が ｢EducatlOnforSustalnableDevelopment:E

sD)｣である｡｢development｣は ｢開発｣や ｢発展｣な どと翻訳 され るが,敬

育の場においては,｢発展｣ と訳 した方が教師や子 どもにもわか りやすい と判断

し,本報告書では,｢発展｣を採用 し,｢持続可能な発展のための教育 (以下ES

Dと記す)｣ 3)とした｡ このESDについては,わが国が 2002(平成 14)年の第

57回国連総会 に,2005(平成 17)年か らの 10年間を ｢UnitedNationDecadeof

EdllCatlOnforSustainableDevelopment:(国連 ESDの 10年)｣とす る旨の決

議案 を提出 し,満場一致で採択 された とい う経緯 もあ り,その推進 が強 く求め ら

れてい るoESDとは,環境的視点,経済的視点,社会 ･文化的視点か ら,よ り

質の高い生活 を次世代 も含む全 ての人々にもた らす ことのできる開発や発展 を

目指 した教育であ り,持続可能な未来や社会の構築のために行動できる人の育成

を目的 としてい る｡注 目すべ きは持続可能性 を基盤 とし,｢未来に希望が もてる

社会 を築 く｣ため,｢自分の考えをもって,新 しい社会秩序 を作 り上げる地球的

視野をもった市民の育成｣を 目指 してい ることである 4)Oまた,｢持続可能な発

展のための教育｣の ｢教育｣については,学校等の公的な教育だけでな く生涯学

習,文化活動,地域の活動 などあ らゆる教育や学びの場 を含む もの としている｡

ESDに関す る詳細な内容 については,｢わが国における 『国連持続可能な開

発のための教育の 10年』実施計画｣ 5)に,ESDの 目標,経緯,わが国の実施

計画の位置づけ と内容,ESDの取 り組むべき分野,わが国におけるESD,わ

が国が優先的に取 り組むべき課題,ESDの実施の指針 としての教育の内容,学

び方 ｡教え方,育みたい力な どが説明 されてい る｡

なお,ユネス コは,ESDの倫理的価値 と原則 として,｢地球憲章(TheEarth

charter)｣ 6)を採択 しているoESDを推進す ることによって,この憲章の精神

が教育の場 に生か され ることになる｡

2 教育振興基本計画 とESD

｢教育振興基本計画｣ (平成20年 7月 1日閣議決定)は,教育基本法に基づき

政府 として初 めて策定 した計画であるo教育基本法に示 された教育の理念の実現

に向けて,今後10年間を通 じて 目指すべ き教育の姿を明 らかにす るとともに,最

初の 5年間 (平成20-24年度)に総合的 ･計画的に取 り組むべき施策を示 した も

のである｡

同計画では,E SD を ｢持続発展教育｣と訳 出 し,我が国の教育の重要な理念

の一つ として位 置付け,前半 5年間に取 り組むべき施策 としてESDの推進を以

下のよ うに明記 している｡
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◇ 持続可能 な社会の構築に向けた教育に関す る取組の推進

一人一人が地球上の資源 .エネルギーの有限性や環境破壊,貧困問題等を

自らの問題 として認識 し,将来にわたって安心 して生活できる持続可能な

社会の実現 に向けて取 り組むための教育 (ESD)の重要性 について,広 く

啓発活動 を行 うとともに,関係府省の連携 を強化 し,このよ うな教育を担

う人材 の育成や教育プログラムの作成 .普及に取 り組む○

3 学校における ESDの基本的な考え方

現在,我が国の学校教育においては,児童生徒 に ｢生きる力｣を育む ことが重

視 されている｡ ｢生きる力｣は,平成 8(1996)年 7月の中央教育審議会の第一次

答申 ｢21世紀 を展望 した我が国の教育の在 り方 について｣において,変化 の激 し

い社会を担 う子 どもたちに必要な力,具体的には,｢自ら課題 を見つ け, 自ら学

び,自ら考 え,主体的に判断 し,行動 し,よりよく問題 を解決す る資質や能力で

あ り,また,自らを律 しつつ,他人 とともに協調 し,他人を思いや る心や感動す

る心な ど,豊かな人間性｣,｢た くま しく生きるための健康や体力｣として提言 さ

れた｡ これ以来,｢生 きる力｣ を支える確かな学力,豊かな心,健やかな体の調

和の とれた育成 が重視 されてきている｡

一方,現在 の社会は,｢知識基盤社会 (knowledge-basedsociety)｣ と言われ

ている｡｢知識基盤社会｣ とは,平成17(2005)年の中央教育審議会答 申 ｢我が国

の高等教育の将来像｣で指摘 された社会像であ り,｢21世紀は,新 しい知識 ･情

報 ･技術が,政治 ･経済 ･文化 をは じめ,社会のあ らゆる領域での活動の基盤 と

して飛躍的に重要性を増す｣としている｡また,平成20(2008)年 1月の中央教育

審議会の答 申では,｢このよ うな社会において, 自己責任 を果た し,他者 と切瑳

琢磨 しつつ,一定の役割 を果たすために,基礎的 ･基本的な知識 ･技能の習得や

それ らを活用 して課題 を兄いだ し,解決す るための思考力 ･判断力 ｡表現力等が

必要である｡しか も,その知識 ｡技能は,陳腐化 しないよ う常に更新す る必要が

ある｡生涯 にわたって学ぶ ことが求め られてお り,学校教育はそのために重要な

基盤である｣とされている｡このよ うな認識は国際的に共有 され,経済協力開発

機構 (OECD)は ｢知識基盤社会｣時代 を担 う子 どもたちに必要な能力 を ｢主要

能力 (キー｡コンビテ ンシー)｣8)として定義付 け,r生徒の学習到達度調査 (PISA)｣

9)を2000年 か ら開始 している｡OECDのい うキー ･コンビテンシー とは,PISA調

査の概念的な枠組み として用い られているものであ り,単なる知識や技能ではな

く,｢技能や態度 を含む様々な心理的 ｡社会的な リソースを活用 して,特定の文

脈の中で複雑 な課題に対応す ることができる力｣である｡具体的には,個人の成

長 ･成功 と社会の維持 ･発展 を成 し遂 げるためのキー ･コンビテンシー として,

｢社会 p文化的,技術的ツール を相互作用的に活用す る力｣｢多様な社会 グルー

プにおける人間関係形成能力｣｢自立的に行動す る能力｣ とい う三つのカテゴリ

ーか ら構成 され る｡キー ･コンビテンシーの考 え方は,端的に言えば,｢生きる
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力｣によって先取 りされていた ものであるo

ESDの 目標は,国内実施計画によると,｢すべての人が質の高い教育の恩恵

を享受 し,また,持続可能な開発 のために求められ る原則,価値観及び行動が,

あらゆる教育や学びの場に取 り込まれ,環境,経済,社会 の面において持続可能

な将来が実現できるよ うな行動の変革 をもた らす こと｣ 10)とされている｡学校教

育では, こ うしたESDの 目標 を踏まえるとともに,｢生 きる力｣やキー ･コン

ビテンシーの育成 と関連付 けなが ら,ESDを推進す ることが望ま しい｡このこ

とを念頭 に匿き,各学校 における教育課程の編成,実施に当たっては,それぞれ

の教科等で,あるいは,教科等間で連携 を図 りなが ら,ESDのね らい (理念,

目標,概念,要素,育成す る能力 ･態度な ど)を設定 し,学習の機会や場を計画

的に設 けることが重要である｡なお,本報告書では,E SDの具体的な実践方法

などを第 江部で紹介す る｡

4 新 しい学習指導要領 とESD

平成20(2008)年 1月 の中央教育審議会の答 申では,｢7.教育内容 に関す る主

な改善事項｣｢(7)社会の変化-の対応 の観点か ら教科等 を横断 して改善すべ き

事項｣の ｢環境教育｣をは じめ として各所で,持続可能な社会 を構築す ることが

強 く求め られている｡それ を受けて,平成20(2008)年 3月に小学校 と中学校の学

習指導要領が,また,平成21(2009)年 3月に高等学校学習指導要領が公示 された｡

この新 しい学習指導要領 11)には,持続可能な社会の構築の観点が盛 り込まれてい

る｡

具体的には,中学校では社会 ｡理科 に,高等学校では地理歴史 .公民 ･理科 ｡

保健体育 ･家庭 ･農業 ･工業 .水産 ｡理数に,｢持続可能 な社会｣や ｢持続的｣

などの文 言が盛 り込まれてお り,ESDの考えを取 り入れた授業の実践が期待 さ

れ る｡

総合的な学習の時間では,現代社会の横断的な課題 を探究的に学習す ること,

問題状況 とのかかわ りで 自己の生き方 を考えることな どの点においてESDの

考 え方 と共通点が多い｡内容として,例えば,国際理解,情報,環境,福祉 ･健康な

ど持続可能な社会の実現にかかわる課題 も例示 されている｡また,総合的な学習

の時間で育成 しようとす る資質や能力及び態度 については,例 えば,学習方法に

関す ること,自分 自身に関す ること,他者や社会 とのかかわ りに関す ることな ど

の三つの視点が示 されてい るが,それ らは,OECDのキー ･コンビテンシーに

符合 している｡こうした内容,資質や能力及び態度の育成は,ESDの考 え方 と

深 く関係 していると考 えることができるO
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第 Ⅱ部 学校におけるESD推進のための研究

教科等において ESDを具体的に実践する方法は.様々考えられるが,ここで

は.目指すべき能力 ･態度に重点をおいて展開するパターンと.具体的な内容 ･

方法に重点をおいて展開するパターンとに整理 した｡本研究では,前者のパター

ンを視点整理型アプローチと.後者のパターンをチェックシー ト型アプローチと

名付け具体化を試みた｡

視点整理型アプローチは.教科等や分野 ･単元で取 り扱 う学習内容を持続可能

な社会づ くりの視点か らとらえ直 し.教科等で重視する能力 ･態度や学習指導を

進める上での留意事項などをESDの視点から整理 して,授業の計画を立てるも

のである｡

チェックシ- ト型アプロ-チは.ESDにおいて身に付けるべき最小限の内容

と方法 を設定 し,その枠組みをチェックシー トとして用いて,既存の実践を分析

し,よ りESD的な実践へと再構築を図るものである｡

なお.本中間報告書では,社会.理科.総合的な学習の時間について,研究を

試みた結果を報告 している｡
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第 1章 視 点 整 理 型 ア プ ロー チ

第1節 視点整理型アブE]-チl=よる学習指導

1 課題意識- ESDの視点に立 った学習指導-

持続可能 な社会づ くりに関す る課題 には,広範囲の多 くの要素が複雑にか らみ

合っているものが多い｡ESDでは,こ うした課題 に対 して多面的 ･総合的に取

り組み なが ら学習を展開 してい くことが求め られ る｡したがって,学校において

ESDを推進す るには,特別の教科等 を設 けて限定的に実施す るのではな く,敬

育活動全体 を通 してESl)の視点に立った学習 を展開す ることが大切である｡

環境教育指導資料 (国立教育政策研究所,2007) 1)では,小学校における環境

教育の推進 に当たって,環境教育のね らい (目標)を定めた上で,環境を とらえ

る視点や環境教育で重視す る能力 と態度 を例示 し,さらに指導上の留意事項 を述

べてい る｡そ して,各教科,遺徳,総合的な学習の時間,特別活動での実践事例

を紹介 している｡

そこで,本 アプローチでは,こうした環境教育における枠組みを参考に し,各

教科等 で取 り扱 う学習内容 を持続可能な社会づ くりの視点か らとらえるととも

に,その教科等で重視す る能力 ｡態度や学習指導を進める上での留意事項な どを

ESDの視点か ら設定 ･整理す ることが,学校 においてESDを推進するために

有効である と考えた｡

2 仮説

ESDの視点 を,｢持続可能な社会づ くりの とらえ方 (要素)｣｢重視す る能

力 .態度｣｢学習指導 を進 める上での留意事項｣のそれぞれにおいて設定 し,

それ らの視点に基づいて学習の 目標や内容,評価規準,指導計画,指導展開な

どを整理す ることを通 して授業を設計すれば,ESDの視点に立った学習指導

3 視点整理型アプロ-チに基づいた授業設計

(1) 目標の設定

ESDの一般的な 目標 としては,環境,経済,社会の面において持続可能な将

来が実現できるよ うな行動の変革 をもた らす こと (｢国連持続可能な開発のため

の教育の10年｣関係省庁連絡会議,2006)2)な どが挙 げられ る｡ただ し,本 アプ

ローチでは,各教科等の中でESDの視点に立った学習 を展開 してい くことに鑑

み,ESDの 目標 を必要最小限に単純化 して表す こととした｡

㊥視点整理型アプローチにおけるESDの 目標

持続可能な社会づ くりに向けての課題 を兄いだ し,それ らを解決す るために

必要な能力 ･態度 を身 に付 ける｡

そ して,実践を行 う教科 ･分野 ･単元等の 目標 に,このESDの 目標 を付加す

ることを通 して,学習の機会や場 を計画的に設けることが大切であると考 えた｡

図 1は,この 目標 に基づいてESDの視点に立った学習指導を進める上での枠組
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み (視点整理型アプローチの枠組み) を示 したものである｡

【ESDの視点に立った学習指導の目標】

教科等の学習活動を進める中で,

｢持続可能な社会づくりに向けての課題を兄いだし.

それらを解決するために必要な能力 ･態度を身に付ける｣ことを通して,

持続可能な社会の形成者として

ふさわしい資質や価値観を養う｡

【持続可能な
社会づくりの要素】

(彰 相 互 性
② 多 様 性
③ 有 限 性
④ 公 平 性
⑤ 責 任 性
⑥ 協 調 性

【ESDの視点に立った学習指導で重視する能力.態度】
(彰 批判的に思考 E 判断する力
② 未来像を予測して計画を立てる力
③ 多面的,総合的に考える力
④ コミュニケーションを行う力
⑤ 他者と協力する態度
⑥ つながりを尊重する態度

【ESDの視点に立った学習指導を進める上での留意事項】
① 教材のつながり ② 人のつながり ③ 能力･態度のつながり

【教科 ･分野 ･単元等の目標 ･内容 ･評価規準等に付加 ･関連付け l

図 1 ESDの視点に立 った学習指導 を進める上での枠組み

(2) ｢持続可能な社会づ くり｣のとらえ方

上記の 目標 にある ｢持続可能な社会づ くりに向けての課題｣を兄いだすために

は,｢持続可能な社会づ くり｣をとらえる要素 (構成概念)を明確にす る必要が

ある｡ESD-∫(2008)3)は, E SDで培いたい価値観 として,｢人間の尊厳｣｢社会

的 ･経済的に公平な社会｣｢将来世代-の責任｣｢人は 自然の一部｣｢文化的な多

様性の尊重｣を挙 げているoまた,ESD資源 レビューツール (英国教育技能省,

2005) (4)では,主な概念 として,｢相 互依存｣｢市民性 と積極的関与｣｢将来世代

のニーズ と権利｣｢多様性｣｢生活の質,平等,公正｣｢環境収容能力｣｢行動にお

ける不確実性 と予防措置｣が示 されている｡

こ うした様 々な価値観や概念を ｢持続可能な社会づ くり｣をとらえる上での要

素 と考 えて整理 ･分類 し,｢人を取 り巻 く環鏡の とらえ方｣に関す るものと,｢人

の意思 ･行動の在 り方｣に関す るもの とに大別 した｡前者 については,自然 ･文

化 ｡社会 ･経済が互いに働 き掛け合 うシステムを構成 し,そこには多種多様 な事

物 ･現象が存在 し,それ らを成 り立たせている環境要因や資源が有限であること

な どと意味付け した｡また,後者 については,持続可能な社会の基盤 には公平 さ

が必要であ り,持続可能な社会の構築や維持には個人の責任や多様な主体の連携

が必要であることなどと意味付け した｡そ して,それぞれ を更に三つの要素に細

分 した｡これ ら六つの要素 を整理 して示 したものが,表 1である｡表中の ｢相互
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性 ｣｢多 様 性 ｣｢有 限 性 ｣｢公 平 性 ｣｢責 任 性 ｣｢協 調 性 ｣ は , そ れ ぞ れ の 要 素 を 簡

潔 に 表 現 す る た め に命 名 した も の で あ る｡教 科 ･分 野 ｡単 元 等 の 目標 や 学 習 内 容

(教 材 )を これ ら の 要 素 に 基 づ い て と ら え た 上 で 授 業 を 設 計 ･実 践 す る こ とに よ

り,ESIjの視 点 に 立 っ た 学 習 指 導 の 展 開 が ~･-1用 削こな る と考 え るo

な お ,ESDで は 価 値 観 の 変 革 が 求 め られ る が ,ESDの 視 点 に 立 っ た授 業 で

は ,具 体 的 な 課 題 の 発 見 ･探 究 ｡解 決 の 過 程 で ,児 童 生 徒 自 らが 持 続 可 能 な社 会

づ く りに 関 す る 価 値 観 を 身 に 付 け て い く こ と が で き る よ う配 慮 す る こ とが 大 切

で あ る ｡

表 1 ｢持 続 可 能 な 社 会 づ く り｣ の と ら え 方

要 素 ｢持 続 可 能 な社 会 づ く り｣ の と ら え方 価 値 観 や 概 念 の 例

人 ､γ 自然 .文化 .社会 .経済は,それぞれが互いに 人と人とのつながり

働 き掛 けあ うシステムであ り,それ らの中では物 生物間のつながり

相 質やエネルギーが循環 した り移動 .消費 された り 人と環境とのかかわり,共生
互 している0人は,そ うしたシステム とのつなが り 物質.エネルギーの循環,平衡

を 悼 を持 ち さらにその中で人 と人 とが互いにかかわ 自然.文化.社会.経済の関連

敬り り合っていることを認識す ることが大切であるo 体系的,総合的な見方.考え方

② 自然 .文化 .社会 .経済は それぞれの形成過 多様性の尊重巻 程で様 々な様相 を見せ,多種多様 な事物 .現象が 文化.社会.経済の多様性

くさ憲 多 存在 しているoそ うした生態学的 .文化的 .社会 自然環境や生物の多様性

の 悼 文化 .社会 .経済にかかわる事物 .現象 を多面的

とら に見た り考えた りす ることが大切であるロ
@ 自然 一文化 .社会 .経済 を成 り立たせている環 環境要因.生命の有限性フこ 境要因や資源 (物質やエネル ギー)は有限であるD 資源.エネルギーの有限性

=T めに有効 に使用 してい くことが求め られ るoまた, 人間の知識.能力の限界,寿命社会や環境の時間的変化
性 有限の資源 に支 えられている社会の発展には限界

があることを認識す ることも大切であるo

人 ④ 持続可能な社会の基盤 は,一人 .-一人の良好な生 人権,生命尊重

活や健康が保証 .維持 .増進 され ることであるロ 健康の保持.増進

公 そのためには,人権や生命 が尊重 され,他者 を犠 生活水準の保証.維持.支援

辛 性にす ることな く,権利や恩恵が公平に授 け られ 権利,平等,正義,機会均等非排他性,世代間の公平さ
悼 ることが必要である そ して これ らは地域や 国

の を超 え,世代 を渡って保持 されなければな らないO 公正な判断,公衆衛生

忠 がその責任 と義務 を自覚 し,他人任せにす るので 責任と義務

行 二一≡_具 はなく, 自ら進 んで行動す ることが必要であるo 将来世代に対する責任

動 任 そのためには,現状 を合理的 .客観的に把握 した 将来像についてのヒ/ヨン個人の意思欽定,市民性
の 悼 上で意思決定 し,望ま しい将来像 に対す る責任 あ

荏り るビジ ョンを持つ ことが大切であるo
⑥ 持続可能な社会の構築 .維持は,多様 な主体 の コミュニケーション,寛容方 連携 .協力な くしては実現 しないo意見の異なる 具体的な行動.実践,相互依存

協 場合や利害の対立す る場合 な どにおいて も,その 参加型のアプローチ,共存.共栄

調 状況に したがって順応 した り,寛容 な態度で調和 多様な三体の連携.協働.調和社会的な意思決定
悼 を図った りしなが ら,互いに協力 して問題 を解決 平和,非暴力

※ ｢人 間 の 尊 厳 ｣ は , す べ て の 要 素 を 支 え て い る｡

(3) 視 点 整 理 型 ア プ ロ- チ で 重 視 す る 能 力 ･態 度

ESDで 重 視 す る力 (能 力 ･態 度 ) に つ い て も,様 々 な と ら え方 が あ る｡ 例 え
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ば , 日本 ユ ネ ス コ国 内委 員 会 (2008)5)は,｢体 系 的 な思 考 力｣｢代 替 案 の 思 考力 ｣

｢コ ミュニ ケ ー シ ョン能 力 ｣ な ど五 つ の力 を,ESD-J(2006)3)は,｢多様 な価 値 観

を尊 重 す る力｣｢協 力 して 進 め る力｣｢望 む社 会 を思 い描 く力｣な ど九っ の能 力 を

挙 げ て い るo 海 外 の 例 で は ,ESDツー ル キ ッ ト (R.McKeown,2002) 6)の LFlで ,

｢自然 や 社 会 の シス テ ム を と らえ る能 力｣｢価 値 あ る問題 を批 判 的 に考 え る能 力 ｣

｢他 の 人 と協 力 して行 動 す る能 力 ｣な ど九つ の ス キル が,ESD資 源 レビュー ツ

ー ル (英 国 教 育 技 能省 , 2005) 'i)の 中 で は,｢批 判 的 思 考 ｣｢シ ス テ ム思 考 ｣｢未

来 思 考 ｣ な ど五 つ の ス キル が示 され て い る｡

学 校 にお い て ESl)を推 進 す るた め に は,こ う した様 々 な能 力 ｡態 度 を ｢生 き

る力 ｣ と関連 付 け て整 理 す る必 要 が あ る｡表 2は,それ らの 関係 を簡 略化 して示

した もの で あ る｡ ｢生 き る力 ｣ の構 成 要 素 の 多 くが ESDで 重視 す る能 力 .態 度

と重 な る こ とが 分 か る｡ ま た,｢確 か な学力 ｣ だ け で な く ｢豊 か な人 間性 ｣ に関

表 2 ｢生 き る 力｣ と ESDで 重視 す る能 力 q態 度 との 関係

｢生 きる力｣ ユネスコ 〔SD-J ツールキット 資源レビュー
国内委員会(2008) (2006) (2002) ツ-ル(2005)

確かな学力 思考力 代 替 案 の 思( 自分で感じ.考える力 批判的に考え 批判的思考

判断力 考 力 (批 判力) 問題の本質を見抜く力 る力

表現力 コミュニケ-シ 気持ちや考え コミュニケ- シ
∃ン能力 を表現する力 ∃ン能力

課題発見能力問題解決能力 体 系 的 な思考力 システムをとらえる力多 様 な探 究過程を駆使する力 システム思考

望む社会を思い描く力 将来を予測 .計画する力 未来思考

具 体 的 な解決方法を生み出す力 問 題 に対 処するスキル

情報収集.分析能力

環 境 容 量~を理解する力

ttー1且かな人間性 自律心 自ら実践する力 行動に移せる力 行動スキル

協調性 協力して進める力 他者と協力して行動する力

感動する心 感 覚 的 な反応を発達させる力

視 点整理型

アプローチで

取り上げた

能力･態度

③

②

1

↓

(注)表中の能力 ･態度等の表記の一部は,原文を簡略化 して示 している｡
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す るものや , 氏 SI)独 自の もの もある｡

本 アプ ロー チで は,これ らか ら,ESDの視点 に立 った学習指 導 で重視す る能

力 ･態度 と して,七つ の能 力 ･態度 を抽 出 ･設 定 した｡それ らを表 3に示す｡教

科 ･分 野 ･単元等 の 目標や 内容及 び評価 規準 な どに,これ らに基づ いた もの を付

加 した り関連付 けた りす る こ とを通 して,学習指導 を進 めてい くこ とが大 切で あ

る と考 える｡なお,表 3には,七つ の能力 ･態度 と,国際標 準の学力 として注 目

され てい るキー ･コン ビテ ンシー (OECD,2005)7)との関連 につ いて も表示 して

い る｡

表 3 ESDの視 点に立 った学習指導 で重視 す る能 力 Ⅵ態度

ESDで重視する能力 .態度 キー.コンヒoテントOECD(2005)

批判的に思 合理的,客観的な情報や公平な判断に基づいて本 相互作用的

① 考 .判断す 質を見抜き,ものごとを思慮深 く,建設的,協調的,

る力 代替的に思考 .判断す る力

未来像を予 過去や現在に基づき,あるべき未来像 (ビジョン)

② 測 して計画 を予想 .予測 .期待 し,それを他者 と共有 しながら, に道具を用

を立てる力 ものごとを計画する力 いる

多面的,紘 人 .もの .こと .社会 .自然などのつ.なが り｡か

③ 合的に考え かわ り .ひろが り (システム)を理解 し,それ らを

る力 多面的,総合的に考える力

コミュニケ 自分の気持ちや考えを伝えるとともに,他者の気 異質な集団で交流する

④ -シ∃ンを 持ちや考えを尊重 し,積極的にコミュニケーション

行 う力 を行 う力

･ 誓言志望力 他者の立場に立ち,他者の考えや行動に共感する
とともに,他者 と協力 .協同 してものごとを進めよ

うとする態度

つなが りを 人 .もの .こと .社会 .自然などと自分 とのつな 自律的に活動する

⑥ 尊重する態 が り.かかわ りに関心をもち,それ らを尊重 し大切

皮 にしようとする態度

･ 苦言蓋≡ん 集団や社会における自分の発言や行動に責任をも
ち,自分の役割を理解するとともに,ものごとに主

(4)視 点整理型 ア プローチ を進 め る上 での留意事項

ESDで は,学習内容 を結 び付 けた り,学習者 同士が学び合 った り,具体的 な

行 動 - とつ な げて い っ た りす る こ とが 大切 で あ る｡ 日本 ユネ ス コ国 内委 員 会

(2008)5)は,学び方 ｡教 え方 と して,関心 ｡理解 ･態度 ･問題解 決能力 の育成 を

通 じて具体 的 な行動 を促す こ と,体験 ｡体感 ･探究 ･実践 を重視す る参加型 アプ

ローチ とす るこ と,活動 の場 で学習者 の 自発 的 な行動 を引き出す こ との 3点 を重
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祝 してい る｡また,ESD-∫(2006)3)は,学び の方 法 と して,①参加体験型 の手法,

②現実 的課題 - の実践的取組 ,③継続 的 な学び のプ ロセ ス,④ 多様 な立場 ･世代

との学び,⑤ 学習者 の主体性 の尊重,⑥人や地域 の可能性 の活用 ,⑦ h二いの学び

合 い,⑧正解 をあ らか じめ用意 しない こ との 8点 を挙 げてい る｡これ らか ら,E

sDの視点 に立 った学習指 導 を進 める上で は,教材 (学習課題 ,学習 内容)を内

容的 ･空間的 ･時間的 につ なげ るこ と,学習者 同士,学習者 と他 の立場 ･世代 の

人 々,学習者 と地域 ･社会 をつ なげ るこ と,身 に付 けた能力や態度 を行動 に移 し,

実践 につ なげ るこ とが重要 で あ る と分 か る｡

そ こで,本 アプ ローチで は,E SDを特徴付 ける重要 なキー ワー ドの一つで あ

る ｢つ なが り｣ に注 目して,表 4に示す留意事項 (三つ の ｢つ なが り｣ の視点)

に配慮 に しなが ら学習 を展 開 してい くこ とが大切 で ある と考 えた ｡

表 4 ESDの視 点に立 った学習指導 を進 め る上での留意事項

(彰 教材 のつ なが り (主 に指導 内容 ･指導計画の中で)

ESDでは,ある教科等で取 り上げる教材 (事物,現象,題材,課題 など)が,

他の教科等や他の学年 ･学校種で扱われる教材 ともつながっていることや,実生

活や実社会 ともつながっていることについて関心や認識をもっこと, さらにはそ

れ らを相互に関連付けて見た り考えた りす ることが大切である｡そのためには,

教材や教科等の内容的な ｢つなが り｣,教室 ･学校 と地域 ･社会 ･国 ･世界 との空

間的な ｢つなが り｣,過去 ･現在 ･未来 といった時間的な ｢つなが り｣などを踏ま

えなが ら学習を進めてい くことが必要であるO

② 人のつなが り (主 に指導展開 ･指導 方法の 中で)

ESDでは,学習の過程において,自分 と他者 とが時間 と場を共有 しなが ら互い

に学び合い,つなが り合 うことが大切である｡そ うした過程の中で,他者 との対

話や コミュニケーションの大切 さを感 じ取った り,他者の活動に共感 した りしな

が ら,それ らに必要な能力や態度を身に付 け, さらに新たな考えや行動を生み出

してい くことになるOそのためには,児童生徒同士の ｢つなが り｣を取 り入れた

参加体験型の学習を展開 した り,地域 (身近な地域だけでなく,国内や海外, と

りわけ発展途上国も含めて) との ｢つなが り｣を図 りなが ら,多様な立場や世代

の人々 との ｢つなが り｣が体験できる場を用意 した りするなどの工夫を してい く

ことが必要である｡

③ 能 力 ･態度 のつなが り (主に指導後 の期待 目標 の中で)

ESDでは,関心を高めた り,認識を深めた りするだけでなく,身に付けた能力

や態度 を行動に移 してい くことや,実生活 ･実社会における実践につなげてい く

ことが大切である｡そのためには,各学校 ･地域の実情や児童生徒の実態に応 じ

た課題 を取 り上げて,教科等の ｢つなが り｣や家庭 ･地域社会 との ｢つなが り｣

を図 りなが ら,継続的 ･実践的な ｢つなが り｣をもった指導を推進 した り,現実

的な問題解決 との ｢つなが り｣になるよ うに取 り組んだ りす るな どの工夫をす る

ことが必要であるo
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4 視点整理型アプロ-チに基づいた授業実践例の様式

視点整理型 アプ ローチでは,次に示す項 目に沿って授業実践例 を紹介 している｡

1 本単元で ESDを進めるに当たって

2 単元の 目標

3 指導計画

4 指導の実際

5 考察

6 期待 と展望 (価値観や行動の変容に向けて)

｢1 本単元で ESDを進めるに当た って｣では,学習指導要領や 同解説書に

基づいて,本単元の概要を解説す るとともに,本単元の 目標や内容 ･教材等を,

六つの要素 【持続可能な社会づ くりの要素】(表 1)に基づいて, どのよ うに と

らえるか,また,本単元の授業展開を通 して,児童生徒に どのよ うな能力 ･態度

【ESDの視点に立った学習指導で重視す る能力 ･態度】(表 3) を育成 したい

のかな どを記述 している｡また,【ESDの視点に立った学習指導を進 める上で

の留意事項】(表 4)に基づいて,留意すべきことや力点を置きたい ことな ども

記述 してい る｡

｢2 単元の目標｣｢3 指導計画｣｢4 指導の実際｣では,単元の総括 目標,

四つの観点 ごとの評価規準,主な学習活動 ･内容 と教師の指導の概要,本時の 目

標 と展開な どを記述 し,【持続可能な社会づ くりの要素】や 【ESDの視点に立

った学習指導で重視す る能力 ･態度】と関連が深い ところに下線 を引いて示 して

いる｡

｢5 考察｣では,取 り組んだ実践における指導の効果 ･課題 ,児童生徒の変

容等 を記述 しているoまた,想定 どお りに実践できなかったことや,新学習指導

要領 による教育課程での可能性な どについても触れている｡

各実践例は,特定の教科等 におけるものであるため,これだけではESDの重

点 目標 ｢価値観や行動の変革｣の達成 には十分であるとは言えない｡そのため,

｢6 期待 と展望｣では,各実践例での学習活動やその成果な どが,他 の教育活

動 とどのよ うにつなが り,広がってい くのか,また,地域や家庭での学習や活動

とどの ようにかかわ り合 ってい くのかな どについて述べ,児童生徒の価値観や行

動の変容に対す る展望や期待 を記述 している｡

｢7 視点整理型アプロ-チの成果と課題｣では,視点整理型アプ ローチの検

証 として,各実践例 を通 してのアプローチそのもののメ リッ ト･デ メ リッ トな ど

を記述 しているO

第 2節 授業実践に基づいた仮説の検証

17ページか ら62ページまでの授業実践例に基づいて,視点整理型 アプローチの

メ リッ ト･デメ リッ トをま とめると,次のよ うになる｡
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メ リッ トとしては,視点 (持続可能な社会づ くりの要素,已SDの視点に立っ

た学習指導で重視す る能力 ｡態度)が示 された ことで,単元の学習 とESD との

関係が明確 にな り,ね らいの明確 な授業が実施できたことである｡既存の教材 を

ESI)の視点か らとらえ直 した り,授業後に各視点か ら実践を評価 し,その後の

支援につなげた りすることができた との意見が多かった｡他の教科等 との関連 を

考 える際にも,視点が整理 してあることで,ESD として不足 している部分を兄

いだ して補 うことができた り,ESl)の視点に立った学習指導を進 める上での留

意事項 (三つのつ なが り)が示 された ことで,｢つなが り｣をよ り一層意識す る

ことができた りした との意見 もあった｡

また,ESDのために特別 な授業づ くりをす るのではな く,あ くまでも学習指

導要領 に沿った学習 を進 めることがで きるとい う点 もメ リッ トとして挙 げるこ

とができる｡学習指導案の作成に当たっても,ESDの視点を無理なく従来のも

のに取 り入れ ることができ,作成 しやすい との意見が多かった｡さらに,従来の

学習をESDの視点に基づいて再構築できるだけでなく,ESDの授業を新 しく

開発す るときにも適 してお り,新学習指導要領 に対応 した授業の構想 にも有効で

あるとの意見 もあった0

-万,デ メ リッ トとしては,視点の分類がやや難 しく,よ り容易な表現 にす る

必要があることが指摘 された｡また,視点を入れす ぎて焦点化できなくなった と

の指摘 もあった｡これ らに対 しては,例 えば,持続可能な社会づ くりの要素を学

校種別 に作成 した り,視点の焦点化の必要性 を留意事項 として挙げた りす るな ど

して,改善 を図 る必要がある｡

【引用文献】
1)国立教育政策研究所教育課程研究セ ンター (2007):『環境教育指導資料 [小学

校編]』,p.108,東洋館出版社.

2) ｢国連持続可能な開発のための教育の10年｣関係省庁連絡会議 (2006):『わが

国における ｢国連持続可能な開発のための教育の10年｣実施計画』,pp.3.

3)阿部 治 (2008):『持続可能な社会 を展望 した環境教育の展開』,pp.28-33,

教育展望 3月号,教育調査研究所.

4)英国教育技能省 (2005):『ESD資源 レビューツール (翻訳資料)』,pp.87-105,

｢学校 における持続可能 な開発 のた めの教育に関す る研 究｣準備会議報告書

(2009),国立教育政策研究所.

5) 日本ユネスコ国内委員会 (2008)･『持続発展教育について』.

6)RosalynMcKeown(2002):『EducationforSustainableDevelopmentToolkit』,

version2,20.(http://www.esdtoolklt.org/default.htm)

7) ドミニク･S･ライチェン,ローラ｡H･サルガニク[編著](2006):『キー ｡コンビ

テンシー』,pp.200-224,明石書店.
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1 小学校社会科における実践例 (視点整理型アプローチ)

｢自然災害の防止｣ (第5学年)
東京学芸大学附属小金井小学校 小倉 勝登

1 本単元で ESDを進めるに当たって

(1)単元の概要

本単元は,学習指導要領第5学年内容 (1) ｢我が国の国土の自然などの様子について,次のこと

を地図や地球儀,資料を活用して調べ,国土の環境が人々の生活や産業と密接な関連をもっているこ

とを考えるようにする｡ ｣のエ ｢国土の保全などのための森林資源の働き及び自然災害の防止｣につ

いての内容を実践したものである｡

本単元の展開に当たっては,自然災害が起こりやすい我が国において,自然災害の被害を防止する

ために国や地方自治体によって様々な対策や事業が進められたり,地域の人々によっても様々な取組

が行われたりしており,国民一人一人が環境保全のために協力することや防災に関する情報などに関

心をもつようにすることが大切であることに気付かせるようにする｡

本単元でESDの視点に立った学習指導を進める上では,｢自分ごと｣として捉えやすく,社会形成

力を育てる視点から考えて, ｢防災教育｣に特化して展開する｡そのことにより,子どもたちの中に,

自然災害の大切さに気付き,防災のための様々な対策や事業に関心をもち,防災に対する計画や取組

に参加 ｡協力しようしたり,いつ来るかわからない災害に対して,普段から自然災害に対する備えを

していこうとしたりする態度を育てるo

【持続可能な社会づくりの要素】

要素① 相互性 ･｡･人 と人 とのつなが り 人と社会のつなが り

要素③ 責任性 ･｡･国や都 ･地域の取組 と自分にできること

要素⑤ 協調性 ｡･･公助 ･共助 ･自助のかかわ り 人 と人 との協力体制

【重視する能力 ･態度】

態度 ･能力② 未来像を予測して計画を立てる力･-未来-の取組を考えることができる｡

態度 ･能力③ 多面的 ･総合的に考える力-･様々な立場から考えることができる｡

態度 ･能力⑤ 他者と協力する態度-･公助 ･共助 ･自助のかかわりの意味を考えることができる｡

態度 ･能力⑥ つながりを尊重する態度-･人と人,人と社会のつながりに関心をもっことができる｡

態度 ･能力⑦ 責任を重んじる態度･-国民の一人として自分の行動を考え表現することができる｡

(2)留意事項

(丑 教材のつながり

本単元で扱 う教材は,理科の学習においても ｢地震｣の内容で扱 うことができる｡そして,防災

教育という観点から考えると,社会科 ･理科 ･総合的な学習の時間で関連づけて取り組むことが

可能である｡また,災害という内容は,家庭 ･地域 ･地方自治体や国といった空間的な ｢つなが

り｣,過去 .現在 ｡未来といった時間的な ｢つながり｣は欠かせない視点である｡

② 人のつながり

本単元の学習を進める中では,地方自体の方,地域の方との対話を通して学ぶことで,実感をも

たせ,自分でもできることを考えさせる工夫が必要である｡また,児童同士で会議を開き,合意

決定していく模擬体験をするなどの工夫が必要である｡

③ 能力 ･態度のつながり

本単元で身に付けた能力や態度は,普段から家庭でもできる備えをする,防災の計画や取組に参

加協力したりしようとする,未来に目を向けて社会にかかわろうとする探究的な態度である｡
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2 単元の目標

(1)総括目標 (単元目標)

日本の地震の発生状況と防災 ･減災-の国や地方自治体の取り組み,地域の人々の取組について調

べることを通 して,自然災害が起こりやすい我が国において,国民一人一人が防災の意識を高めてい

く必要があることを考える｡

(2)評価規準

①関心 ･意欲 ･態度

〇日

Oいつ発生するかわからない地震に対 して,㈱ 普段から家庭で

もできる備えをしていこうとしたりする｡ 【態度 ･能力②】
(診思考 ･判断

○私たちの生活 と自然災害の多い国土の環境との関連について考える｡

○自然災害を防ぐ公助 ｡共助 ･自助の取組の意味について考えたり,自分たちとのつながりやか

かわり方について考えたりする｡ 【態度 .能力③⑤】

③技能 ･表現

○

【態度 ･能力⑦】
④知識 ･理解

○日本は他界の中でも地震が多いという国土の特色があり,いつ地震が発生してもおかしくない

状況であること,一度地震災害が発生するとその被害は甚大なものになることを理解 しているo

O地震災害に備えての国や地方自治体よる様々な取組や災害に対応する地域での取組をしている

ことを理解 している｡

3 指導計画 (総時数 6時間)

時 主な学習活動 】内容 ◇教師の指導の概要 ㊥主な評価

○地震災害の映像や写実,新聞記事などから, ◇地震災害の映像や写真で被害の大きさを実感

1 被害の大きさや発生の理由について考える させ,森林による自然災害の防止には限界があ
○日本の地震災害の現状について国土の特徴と ることをとらえさせるo

2 関連づけながら調べ,学習問題をつかむo ◇様々な統計資料などから,日本が地震大国であること,大地震がいつ発生 してもおかしくない国土であることをとらえさせる

34 ○国や東京都,自分の住んでいる区市や地域の ◇東京都防災管理課の Ⅰさんの話から,国や東
防災の様々な改組について調べるo 京都の取組について理解させるO◇国や東京都 .地域 .自分に整理 し,塗壁上皇ことをもとに.比較したり,図に整理したり

するo 【態度 .能力③⑤】

5 Ow商店会の ｢ラッキーチケット回収機｣の活 ◇Fさんの話や阪神淡路大震災の ｢救出者の内動から.人と人のネットワークづくりが防災に 訳｣グラフから,地域での助け合いの重要性に

とって大切であることを考えるo r要素(訓 ついて考えさせるo 【態度.鑑建 直し

6 ○これまでの学習をもとに,学級防災会議を開 ◇日本の国土の特徴,公助 .共助 .白助のかか

き,国民の一人一人の災害に対する正しい知識 わりなどをふまえて.自分なりに大切だと思う

や事前の備えをすることが被害を最小限におさ ことをまとめさせるo 【態度.能力⑤⑦】
えるために大切であることを考えるO ◇自分にできること.みんなですべきことを考
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4 指導の実際 (5/6時)

(1)本時の目標

1) 震災の被害を最小限に防ぐためには,日頃から人と人のつなが りを作ること (共助の土台)

が最も大切であることについて考える｡

2) 自分も地域の一員として,自分なりにできることを具体的に考えるO

(2)本時の展開

学習活動 .内容 教師の指導 ㊥評価 ◇留意事項

導入 1.Fさんの取り組んでいる 1.写真から読み取れることを ◇｢ラッキーチケット回収

｢ラッキーチケット回収機｣について話し合 うo(どんな取組か)･ペットボ トルの回収機だ〇･ラッキーチケットがもらえ 発表させるoこの取組のねらいについて考え 機｣の写真を提示するo◇ラッキーチケットの例を提るO(取組のねらいは何か) 示するo

･みんなをお店に集める〇･商店街をにぎやかにする○ させるo

展

l w 商店会の取組は,防災とどのように関係があるのだろうか? I

2. ｢ラッキーチケット回収 2.Fさんの言葉から,この取 ◇Fさんの言葉を提示し,敬

機｣の活動が,防災の敢泉削こ 組の本当のねらいは, ｢防災｣ 組の本当の目的は 『防災』で

役立っていることについて考 であることを伝え,どのように あることを提示するD

えるo 関係があるのか,取組みの意味 ◇前時までの学習の様子やま

開 ･人がたくさん集まってくる を考えさせるo とめた資料を掲示しておくD

ので ... 前時までの学習を振 り返 り,活 ◇まちの人の声を提示するo･まちがにぎやかになるの ◇阪神淡路大震災の共助のデ

で ... 動の意味を考えさせるo板書で発言をつなぎ,整理す 一夕を提示するO

･まちの人と人とが仲良くな ㊥日頃から人と人とのつなが

るから一.一 りを作り上げること (共助

･まちの人と人とにつながり るo の土台)が大切であること

ができて,助け合えるように ｢○○だから,△△になるo｣ について考えることができ

なるのではないかO と考えるように助言するO 旦｣｣選塵二塵丑⑥L

ま 3.Fさんのお話を聞いて, 3.日頃から ｢人と人とのつな ◇Fさんの話を聞かせ,取組自分の考えをまとめるO がりをつくること｣が大切であ の意味を伝えるo

とめ ることについて考えさせるo ◇ 日常的に行っている他の事A 例も提示するo

日頃から継続的にできる防災活 ㊥ ｢人と人とのつながり｣の

動について知らせ.自分たちで 視点から.自分にも日常的に

も出来そうなことを考えさせ できる防災の取組について考

エー上… 】 えることができるo 【態度 .
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5 考 察

本単元の ｢防災｣は,教材自体がESDに適 した教材 といえる｡そこで,｢自分ごと｣として

未来の社会を考えていく子どもの育成というESDの視点を中心に授業を構成 した｡実際の授

業においては, ｢自分ごとにする｣ ｢人のはたらきをみせる｣ ｢未来をみつめて話 し合 う｣の

3点を授業作 りの工夫の視点として取り組んだ｡

その結果 として,以下の二点の成果があげられる｡

一つ目は,子どもたちが ｢つながり｣を意識することができたことである｡子どもたちは,

防災の取組を調べる活動を通して,国 ･東京都 ･地域の連携が欠かせないことに気がついてい

った｡つまり,連携 ･協力という空間的な ｢つながり｣に気づいていった｡また,W商店会の

取組や実際に活動している人との出会いを通して, ｢人と人とのつながりの大切さ｣ ｢人と社

会とのつながり｣を強く意識することができた｡また,過去や現在の災害の状況をとらえ,未

来に向けてどのような対策を立てるのかを考えることで,過去 ･現在 ･未来という時間的な

｢つなが り｣を十分に意識することができた｡この3つの ｢つながり｣は,未来の社会を考え

ていく上では,大切な見方である｡

二つ目は, ｢自覚と参画意識の芽｣みとることができたことであるo実際に地域の中で防災

に取 り組むFさんとの出会いは, ｢社会形成の一つのモデル｣として,自分たちにも日頃から

できることがあることに気づかせ, ｢私は,普段あまり近所の人たちとかかわりがなかったけ

れど,まずは,朝のあいさっから始めたいと思いました｡｣というように,各自の取組の具体

的なイメージをもつことにつながった｡また,単元の最後に,公助 ｡共助 ･自助の異なる視点

からの防災会議を開き,協力関係構築の必要性を話し合ったことで, 『防災会議を開いて,結

局,一番大切なのは,みんなと協力することだと思った｡私の家では,地震の対策や避難訓練

をしていないO ｢それでもいいや｣と思っていたけれど,これからは,いつ地震が来てもいい

ように物の準備や心の準備をしっかりしておきたい』という｢自分ごと｣しての防災意識,自覚

の高まりがみられた｡

課題 としては,ESDの視点を重視 し, ｢防災教育｣の視点に特化 して教材化 し学習活動を

工夫 したことにより,本来,指導要領にある自然災害と国土環境の関連を図ることが十分では

なかった点があげられる｡改善点としては,国土理解の側面をより重視する観点から,森林の

働きの学習との関連を図ったり,様々な自然災害と地形や気候など国土の自然環境の特色とを

関連的に捉えさせたりする手だてを講じれば,ESD重視の展開でも十分に達成できると考えるO

6 期待と展望 (価値観や行動の変容に向けて)

本単元での学習活動の成果は,例えば,理科の学習において,地震や気象などの内容を扱う場合

において,自然の事象や現象を自分たちに引きつけ,｢自分ごと｣として関連づけて考えられるように

なると期待できる｡また,日常生活においても,日本や世界で起きている自然災害について,関心を

もって捉えることができるようになると期待できる｡

また,人のはたらきの意味や思いにふれたことで,日常生活においても社会的事象の意味や人のは

たらきの意味を考える姿勢や地域社会に積極的にかかわっていく姿勢につながっていくと期待できる｡

7 視点整理型アプロ-チの成果と課題

視点整理型アプローチを活用し,意識して教材や単元全体を構成することで,今まで以上に ｢自分

ごと｣として未来を見つめ,かかわり方を考える社会科学習が展開できるようになった｡その点にお

いて大変有効であるといえるo課題としては,視点が重複したり,分類が難しいものもあるのでより

一層整理,見直しが必要であると感じた0
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2 小学校理科における実践例 (視点整理型アプローチ)

｢電流の働き｣ (第6学年)
東京学芸大学附属小金井小学校 博幸朝香

1 本単元で ESDを進めるに当た って

(1)単元の概要

本単元は,電磁石の性質をもとに,児童が電気の働きや性質についての考えをもっことができるこ

とをねらいとしている｡平成 21年度においては,新学習指導要領-の移行措置期間中であり,前指

導要領の内容に付け加えて, ｢電熱線の発熱は,その太さによって変わること｣について学習を行 う

こととなった0

本単元でESDの視点に立った学習指導を進める上では,電気は有限であること,形を変えて様々

なものに利用されていることや,それを工夫して作った先人たちのことを学習する必要があると考え

た｡そこで,最初に簡単な電磁石の仕組みを学び,次に,電磁石のコイルに流れる電気の流れが変わ

ると極がかわること,電磁石の強さはコイルの巻き数や電流量と関係していることを友達と共に学習

を行 うDその後,モーターづくりを行い,モーターが現在も様々なところで利用されていることや電

磁石の変遷などを調べていく｡さらに,電磁石を扱ったときに発熱することから,電気と発熱との関

係をとらえるようにしたいと考えている｡

また,本単元の授業展開を通して,児童に条件を制御する力や他者と脇力して問題を解決する力を

育てようとする態度を育成 したいO

【持続可能な社会づくりの要素】

要素① 相互性-先人に思いを馳せ,電磁石を通 してつながりを感 じ取ることができる｡

要素② 多様性 -電磁石は身の回りのものに姿を変えて多様に利用されていることがわかる

要素③ 有限性-･電気を使用すると電気は使われてしまい,有限であることが分かる｡

【重視する能力と態度】

態度 ･能力② 計画を立てる力･電磁石の強さを調べる実験を考え協力しながらものごとを計画す

ることができる｡

態度 ･能力③ 条件を制御する力･-先人たちの知恵が,今の現社会とつながっていたり,そのシス

テムを私たちが現在利用したりしているということを理解することができる｡

態度 ･能力⑤ 他者と協力する態度･自分の考えを伝えて,他者 と問題を解決することができる｡

態度 .能力⑥ つながりを尊重する態度-∵先人たちの業績と今の私たちの生活とがつながっている

ことを理解 し,そのことを尊重しようとすることができる｡

(2)留意事項

(丑 教材のつながり

電磁石は,実生活と密接なっながりがあることをとらえさせるO最初に本単元で扱 う教材は,な

るべくシンプルなものを用いるようにした｡まずは,鉄のボル トにエナメル線を巻いただけのも

のに電気を流すと磁力が発生することを確かめる｡実生活では,この仕組みを改良したり工夫し

たりすることによって,電磁石をモーターとして使用 し,生活の中の様々なところで扱っている｡

日常生活に使われている家電を紹介 しあったり調べたりすることで,生活と密接なかかわりがあ

ることをとらえさせたいと考えた｡

② 人のつながり

本単元の学習を進める中では,話し合いをさせることで,協調する態度を養 うために,コミュニ

ケーションをとらせる場面を設定した｡また,教師側に提出する実験結果の報告書を書くために

も,お互い確認する必要性がある状況をつくるようにした｡歴史上の人物を扱 うことで,先人た

ちの考えが今の世につながっていることを感 じさせる流れにした｡
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(参 能力 ･態度のつながり

本単元で身に付けた能力や態度は,実生活においては,自ら調べたいことを調べる能力や,その

ことをあらわす方法を身につけることを主体にした｡また, ｢電気を大切にすること｣や ｢もの

を大切にすること｣など大人たちが言っていたことが,自分たちが学習した事柄とつながってく

ることを実感させ,考える機会を単元内に設けたO

2 単元の目標

(1)総括目標 (単元目標)

電磁石の導線に電流を流 し,電磁石の強さの変化について興味 ･関心をもって追究する活動を通

して,電流の働きについて条件を制御 して調べる能力を育てるとともに,それらについての理解を

図り電流の働きについての見方や考え方をもっことができるようにする｡

(2)評価規準

(丑関心 b意欲 ･態度

･電磁石について興味 ｡関心をもち,他者 と協力 しながら電磁石の性質について計画を立てて

調べようとする｡ 【態度 ･能力②,⑤】

･電磁石がつかわれているものについて興味 ｡関心をもって調べようとする｡

②思考 ･判断

･電磁石の強さを調べる実験について,仲間と協力 して ,よりよいものだと判断し 意思決定

をすることができるo F態度 ･能力②,⑤】
｡電磁石の働きの大きさの変化を,電流の強さや導線の巻き数の変化と関係づけて考えること

ができたり,電熱線の長さを一定にして電流を流すと,電熱線の太さによって発熱する程度

が変わると考えることができたりする｡
l

③,⑥】
③技能 ･表現

･電磁石の働きの大きさや電熱線の発熱量を,電流の強さや導線の巻き数などの条件に注意 し

ながら定量的に調べ,まとめたり発表したりすることができるD
.

法や考察について意見交換をすることができる｡ 【態度 ･能力(9】
④知識 ･理解

･電流の流れている巻き線 (コイル)は,鉄 しんを磁化させる働きがあり,電流の向きが変わ

ると電磁石の極も変わることを理解している｡

･電磁石の働きの大きさは電流の強さや導線の巻き数によって変わることを理解している｡

･電熱線に電流を流すと発熱 し,長さを一定にした電熱線では,発熱する程度は電熱線の太さ

によって変わることを理解している｡

3 指導計画 (総時数 14時間)

時 主な学習活動 .内容 ◇教師の指導の概要 ㊥主な評価

12 ･電磁石について仕組みを知 り,どのよう ◇電磁石を紹介するo (ボル トにエナメル線を巻いたなことを調べたいかを挙げていく○ ものに電気を流しクリップを近づけて反応をみる)

･概念地図法などを用いて,自分たちの調 ◇調べたいことや,確かめたいことを挙げさせるO

べたいことや知 りたいことを焦点化するD ㊥自分たちの調べたいことをとらえることができるD

3 ･方位磁針などを用いて極の有無を確かめ ◇3年生の永久磁石の実験を思い出させるo
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5678 コイルの巻き数や電流の大きさと電磁石の ◇何を調べるのか明確にさせるO

強さとの関係 についての実験を班の仲間と実験を話 し合って考え, ともに協力 しなが ㊥班の人と相談して実験を考えることができるD 【態塵二塵過 し

ら実験を行い,報告書を仕上げる○ 【要素 ㊥コイルの巻き数や電流の大きさと電磁石の強さとの

包ま. 関係をとらえることができるo

910. 概念地図法で出された,電磁石について電流 ◇班で何を調べるのか明確にさせるo量や巻き数以外のことについて調べ,分かつ 例 :エナメル線の太さや長さ 鉄しんの太さ

たことを発表するo ㊥自分たちが調べることについてデータをもとに,莱

表することができるO

ll. モーターづくりを行 うo ◇モーターが回る仕組みを紹介する○

㊥簡易モーターを作ることができるo

13.14. 電熱線の太 さを変えて実験を行い,電熱線 ◇電磁石が熱くなっていたことから,太さと関係があと太さとの関係を調べる実験を行 うo ることをとらえさせるO

㊥電気が熱にかわることをとらえることができる○

15.16. 電磁石に関連のある家電について調べた り ◇電気が別のエネルギーに変わっていることに目を向紹介 した りして.電気エネルギーの利用に けさせるO

ついて考えるo r要素①②】 ㊥学習をもとに.自分の意見をもっことができるo 【

4 指導の実際 (16/ 16時)

(1)本時の目標

1) 電磁石が使われている家庭電化製品につい調べ,発表することができる｡ (技能 ･表現)

2) 人は,電気エネルギーを様々なものに変えて,利用していることが分かる｡

3) 電磁石を作ったり.活用 したりした先人たちの働きを知 り.科学技術についての考えをもっ

ことができる｡ (思考 .判断) 【態度 ･能力(卦,⑥】

(2)本時の展開

学習活動 .内容 教師の指導 ㊥評価 ◇留意事項

導入 1 前時の内容を確認する○ 1 本 目行 うことを確認するD

展 2 前もって調べてき 2 前もって発表するものを確認 し, ㊥身近な電磁石の使われ方につた,電磁石やモーター 調べてきたものが同じようにカテゴリ いての考えをもっことができ

が使われている身近な -ごとに分け,電磁石やモーターが使 るO 【態度 .能力③】

開 ものを発表するo われているものについて発表させる03 前もって発電や,モールス信号,例･掃除機 .携帯電話 . ㊥電気エネルギーをいろいろな

災害用ライ ト ペ リーなどの資料を用意しておくo ものに変えて生活に役立てて

3 電磁石の歴史につ いることを理解することがで

いて説話を聞くD 4 発電所でモーターが使われている きるo4 発電所で,モータ ◇発電については学習していな

-が使われていること ことの資料を用意し,提示するD いので簡単にとどめることと

を知るo するo

まと 5 電気の使われ方に 5 プリントに書くよう指示するD ㊥電気エネルギーを様々なもの
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5 考察

今までの単元の流れでは,科学的に問題解決することを目的としていた｡今回,本単元をESDの

視点でとらえたとき,人とのつながりや,実生活で使われているものとのつながりを視点に入れ,描

導計画を組んでみると,今までとは違 うことにも目を向けることができたO例えば,今,自分たちが

学習してきたことは,先人たちが努力して,研究して発見したことであること,また,その知恵を今

の大人たちが改良に改良を重ね,使いやすいものに変えていったことなど,今の私たちの生活は,也

の人たちから多くの恩恵を受けていることをとらえることができた｡また,実験したことは,理科室

の中だけで起きているのではなく,私たちの身の回りにたくさんあることであり,様々なっながりを

感 じさせることができた｡理科の授業の中で,その恩恵を実感することや改めて考えてみることが大

切であると感じた｡

電磁石は日常生活に使われてお り,その恩恵を享受して私たちは生活 しているととらえることが

できるかどうかが大切である｡また,これからの学習として,モーターは発電にも使われ,電気を作

るには多くのエネルギー源が必要であることをとらえることで,資漁を大切にしようとする態度が育

てられるのではないかと思っているO

課題 としては,効果的な映像を用意する必要があることや,ESDの観点を各時間にちりばめる

ことができるような単元展開にすることである｡

6 期待 と展望 (価値観や行動の変容に向けて)

本単元での学習活動の成果は,普段の行動に表れるとよいと願っている｡一つめは,人を大切に

することである｡実験は,班での協力をもとに授業を進めてきた｡友達と協力することによって自分

たちで学習する態度が育つこと,また,工夫しながら実験に取り組むことができるのではないかと考

えている｡二つめは,ものを大切にすることである｡色々なものに,様々な人の知恵が凝縮されてい

ることを理解 し,以前より物を大切にする心情が働き言動に表れてくることを期待しているo電気を

こまめに消したり,リサイクルペーパーを積極的に活用 しようとしたりする考えや行動が多くなるこ

と等が挙げられるo三つめは,歴史を大切にすることであるo私たちの祖先を大事にし,今までのつ

ながりの中で私たちが存在していたり恩恵にあずかったりしていると考えることができることが大事

だと考えている｡

7 視 点整理型ア プロ-テの成果 と課題

視点整理型アプローチとしては,今までより,｢つながり｣を考える比重を大きくする必要性があ

るという考えをもっことができたことが最も良かった点である｡課題としては,概念や利用の仕方を

とらえるまでに多少時間がかかったことであるO小学校の学習にあった具体的な内容や文言にするこ

とで,多くの先生方がとらえやすくなるのではないかと思うoLかし,このアプローチ方法は,今ま

での一般的な指導案 とそれほど違いがなく,教員としてはとらえやすい方法であると考えている｡
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3 総合的な学習の時間における実践例 (視点整理型アプロ-チ)

｢世界の12才は,今｣ (第6学年)
埼玉県入間市立藤沢南小学校 小玉敏也

1 本単元で ESDを進めるに当た って

(1)単元の概要

本単元は,世界の子ども達をめぐる問題を知 り自己の生活や生き方を見つめ直すことを目的とする｡

掛 こ開発途上国の子 ども達は貧困,健康,環境,平和等の深刻な問題の中で生きているが,児童はそ

の事実を自己と結びつけて考える機会は少ない｡本単元は,国際理解に関する学習における ｢問題の

解決や探究活動｣ (学習指導要領 2-(7))の重要性を踏まえ,開発途上国と自己との関係に気づき,

問題の解決や探究活動に体験活動を位置付けることによって,児童の持続可能な社会観の萌芽を育成

したい｡本単元では,ESD の各要素の中で世界の相互依存性 と人権 ･生命尊重の思想を学ぶことを

最も重視するOまた各学習段階で,対話と合意形成,個人の意思決定,問題解決行動を具体的に経験

することによって,児童間の思考の多様性を導き出し協調性と責任ある態度を養っていきたいo

【持続可能な社会づくりをとらえる要素】

要素(D 相互性 地域や国を超えた人と人との ｢つながり｣と共生

要素② 多様性 ･問題解決のために必要な多面的な見方 ｡考え方

要素④ 公平性-国際社会における人権と生命の尊重,世代間の公平

要素(9 責任性-現世代 ･将来世代に対する責任 と主体的な行動

要素⑥ 協調性-学習活動における多様な主体との連携と協力

【重視する能力と態度】

態度 ･能力③ 多面的 ･総合的に考える力 社会にある諸問題を理解 し,その解決策を多面的 ･総

合的に考えることができる｡

態度 ･能力⑤ 他者と協力する態度-友達と積極的に意見を交流 しながら協力 して学習すること

ができる｡

態度 ･能力⑥ つながりを尊重する態度-人と社会のつながりに関心をもち,それを尊重すること

ができる｡

態度 ･能力⑦ 責任を重んじる態度-自己の意思決定に基づいて,主体的に参加することができる｡

(2)留意事項

(勤 教材のつながり

本単元で扱 う教材は,国語科の ｢生命尊重｣ ｢平和 ･国際協調の精神｣の内容を含む教材,社会

科の ｢平和な国際社会の実現と国際連合の働き｣に関する教材,道徳の ｢公正 ･公平｣ ｢協力と

責任｣等の価値観を含む教材 と関連付けて指導すると効果がある｡また,ユニセフの募金活動は

学校行事等で扱 うことによって,本教材の価値をより深め発展させることができる｡

② 人のつなが り

本単元では,参加型の学習を体験することによって児童間の臨力性を高め,同時にユニセフ職員,

地域の在 日外国人,募金活動を支援する地域保護者と連携 しながら学習を進める.その多様な対

象との ｢つながり｣を経験させることが,自己と地域,国際社会の関係を考える契機 ともなるo

③ 能力 ･態度のつながり

本単元で身に付けた能力や態度は,各教科,道徳,外国語活動及び,特別活動でも有効に活用す

ることができる｡例えば,生命 .人権 ･平和尊重等の認識,コミュニケーション能力,多面的思

考力等の技能,実践的な行動力は,各教科等にも応用し発展することができる｡また,メディア

による報道内容-の関心,消費行動や寄付行為-の関心等,実生活に少なからず影響する可能性

も期待できる｡
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2 単元の 目標

(1)総括目標 (単元目標)

開発途上国の子ども達の現実を知 り,自分達の生活との関係を理解するとともに,それを改善する

ための方策を考え,具体的な行動を実践することができる｡

(2)評価規準

(か関心 ･意欲 ･態度

途上国の子ども達の現状を進んで調べ,棚 をも

②思考 Z判断

開発途上国の子ども達の諸問題が,自分の生活 とつながっていることに気付き

ついて多面的 ･総合的に考えることができる 【態度 ･能力②③L

③技能 ･表現

自分が立てた課題について,複数の資料を活用 しながら計画的に調べ多様な方法で表現できる｡

④知識 ･理解

開発途上国の子ども達に関する諸問題や,解決のための様々な取組みを適切に理解する｡

3 指導計画 (総時教 16時間)

時 主な学習活動 .内容 ◇教師の指導の概要 ㊥主な評価

1 l日本と世界のつながりを知ろう事 ◇途上国との貿易関係を地図で調べるo
2 ○世界の国々に関心をもつ o

○開発途上国との関係を知るO 【要素①】 ㊥日本と開発途上国との関係に関心がもてるO

3 他界の12才はどんな生活をしているのか?l ◇VTRから生活の差や問題点に気付くo
4 OVTR『世界の12才は今』を視聴 して感想を交

流するロ ◇ユニセフの教材を活用するo

5 ○世界の子 どもの諸問題を調べ.解決策の重 ㊥友達と協力してグループ学習ができる 【態

6 墓蛙を墾盤土星O｣_重量級 L 塵二墜カ国1.

○関心をもった問題を調べ新聞にまとめるD ㊥複数の資料を活用 して,調べたことを的確にまとめることができるo 【思考 .表現】

7 lできることを話 し合い実行 しよう】○問題解決の方策を話 し合 うD【要素②⑥】 ◇子どもの ｢命｣と ｢未来｣にかかわる重要な

8 ○ユニセフのゲス トの話を聞くO 問題であることに気付かせるo

9 ○途上国の12才のためにできることを話 し合 ◇ゲス トには,途上国の実態と募金の意義につ
い決定するor要素②⑥】 いて話 してもらうo

10.○募金活動の計画と作業をするO ㊥問題解決のための方策を理解 し,友達と協力

○募金活動を実行するo 【要素⑤】 して募金活動を実行する 【態度 .能力⑤⑦】

ll.12. l途上国の12才と自分とのつながりは?∫ ◇ 自分達も類似 した問題が潜む社会に生きてい

○途上国の子どもの目から自分を見つめるo ることに気付くo

○地域の在 日外国人の話を聞くo ◇途上国出身の在 日外国人から見た ｢日本の12

○ ｢もの｣を通 じた自分 と途上国の子 どもと 才｣を語ってもらうD

13.のつながりの問題を理解するD【要素(丑】 ◇ ｢サッカーボール｣と ｢チョコレー ト｣を教

14.○フェア トレー ドにかかわる人々の活動を知 材にして,児童労働の現実を理解するo

るo ㊥途上国の問題が自分に関係 し.解決のために

活動する人々の努力を知る 【態度 .能力⑥】

15. 匝 亘 亘≡亘直垂] ◇ポー トフォリオを読み直して,自身の認識や

16.○学習活動を通して自分の変化をふ りかえる○ 行動の変化について考えるO
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4 指導の実際 (13/ 16時)

(1)本時の目標

1)児童労働によってサッカーボールが作られていたことを知 り,自分と開発途上国の ｢つなが

り｣の問題点を理解するo(知識 ･理解)

2)開発途上国の 12二卿 (忠

考 ･判断) 【態度 ･能力③】

(2)本時の展開

学習活動 .内容 教師の指導 ㊥評価 ◇留意事項

導 1.前時の内容を振 り返る02.自分とサッカーボールの関 ○誰もが親 しんでいる物である ◇皮革製の実物を準備するD

入 係を想起させるD ことを確認するO

展開 3,めあてを知る○ ◇児童が理解 しやすい写真資

l サッカーボールには,どんな秘密があるのだろうかol
4.サッカーボールに関する基 ○価格,生産国,製造方法をク

本的な知識を得るo イズ形式で教え,それが児童労働によって作られている事実を 料 (クイズ)を準備するo

5_｢児童労働｣の定義と実態 知らせるoO過重労働,低賃金.健康-の ㊥ ｢児童労働｣の問題点を理

を知 り,感想を発表する06.｢児童労働｣による社会的 影響.学校に行けない等の問題 解するo㊥ ｢児童労働 lに対する社会

があることを教える r要素④】

○その実態に対する感想を自分と比べながら意見を出させるD○199O年代のFⅠFA-の社会的

事件の事例を知る07.児童労働 と自分との ｢つな 批判,スポーツ関連企業-の不 的批判のあり方について多

買運動等を紹介するO 面的に考えられる○ 【態

○批判の正当性､妥当性について意見を出させる 【要素②】 塵二塵カ劉_◇｢日本の子ども｣一般では○｢児童労働によるボールを使

がり｣を考えるO 用していたとしたら｣との問い なく,自分と児童労働問題

について話し合 う F要素②】 とのつながりを考えさせる

○児童の葛藤や矛盾 した気持ち ㊥途上国との公正な ｢つなが

こそ価値があることを教える○ り一について考えられるO､= 萱 ≡ ●.

ま 8.問題解決のための努力を知 Ow杯での使用禁止,企業の学 ◇ユニセフの役割にふれるこ

る09フ ェア トレー ド.サッカー 校設立,児童労働禁止の取組み とで募金活動の意義を再確認

等の努力を紹介するO するo

と ○取扱い企業,岡田監督のメツ ㊥児童労働を解決する取組み

め ボールの存在を知るO セージ等を紹介するD に関心がもてるo

10.まとめをするo ○｢途上冠の l2才からの手紙｣ ㊥途上国の 12才の目から.

という題で書かせるo r要素 自分の生活を見つめ直せるo

金星. 【態度 .能力(丑⑥】

準 備 物 準備物 :サッカーボール (皮革製),写真資料 (サッカーボール,児童労働の様子)
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5 考 察

本単元 『世界の 12才は,今』は,ユニセフが開発 した教材で,これまで数多くの学校で実践され

てきた｡しかし,これまでは募金活動を最終日的とした授業が多く ｢貧 しい国の子に援助する｣形態

の授業になりやすかった感がある｡ESD は (人-人) (人一社会) (人-日然)の関係を改善する

教育と考え,本単元では自分と途上国の子どもの ｢つながり｣-の気付きと,その矛盾を解き明かし

ていく行動を重要な学習活動として設定した｡

本時の目標 (1)から,自己と開発途上国との観念的な ｢つながり｣を,サッカーボールという身

近な素材に具体化 して指導した点は有効であったoまた,目標 (2)から,立場の異なる他者の視点

に立たせることは6年生の発達段階でも十分可能であり,募金活動の意義や先進国の子どもの姿を多

面的にとらえさせる点でも,価値ある指導だったと思う｡

本時の学習活動では,児童労働問題をクイズ形式で紹介したことが,児童の興味 ｡関心を引きだす

ことに役立った｡また,児童労働が子どもの健康に影響を与えるという点,学校に行けない子を生み

だすという点を提示 したことで問題-の共感と感情移入につなげられた｡授業中盤では,児童の葛藤

を生みだすような問いを投げかけて重い雰囲気になったが,問題解決-の様々な努力や取組みを紹介

したことで,児童の前向きな気持ちを引きだすことができた｡

本授業の課題は,まず学習方法の問題がある｡本単元は,指導者の公正な価値判断が問われる内容

であったために (発間一回答)型の授業を組み込まざるを得ず,正しく本来の問題解決型 ･探究型の

ダイナミックな学習スタイルが薄れてしまった｡もう一つは,教具の問題がある｡遠い国の出来事を

豊かにイメージさせたいと考えて多様な映像資料を活用したが,児童が直接ふれられる具体物がなか

った｡ユニセフの出前授業でJW介された水がめ (アフリカの子どもが使 う道具)や対人地雷のレプリ

カは,児童に強い印象を残 し ｢もの｣が持つ力を再認識した｡

新しい学習指導要領では, ｢他者と協力 しながら身近な地域社会の課題の解決に主体的に参画し,

その発展に貢献する｣ことや,人や社会や自然とのかかわりの過程で ｢自己の生き方を考える｣こと

が重視されている｡本単元は,そのような構想の中で実践されると学習活動が一層広がり深まるだろ

う｡

6 期待と展望 (価値観や行動の変容に向けて)

本単元での学習活動は,国語科の平和 ･国際理解教材を使った学習や,社会科の国際社会 ･国際

連合に関する学習,道徳の生命尊重 ･公正公平等の学習と関連付けて指導すると効果が上がるだろう｡

例えば,｢平和｣の概念を,戦争だけでなく貧困,人権,飢餓,生命等も合わせた幅広い概念として

理解することによって,児童は ｢持続可能性｣の意味を総合的にとらえられるだろうOまた ｢国際協

調｣の考え方を,日本と開発途上国の人々の双方の視点からとらえさせること,国連やユニセフだけ

でなく様々な民間支援団体の活動の存在を知ることによって,他者と協力 しながら持続可能な社会を

実現 しようとする意欲を形成することができるであろう｡

一方,本単元のユニセフ募金活動は,子ども ･保護者 ｡教師が参加する学校行事の中で実施 したが,

児童が主体的に活動する姿を見せたことによって,その自尊感情や社会参加の意識を培 うだけでなく,

保護者や地域-の啓発も同時に行 うことができたと考えるOそして,児童が手作りの募金箱やポスタ

ーを使って活動できたこと,活発なコミュニケーションによって参加者に募金を働きかけたこと自体

が,社会的な価値ある ｢行動｣の経験にもなった｡これは,これからの児童の生き方によい影響を与

え,自身の生活を見つめ直す貴重な契機ともなるのではないだろうか｡

7 視点整理型アブE)-チの成果と課題

本単元では,視点整理型アプローチによって国際理解領域の学習をとらえ直 してみた｡事前に

ESD の要素と態度 ･能力を決めたことで,ねらいの明確な授業を実施できたと思う.学校での ESD

実践は,六つの要素 (価値槻)と七つの態度 ･能力の座標軸の中で授業の位置を適切に決めることに

よって ｢持続可能な社会構築｣という大きな課題にアプローチできるものと考える0
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4 総合的な学習の時間における実践例 (視点整理型アプローチ)

｢よりよい仙台にするために (防災)｣ (第6学年)
宮城教育大学附属小学校 遠藤俊哉

1 本単元で ESDを進めるに当た って

(1)単元の概要

本単元の ｢防災｣について学ぶことで,災害等の ｢危機｣ ｢危険｣-の対応力を身に付けるととも

に,自ら学び,自ら考える力などの ｢生きる力｣,さらには ｢生きぬく力｣｢生き長らえる力｣の育

成に資するものであると考えられる0

本単元でESDの視点に立った学習を進めていく上では,持続可能な社会づくりの視点に立って自然

災害の起こる仕組みと自分を取 り巻く様々な環境とのかかわり (相互性)を学習し,防災の社会シス

テム (多様性 ･責任性),予測 し減災できる科学の力 (有限性)について考え,子どもたちが自信と

夢をもてるような単元構成を考えていく必要がある｡

また,実際の学習活動においては,災害発生時に人々 (自分 ･地域 ･社会)がどのように協力し合

いながら災害に対処 しているのか,災害の状況を的確に把握し,よりよい対応や対策について考えて

いるのかを見学や調査などの体験的な活動を重視 しながら身に付けさせていくことが重要である｡さ

らに,問題を解決していくためには,自分の力だけではなく自分を取り巻く様々な人々とともに協力

しながら行動 していくことの大切さを身に付けさせていきたいと考えるO

【持続可能な社会づくりの要素】

要素(丑 相互性 - ･自分と自分を取り巻く ｢人｣ ｢自然｣ ｢社会｣ ｢歴史 ･文化｣とのつながり

要素② 多様性 - ･目の前の状況を多角的 ･多面的にとらえたよりよい解決策

要素(卦 有限性 ･･I ｢環境｣ ｢社会｣の限界と人間の知識 .能力の限界

要素⑤ 責任性 ･｡･個人の意思決定と市民性

【重視する能力と態度】
態度 ･能力(丑 批判的に思考 ･判断する力 .状況を的確に判断し,よりよい対策を考えることがで

きる｡

態度 ･能力(診 未来像を予測 し計画を立てる力-過去の災害を知 り,これから起こる災害に対処す

るすることができる0

億度 ･能力③ 多面的,総合的に考える力-･自分,地域,社会などを様々な視点から考えることが

できるO

態度 ･能力⑤ 他者 と協力する態度 自らの命を守るとともに地域社会や家庭の一員として協力す

ることができるo

態度 ･能力⑥ つながりを尊重する態度-人同士のつながり,社会と自分のつながりの大切さに気

付くことができるO

(2)留意事項

(彰教材のつながり

子どもたちは,前学年までの総合的な学習の時間において,年間35時間ずつ防災をテーマに学

んでいる｡ 3年時には ｢自宅や教室,学校内の危険箇所や避難の仕方｣,4年時では ｢登下校時の

災害と避難｣ ｢安全マップ作り｣,5年時には ｢家や地域における危険箇所と家族の緊急時用避難

カー ド作 り｣といった地震をテーマの中心に据えて学習を進めてきたOこれらの学習を通して,自

分自身の身の守り方や緊急時の避難の仕方など行動面に対する知識を身に付けてきている｡さらに

本単元で扱 う題材は,社会科 ｢わたしたちの生活と政治｣や理科 ｢土地のつくりと変化｣,国語科

｢自分の考えを伝える｣,道徳の価値項目 ｢尊敬感謝｣などの内容と結びつきが深い｡そのため令

教科等の内容 と関連付けて指導することを通じて,子どもたちは防災というテーマについて学びを

より深めていくことができると考える｡

②人のつながり

教材とのつながりを基に問題の解決や探究活動に主体的 ･創造的に取 り組み,単元のねらいを達

成するためには,子ども同士が問題の解決に向けて協同で調査や見学などの活動を行ったり,収集

した情報の中からより問題の解決につながる情報を取捨選択したりするために考えを練 り合ったり

することが大切であるOまた,情報を収集 していく際には,専門家や地域に住む人々からの聞き取

り調査,体験活動などを実施することで地域の人々とのつながりも重視 していく必要がある0
-29-



③態度 ･能力のつなが り

本単元で身に付けた能力や態度は,実生活において有効に働 くことが予測 されるO宮城県は,今

後 30年以内に宮城県沖地震の再来が予測 される確率が 99% となってお り,身に付けたことがそ

のままの実生活の中で活用できることとなるOそのため,子 どもたちは,切実感や必要感をもちな

がら,学習に望むとともに日頃か ら災害に対処するための行動を学び,実践 していくことが大切に

なってくる｡学習の中で身に付けた知識や思考 ･判断が,学校生活 ｡家庭生活 ｡地域生活 ･社会生

活の中で実践 されて初めて子 どもたちの中に生きた ｢防災力｣が身に付 くものであると考える｡

2 単元の目標
(1)単元目標

○ 地震をはじめとした防災の既習事項や生活経験を基に,災害に関する自分なりの疑問から課

題を見付け,調査や体験活動,資料の活用など,適切な調べ方を選択 ･活用 しながら追究する

ことができる｡ 【追究する力】
○ 課題解決の結果 を災害や防災に関する用語を活用 しなが ら話 した り,課題に合った表現方法

を考え効果的に活用 して結果をまとめ,相手に分か りやす く伝えた りすることができる｡

【表現する力】
○ 防災に関する課題について,友達や専門家,実地踏査などを通 して,自分たちの住む仙台に

ついて人や社会,自然 と積極的にかかわ り合いなが ら解決 し,ふるさとのよさを実感すること

ができるD 【かかわ り合 う力】
(2)単元の評価規準

①追究する力 .仙台の防災に興味をもち.自ら課題を設定できる｡ 【態度 .能力②】

･課題に対 して主体的に働 きかけ.よりよい方法で解決するとともに.得 ら

れた結果を考察 しまとめることができる｡ 【態度 ･能力①②】
②表現する力 ･目的や課題に応 じて有効な方法を選択 した り組み合わせた りして調べ,也

台の防災に関する情報を調査 ･収集できる｡ 【態度 ･能力⑤】

･仙台の防災について,自分が今できることについて効果的に相手に伝えること

ができるO

③かかわ り合 う力 ･体験活動や人 とのかかわ りをとお して情報を収集 した り,友達 と協力 して

活動に取 り組み-互いに意見を交流 させた りしながら防災について考える

ことができる｡ 【態度 ｡能力⑤(6)】

3 指導計画 (総時数35時間 本時 1/ 35時)

時 主な学習活動 .内容 ◇教師の指導の概要 ㊥評価

1 【どんな災筈があるのだろう】 く)白身の生活-の危機感を持たせ るとともに,
○これまでのいずみタイム(防災)を振 り返るo 災害に対する意識の薄 さや知識のあいまいさを気付かせる

2 ○過去の災害 (1611年の三陸大津波)の様 ㊥過去に起きた災害を知ることで,災害に対す
子や被害状況について学ぶo る意識を高めることができるo

要素① 能力.態度(卦⑥

3 l学習計画 .課題を設定 しよう1 ◇津波,台風 ,土砂災害などのV TRを鑑賞 さ

○調査方法について考え,話 し合 うO○調査方法を検討 し,調査計画を完成 させる○ せ,災害に対するイメージをもたせるo◇友達と意見交換を行わせ ることで,様々な視
点から調査内容を検討 させるo

4 ㊥興味,関心を基 に自分の課題を設定すること

要素② ができるo 能力.態度②㊥課題に対する適切な調査方法を考えることがでるo 能力.態度(詠

567 L専門家に話を聞こう11 く)専門家か ら津波のメカニズムや過去の津波に

○東北大学工学部災害制御研究センターの今村 よる宮城県内の被害の様子について聞くo
文彦教授の話を聞き,津波のメカニズムや, ㊥専門家の人 とのかかわ りを通 して,積極的に
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8 l県庁 .市役所を訪ねよう】 く>災害に対 して市ではどのような対策をとって
○県庁,市役所 の災害対策担 当部署 を訪問す いるか専門家か ら話を聞くO

9 るo 要素③ ㊥専門家の話か ら,災害に対する理解を深めることができるo 能力 .態度②

10 【課題を追求 しよう1】 ◇ 自分の設定 した課題を様々な情報を基に解決
ll○自分の設定 した課題を追求するo 要素(昏 1させていくo その際,情報をいかに収集 し選
～ 択するか指導 していく○

2〔) ㊥適切な解決方法を選択 しながら,課題 を解決することができるo 能力.態度②

212223 【専門家に話を聞こう2】○ 東北大学工学部災害 制御研究センターの佐 ㊥友達 と自分の調査内容や考えなど比較 し,よ

藤健准教授 の話 を聞き,仙台市の地理的特 りよい解決の仕方を考えた り,新たな課題や
性や土砂災害のメカニズム,仙台市の危険 訂正 した課題を設定 した りすることできる○

視 されている土砂災害の場所を知 るo要素(診 能力.態度(丑

24252627～ 【課題を見直そ う】 ㊥ 適切な解決方法 を選択 しなが ら,課題 を解○ 自分の調査状況を伝 えるO また,友達の調査 決することができるo 能力.態度(卦㊥ 友達 と協力 し合いなが ら課題 について追求

状況,解決方法,設定 した課題を知る〇日'○次の調査活動-のyL通 しをもつ○

要素⑤【課題を追求 しよう2】○ 自 分 の 設 定 し た 課 題 を 追 求 す る o要素(卦

30 することが出来るo 能力.態度①

3132 【まとめ方を工夫 しよう】 ㊥欝｢たなまとめ方を知 り,それを今後のまとめ

○様々なまとめ方,発信の仕方を知るo の活動に生かそ うと考えることができるo
結 .-をまとめる ㊥ >れまで学刃でして た>と 引こ 情.を .

/F]○まとめ方の構想を練るo 捨選択 しながら効果的な方法を用いてまとめることができるo

33 ほ 分の生き方を考え発信 しよう】 ㊥伝える相手を意識 した内容 (原稿)を基に発
○発表するO 表することができるo 能力.態度(9

34 【学習を振 り返ろう】 ㊥自分の生き方や考え方の高ま りや郷土に対す35 ○これまでの学習を振 り返 り,成果 と課題をま

4 指導の実際 (1/35時)
(1)本時のね らい

これまで学んできたことや 自らの生活経験を振 り返 りなが ら.自分たちの住む仙台市が抱える災

害に対 しての課題を認識 し,様々な災害の状況 とそれに対する対策について関心をもたせることを

通 して脚

(2)本時の展開

学習活動 ･内容 子どもの反応 ㊥評価 ◇留意事項

習を振 り返る｡
宮城県沖地震のVTRから
過去の学習から 要素(罫

2本 時 の学習 問題 を設 定す
る｡

･過去に仙台で起きた津波を
基に,学習問題 を考えるO

1･これが 30年前の宮城県沖
地震の時の様子なのだO

｡地震については 3年生の時
から学習 してきた｡

2･1611年 に何が起 きたん
だろう｡
｡この神社 は何かな｡名前が
災 害 と関係 して い るのか

な｡

･ ｢津波｣ とい う言葉 は仙台
で起きた津波が始ま りだな

1宮城県沖地震のVTRを見
せ,災害に対す る一人一人の
思いや考えを もたせ るとと
もに, 自分たちが地震 を中心
とした学習を進めてきたこと

を確認 させ るo その上で,塑
虞の学習を通 して 人 ･歴史 ･
科学 ･職業な ど さまざまな
学びを関連 させなが ら,自分

見つめ直 したちの住む仙
てきたことを ぎ 票 え させるO

能力･態 度 (令

2災害全般に問題意識 を広 げ

警告嘉苦農 め遠大産品昆
いて取 り上げる｡その際, こ
の津波 に関係 す る ｢波分神
社｣の写実 と,神社に関す る
資料を 提示す るo また,地図
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んてすごいなO 上で実際の津波の広がりを示すことで,津波の様子 とその被害の大きさ を 実感させる災害 (津波)に対する興味 .関心を高めさせるo

展開 3さま_ざまな災筈について確 3 .地震や津波の他に,台風に 3ここでは, I風水害｣ ー土

認するo よる被害もあるD 砂災害｣の 2つ を挙げ させ
･災害の種類 ･大雨によって土砂災害もあ る○また,現在の仙台市の土
･過去に仙台で起きた災害 ることを理科の学習で習つ 砂災害の危険地区が約 170
･災害時の対応の仕方 等 たo o件あることをとらえさせる

要素③4 ｢後期いずみタイム｣のテ ･地震以外の災害については ことで,学習問題-の興味をよく分かっていない04 .仙台を中心に調べてい く さらに高めさせていくoこの段階で一人一人に災害-の学

びの必要感を確実にもたせた

上で,次の話 し合いに取 り組ませていくようにする04今後の学習の見通 しをもた
-マを話 し合 うo から ｢仙台｣ とい う言葉 せるとともに,学習内容に合

･班での話し合い は入れたいねD つたテーマの発葱盲巧三盲才J盲
↓ ･同 じ言葉を使っている班 ように ｢災害全般｣ ｢人や歴

全体での話し合い があるO 良.科学｣ ｢自分たちにでき
要素② ･学習が楽 しみなテーマが ること｣を観点として与え.

できたねo 胡三ごとにテーマを話 し合わせるo㊥自分の考えをもち,友達と積極的にかかわり合いながら学習テーマを作 り上げようとしているo (発表,話 し合いの様子,学習ノー ト)能力.態度(卦(軒

まとめ 5学習を振 り返 り,今後の見 5,これからの学習内零につい 5テーマを決められたこと-

通 しをもつD ても自分たちで考えていく の称賛を行い,その後,追究
んだo 時間やまとめ 方についても

･関係施設に行ってみるのも 自分たちの話 し合いで決めて
いいねD いくことを知らせ,次時-の

5 考 察

本単元 ｢防災』は,題材自体がESDの各要素を内在 しているOそのため,ESDの要素を明確

にすることで,ESDとしての学習活動を容易に構成することができた｡今回の取組を通じて,こ

れまでの従来の指導と比較して,次の点が指導の効果としてあげられる｡

一つ目は,子どもたちに ｢つながり｣ (教材 .人 ･態度,能力)を意識させることができたこと

である｡これまでも,防災の学習の中で,友達 ･家族 ･地域などとの人との触れ合いやつながりを

意識 して指導を行ってきたo Lかし,今回ESDの要素を取 り込みながら ｢つながり｣を重視 した

ことにより,人々とのつながりによって自らの命や自分を取 り巻く社会が構成され,人と触れ合 う

ことが重要であることを子どもたちなりに学習の中で見付けることができていた｡

二つ目は,過去と現在,そして未来とのつながりを ｢災害｣からとらえさせることができた点に

あるOすなわち,過去の災害を教訓にするとともに,現在の状況を把握 し,それを改善していく中

で,未来-自分たちの社会が連続 していくことができることを認識させることができた｡さらに,

子どもたちの学習-の意欲が喚起された状態での話し合い活動では,自らの疑問や学習-の必要感

を仙台という地域を介在させながら,キーワー ドによってつながりを思考させることもできたO

課題 としては,ESD の各要素が抽象的な表現になっているためどの教科にも当てはまる｡ しか

し,本単元のねらいとの関連性を考えたとき,ESD そのもののねらいが希薄になってしまうこと

があげられるoそこで,さらに本単元と ESD の各要素を具体的に関連させていく必要があると考

える0

6 期待 と展望 (価値観や行動の変容に向けて)

本単元での学習活動は,第 3学年から続 く 『防災』の学習の総まとめとして行われている｡今
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回の学習を見るとこれまでの学習の中で意図したねらい以上に,ESD的な要素が盛 り込まれてい

たことに気付くことができた｡

今回実施 した ｢防災｣の学習は,ESDの要素を明確にすることでその価値を付加することが

できたと実感 している｡さらに,防災についての学習を第 3学年から体系的に実施 している本校と

しては,ESDの要素に立った学習において体系化 した指導計画の普及が子どもたちの価値観や行

動変容に大きく関与すると考える｡また,本校では,防災以外に七夕 ･仙台の川などのESD的要

素を内在した題材を扱っている｡今後は,それらの学習においてもESDの要素を明確 した取り組

みを検討をしていく価値があると考えている｡
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5中学校理科 (第2分野)における実践例

｢大地の成り立ちと変化｣ (第1学年)
横浜国立大学教育人間科学部附属横浜中学校 平林隆行

1 本単元で ESDを進めるに当たって

(1)単元の概要

本単元は,火山や地震について,日本付近のプレー トの動きなど地球内部の働きと関連付けてとら

えさせるとともに,野外観察などを行い,その観察記録を基に,地層の重なり方や広がり方について

の規則性や過去の様子を考察させ,大地の成り立ちと変化についての認識を深めることをねらいとし

ている｡

本単元でESDの視点に立った学習指導を進めることについては,中学校学習指導要領解説理科編

において ｢地震や火山活動についての過去の体験や知識,災害に対する防災や減災など,日常生活や

社会との関連に触れながら学習を行 うとよいo｣ ｢急激な土地の変化に伴って災害が生じる出 や,

津波や液状化現象について触れることも考えられるo｣と例示されていることや具体的なねらいとし

て ｢地震についての体験と地震計の記録や過去の大地震の資料などを基に,その揺れの大きさや伝わ

り方の規則性に気付かせるとともに,地震の原因の原因を地球内部のエネルギーやプレー トの動きと

関連付けて理解させることがねらいであるO｣と記述されていることを踏まえ,地震 ･火山について

基礎的な知識を身に付け,それらの被害の状況からエネルギーの大きさを感覚的に読み取り,災害に

備える意欲を高めることが重要であると考える｡

【持続可能な社会づくりをとらえる要素】

要素(丑 相互性 - 地震 ･火山の原因と地球内部,地震 ･火山と人間生活,地震 ･火山噴火予知

要素(診 多様性 - 地震の原因と被害,火山噴火と被害,地震の原因,火山活動の様子

要素⑥ 協調性 - 防災-の取組

【重視する能力と態度】

態度 ･能力① 批判的に思考 ･判断する力･客観的な情報に基づいて,建設的に思考 ･判断する力

態度 ･能力(卦 未来像を予測 して計画を立てる力 ･ 過去の記録に基づき,あるべき未来像を予

想 ･予測 ･期待し,それを他者と共有しながら,ものごとを計画する力

態度 ･能力③ 多面的,総合的に考える力 -自然 ･社会などのつながりを理解 し,それらを多面的,

総合的に考える力

態度 ･能力⑦ 責任を重んじる態度 ･集団や社会における自分の役割を理解 し,ものごとに主体

的に参加 しようとする態度

(2)留意事項

(D教材のつながり

海岸段丘等地形の学習は地理的分野と関連している｡

防災の視点は保健体育科の ｢り自然災害による傷害の防止｣と関連している｡

② 人のつながり

学習の形態として,エネルギーについての基礎的な理解のために,研究者や科学教育の専門家

等による指導や科学館等の利用を図るOまた,個人による主体的な学習を進めるためにグループ

や個人がテーマを設定し,地形的な課題や建造物の課題やそれに対する自治体や地域の取組等の

調査を行わせ,発表の場を設定することにより学習成果を共有するD

③ 能力 ･態度のつながり

大きな空間 ･時間の中で変化する自然あるいは大きなェネルギーによって変化する自然に対す

る人間の営みの影響を考える態度 ｡能力は,自然をシステムでとらえることができる能力,自然

を美しく感 じる心を伴って,将来を予測し,将来-の責任を考える態度 ･能力の育成に重要であ
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るo さらに,課題の大きさを的確にとらえ,解決方法を科学的に探究し,他人と協力 ｡共同して

解決 しようとする態度は重要である｡

(1)単元目標

大地の活動の様子や身近な岩石,地層,地形などの観察を通して,地表に見られる様々な事物 ･現

象を大地の変化と関連付けて理解 させ,大地の変化についての認識を深めるO

火山や地震について,日本付近のプレー トの動きなど地球内部の働きと関連付けてとらえるととも

に,野外観察などを行い,その観察記録を基に,地層の重なり方や広がり方についての規則性や過去

の様子を考察し,大地の成 り立ちと変化についての認識を深める｡

(2)評価規準

①関心 ･意欲 ･態度 (下線は.防災教育の視点での評価規準)

･大地の変化について認識を深めようとする｡

･自然災害に対する防災活動について考え,参画 しようとするO 【能力 ｡態度(丑】

②思考 ･判断

･地表に見られる様々な事物 ･現象を大地の変化と関連付けて考察することができる｡

･地層とその中の化石を手掛かりとして過去の環境と地質年代を推定することができる｡
◆

察することができる｡ 【能力 ･態度③】

･過去の地震等の記録から土地の変化 ･災害を予測することができる∩ 【能力 ･態度②】

③技能 ･表現

･地層の重なり方を調べる基本的な技能を身に付けている｡

･代表的な造岩鉱物をその特徴によって分類することができるO

④知識 ･理解

･火山の形,活動の様子及びその噴出物を地下のマグマの性質と関連付けて理解している｡

･火山岩 と深成岩の組織の違いを成因と関連付けて理解 している｡

･地震の原因を地球内部の働きと関連付けてとらえ,地震に伴 う土地の変化の様子を理解 しているo

･代表的な地質年代及び示相化石 ･示準化石についての知識を身に付けている｡

･地震 ･火山噴火によって起こる災害について基本的な知識を身に付けている｡【能力 ･態度③】

･地震等に対する防災についての取組,課題について理解 している｡ 【能力 ｡態度①】

3 指導計画 (総時数 10時間)

時 主な学習活動 .内容 ◇教師の指導の概要 ㊥主な評価

1 火山の分布 と過去の地震の震央分布 と主なプレ ㊥地震や火LJJ活動について.観測結果.体験や

- ト分布の資料を比較 し,火山と地震の原因とプレー トの動きの関連を認識するo様々な火山の噴火の様子から,噴火の様子,火 資料等に基づいて.日常生活や社会と関連付け

て考察することができるD 【思考 .判断】
㊥火山岩と深成岩の組織の違いを成因と関連付

山の形,溶岩の特徴等の違いを兄いだすo けて理解 している○ 【知識 .理解】

2 火山灰を観察し,造岩鉱物の特徴を兄いだすo ㊥代表的な造岩鉱物をその特徴によって分類す

マグマの粘性の条件を変えて火山噴火モデル実 ることができるo 【技能 .表現】

験をし,火山の噴火の様子とマグマの性質の関 ㊥火山の形,活動の様子及びその噴出物を地下
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3 過去の地震の資料や地震の揺れの実験の資料か ㊥地震の原因を地球内部の働きと関連付けてと

ら地震のエネルギーの大きさを感覚的に理解す らえ,地震に伴う土地の変化の様子を理解して

るO過去の日本付近の地震の震源分布からプレー トの存在と地震との関連について考察するo地震の体験や記録をもとに揺れの大きさと伝わり方について考察するo いるO 【思考 .判断】

4～ 野外観察を行い,地層の産なり方,地震 .火 ㊨地層の重なり方を調べる基本的な技能を身に

山による土地の変化の変化 と考えられる地形 付けているo 【技能】

や化石 (生痕化石)等を記録 し,その地層 .㊥地表に見られる様々な事物 .現象を大地の変

地形の成因について課題意識をもつo 化 と関連付けて考察することができる○ 【思

6 野外観察の記録 .試料をもとに,その土地の 考 .判断】

できた時代や環境を推定するo ㊥地層とその中の化石を手掛かりとして過去の環境と地質年代を推定することができるD 【思考 .判断】

7～ 過去の巨大地震の発生した時代や規模等の試料から今後の地震の発生の可能性について考察する ㊥過去の地震等の記録から土地の変化 .災害を

予測することができるo

地震や火山活動について,観測結果,体験や資

過去に起きた津波の被害の資料 と河口付近の地形図をもとに津波が発生 した場合の被害に 料等に基づいて.日常生活や社会と関連付けて

考察することができるD 【思考 .判断】㊥自然災害に対する防災活動について考え.参

ついて推定するo

10.地震についての研究の現状 と,地震予知の現

4 指導の実際 (10/10時)

(1)本時の目標

･通学路の様子を観察 ･記録した結果から地震の被害を想定し,ハザー ドマップを作成しようとす

る｡ 【関心 ･意欲】 (能力 ･態度⑦,能力 ･態度②)

･想定した地震の被害を最小減にとどめるための手立てを様々な情報を基に総合的に考えることが

できる｡ 【思考 ･判断】 (能力 ･態度①③)

･他者と情報を共有し,自分の考えを深めることができる｡ 【技能 ･表現】 (能力 ･態度④)

(2)本時の展開

学習活動 .内容 教師の指導 ㊥評価 ◇留意事項

導 1地震の被害の大きさに影響 1寮央からの距離のわりに震度

を与えるものをあげるo が大きいところの地盤を調べる

入 2それらの情報を入手する方 2Webサイ ト横浜市地盤地図情
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展 3通学路を観察した結果と自 3地震の被害の例 (液状化現 通学路の様子を観察 .記録し治体の地震対策等の情報か 象,地滑り.土砂崩れ,地割 た結果から,地震の被害を想

ら,被害を想定するo れ,家屋の倒壊等)を確認す 定し,ハザー ドマップを作成

開 4自治体が作成したハザー ド るo しようとするo (関心 .意

マップと比較する○ 4横浜市わいわい防災マップ, 欲) 【能力 .態度⑦,②)

5地震の被害を最小限度にす 液状化マップを紹介するD 想定した地顔の被害を最小減

る方法を考え,話し合い,ホ 5横浜市の防災計画を示すo にとどめるための手立てを

ワイ トボー ドに箇条書きで書 様々な情報を基に総合的に考

くo えることができる○ (思考 .判断) 【能力 .態摩①】

ま 5他者の考えを理解 し,自分 他者と情報を共有し,自分の

とめ の考えを修正し,まとめるO 考えを深めることができるO(技能 .表現) 【能力 .感度(む】

準備物 気象庁 ｢震度と揺れ等の状況 (概要)｣横浜市 ｢横浜市rS妨災計画｣ ｢わいわい防災マツ

プ ｡液状化マップ｣

5 考 察

本単元をESDの視点でとらえたとき,地震の発生を防ぐことは不可能,また現時点では地震が

いつどこで発生するかを正確に予知することも不可能に近い｡しかし,地震の発生に備えて被害を

最小限度にすることは可能であり,そのためには一人ひとりの防災-の意識を高めること,あるい

は地域や行政機関,企業等の取組を知 り連携協力することが重要であることを認識することがねら

いである｡ハザー ドマップづくりに取 り組むことで,自治体等の取組を知り,地震に備えて自分が

できることを自覚することができる｡また,研究者の地震のメカニズムを解明する取組や地震予知

の取組を知ることで科学技術の有用性-の認識を高めることができる｡

課題は,個々の建造物の被害を外見だけで想定することは不可能である｡自治体等が発行 してい

るハザー ドマップを参考にすることで,全く根拠のない想像とならないようにすることが必要であ

る｡

6 期待 と展望 (価値観や行動の変容に向けて)

災害は教材やニュース等で見聞きする機会は多くあるが,自分のこととして真剣に考えることは大

人であっても十分ではないことは内閣府の ｢防災に関する世論調査 (平成 14年)｣によっても明ら

かである｡本単元の学習成果は,防災だけでなく社会における様々な課題に対して,現状を理解し,

課題を明らかにする,未来を予測し他者と協力して解決の努力をするというESDの重視する能力 ･

態度の育成につながる｡

7 視点整理型ア プローチの成果 と課題

ESDのために何か特別なことをするのではなく,あくまでも学習指導要領に沿った学習を行い

ながら,ESDの視点を意識して授業を組み立てるという意識を持って指導計画を作成するのに適

していると考える｡課題とは言えないが,各教科の単元ごとの大まかな流れを把握するのには適し

ているが学校の取組の全体像をつかもうとすると別の書式が必要である0
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6 中学校理科 (第 1分野)における実践例 (視点整理型アプローチ)

｢電流とその利用｣ (第2学年)
茨城県立並木 中等教育学校 市村 毅

1 本単元で ES Dを進めるに当たって

(1)単元の概要

本単元は,｢第 1分野｣の｢電流とその利用｣の内容に,日本の抱えるエネルギーについての課題 (ェ

ネルギー自給率やエネルギー消費効率の改善 ･強化)の改善に向けて生徒が実践的に取り組む活動を

ESDの視点として取り入れて実践したものである｡理科では,特に電気とそのエネルギーに関して,

電流から熱や光などを取り出せること及び電力の違いによって発生する熱や光などの量に違いがある

ことを兄いださせ,日常生活や社会と関連付けて理解させることがねらいとなっている｡そこで,既

習の電力の学習の発展として,身近な電気料金の領収書から民生部門の省エネルギーの推進という喫

緊の課題に気づかせ,問題解決的な学習による生徒の具体的な節電の活動を行うことで,増加するエ

ネルギー消費とェネルギー消費効率の改善についての深い理解につなげていく展開としたo

ESDの視点に立った学習指導を進める上では,持続可能な社会づくりを社会 ･経済の相互関連,

エネルギーの有限性,将来社会-の責任 とい う三つの視点でとらえていくo

また,ESDの視点に立った学習指導で重視する能力と態度として,将来を見通 して,節電を実

践するために計画する力とエネルギーについて多面的 ･総合的に考える能力の二つを意識 しなが

ら実践を行ったO

【持続可能な社会づくりをとらえる要素】

要素① 相互性 - エネルギーの循環とエネルギー ･環境 ･経済の相互関連

要素(卦 有限性 - エネルギー資源の有限性の認識と有効活用

要素⑤ 責任性 - 将来社会-の責任ある態度 ･行動の実践

【重視する能力と態度】

態度 ･能力② 未来像を予測して計画を立てる力 - 将来を見通した節電の計画を立てること

ができるo

態度 ･能力(診 多面的,総合的に考える力 ･･エネルギーについて多面的 ･総合的に考えるこ

とができる0

億度 ･能力④ コミュニケーションを行 う力 ･･他の生徒の考えに配慮しながら,意見交換す

ることができる｡

(2)留意事項

(丑 教材のつながり

電気エネルギーは,地球温暖化やェネルギー資源の視点から社会科との関連が深い｡また,エネ

ルギー変換やその利用の視点から技術 ･家庭時の学習でも扱われている｡

(参 入のつながり

エネルギーについての課題を解決するため,問題解決的な学習を通して,グループごとに話し合

うなど,他者とのかかわりの中で学び合 うことが必要である｡また,実践活動を行 うにあたって

は,家族の協力が必要であり,無理のない計画を立てることが大切である｡

③ 能力 .態度のつながり

エネルギーに関する課題は現実的な課題であり,その解決のためには省エネ ･省資源に配慮した

活動を行 うことが大切で,この学習によって,そのための基本的な生活習慣を身につけることが

望まれる｡
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2 単元の目標

(1)総括目標 (単元目標)

電流に関する観察,実験を通 して,電流と電圧との関係及び電流の働きについて理解させるととも

に, 日常生活や社会と関連付けることによって,電流と磁界についての初歩的な見方や考え方を養 う｡

また,省エネルギーの推進という喫緊の課題に気づかせ,具体的な節電の活動を行 うことで,エネル

ギー ･環境 ･経済性に配慮 した行動や生活ができるようにする｡

(2)評価規準

①関心 ･意欲 ･態度

電流と磁界に関心をもち,その関係を調べ,日常生活と関連づけて考察しようとする｡

省エネルギーや省資源,環境の保全を,他者と協力 して実践しようとするO【態度 ･能力(9】

②思考 ･判断

電流に関する実験を行い,その結果について考え,規則性を兄いだしている｡

きるo 【態度 .能力②.③】

③技能 ･表現

実験装置をつくり,観察や実験を通して,報告書を作成 し,その関係を考察している｡

省エネの活動を通して他者 と適切に対話し,効果的にコミュニケーションがとれる｡【態度 ･

能力④】
④知識 ･理解

電流と磁界についての基本的な概念を理解 し,知識を身につけている｡

エネルギーについての正しい知識をもとに,社会とのつながりを認識する｡【態度 ･能力③】

3 指導計画 (総時数 14時間)

時 主な学習活動 .内容 ◇教師の指導の概要 ㊥主な評価

1～ 電流による発熱はどんなときに大きくなるかl ㊥身近な電気器具の働きに,興味 .関心をも

○身のまわりにある電気器具は,電流のどのよ ち,進んで調べようとしているo

うな働きを利用しているかを調べ,発表するo ㊥電力の単位や,電力と電気器具の働き,電力

○電気器具のワット数を調べ,ワット数と発熱 量について,説明できるO

との関係について話 し合 うo ㊥家庭において電気製品とその消費電力を調べ

4 ○電熱線に電流を流 したときの水温の変化につ ることを通して,社会の発展とエネルギーと

いて調べ,結果をまとめて発表するo の関連性に関心をもつo 【態度 .能力③】

○電力や熱量,電力量について説明を聞くo ◇身近な電気製品について,家電量販店などのチラシやウエブページを利用して,身のまわりの電気器具を調べさせることもできる○

5 私たちはどのくらい電気を使っているのかl ㊥日本のエネルギー消費の特徴とエネルギー消

○学校の電気料金請求領収書や民生部門の電気 費効率の改善点について理解しているo 【態

使用の推移から消費電力の大きさに気づき.節 度 .能力③】

電の必要性を再確認するD 【要素(丑,(卦】 ㊥消費電力から二酸化炭素排出量を算出するこ

○消費電力から二酸化炭素排出量などを算出す とができるo

一39一



6 めざせ !省エネNo.1 -節電にチャレンジ-】◇節電については ｢使わない｣だけでなく,使

○家庭で使用している電気器具とその使い方に い方の工夫などにも目を向けさせるO

ついて振 り返るO ㊥各自が実践可能な節電計画を立てることがで

○節電の方法についてグループごとに話 し合 きるD 【態度 .能力②】

い.各自が家庭で実践できる節電について計画 ㊥グループでの話し合いでは,他者の意見に対

を立てるO 一要素③.⑤】 して建設的な意見を述べたり.他の意見を取

○各自が調べてきた電気製品とその消費電力を り入れたりしながら.積極的にコミュニケ-

もとに.節電の効果について予想をし,発表す シヨンをとれるD 【態度 .能力④】

るo 【要素(診,⑤】 ◇消費電力や二酸化炭素排出量などの簡易測定器がある場合は,利用できることを伝えるo

7 めざせ !省エネ No.1 -私の節電効果- ◇各自の節電の活動については順位づけはせ

○各自で.家庭で行った節電の結果から.節電 ず,節電効果と節電の工夫の両面から発表さ

した電力量､二酸化炭素排出量.金額を算出す せるD

る旦_｣_要塞庄且_ ◇省エネ家電については,予めカタログなど

○節電の効果とその工夫について.発表し合 の資料を用意して紹介したり,電気メーカー

う○ 【要素③.⑤】 の方を講師として招いたりし,興味 .関心を

○省エネ家電の節電効果について知るo 高めるようにするo

○これまでの活動を振 り返 り.電気の使用につ ㊥活動を通 して,日本のエネルギー消費の問題

いて,自分の考えをまとめるo 【要素(9】 と関連づけながら,電気の使用について考察

できるO 【態度 .能力(塾】

89 電磁石はなぜ磁石になるのだろうかl ㊥磁界のようすを調べる活動に進んで参加 しよ

○電磁石のコイルに電流が流れることによっ うしているD

て,どんな磁界ができるのか考え,話し合 うo ㊥コイルの巻き数を多くしたり,コイルに流れ

○実験を行い,コイルのまわりにできる磁界を る電流を強くしたりすると,コイルがつくる

観察し,結果をまとめるo○コイルのまわりや内部,直線状の 1本の導線のまわりにできる磁界についての説明を聞くD 電流が強くなることが説明できるo

10.モーターはどうして回るのかl ◇モーターの原理と実際のしくみを結びつけて

○磁界の中にあるコイルや導線に電流を流すと 理解することが難 しく,内部を見たことがない

どうなるか,話し合 うD 生徒が多いので,個別実験としてモーターの分

○実験を行い,磁界の向きと,コイルに流れる 解を行わせるO

日.電流の強さと向き,コイルの動き方との関係に ㊥磁界の中にあるコイルや導線に電流を流す実

ついて,結果をまとめるD 験を行い,磁石の磁界の向きとコイルに流れる

○モーターが回転する原理についての説明を聞 電流の強さと向き,コイルの動き方について調

くO べ,結果をまとめることができるo

12.電流をつくり出すにはどうしたらよいかl ㊥目的意識をもって,コイルに磁石を出し入れ

○実験を行い,コイルに磁石を出し入れする速 するときに電流が流れるかどうかを調べ,出

さやコイルの数による結果をまとめるo し入れする条件ごとに結果をまとめることが

○結果を参考にして,電磁誘導の条件や誘導電 できるo

～14. 流の性質について話 し合 う○ ㊥電磁誘導が生じる条件や,誘導電流の向きや

○乾電池の電流と家庭用コンセン トの電流 との 速さを変える条件を,コイル内部の磁界の変
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4 指導の実際 (6/ 14時)

(1)本時の目標

L) 各自が実践可能な節電計画を立てることができる｡ (思考 ･判断) 【態度 ･能力②】

≡) グループでの話 し合いでは,他者の意見に対 して建設的な意見を述べたり,他の意見を取り入れ

たりしながら,積極的にコミュニケーションをとれる｡ (技能 ･表現) 【態度 ･能力④】

(2)本時の展開

学習活動 ,内容 教師の指導 ㊥評価 ◇留意事項

導 1 本時の課題を確認するo 1 前時の資料を示 しながら. ◇節電の仕方を工夫すること

めざせ !省エネNo.1 -節電 一般家庭の電力消費を抑える が大切であることを伝え,

匡亘亘重 要] ことが大切であることを強調 省エネルギーの競争ではな

し.本時の学習の意義を確か いことを確認しておくO

入 2 前時の学習を振 り返 り, めるo r要素①.(診】 ◇家庭での電気の使用によっ

日本が抱えるエネルギー消 2 一般家庭の消費電力が伸び て日々の生活がどのくらい

費についての特徴と課題に 続けている理由について考え 便利になったかを考えさ

ついて確認するo させるo せ,消費電力が伸びている理由に気づかせるO

展 3 家庭で使用している電気 3 節電の方法の話 し合いにつ ◇事前に,家族や地域の人々

器具とその使い方について いては,ブレーンス ト-ミン に聞いておくと,工夫点等

振 り返 り,よい点や悪い点 グの形式で,批判せず,より の情報がより多く得 られ

をまとめるD4 節電の方法についてグル 多くの考えを出し合 うように るo

する04 計画は,何の電気器具に使 ㊥グループでの話し合いでは,他者の意見に対 して建-プごとに話し合い,各自 設的な意見を述べたり.他

関 が家庭で実践できる節電に われる電気をいつ.どこで. の意見を取り入れたりしなついて計画を立てるo どのように節電するのか.ワ がら.積極的にコミュニケ

-クシー トに具体的に記入さ -シヨンをとれるo r態

せ.実行 しやすいようにする｣｣_重量盈L 塵二進過 し

ま 5 各自が調べてきた電気製 5 消費電力や二酸化炭素排出 ◇電力会社等が配布 している

品とその消費電力をもと 量などの簡易測定器がある場 ｢環境家計簿｣を利用する

に,節電の効果について予 合は,利用できることを伝え こともできるo

と 想 し,発表するo るo ㊥各自が実践可能な節電計画

め 6 節電計画は,無理や我慢を を立てることができるo

することがない,長続きするようなものとするo ｣塵塵二塁力塗し

準 備 物 ワークシー ト,簡易測定器

5 考 察

私達は日々の生活で電気を当たり前のように利用 しているが,その利用について持続可能な社会づ

くりという視点でとらえてはいない｡本単元には,もともとはESDの視点が含まれていないが,そ

の視点から単元をとらえ実践することで,以下のような効果が見られた｡
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まず,持続可能な社会づくりに向けて生徒一人一人が自分の生活を振 り返 り,節電の行動を計画 ･

実践することで,授業や家庭での活動の中に,望ましい将来に向けた行動や態度がみられた｡節電な

ど省エネルギーに関わる行動は,取り系員みの差こそあれ,ほとんどの生徒が日常的に経験しているも

のである｡ しかし,日本のエネルギーの現状を理解 し,その行動の意味,根拠について十分に意識し

ているとはいえない｡本単元では,エネルギーや環境,経済の相互の関連やェネルギー資漁の有限性

について理解させた上で節電にかかわる活動を行 うことで,未来に対する黄任や節電をする根拠を意

識した行動につながったといえる｡

次に,既存の内容をESDの視点でとらえ直すことにより,

その間題が日常生活の中で解決すべき身近な課題として考える

生徒が多くなり,教科の学習としても関心や理解が深まった｡

電気に関する内容を苦手とする生徒は比較的多いが,本実践で

は,生徒は身近な電気製品について調べ,その使用について考

えることを通して,電気製品の働きと消費電力の関連に気づき,

電気にかかわる問題を身近な問題 としてとらえることができる

ようになり,電力や電力量の意味を実感することができた｡

また,節電は,その効果が目で見えることが必要だが,生徒にとって分かりやすい形でとらえさせ

ることで,多くの生徒が実感することができた0 1日に節電した電力量 (kWh)ではわずかなため,

実感することは難 しい｡そこで,節電を1週間実施 して電力量を求めるだけでなく, 1年間に換算 し

たり,電気料金や節約 した電力量で電球を点灯できるかを考えさせたりした0

課題 としては,生徒から様々な節電の方法が提案され,節電できる電力量が簡単に計算できない点

があるO節電できた電力量を測定できなければ,自分の行動を評価することは難しい0本実践では,

消費した電力量の測定機器を利用することで節電の効果を推定することができたが,測定機器がない

場合,生徒の多様な工夫に対応することが難 しいと思われる｡

新学習指導要領では,本単元で扱った ｢電力量｣について扱 うことになり,家庭で消費する電力

量との関連がでてくる｡この単元をESDの視点でとらえることで,より実生活 とのつながりが意

識でき,持続可能な社会づくりに必要な能力や態度の育成されることになる0

6 期待 と展望 (価値観や行動の変容に向けて)

本実践のような授業を通 して行われる活動は,その時だけの一過性のもので終わってしまい,継

続的な活動につながらないことが多い｡本単元に関連する学習は,技術 ･家庭時の学習などでも行 う

こともできるため,これらの教科で繰 り返し行 うことも必要であろう｡ さらに,生徒会活動などの活

動に位置づけ,教科以外の活動にも広げていくことで,さらに多くの生徒に意識づけることができる｡

また,省エネルギーに関する活動は,生徒一人一人が授業の一環として家庭で実践することで,

間接的に保護者に対 しての意識を高めることにもなる｡さらに,生徒の活動と連携 したPTA活動と

して活動を広げていくことも考えられるOこうした活動を通して,生徒と保護者が日頃から電気の使

用量に関心をもって節電を日常的に行 うようになったり,太陽光発電の導入を検討したりするなど,

ライフスタイルの変化につながっていくことを期待 している｡

7 視 点整理型ア プロ-チの成果 と課題

ESDの授業実践の可能性は,各教科の多様な学習内容の中に潜んでいる｡しかし,ESDの考え

方を理解するだけでは,ESDの授業を実践することは難 しいOその点において,視点整理型アプロ

ーチは,どのような視点でその授業をつくっていくのか, ｢持続可能な社会づくりを捉える要素｣と

育てる能力 ･態度が明確に示されており,そこから既存の教材をESDの視点からとらえ直すことが

できたOこれにより,既存の学習内容をもとにESDの授業をつくることが比較的容易になるD
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7 中学校理科 (第 1分野) における実践例 (視点整理型アプローチ)

｢科学技術と人間｣ (第3学年)
横浜国立大学教育人間科学部附属横浜中学校 平林隆行

1 本単元で ESDを進めるに当た って

(1)単元の概要

本単元は,中学校理科第 1分野においてエネルギー資源の利用や科学技術の発展と人間生活とのか

かわりについて認識を深め,自然環境の保全と科学技術の利用の在 り方について科学的に考察し判断

する態度を養 うことをねらいとする｡

本単元でESDの視点に立った学習指導を進める上では,エネルギー概念の基礎の学習を通して,

日本はエネルギー資源が乏しくその安定確保が大きな課題であること,化石燃料には長い年月の間に

太陽から放射されたエネルギーが蓄えられていること,その大量使用が環境に負荷を与えたり,地球

温暖化を促進 したりすることなどから,省エネルギーの必要性を認識させ,エネルギーを有効に利用

しようとする態度を育てる 【重視する能力 .態度①】Oさらに我々の生活は,科学技術に依存してい

る一方で,科学技術の利用が自然環境に対し影響を与え,自然環境が変化していることを理解させるO

このことから,限られた資源の中で環境との調和を図りながら持続可能な社会をつくっていくことが

課題であり,そのために,自然と人間の共存が不可欠であること 【重視する能力 ･態度⑥】,様々な

角度から課題を捉えたり,価値観の違いを認識 ｡受容 したりしながら 【重視する能力 ｡態度④】,協

働して課題の解決に取 り組むことの重要性を認識する 【重視する能力 ･態度(参】0

【持続可能な社会づくりをとらえる要素】

要素① 相互性 - 科学の発展における科学者 と市民のつながり

要素(罫 有限性 ･化石燃料などのエネルギー資源の有限性

要素⑥ 協調性 - 資源を有効利用するための地域社会の一員としての自覚

【重視する能力と態度】

態度 ･能力(∋ 批判的に思考 ･判断する力 ･ 科学的な根拠に基づいて意思決定することができる｡

態度 ･能力(彰 コミュニケーションを行 う力 - 合意点を探 りながら意見交換することができるD

態度 ･能力⑤ 他者と協力する態度 . 他の人の考えに配慮 しながら協力することができる｡

態度 ｡能力⑥ つながりを尊重する態度 - 人と自然とのつながりに関心をもっことができる｡

(2)留意事項

① 教材のつながり

本単元で扱 う教材は,社会科においても ｢日本はエネルギー資源や鉱物資源に恵まれていない国

であることや環境やェネルギーに関する課題などを抱えていることを体感 させる｣とされている｡

また,技術 ･家庭科においても,環境 ･エネルギー ･資源との関係や環境や資源に配慮 した生活

の工夫について扱 う｡

② 人のつながり

例)本単元の学習を進める中では,生徒同士の討論とともに地域人材の活用を通 して,互いの価

値観の違いを認識 ･受容 し,多面的なものの見方 ･考え方を身に付ける｡

③ 能力 ･態度のつながり

本単元で身に付けた能力や態度は,実生活においては,エネルギーの有効利用について意義を理

解 し,行動する態度や持続可能な社会づくりのための科学技術の発展に期待する態度あるいは科

学的な根拠に基づき意志決定する態度の支持につながる｡
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2 単元の目標

(1)総括目標 (単元目標)

エネルギー資源の利用や科学技術の発展と人間生活 とのかかわりについて認識を深め,自然環境の

保全と科学技術の利用の在り方について科学的に考察し判断する態度を養 う｡

(2)評価規準

(丑関心 ･意欲 ･態度

自然環境の保全 と科学技術の利用の在 り方について,総合的にとらえ,科学的に考察し,適切に

判断しようとする｡

自他の価値観の違いを認識 ･受容 し.多面的な物の見方 ･考え方を身に付け,協働的に環境保全

に参画しようとする｡ 【能力 ･態度⑤】

②思考 ･判断

自然環境の保全と科学技術の利用の在 り方について科学的に考察することができる｡

課題を多面的 ･総合的にとらえ脚

態度①】
③技能 ･表現

自然環境の保全と科学技術の利用の在 り方について自己の考えを表現できる｡

課題の理解 ･解決について,他者 と適切に対話し,協力することができる｡ 【能力 ･態度④】

④知識 ･理解

科学技術発展の過程 と人間生活の関連について理解 している0

日

る｡ 【能力 ･態度①】
科学技術についての正しい知識をもとに,社会とのつながりを認識する｡ 【能力 ･態度⑥】

3 指導計画 (総時勢 10時間)

時 主な学習活動 ,内容 ◇教師の指導の概要 ㊥主な評価

1 エネルギー変換 .資源l ◇エネルギー資源の資料を提示し,将来のエネ

資料を基に将来のエネルギー利用について考えるo ルギー利用について考えることの重要性を認識させるo

エネルギー変換を利用した実験を行 うD ㊥人と自然のつながりを理解 し.持続可能な社

エネルギー変換の例をグループごとに話 し合うO 会をつくることが重要であることを認識 しよう土土星D 【能力 .態度⑥】

2 自然エネルギーの出力を調べた り,エネルギ ㊥日常生活や社会では様々なエネルギーの変換

-変換の実験を行 うo を利用 していることを理解するO 【能力 .態度⑥】㊥エネルギーの変換にともなって総量は保存されるが,.-部は利用 日的以外のエネルギーに変換されることを理解するo

2 エネルギーの利用の仕方について考察し,グ ㊥日常生活や社会で利用しているエネルギー資
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3 匝至麺 頭 ㊥自然放射線についての基礎的な特徴を見出

霧箱を利用し自然放射線の観察実験及び透過性 すO

検証実験を行 うo放射線の研究の歴史について簡単に学習するoまた普通の食塩 と減塩から放出されている放射線量測定実験を行 うO放射線の利用と課題について考察するO ㊥自他の価値観の違いを認識 .受容し,多面的

な物の見方 .考え方を身に付け.協働的に環境

保全に参画 しようとするo 【能力 .態度⑤】

㊥科学技術発展の過程と人間生活の関連につい

近未来において ｢クローン動物｣が食肉用に て理解 しているo

加工されることが日常的になるとしての討論を ㊥課題の理解 .解決について.他者 と適切に対

～ 通して, ｢クローン技術｣の在 り方等について 話 し.協力することができるo 【能力 .態度

6 考え,グループごとに意見を発表 しあい,自分 塾L

の考えを深めると同時に互いの価値観の違いに気付くo 【本時】実習を通して,身に付けたこと,考えたことを ㊥課題を多面的 .総合的にとらえ.将来の予測

などを科学的に思考することができる F能力 一

せ…
レポー トにまとめ,自己の成長をポー トフォリ ◇科学技術の発展を将来-の責任の視点で考え

オにまとめるo互いに成果を交流するo今後の科学技術の発展に期待することなどをまとめるo させるo

7 自然環境の保全と科学技術の利倒 ㊥自然環境の保全と科学技術の利用について,これまでの学習内容をもとに,グループごとに 学習 した内容等をまとめ,発表し,他者の学習

～ ｢自然環境の保全と科学技術の利用｣に関する 内容を共有することができるo

10.テーマを設定し,調査を行 う,調査結果を分析 ㊥科学的な追究,結論や態度を支持 しようとす

4 指導の実際 (5,6/10時)

(1)本時の目標

1)棚 ･

考え方を身に付けようとするO (関心 .意欲･態度) 【能力 ･態度⑤】

2)棚

判断) 【能力 .態度の】

3)㈱ 見･技能)

【能力 ･態度④】

(2)本時の展開

教師の指導学習活動 .内容

導 師事疫粛正頑画1 遺伝子組み替え大豆使用

の豆腐と遺伝子組み換え大豆

入 を使用していない豆腐につい

㊥評価 ◇留意事項

｢食の安全｣の問題提起をす ◇実物を用意するo

るD ◇新聞記事等を使い,様々な

1 遺伝子組み換えについて簡 価値観や社会的な立場によ

単に仕組みを説明するo る意見の違いに気づかせるo

展 2 クローン技術の利用が進 2一クローン技術 .動物につい ㊥ クローン技術の利用につ

んだ近未来を想定するoグル ての資料を配付し,説明す いて多面的にとらえ.科学

-プごとに,賛成の立場,戻 るo 的に思考することができ

対の立場の職業として, ｢な ･各自はワークシー トに記入 るo (思考 .判断) 【能
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開 にまとめ発表するo 表用に模造紙に記入するo ①】

他のグループの発表を聞き疑 ㊥クローン技術の利用につい

間点をまとめるo 3 必要に応じて補足するO て他者と適切に対話 し.協3 反対の立場.賛成の立場 力することができるo (義

に立ちグループで互いに質 堤 .技能) 【能力 .態度

塵二組 4 どのような条件をクリアす ユニL_旦 それぞれの立場で, ｢ク ㊥クローン技術の利用につい

ローン技術の利用｣について れば利用を認められるか,ある て.自他の価値観の違いを

提案をするo いは,反対の立場の人に理解を 認識 .受容し.多面的な物

してもらえるかを考えさせるo の見方 .考え方を身に付けようとする∩ (関心 .意欲.態度) 【能力 .態度盈L
ま 5 クローン技術についての 5 多様な視点から情報を集め

と 討論を振り返り,自分の考え 科学的に思考し,意志決定する

め の変化などをまとめるO 重要性を認識させるo

準 備 物 パックの豆腐,クローン技術についての資料 (科学技術庁 ｢クローンつて何?｣,新聞

5 考 察

本単元をESDの視点でとらえたとき,学習内容の中心的なねらいは,科学技術の利用の在 り方に

ついて科学的に考察することができること,課題を多面的 ･総合的にとらえ,将来の予測などを科学

的に思考することができることであるO

そのため,科学館と連携し先端科学技術について専門的な知識をもつ学芸員による出前講座を取り

入れることにより,正しい知識 ･根拠に基づいて判断する態度や科学技術-の興味 ･関心を高めたり

科学の有用性を認識させたりするように授業を構成 したO

また,本時の目標では,クローン技術を題材として,この技術の可能性と利用する上で懸念され

る点等を,様々な職業の立場に立ち他の立場のグループと討論することを通して,科学技術について

多面的に見ること,科学技術を正しく理解し利用の仕方を考えること,考えを発イ言し合意形成を十分

に図ること等が重要であることに気付かせることをねらいとした｡

本時の学習活動における生徒の様子から,希少生物の保護,医療現場での可能性や生命倫理や画-

化の危険性等を指摘する発表がなされ,クローン技術について多面的にとらえる姿勢が見られた｡

課題としては,様々な職業の立場に立つために,この学習までに社会の仕組みや職業についての基

本的な知識を身に付けている必要があることがあげられる｡

新しい学習指導要領解説に ｢科学技術の負の側面にも触れながら,それらの解決を図る上で科学技

術の発展が重要であることに気づかせる｡｣とされていることを踏まえ,ESD で重視する能力態度

の ｢批判的に思考 ･判断する力｣ ｢多面的,総合的に考える力｣ ｢他者と協力する態度｣などの能力

を育成するために,日本科学未来館の出前授業 ｢実践 !科学コミュニケーション｣を基にコミュニケ

ーション活動により様々な立場を想定した多様な考えを認め受容する授業を試みたO対立する考えが

想起しやすいこと,経済 ･社会の学習内容等とも関連し,多面的にとらえる必要があること等,教材

として利用できる可能性があると感じた｡

6 期待 と展望 (価値観や行動の変容に向けて)

本単元での学習活動の成果は,上級学校-進学する場合には ｢探究の基礎｣-生かされる0

-46-



また,科学館や研究者との連携により,キャリア教育の視点から職業理解 ･選択の動機付けにも役

立っと考える｡

これらの取組が成功することで,科学技術についての理解から,科学的な知識に基づいて意志決

定する態度の育成が期待できる｡また生涯にわたって科学的な探究やそれに基づ く結論や態度を支

持する姿勢を身に付けさせるために,様々な場面において,科学的概念を関連付けること,科学的

方法 ･態度を指導することが必要であると考える0

7 視点整理型アプロ-チの成果と課題

視点整理方アプローチでは,新 しい学習指導要領による学習内容等のための授業を構想するのに

は適していると感 じた｡ESDの重視する能力 ･態度を明確にした後,それらを有効に身に付けさ

せるための学習活動 と評価方法を組み立て,さらにその学習活動に適 した教材を作成するとい う手

順を踏みやすく,新 しい学習内容をESDの視点でとらえ,新 しく授業づくりに取り組みやすかっ

た｡

課題は,今までの指導案をESD化 しようとするとき,ESDの要素を入れすぎて焦点化できな

くなったり,従来の学習活動にしぼられてしまった りする可能性があるように感 じた｡
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8 中学校理科 (第1分野)における実践例 (視点整理型アプローチ)

｢科学技術と人間｣ (第3学年)
広島大学附属福山中 ｡高等学校 山下雅文

1 本単元で ESDを進めるに当た って

(1)単元の概要

本単元は,理科第 1分野第 7単元の｢科学技術と人間｣で扱い,｢エネルギー資源の利用や科学技術

の発展と人間生活とのかかわりについて認識を深め,自然環境の保全と科学技術の在 り方について科

学的に考察し判断する態度を養 う｣ことをねらいとしている｡ここで扱 う実験教材として照明紫具を

取り上げ,その発展により生活が便利になってきたことや,近年,エネルギーの有効利用につながる

ように科学技術が発展してきていることを実感 し,生活を見つめ直すきっかけをつくるものである｡

本単元でESDの視点に立った学習指導を進める上では,科学技術の発展について実験を通して体

感 し科学の有用性を感 じるとともに,エネルギーは有限であり次世代のために有効に使用 していかね

ばならない点を強調するOまた,エネルギー消費の現状として,産業部門は 1973年からほぼ横ばい

どなっているのに対 して,民生,運輸部門で約 2倍になっていることを知り,この現状分析に基づい

た対策が立てられ,それを推し進めるための政策や様々な科学技術の開発が進められていることを理

解 し,持続可能な社会に向けデータを科学的に分析 して将来を考えていく必要性を学ばせるOさらに,

このような科学技術 と政策の関連 しているいろいろな事例について生徒が協力して調べて,発表する

ことで,自らの生活を見直し,近い将来の社会のライフスタイルを想像する｡

【持続可能な社会づくりの要素】

要素(丑 相互性 ･ 物質 ･エネルギーの循環O産業,政策,市民のつながりo

要素(参 有限性 - 資源 ･エネルギーの有限性O

要素⑤ 責任性 自主的な態度 ･行動｡将来像に向けてのビジョン0

【重視する能力 ･態度】

態度 .能力(丑 批判的に思考 .判断する力 -科学的な根拠に基づいてものごとを思慮深 く,建設的

に思考 ･判断することができる0

態度 ･能力(9 未来像を予測 して計画を立てる力 -･現在の状況を分析 し,あるべき未来を予測す

ることができる｡

能力 ･態度③ 多面的,総合的に考える力 人,もの,社会,自然などのつながり,かかわりを

理解 し,それらを多面的,総合的に考えることができる｡

(2)留意事項

(か教材のつながり

本単元で扱 う教材は,技術科の ｢エネルギー変換に関する技術の適切な評価 ･活用｣に関連して

いる,また社会科の ｢資源 ･エネルギーと産業｣およびそれ有効利用を進める政策の学習について

関連が深い｡

②人のつながり

実験を通して,電球などの特徴を調べその発明の歴史に触れることで,ものづくりに興味を持た

せるとともに,科学の有用性を感 じさせるOまた,調べ学習では,グループでの課題の設定,役割

分担,まとめと発表を通して生徒間の ｢つながり｣を深める｡

③能力 b態度のつながり

本単元では科学技術に対する興味 ･関心を高めるとともに,生活を振り返らせ,持続可能な社会

の構築に向けて今から何ができるかを考えさせるOこれらを通して,省エネルギーに関連した科学

技術の現状を理解 し,今後の生活を考えていく姿勢をつくる｡
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2 単元の目標

(1)総括目標 (単元目標)

身近で具体的な事例を通して日常生活や社会と科学技術のかかわりについて考察し,科学的事項を

理解するoまた,現在開発されている省エネルギーや二酸化炭素削減技術について調べ,まとめる活

動を通して,持続可能な社会-向けての科学技術について関心を持っとともに,自分の生活を振り返

り,近い将来を想像する｡

(2)評価規準

(丑関心 ･意欲 ･態度

科学技術 と人間生活のかかわ りや,科学の発展と社会の変化について関心を持つとともに,意

欲的に調べたり,エネルギーの有効利用を心がけようとする｡

②思考 ･判断

エネルギーに関したデータを基に現在の状況を分析し,エネルギーの有効利用などに関連した

多様な科学技術が開発されていることを理解 し,盤藍の生活の在且碁や社会と科学につ少て予測

_LL考えることができる｡ 【態度 ･能力①,②】
③技能 ･表現

科学技術 と人間のかかわりについての調査などを他者と協力して行い,表現することができる｡

④知識 ･理解

科学技術と人間にかかわる事象についての正しい知識をもつとともに,科学と社会とのつなが
_9,また自分の生活と科学技術との鞄連を理解LI V､るo 【曝塵.能力③L

3 指導計画 (総時数 6時間)

時 主な学習活動 .内容 ◇教師の指導の概要 ㊥主な評価

1 生活と電気エネルギー ㊥日常生活が,人の発明や科学に支えられてい

○エジソンの電球の発明について学び,シャ ることを知り,関心を高めるo

-プペンの芯を使った実験を行い,電気エネ (関心 .意欲 .態度)

ルギーか ら熱エネルギー,光エネルギー-の ◇エジソンの発明についての歴史的事項につい

変換を学ぶo て触れるoまた,電灯の発明 .普及により人の

○電球 (電灯)の普及に必要な技術や 普及 生活や社会がどう変わつたか考えさせるo

したことによる社会の変化について考えるO ㊥電灯の普及により生活や社会がどのように変

A○白熱電球に流れる電流と電圧を測定し,潤費電力 (使用電力量)の計算を行 うO 化したかを考えることができる 【態度 .能力

･十1…

2 生活と科学技術040W型,60W型の白熱電球 と同じ明るさの電 ㊥電球,蛍光灯,LEDの消費電力を調べるこ

球型蛍光灯,電球型LEDでの電流を測定し電力 とを通して,省エネに関連した科学技術の発展

を求め,変換効率について考えるO に関心を持つo 【関心 .意欲 .態度】

○それぞれから出る光の性質について実験を ◇出てくる光の特徴からそれぞれの性質や利用

通 して考察O 場面を考えさせるoまた,省エネに向けての技

(触ると熱いか,どんな光が出ているかなど) 術開発が進んでいることを感じさせるo

○エネルギーの最終利用のデータ (資源エネ ◇三旦三坦二地 層のエネルギーの利用と生活

ルギー庁)より 石油危機以来のエネルギー や社会馳 工L黍庭での聞き取り調査

里長塵朗 の分析を行い.現在の課題につい工萎える且ー｣一変産金｣象L を行わせる (宿題とする) [世代間交流]
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3 ○エネルギーの最終利用のデータ (資源エネ ㊨電気製品の省エネ化が進んでいるが.機器の

ルギー庁)より,民生,運輸の利用量1973年 大型化や普及,新製品の導入などでエネルギー

比較で2倍以上増加,一方,産業部門はほぼ横 利用が総体として増加 していることを考察でき

ばいにもかかわらずGDPが2倍以上成長 しているこのなどの現状を分析 し,生活の変化を振 る∩ (課題の分析) 【態度 .肯巨力O)】◇京都議定書で示された1990年に対 しての二酸り返って.なぜ増加 しているかその要因を考

えるo 【要素①.②】 化炭素 6%減の数値 目標をどのように実現しよ

(班ごとに議論 しまとめ,発表を行 う) うとしているかOどこを重点課題として対策が

○その他の資料を使って.民生部門では豪電 なされているかを説明するo

製品の多様化や.普及に伴 う台数の増加.大 ◇これらの課題を踏まえて,政策として ｢エコ

型化などが課題であり.運輸部門では自家用 カー減税｣や ｢工.コポイン ト制度｣が実施され

車 と貨物 自動車の増加が課題 となっている点 ていることを考えさせるO

などを整理するOまた.京都議定書について

解説するo 【要素(丑1

4 エネルギーの有効利用に向けて ◇データを見る視点の確認O民生用としては冷

○民生 と運輸部門において,省エネや二酸化 戻,暖房,給湯,厨房,動力 .照明の5用途

炭素の排出量を減 らす技術について,キー (エネルギー白書に対応)で分類○この他,

ワー ドとなる内容を列挙するo グループ毎 運輸として自家用車,鉄道などがあるo

にそれぞれテーマを分担して調べるo ◇補助金制度など政策についても調べるO

○調べた結果についてパワーポイン トを用い ◇調べる内容,発表の形式については統一して

てまとめるO (技術,原理 (しくみ),そ 指示し,時間内にできるようにするo

5 れを進めるための政策等,観点を明確化 し ㊥新 しい技術について積極的に調べているo

6 て発表) (関心 .意欲 .態度)

○グループ毎に発表するD (作成資料の共有 ㊥班員と協力 してまとめ将来の社会像を意識 し

化) て分かりやすく発表できる○ (技能 .表現)

○グループ毎の発表を聞き感想をまとめるo ㊥それぞれの技術の長所や課題を科学的な情報

この際,今後のライフスタイルなどについ に基づき.-発表することができる∩また.各

ても考えさせるo 【要素③】 白の感想 .意見として将来のビジョンを考え

4 指導の実際 (2,3/6時)

(1)本時の目標

1) 科学技術と人間生活のかかわりに関心をもつとともに,省エネに関連した科学技術の発展につ

いて関心を持つ｡ (関心 ･意欲 ･態度)

2) ェネルギーをとりまく状況や,エネルギーの有効利用などに関する多様な科学技術が開発 さ

れていることを理解するとともに,エネルギー消費に関する社会の課題を考察できるO

(思考 ･判断) 【能力 ･態度①,③】
3) 自分の意見を持ち,班で議論 してまとめることができる｡ (技能 ｡表現)

(2)本時の展開

学習活動 .内容 教師の指導 ㊥評価 ◇留意事項

2限 1 同じ明るさの電球型蛍光 1 白熱電球と比較 して同じ明 ◇白熱電球と比較するo

導 灯,電球型 LEDに流れる電 るさを得るのにどれくらいの

流を測定し,電力を求め, エネルギーが必要かをまとめ
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展 2 電球と蛍光灯,LEDの違 2,3 エネルギーの変換とし ◇光のスペク トルに関しては

いを調べるo て 電気エネルギー一光+熱 中学校で学んでいないの

E実験】出てくる光を分光 エネルギー (白熱電球)を押 で,以下の点について簡単

器で観察するo さえ,変換効率の違いを考え に解説o

開 3 白熱電球はたくさん熱が させるo (LEDの開発には日出ている点に気づき,電気 本人の発明が大きく寄与して

エネルギーがすべて光にか いることを知らせる)

1 わつていないことを学ぶo 4 蛍光灯,LED ともに省エネ (炎色反応を想起させる) ○太陽か

蛍光灯,LEDは触れても熱 製品であるが,出てくる光に

くはない○ 違いがあり,LEDは新しい光

4 【観察】紫外線ビーズを使 として期待されていることを ㊥電球,蛍光灯,LEDの消費

つて,白熱電球や蛍光灯か 告げるo (紫外線は印刷物や 電力を調べることを通して

らは紫外線が出て,LEDか 紙などを劣化させるはたらき ,省エネに関連 した科学技

らは出ていないことを確認 があることに触れるO) 術の発展に関心を持つo

する05 近年,テレビやエヤコン ※それぞれの特徴を生かす利用 (関心 .意欲 .態度)

方法を考えさせるO ◇この20-30年の間のエネル

5.エネルギー白書のデータを ギーの利用 と生活や社会の

も省エネ技術が進んでいる 基に,現状の分析を行い,そ 変化について.家庭での聞

が,エネルギーの消費量は の要因を考えさせるo 【要塞 き取り調査を行わせるD

減少しているのだろうかO Q@JM】 (宿題) [世代間交流] r態.

(課題の提示) 盈二盤カ塗し

3限 6 電灯を例に省エネ開発を 6 5のデータから考えたこと ⑳班の中で,それぞれの意見

考えたが,このような技術 や,家庭での聞き取 りで分か を活発に議論することがで

展 革新の一方で,エネルギー つたことを踏まえ,塾蛙旦三 きるO (技能 .表現)

開 利用では民生部門が増加 し ネルギー利用の課題を班で討 ㊥電気製品の省エネ化が進ん2 ているOこの要因について 議o r要素(D②】 (-われわ

班ごとに話 し合 うo れの日常生活に改善の余地が でいる一方でエネルギ一利

あるのでは)※身近な生活を 用が総体として増加 してい

振 り返らせ,増加の要因につ ることを.データを基に原

いての気づきを列挙させるO 因を推定して考察できるo(思考 .判断) 【態度 .能

ま 7 発表 7 班ごとに話 し合ったことを8 部門ごとの現状と裸足削こ 発表 力&L

と ついて,その他の資料を使 8 京都議定書で示された 1990◇ ｢エコカー減税｣ ｢エコポ

め つて分析し,近年それに対 生比丘92- 6%の目標をどの イン ト制度｣などの重点政

して重点的に対策が取られ ように達成 しようとしている 策 と,現状の課題 との関連

ていることを考えさせるo かなど解説o 【要素①】 を考えさせるo

準 備 物 実験器具 (白熱電球,電球型蛍光灯,電球型LED,テスター,導線,分光器,

参考資料 紫外線ビーズ)

5 考 察

最近,電球型の LED が開発され話題となっており,店頭でもよく見かけるようになった｡本来,

電灯は出てくる可視光を利用するものであるが,電球や蛍光灯からは熱 (赤外線)や紫外線も出てお

り変換効率を下げている｡このように電灯は,身近なものであるとともに中学校で学ぶ教材としても
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様々な視点を養 うことができる教材であると考えた｡エネルギーの変換,変換効率の視点は理科にお

いて重要なテーマであるとともに,ESDの視点としても重要なものであるDまた,科学的データや

根拠に基づき考察し,判断する態度の育成は,理科からESD-大きく貢献できる部分である｡本実

践例のように,理科の授業にESDの視点を加え,その視点を明確にした授業展開をすることで,無

理なくESDにつなげられると感 じた｡

3限までを終えての生徒の意識調査の結果を右に

示すOこの結果より,本単元が,興味 .関心が持て,

新 しい視点が身につき,生活に役立っものになると

多くの生徒が考えており,当初のねらいが達成でき

たと考えるo生徒の感想では, ｢生活で使われてい

るものを科学的に見ることができるようになった｣

や, ｢家族と話 し合いをして,生活を見直したい｣

などの前向きな意見が多くある一方,教材が身近す

ぎて新聞などでも見聞きしているためか,新 しい考

え方や視点は身に付かなかったという意見も少数だ

が有った｡全体では,社会全体で二酸化炭素の削減

意識調査
設問

問1この内容は興味が持てるものだった.
問2この内容を学ひ,新しい考え方や視占が身についたo
問3この内等を学ひ,ものごとを深く考えられるようになったo
問4この内零はこれからの生活に役に立つと思う.

や省エネルギーに向けて努力をしていることを知 り生活の見直しにつながったという意見が多かった｡

新学習指導要領 ･理科では,ESDの視点が取 り入れられ最終章が充実した｡特に1分野と2分野

の総まとめとなる ｢自然環境の保全と科学技術の利用｣では,発展的に本内容を取り上げていくこと

が可能であり,その結果ESDの視点や態度 ･能力の育成に有効となると考える｡

6 期待 と展望 (価値観や行動の変容に向けて)

ESDでは,科学や環境技術の開発 ･発展だけでなく,社会構造の変化に伴 うライフスタイルの変

杏,省エネルギーに向けての政策など,社会全体を視野に入れて多様な視点で考察し,問題の解決に

向けてそれぞれの生活を見直していく態度が重要であるO産業界も省エネルギーに向けて成果を挙げ

るとともに国も政策によってその方向を確実なものにしようと努力している,一方で,私たちの生活

のスタイル,家族の在 り方,また豊かさに関する価値観の変容も必要となると考えられる｡このよう

な中,将来に向けての環境技術の開発に日本が大きく貢献していることも授業の中で触れていきたい｡

この実践にあたっては社会科や技術家庭科との連携を行い,複数の視点から資料の充実を図ればより

良いものになると考える｡また,班ごとの議論ではプレインス ト-ミングなどを取り入れ,集団で意

見を出し合い,互いに活発な発想をしていく取 り組みも有効と考える｡このような展開から,他者を

否定せずより良い解決に向けて議論する態度が育成 されると期待する｡

7 視点整理型ア プロ-チの成果 と課題

資源,エネルギー,環境はこれまでも理科の大きなテーマであり,特に中学校理科第 7単元はそ

の視点を含んでいるといえる｡今回,改めてESDを重視した授業を視点整理型アプローチを用いて

考えたが, ｢持続可能な社会づくりの要素｣, ｢重視する能力と態度｣,また ｢つながり｣を考慮す

る留意事項を明確にしながら,授業計画を立てていくことができたoこの方法を用いることで,これ

までの授業のどの部分を強調 ･改善すればESDの視点を取 り入れることになるかが明らかになり,

授業改善がスムーズに行えることがわかった｡そして指導案作成においても,これまでの指導案をベ

ースに記載 していくので比較的取 りかかりやすく感 じた｡この視点整理型アプローチを通して,他教

科との連携を図ることで,さらに教科や教材のつながりが明らかになり,互いに課題を共有すること

で学んだことを総合的に活用する能力を生徒に育むことができると期待できる0
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9 総合的な学習 の時間における実践例 (視点整理型 アプローチ)

｢将来の職業と環境対策｣(第3学年)
新潟県上越 市立名 立中学校 竹内慎治

1本単元でESDを進めるにあたって

(1) 単元の概要

学習指導要領第4章 総合的な学習の時間 第3の1の(3)には,｢学校において定める総合的な学

習の時間の目標や内容については,日常生活や社会とのかかわりを重視すること｣とある｡当校では,

｢自ら学び,考え,行動できる生徒｣を目標として,各学年で実態に合わせた学習内容を設定して,総合

的な学習に取り組んでいる｡第3学年は,第1学年から｢環境｣を学年の学習内容とし,地球環境の現状

やその問題点の原因を調べ,その解決のために日常生活において,各自ができることを考えて実践して

きた｡学習指導要領第3の2には,｢職業や 自己の将来に関する学習を行う際には,問題の解決や探究

活動に取り組むことを通して,自己を理解し,将来の生き方を考えるなどの学習活動が行われるようにす

ること｣とある｡そこで,第3学年では,将来自分が就きたいと思っている職業を選択し,その職場につい

て,実践できそうな環境問題の対策を考えた｡将来の職業や環境対策について考えることによって,進

路選択-の意欲を高め,また,環境問題-の関心を高めるなど,将来の自己の生き方を考えさせること

をねらいとして取り組んだ｡

【持続可能な社会づくりの要素】

要素① 相互性 :職業と環境との相互関連

要素② 多様性:職場の問題-の多面的な見方

要素⑤ 責任 .未来社会-の責佳

要素⑥ 協調性 :互いの協力

【重視する能力 ･態度】

態度･能力① つながりを尊重する態度

態度･能力③ 多面的,総合的に考える力

態度･能力④ コミュニケーションを行う力

態度･能力⑦ 責任を重んじる態度

(2)留意事項

①教材のつながり

当校は,環境教育の一環として,上越市やpTAからの協力を得ながら,｢森づくり｣や｢池づくり｣,｢新エ

ネルギーの活用｣,｢省エネルギーの実践｣を進めてきているD【資料(丑】また,理科の｢自然と人間｣や

｢科学技術と人間｣,社会科･公民科の｢環境･資源･エネルギー｣等とのつながりを生かして,環境やェネ

ルギーについて考えてきたQまた,技術･家庭科の｢資源や環境に配慮したライフスタイル ｣や道徳での｢環

境に配慮した行動｣等で,日常での実践を促してきた｡そして,将来の職業について考える点においては,

学級活動での｢進路学習｣とのつながりを重視してきた.

②人のつながり

生徒は,環境対策の現状を知るために,地元の職場を訪問したり,手紙で質問したりして,地元の方々

との交流を深めたoそこで,様々な職業に関する疑問を解決したり,自分たちが考えた環境対策に対する

意見を聞いたりした｡また,学習成果発表会では,他学年の生徒や保護者,地域の方々に環境問題につ

いて共に考え実践していくことの大切さをわかりやすく伝えた｡

③態度.能力のつながり

自分が学習した内容を日常の生活の中で生かすと共に,将来の職業や環境について考え,将来の自

己の生き方を考えた｡
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2 単元の目標

(1) 単元目標

自分が将来就きたいと思う職業に関連した環境問題を自ら見付け,その間題の解決に向けて,探究活

動に主体的,創造的,協同的に取り組む態度を育て,自己の生き方を考えることができるようにする｡

(2) 評価規準

①関心･意欲】態度

自分が将来就きたいと思う職業に関連した環境問題を自ら見付け,必要な情報を収集しようとする｡

職業と環境問題とのつながりに関心をもつ｡【態度･能力(丑】

(診思考】判断

自分が将来就きたいと思う職業に関連した環境問題の原因と解決策を考えることができる｡

職業と環境問題とのつながりを理解し,多面的･総合的に考えることができる｡【態度･能力(卦】
③技能･表現

自ら考えた環境問題の解決策を相手に分かりやすく伝え,自らも実践できる｡

自分の考えを分かりやすく相手に伝え,自分の発言に責任をもって行動できるO【態度･能力④⑦i
④知識･理解

自ら選択した職業と環境問題の現状やその原因を理解し,環境対策の必要性を相手に説明することが

できる｡

3 指導計画(総時数22時間)

時 主な学習活動 .内容 ◇教師の指導の概要 ㊥主な評価

12 匪車重亘司 ◇それぞれの職業の理想と現実の対比を示す等,環境問題

○自分が将来就きたいと思う避墓と墓 の課題を見付ける時の視点を説明するo

境問題との関連を考え.課題を見付 ㊥自分が将来就きたいと思う職業に関連した環境問題を考

iiaJ｣要素①】 えることを通して,自分の人生と環境問題との関連性に関

心をもって.自分の課題を決定することができるo【態度.

進退

3 匝垂頭 ◇訪問先の職業の紹介,連絡調整,訪問計画の作成,依頼○地域探検や職場訪問で各職業にお 状の発送,当日の引率,礼状の発送)

1.3 ける環境問題の現状についでl青報を収集するo(訪問先の選択.依頼.訪問.礼状の発送)【要素⑥】 ㊥各職業での環境問題の現状についでl青報を収集すること

ができたかo【態度絹巨力④⑦】

1415 匪垂三重司 ◇環境問題の原因や背景,その対策について分析し考える

ついて,各自がまとめた内容を,関連のある職場に手紙を出して,意見を求めるD【要素(参】 ㊥環境問題の原因や背景.その対策について多面的.多角
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16 匪 頭○調べた内容を企画書にまとめるO○調べた内容を,パワーポイントでまと ◇スライド制作にあたつての評価の観点を示すDめるo【資料④】 ◇文字の大きさや図,グラフ等の使い方等,相手に分かりや

- ○学級内で発表し,お互いに評価し すいスライド作成の方法をアドバイスするO

22 合い,学級全員のものを一つのスラ ㊥学級全体で協力してまとめ.分かりやすく発表する○

イドにまとめるo 【態度.能力④】

○学習成果発表会で,学級代表が全校の前で発表するo全校生徒から評価をしてもらうO【要素(9】 ㊥自分の発言に責任をもって行動できるo【態度.能力⑦

4 指導の実際(1/22時)

(1) 本時の目標

自分が将来就きたいと思う職業に関連した環境間長引こついて考え,課題を決定することができるO

(2)本時の展開

学習活動.内容 教師の指導 ㊥評価 ◇留意事項

導入 1 これからの総合的な学習の 1 将来自分が就きたい職業と関連した環 ◇自分が将来就きたい

全体の流れと,課題を理解 境問題を見付け,その現状や原因,対策 職業については,学

するD について考え,まとめて発表していくこと 活の時間に進路学習

を説明する○ を行い,事前に決めておくo

展開 2 例を参考にして,職業に関 2将来自分が就きたい職業に関連した環 ◇職業に関連した環境

適した環境問題のイメージを 境問題を考えさせるO【要素①】3 環境チェックシートを活用しながら,将 問題の例を事前に準

ふくらませるo 備

3 チェックシートを活用して, ◇環境チェックシート

将来 自分が就きたい職業と 来自分が就きたい職業と関連した環境問 【資料②】を事前に準

環境問題との関連を考えるo 題について考えさせるo 備

4 将来 自分が就きたい職業 4 インターネットや職場のパンフレット等 ㊥自分が将来就きたい

に関連した環境問題につい を参考にして,将来自分が就きたい職業 と思う職業に関連した

で情報を集めるO と関連した環境問題の情報を探すように 環境問題を探すこと

過重宜る｣ 要素①】 蚕地 盤22191

ま 5 自分が将来就きたいと思う 5 自分の課題が決まらない生徒には,ア ㊥自分が将来就きたい

職業に開通した環境問題を ドバイスをする06 次の時間から,環境問題の現状.対策 と思う職業に関連したとめ 自分の課題として決定するo 環境問題を.自分の課題として.決定する

を考えていくことを伝えるO ことができるo【態度.盤カ&1

準備物 ･職業に関連した環境問題の例(ハンバーガーショップでのフードマイレージの問題 等)

参考資料 ･生徒用企画書【資料(診】
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5 考察

(1)ESDの視点について

環境問題を,自分の生活とはかけ離れた問題であると捉えがちであった生徒も,今回の実践により,堤

境問題はどの職業にも無関係ではなく,職業についても多面的に考えることが大切であることを知ることが

できた【要素①②】Oまた,従来の進路学習は,将来の職業に就くために必要な資質を調べ,現在の自分

がなすべきことについて,考えるというやや受け身的な学習であった｡しかし,未来の持続可能な社会の

形成者として,社会や職場をどう変革していくのかという前向きな視点で考えて,学習を進めた今回の実

践は,一人ひとりが各自の生き方に責任をもって,社会に主体的に関わっていこうとする態度を育てる点

で,大変有効であったと考える【要素⑤⑥】｡

(2)単元の目標について

生徒全員が,自分が将来就きたいと思う職業に関連した環境問題を見付けることができた｡そして,そ

の問題の現状と原因について調べ,その解決に向けた対策を考えて発表することができた｡また,3年間

の環境学習と各自の進路を結び付けて考えたことは,環境の問題がより自分の人生や生活と密着してい

ることを実感する上で大変有効であったo

(3)本単元の学習活動における生徒の様子

自分が関心をもって選択した職業について,意欲的に学習を進めていた｡また,1･2年生で学習してき

た環境学習の内容を生かして,環境対策を考えていたDある生徒は,｢3年間『環境』をテーマにして学習

してきたが,それを生かしたスライド【資料④】を最後に作ることができてよかったO｣と感想を述べているo

環境問題の解決に向けて,探究活動を行うことにより,将来の自己の進路についても考えていた生徒もい

た｡ある生徒は,｢この学習は,将来の職業を決めるための参考になった｡｣と感想を述べている｡

(4)本単元における課題

各職場での環境問題の設定について,一例(フードマイレージ)を示したが,多くの生徒の考え方がそ

の例に似たものに偏ってしまった｡例えば新しい省エネ技術やゴミの分別等,事例は複数用意した方がよ

かった｡考えた環境対策については,関連の職場に手紙を出して意見を求めたが,職場からは理想を求

めることの難しさや現実の厳しさを教えられることが多かった｡今後は,より,現実に即した対策を考えられ

るように指導方法を工夫していきたいO

(5)新しい学習指導要領との関連

持続可能な社会をつくっていくためには,環境や平和,人権等の問題は,避けて通れない問題である｡

そして,これらの問題を解決していくために教育が果たす役割は重要であり,総合的な学習の時間は,そ

の中心的な存在である｡新学習指導要領では,総合的な学習の時間はますます重要であると位置付けら

れ,探究的な学習の充実や体験活動と言語活動の充実が強調されている｡

今回の実践では,自ら職業と環境問題から課題を決定,実際の職場を訪問しで情報を収集,環境の現

状や原因の分析,環境対策の考察,発表と手順を追って探究活動を充実させることができた｡また,生徒

一人ひとりの課題にふさわしい職場を探して体験活動を充実させ,そして,全員が職場-の礼状や質問

状を書いたり,発表用のスライドを作成したり,学習成果発表会で代表が発表したりと言語活動も充実させ

ることができた0

6 期待と展望(価値観や行動の変容に向けて)

生徒には卒業後も,地域の環境の現状に関心をもち,それぞれの場で,自己の生き方を考え,行動してい

くことを期待している｡

今後,学校では,総合的な学習や教科,特別活動の関連を明確にするとともに,各教科では基礎的･基本

的な知識･技能の定着を図り,総合的な学習の時間では探究的な学習を充実させ,特別活動では日常の実

践力を高めていきたい｡特に,総合的な学習の時間では,ねらいを明確にした体験活動を実施することで,探

究的な学習を促していきたいO

また,環境教育の視点を自然環境中心から自然と人とのかかわり合いの視点-と広げていき,持続可能な

社会をつくるための教育の在り方を模索していきたいO
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7 視点整理型アプローチの成果と課題

視点整理型アプローチは,ESDの視点を無理なく従来の指導案に盛り込むことができるので,現場に受け

入れやすい方法であるOただし,ESDの要素の中には,従来の指導案のねらいと結び付けにくい要素もある

ので,無理に多くの要素を盛り込むのではなく,焦点をしぼって考えるとよい｡

8 参考資料

(丑 当校の環境教育のグランドデザイン ② 職場環境対策チェックシ-ト

○×△

電気製品は省エネタイプのものを使っているo

汚れた排気ガスや廃液を出さないように心掛けている○

'7L一一.マ ･私が選んだ職業には ･この環境の問題点を改 ･この対策をするとという効果があります

･私は学習成果発表会で ∴＼｢という環境の問題点(堤 善するために私は,( )ということを伝えたいO･私が選んだ職業はこんな仕事をしています〇･その職業に関連した環 A

④ 生徒が考えた職場での環境対策スライド

現状 故驚策 対策費すると

･あまり売れないものは.たく ≡､:I;:二二褒 ′:--餐

-57-



10 高等学校 地理歴史科 (地理A)における実践例 (視点整理型アプローチ)

｢資源 ｡エネルギ-問題｣
広島県立三原高等学校 中村光則

1 本単元でESDを進めるに当たって

(1)単元の概要

本単元では,高等学校｢地理A｣の新学習指導要領 ｢(1)現代世界の特色と諸課題の地理的考察｣の

｢ウ 地球的課題の地理的考察｣において｢資源 ･エネルギー問題｣についての主題を設定し追究させ

る学習を実施するo資源 ･エネルギー問題は,その現状や将来の在 り方について世界全体の問題とし

て考えなければならない地球的課題の一つであり,その生産地域･消費地域にはかなりの偏 りがあり,

その空間的偏在性や地域間の不均衡からおこる問題も大きいO資源 ･エネルギー問題にかかわる課題

を設定し,地域性を踏まえて考察していくとともに,地球的及び地域的視野からその望ましい将来像,

解決策について考察させていく｡

本単元でESDの視点に立った学習指導を進める上で,次に挙げる持続可能な社会づくりの要素に

基づいて授業構成 した｡｢③有限性｣については,資源 ･エネルギーの有限性と将来のエネルギー転換

や地下資源の再資源化の必要性ととらえ,理解を深めさせる｡｢⑤責任性｣については,資源 ･エネル

ギー問題の解決は将来世代-の責任ととらえ,生徒一人ひとりの身近な生活から,その解決に向けた

行動を考察していくO｢⑥協調性｣については,解決に向けた行動の有効性を確認 し,行動に移すモチ

ベーションを高めるとともに,一人ではなく多くの人々が互いに協力して問題を解決していく協調性

ととらえ,一人ひとりが意思決定していけるように進めていく｡

【持続可能な社会づくりの要素】

要素③ 有限性 化石燃料や金属などの資源 ･エネルギーの有限性

要素⑤ 責任性 :資源 ･エネルギー問題における将来世代-の責佳

要素⑥ 協調性 資源 ･エネルギー問題の解決に向けた社会的意思決定

【重視する能力 ･態度】

能力 ･態度② 未来像を予測して計画を立てる力 (現状を理解した上で,在るべき未来像を予測

し計画する能力)

能力 .態度(9 他者と協力する態度 (他者の考えに共感するとともに,他者と協力 ･協同しても

のごとを進めようとする態度)

(2)留意事項

(丑教材のつながり

資源 ･エネルギーの特徴については理科との,資源 ･エネルギーの政治的経済的かかわりに

ついては公民科との,資源 ･エネルギーと生活については家庭科との関連が深い｡

②人のつながり

これからのエネルギーについて,自分がとる将来の選択の根拠を明らかにするとともに,他

者の選択の考えにも耳を傾け,共感できるところは共感 しながら,再度自分の選択を吟味する

過程を授業に取 り入れる.

(診態度 ･能力のつながり

資源 ･エネルギー問題の解決に向け,生活の中で自分たちに行動としてできることを考えさ

せていく｡たとえば,化石燃料を多く使 う自動車の使用を控える,日本では化石燃料に去る火

力発電の割合虐三高いととユi電気の節約,アル ミ缶やスチール缶をリサイクルするための分別収

集,使い捨ての製.,7]は買わずに長く大事に使 うことで新たな資源消費を抑える等,自分たちで

実践できることを考え,行動に移していけるようにモチベーションを高める｡
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2 単元の目榛

(1)絵括目標 (単元目標)

資源･エネルギー問題を地球的及び地域的視野から追求し,その問題点を理解するとともに,

その解決の方向性と自分たちにできる行動について考えることができるO

(2)評価規準

(彰関心 ･意欲 L態度

資源 ･エネルギーの有限性を理解 し,その解決策に興味 ･関心を持つ｡

問題の解決に向けた行動を,他者と協力して実践しようとする｡【態度 ･能力⑤】

②思考 ･判断

資源 ･エネルギーの何が問題なのかを思考できるD

問題を多面的に思考 し,将来のことを予測するとともに,自分にできる行動を判断する｡

【態度 ･能力②】

自分の考えの根拠を明確にするとともに,他者の意見も聞きながら再度,自分の考えを吟味

する｡【態度 ･能力⑤】
③技能 ･表現

現在の資源 ･エネルギーの問題と将来の解決-の方向性を説明することができるO

④知識 ･理解

資源 ･エネルギー問題について構造的に理解 し,自分たちの生活とのつながりを認識するD

-59-



3 指導計画 (総時間数7時間)

時 主な学習活動 .内容 ◇教師の指導の概要 ㊥主な評価

1 l化石燃料と環境問題】○化石燃料とは何か? ㊥化石燃料使用と環境問題発生の因果関係

○なぜ,化石燃料は環境に悪いのか? を理解 しているロ

2 化石燃料の生産地 一消費地○化石燃料 (石炭 .石油 .天然ガス)の埋蔵地 ㊥化石燃料の生産地と消費地の偏在性につ

域,生産国,消費国を統計から調べ,世界的な分布を確認するD○化石燃料の有限性,偏在性により,どのよう いて理解 しているロ㊥化石燃料の有限性,偏在性によって起きる

な問題が起こっているか? E要素③】 問題について考えているD

34 化石燃料の有限性とその他のエネルギー】○なぜ,化石燃料は枯渇に向かっているのか?○なぜ,化石燃料による火力発電に頼っていて ㊥化石燃料が枯渇する理由を資料や自分たちの生活から判断し考えているo㊥自分の意見を相手に分か りやすく説明しはいけないのか? 【要素⑤】 ているo

本 ○自分なら将来,発電方法としてどのエネルギ ㊨将来社会を想像 し.自らの問題として自分

時 -を遥択するか? 【要素⑤⑥】《本時》 の行動を選択しているo_£塵塵二塵カ塗し◇他者の考えを聞いて.自分の考えを再度吟味するよう促すnF態度 .能力⑤】

5 匡ネルギー問題 とその解決【○エネルギー問題とは何かをまとめるo @エネルギー問題を構造的に理解しているD
○エネルギー問題解決の方向性を理解 し.自分 ㊥問題解決に向けた行動を他者 と協力して

たちにできる行動を考えるor要素⑤⑥】 実践 しようとする意欲が高まっているo

__呈塵塵二盤過 し

6 l地下資源 (金属原料)の生産地と消費地l○地下資坂には化石燃料以外にどんなものがあ ◇化石燃料の学習と同じように調べさせ構

るかを調べるo 造的理解を促すO

○金属原料 (鉄鉱石 .銅鉱石 .ボーキサイ ト) ㊥金属原料の生産地と消費地の偏在性につ

の埋蔵地域,生産国,消費国を統計から調べ,世界的分布を確認するoO金属原料の有限性.偏在性により.どのよう いて理解 しているo㊥金属原料の有限性,偏在性によって起きる

な問題が起こっているか? r要素(識】 問題について考えているo

7 地下資源の有限性と持続可能な利周 ◇ 自分の行動がどのように将来につながつ

○地下資源 (金属原料)の有限性について理解生る旦｣_要塞塗し○地下資源の偏在性や有限性を理解し.将来の

ために自分にできる行動を考えるo【要素③金星.障源 .エネルギー問題とその解剖 ていくのかを確認するo【態度 .能力②ー㊥資源 .エネルギー問題を構造的に理解した

○資源 .エネルギー問題 とは何かを構造的に理 上で,その解決に向けた行動を他者と協力

解 し.解決に向けた自分にできる行動-の意 して実践 しようとする意欲が高まってい
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4 指導の嚢際 (4/7時)

(l)本時の目標

遭采のエネルギー (発電方法)につ上土:L 自分の選択の根拠を明確にしながら考え,他者の意

見を聞いて再度,自分の考えを吟味するO｣昼考 ･判断)【態度 C能力②,⑤】

(2)本時の展開

学習活動 .内容 教師の指導 ⑳評価 ◇留意事項

導 1前時の復習として,化石燃料の将 1化石燃料 (石炭 .石油 . ㊥将来社会を想像 し自らの

采とその他のエネルギーの現状を 天然ガス)は将来いつか 問題 として自分の行動を

振 り返るロ は枯渇し.他d)エネルギ 選択しているo【態度 .能

･将来化石燃料 (石炭 .石油 .天然 一に転換 しなければなら 力塗し㊨化石燃料の将来とその他

ガス)は掘 りつくしてなくなる目が ない目がくることを確認

来るoエネルギーである燃料だけで するo化学繊維やプラス

人 なく石油製品も作れなくなるO チックなど石油製品を将 のエネルギーの現状につ
･化石燃料以外のエネルギーで生活 束の世代も使えるように いて理解しているo

しなければならなくなるo するには,石油の消費量

･ポス ト化石燃料-水力,原子力, を抑え.将来の世代のた

新エネルギー (太陽光 .風力 .地熱 めに残すことの必要性を

など) 確認or要素③(9】

展開 2自分なら今後,どのエネルギーを 2将来世代に化石燃料 (化 ㊥将来社会を想像 し自らの

利用 して発電していくかを考え, 石資源)を残すためにエ 問題 として将来のエネル

理由を述べながら説明するo ネルギー転換が必要とな ギー源を選択 しているo

･火カーゴミなどを燃やして発電 ることを確認するo【要素 _E選を塵二鑑過 し

･水力-再生可能で大量にある水 上し3自分の最初の考えを 他 ㊥自分の考えや意見を相手

･原子力-少燃料で大エネルギー に分かりやすく説明して

･風力-′J＼規模分散型o夜も発電 いるo

･地熱-火山や温泉の多い日本 ㊥他者の考えや意見を,自

･太陽光-再生可能で騒音なし3他者の考えを聞いたあとで,もう 分の考えと比較 しながら聞いているo㊥他者の考えも聞き入れな

一度自分の考えを見直す○ 者の考えも考慮しながら がら自分の行動を考え,

･水力や原子力により大きな発電量 修正がある人は修正する 判断しているol態度 .醍

をまかないながら新エネルギーの割合を増や していき,省エネ .節電を しなが ら技術革新 を進め,徐々に新エネルギー重視に移行させていくo ように促すD【要素⑥ 表象L

ま 4将来の発電方法や電力利用につい 4電力において.化石燃料 ㊥自分のイメージを具体的て,原子力や再生可能エネルギー に頼らない未来像を具体 な言葉で表現している

と の複合的利用と省エネ .節電の必 的に表現させるo【要素⑤

め 要性を理解 し,化石燃料に頼らない未来社会をイメージするO 塗し
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5 考 察

本単元をESDの視点でとらえたとき,授業で教師が常にESDの要素を意識 しながら指導を行え

たという点で成果があったと思 うOこれまでも地理歴史 ･公民科の授業では,資源 ･エネルギーの ｢有

限性｣,資源 ･エネルギー問題の ｢構造や本質を見抜く批判的思考力 ･判断力｣などの能力は扱ってき

た｡本単元ではさらに ｢将来世代-の責任｣や ｢協調的社会的な意思決定｣,｢在るべき未来像を予測

し計画する能力｣などのESDの要素を明確に学習指導案に掲げたことで,指導者側の強い意識付け

になったと感 じる｡

本時では,｢将来のエネルギー (発電方法)について,自分の選択の根拠を明確にしながら考え,他

者の意見を聞いて再度,自分の考えを吟味する｣という思考･判断の観点を中心目標として展開した｡

授業ではESDの要素にこだわりすぎ,時間をかけすぎたり,生徒の発言を誘導しすぎたりした場面

もあったが,生徒一人一人が根拠を明確にして意思決定することができた0

本時の学習活動における生徒の様子としては,まずワークシー トに自分が将来選びたい発電方法と

そう考えた理由を書き込み,それをもとに発表するという形で生徒それぞれが根拠を明確にし,自分

の選択を考え,生き生きと発表 していた｡

課題としては,こうしたESDの要素を踏まえた学習活動をおこなっていく上で,個々の生徒がじ

っくりと考えたり,生徒同士がゆっくり話し合えたりする十分な時間の確保が挙げられる｡今回,E

SDの要素をとりいれた地理A ｢資源 ･エネルギー問題｣の学習を展開していく中で,従来の同単元

の配当時間数よりも2時間多くかかってしまった｡今後どの教科 ･科目においてESDを取り扱 う場

合も,いかに内容を精選し,時間をかけすぎずにESDの要素を取り入れた授業展開を行っていくか

が重要になるであろう｡

なお,本単元の実践は,地理歴史科地理Aの目標に ｢持続可能な社会の実現に向けた取組｣と明記

されている新学習指導要領にしたがって行った0

6 期待と展望 (価値観や行動の変容に向けて)

本単元での学習活動の成果は,今のところ,日々 の学校生活の中で教室の電気やス トーブをこまめ

に消す生徒が一人あらわれたことである｡大変真面目でおとなしい生徒がたった一人だけではあるが,

褒められたいから始めたわけでもなく一人黙って教室を確認してから出るようになったoたった-人

ではあるがこの行動が集団の意識を変えるきっかけになっていくことを期待したい｡

他教科や学校行事とのつながりでは,本単元実施前から生徒たち中に ｢もったいない｣という意

識をもっている者が多くいる点を基にうまく作用している｡家庭科の調理実習や文化祭模擬店での調

理で胡料を捨てるところがないぐらい使い切る指導,陶芸作品づくりの実習で粘土を少しも無駄にし

ない指導,米作 り実習で田植えや稲刈 り行事のとき,一本の苗も一粒のモミも無駄にしない指導,す

なわち無駄にしたら ｢もったいない｣という各場面での指導がつながっていることを痛感している｡

こうした他教科や学校行事での学習活動とも,今回実施 した本単元での学習が生徒一人一人の中でつ

ながっていくことを期待するとともに,全学習場面において,ESDの視点でつながっていくことを

期待したい｡

7J視点整理型アブE3-チの成果と課題

視点整理型アプローチでは,今まで行っていた授業の改善ではなく,ESDの授業を新しく初めて

開発するときに容易に授業づくりができると感じたOまず,その授業 (単元)で特に取り上げる ｢持

続可能な社会づくりの要素｣から課題を設定し,その課題を解決するために必要な ｢重視する能力 ･

態度｣をあらかじめ明確にした上で,単元全体の指導計画を具体化しながら作成 していく方法で,実

際に今回新たに単元開発したO課題としては,ESDの要素や能力 .態度が広範囲であることに留意

する点が挙げられる｡単元で特に扱いたい要素や能力 ･態度に絞 り込んで授業計画を立てることが視

点の明確化となり重要となってくると感 じた｡
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第2章 チ ェックシー ト型ア プロー チ

ここでは,学校におけるESDの導入 ･実践に際しての課題を改善するための仮説を設

定し,それを ｢チェックシー ト型アプローチ｣と称する方策として具体化する｡そして,

実際に小学校 ｡中学校 ｡高等学校において実践を試み,その成果と課題を検討する｡

第 1節 チェックシ- トの設計

1 課題意識

ESDに関わる指導はどのように設計され,実施されれば良いのだろうか｡たとえES

Dの理想や重要性は理解できたとしても,それは多様な概念や技能や態度の育成を含んで

お り,なおかつ,これらの要素はさまざまな立場によって重視されるものが異なったり,

その意味するものが敷術されたりする｡そのため,学校では,一体,何をどう教えればE

SDと言えるのか,どのように導入すれば良いのかが明確になりにくい｡

2 仮説の設定

この課題に対処し,学校で円滑にESDを導入するために,まず次のような6点の改善

の視点を設けたo

(1)培うべき学力のミニマムな要素を抽出する｡

ESDによって育成することが求められる学力の諸要素は広がりを持ち,多様で

関連しあっているために複雑になりがちである｡あれもこれもは画餅になりがちだ

し,時として牽強附会な解釈も生む｡その結果,何をすれば良いのか,何から手を

つければ良いのかが不明確になり,学校におけるESDは容易には普及 しない｡そ

こで,ESDで培 うべき学力の要素を必要最小限なものに精選し,抽出する｡

(2)精選 し,抽出した学力のミニマムな要素を,指導の構成要素である目標･内容･方

法として整理する｡

各教科,総合的な学習の時間,道徳および特別活動といった学校における教育活

動は,目標の実現のために,内容と方法を設定 ｡選択することによってなされる｡

したがって,(1)で抽出した要素を,目標 ･内容 ･方法として整理する｡その際,概

念的要素は内容に,技能的要素は方法に,態度的要素は目標に位置づける｡

(3)これまで実践の分析結果と,これからの改善の方向性を明確化する｡

ESD自体は新しいものであっても,学校ではこれまで,各教科,総合的な学習

の時間,道徳および特別活動といった教育活動を通じてESDにあたる実践を様々

におこなってきている｡そのため,これまでの実践のどこがESDに適っていると

言えるのか,そして,これまでの実践のどこを工夫すれば ｢よりESD的｣なもの

として再構築できるのかを明確にすることが求められる｡そのためには,これまで

の実践の分析結果とこれからの改善の方向性が可視化できる手法が望ましい｡

(4)手間をかけず,負担感のない導入を可能にするo

学校現場は多忙である｡環境教育,キャリア教育,情報教育といった ｢00教育｣

についてはいずれにもあてはまるが,新 しい教育内容の導入には,学校現場の負担

感が伴い,その重要性は認識されても,なかなか円滑に導入できない実態があるO

この問題を軽減するためにも,日常の教育活動の延長線上にESDを位置づけ,従
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采の指導をベースにして,どうすれば ｢よりESD的｣にすることが可能なのかを

具体的に検討できる手法が望ましいO

(5)学校における各教育活動で共通して利用できる枠組みにする｡

各教科,総合的な学習の時間,遺徳及び特別活動などには,それぞれ本来の目的

がある｡この目標の実現を圧迫せずに,ESDが求める概念や技能や態度を学校教

育全体でどうカバーしながら培 うかが重要である｡学校におけるESDは,学校教

育全体で最終的に実現されれば良い｡学校教育全体でバランスのとれた学力を培い,

各教育活動がそれぞれESDとして何をすべきか具体的に検討できる手法が望まし

い｡

(6)学校や授業実践者の独自性も生かせるようにする｡

ESDによって育成することが求められる要素は,学校や授業実践者によって重

視 されるものが異なったり,その意味するものが敷街されたりする｡そのため,前

項(1)で抽出することにしたミニマムな要素では不十分と判断される場合も生じよ

う｡そのような学校や授業実践者にも柔軟に対応できる手法が望ましい｡

以上 (1)～(6)までの改善の視点をもとに,学校におけるESDの円滑な実施を図るた

めの仮説を以 Fのように設定した｡

ESDの目標実現に必要な概念と技能のミニマムな要素を抽出し,それをそれぞれ

内容群と方法群としてマ トリックス図を作成し,チェクシー トとして使用すれば,莱

践の分析や改善の方向性を明確化 ･可視化でき,無理なく,よりESD的な教育活動

-の再構築が実現する｡

3 チェックシ- トの作成

(1)指導目標の設定

関係省庁連絡会議の 『わが国における ｢国連持続可能な開発のための教育の10年｣実施

計画』(2006)日によると,ESDの目標は ｢すべての人が質の高い教育の恩恵を享受し,

また,持続可能な開発のために求められる原則,価値観及び行動が,あらゆる教育や学び

の場に取り込まれ,環境,経済,社会の面において持続可能な将来が実現できるような行

動の変革をもたらすこと｣とされている｡この目標に示された,期待すべき子どもの変容

は ｢環境,経済,社会の面において持続可能な将来が実現できるような行動の変革をもた

らす｣ことである｡そこで,この期待を具体化するために,ESDの指導目標を,生徒が

持続可能な社会づくりの実現のために,課題を兄いだし,それらを解決 しようとする態度

と,それを実現するために必要な概念 と技能の習得と措定し,以下のように設定するD

指導目標 :持続可能な社会づくりの実現のために必要な概念と技能を身につけ,課題

この指導目標では,まず ｢持続可能な社会づくりの実現のために｣必要な概念と技能を習

得させることによって,その結果として ｢課題を兄いだし,それらを解決しようとする｣

態度が培われることを期待している｡
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以下の(2)(3)項では,チェックシー トを作成す るために,概念 と技能のミニマムな要素

を,それぞれ授業の内容 (概念)群 と方法 (技能)群 として設定する｡

(2)内容 (概念)群の設定

ESDで求められる概念の ミニマムな要素を内容群 として設定するために,英国教育技

術省 (DfES)の EducatlOnforsustalnabledevelopmellt,resourcereview toolEducationfor

sustalnabledevelopment2',｢国連持続可能な開発のための教育の10年｣,関係省庁連絡会議

の 『わが国における ｢国連持続可能な開発のための教育の10年｣実施計画』(2006) 3) 阿

部治 ｢持続可能な社会を展望 した環境教育の展開｣ 4)に提示 されている概念を抽出 ｡整理

し,表 1の Ⅰか らⅤまでの内容 (概念)群を設定 した｡

表 1:ESDの内容 (概念)秤

内容 (概念) 阿部ぎ台案 関係省庁連絡会議 英国教育技術省

Ⅰ人間の尊厳 A 人間の尊厳はかけがえがないo 1人問の尊重 a市民性と積極的関与b生活の質,

Ⅳ 経済的社会的公正 B 私たちには社会的.経済的に公正な社 il非排他性iil機会均等

会をつくる責任があるD 平等,公正

Ⅱ将来世代-の責任 C 現世代は将来世代に対する責任を持つ C将来世代の

ているD ニーズと権利

Ⅲ 人間を取りまく自然との共存 D 人間は自然の一部である○ iv環境の尊重 d環境収容力e相互依存

なお,これ らの概念の順序については,｢Ⅰ人間の尊厳｣｢Ⅱ将来世代-の責任｣では人間

の有 り様-の問題意識が時間的に拡大 したことに配慮 した順,｢Ⅲ自然 との共存｣｢Ⅳ経済

的社会的公正｣｢Ⅴ文化の多様性の尊重｣では持続可能性に対す る問題意識が拡大 してい

った国際的動向5)を念頭に入れた順 とする｡

表 2は,表 1の Ⅰか らⅤまでの内容 (概念)群について具体的なイメージが措けるよう

に,関係省庁連絡会議の 『わが国における ｢国連持続可能な開発のための教育の10年｣実

施計画』(2006)の文中か らキーワー ドを例 としていくつか拾ってみたものであるO

表 2 :ESDの内容 (概念)群のキーワ- ド例

内容 (概念) キーワード例

Ⅰ人間の尊厳 人権,貧困,健康,ジェンダー,平和,福祉の向上など

Ⅱ将来世代への責任 世代間の公平,資源の保全,自然環境 .地球環境など

Ⅲ 人間を取りまく 自然環境 .地球環境,生態系,気候変動,資源の有限性など

自然との共存 (生態的持続可能性)

Ⅳ 経済的社会的公正 貧軌 経済格差 (南北問題等を含む),フェアトレード,企業責任,市場経済,
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Ⅴ 文化の多様性の尊重 異文化衝突,多文化理解,社会的寛容,人権など

(精神的 ｡文化的持続可能性)

(3)方法 (技能)群の設定

ESl)で求められる技能の ミニマムな要素を方法群 として設定するために,英国教育技

術省 (DfES)の EducatlOnforsustalnabledevelopment,resourcereviewtool6)において整理

された技能の要素 と定義に準拠 して表 3の⑳～⑳ を作成 した｡ (ただ し⑳の定義は明記 さ

れていなかったので,造田泰司の定義7)をもとにした｡)また,｢国連持続可能な開発のた

めの教育の10年｣関係省庁連絡会議の 『わが国における ｢国連持続可能な開発のための教

育の10年｣実施計画』(2006)8)等においては,その他に ｢コミュニケーションのスキル｣

も培 うべき技能 として挙げられていたため, これ も表 3に⑳ として加 えた｡ (⑳の定義は

辞書等をもとに した｡

表 3 :ESDの方法 (技能)群

方法 (技能) 定義

◎批判的思考 見かけや表面的な言説に惑わされず,多面的にとらえて,本質を見抜くことD

◎システム思考 自然界の事象をはじめとして,世界で生じる様々で複雑な因果関係について恩

考し,説明することo

◎未来志向思考 現在の自分自身の生活と過去や未来の人々の生活を関連づけて考え,あり得る

べき望ましい未来を描くことo

⑳問題対処のスキル 問題に取り組むために何をどうすべきかについて,自分で整理する技能o

⑳行動のスキル 持続可能な発展を実際に推進するための技能o

(4)チェックシー トモデル

前項(3)(4)で設定 した内容 (概念)群 と方法 (技能)群を用いて,下のようなマ トリッ

クス図を作成 し,ESDチェックシー トとして用いることにする｡

方法温 技能) ⑳批判的 ⑳システ ⑳未来志 ⑳問題対 ⑳行動の ◎コミュニケ-
思考 ム思考 向思考 処のスキル スキノレ シヨンのスキル

Ⅰ人間の尊厳

Ⅲ将来世代-の責佳

Ⅲ人間を剛まく自然とo)共存

Ⅳ経済的社会的公正

Ⅴ文化の多様性の尊重
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なお,縦軸の内容 (概念)群と横軸の方法 (技能)群にそれぞれ空欄が設けられているの

は,ミニマムな要素として抽出されているチェックシー トの内容 (概念)群と方法 (技能)

群に不足を感じる学校や授業実践者にも柔軟に対応するためである｡各学校や授業実践者

は,必要であれば自ら要素をチェックシー トに加えることができるようにした｡

4 チェックシー ト型アプロ-チについての検証授業について (報告様式)

チェックシー トが従来の実践をよりESD的なものに再構築するために有効であったか

どうかを,小学校では社会科2実践,理科 1実践,中学校では社会科 1実践,高等学校で

は地琴歴史科 1実晩 総合的な学習の時間 1実践で検証した｡この仮説検証実践は,71ペ

ージから120ページにおいて,次に示す項 目に沿って紹介している｡この様式は,実際に

チェックシー トを用いて授業改善を図る際のプロセスに相当する｡

1 従来の実践

2 従来の実践の分析と改善点の具体化

(1)チェックシー トを用いての実践授業分析

(2)チェックシー トを用いての授業改善の改善点の明確化

3 ｢よりESD的｣に改善した授業の実践

4 授業改善の成果と課題

｢1 従来の実践｣では,実践者の従来の授業を明示 している｡実践の示し方について

は特に様式の統一はせず,実践者が日常的に用いる様式を用いた｡(なお,｢2 従来の実

践の分析と改善点の具体化｣の ｢(1)チェックシー トを用いての実践授業分析｣との関連

で,指導記録にはゴチック文字で示 し 【※1】【※2】- ･といった番号が記してある部

分がある｡)

｢2 従来の実践の分析と改善点の具体化｣の ｢(1)チェックシ- トを用いての実践授業

分析｣では,各実践者が自らの授業をチェックシー トを用い,ESDとしてどのような内

容や (概念)や方法 (技能)が扱われているのかを判別するoその際,下の表 1の例のよ

うにチェックシー トの枠組みに該当する指導の行われている部分に 【※ 1】【※2】- ｡

と記し,｢1従来の実践｣の指導記録の該当箇所に,ゴチック文字を用い同様の番号を記

して,対応させる｡

方法噂雛畔U的思考
内容 肢勅(1WAl
Ⅰ人間の尊赦

Ⅱ将来世代-の責佳 ｣

例 【表 1:従来の実践の分析】

⑳未来志⑳問題相◎行動の⑳]ミュウ-
向思考処のスキル スキル シヨンのス勧レ
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Ⅴ文化の多様性の尊重

｢2 従来の実践の分析と改善点の具体化｣の ｢(2)チェックシ- トを用いての授業改善

の改善点の明確化｣では,指導記録と表 1の分析をもとに,授業を ｢よりESD的｣なも

のに再構築するための改善を図る｡具体的には,チェックシー トの空欄にあてはまるよう

な指導ができる箇所がないかどうかを検討し,改善点を探る｡その結果,下の表2の例の

ように,明確になった改善点に相当するチェクシー トの空欄に改善点A,改善点B ･-

例 【表2:本実践を,｢よりESD的｣

温 儀扮 噂師団j的⑳システ ⑳未来志⑳問題対⑳行動の& ミユニ卜思考 ム思考 向思考処乃スキル スキル シヨンのス和レ

Ⅰ人間の尊厳 改善点A

Ⅱ将来陛代への責任 改善点B

Ⅲ畑を剛まく自然との共存 【※1】 【※2】 【※3】

ⅠⅤ経済的社会的公正 改善点C

｢3 ｢よりESD的｣に改善 した授業の実践｣では,表2に示したような改善点A,

改善点B - ,を生かして,従来の実践を再構築した実践の報告 (もしくは指導案)を明

示する｡改善点を生かして新たに挿入された部分は,実践報告 (もしくは指導案)にゴチ

ック斜文字で示し,改善点A,改善点B ｡･･と記す｡

｢4 授業改善の成果と課題｣では,チェックシー トを用いたことによって,授業がど

のように変わったか,取組を通じて ｢よりESD的｣なものになったかなどを記す｡

｢5 チェックシ- 卜型アプローチの成果と課題｣では,チェックシー ト型アプローチ

の仮説の検証として,特にその有効性の視点からアプローチそのものの利点や問題点など

を記す｡

｢6 見学者のコメント｣は,授業見学者からの成果と課題を記す｡ただし,日程上の

都合等から,見学できなかった実践については示されない｡
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第2節 授業実践に基づいた仮説の検証

71ページから120ページまでの授業実践例に基づいて,チェックシー ト型アプローチの

成果と課題をまとめると次のようになる｡

1 成果の整理

①今まで行ってきた授業の中でどれだけESDの内容 (概念)や方法 (技能)を取り扱

ってきたかを授業者自身でチェックすることができた｡今まで意識せずに行ってきた

授業が,どの部分でどのようなESDの要素を扱っていたかを意識的に再認識できた｡

②特に小学校の授業改善は,児童の反応をもとに進められることが多かったが,チェッ

クシー トを用いることによって授業で扱 う内容や方法の視点からの改善が可能になっ

た ｡

③チェックシー トの導入によって,過去の授業のどこを改善すれば ｢よりESD的｣に

なるかについて,具体的に考えることができた｡また,授業のどこに力点をおけば良

いかも意識 しながら授業をすることができた｡その結果,より--層 ESD的な授業に

改善していくことが容易になった｡

④チェックシー トをもとに改善した授業実践を,再度チェックシー トで見直すことを繰

り返せるので,常に ｢よりESD的｣な実践-と更新 ･発展させることが可能になる｡

⑤授業だけでなく,年間カリキュラムにおいても内容 (概念)と方法 (技能)がバラン

ス良く取り上げられているかどうかも判断 .確認 しやすくなる｡

⑥各単元ことにESDの内容 (概念)や方法 (技能)が整理できるので,年間指導計画

をたてる際,学年を通じてどのような概念や技能が習得できるのかについて見通しを

持てるようになった｡

⑦学校全体の教育活動においてESDを推進する際にも,ESDのどの要素をどの教科

･科目のどの時期に,またはどの教育活動のどこで取り入れて指導するかといった検

討が可能になり,学校全体での計画的な実施を可能にするための有効性が高い｡

⑧方法 (技能)の重視によって,個人的考察だけでなく,生徒同士での意見交流等も導

入した授業展開がなされるようになり,生徒自身の関心も高まり,授業自体の質が向

上した｡

⑨チェックシー トの利用によって,本来の学習活動で重視されるべき内容 (概念)や方

法 (技能)の指導が不十分になっていたことにも気付かされた｡指導の方向性も明確

になり,授業自体の質が向上した｡

2 課題の整理

(丑チェックシー トの ｢内容 (概念)｣と ｢方法 (技能)｣についての意味づけが授業者に

任されているため,チェックシー トの使用に際しても,主観的,もしくは自己満足で

はないのかとい う懸念が残った｡わかりやすく定義するか,直感的に判断できるもの

にならないだろうか｡

②チェックシー トのどの枠に当てはまるのかの判断に迷 うことがある｡多くの枠を埋め

ようと欲張りすぎないようにして,無理のない改善を図る必要がある｡
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E注】

1)｢国連持続可能な開発のための教育の10年｣関係省庁連絡会議(2006):『わが国におけ

る ｢国連持続可能な開発のための教育の10年｣実施計画』p.3｡

2)英国教育技術省 (DfES)の EducatlOnforsustalnabledevelopment,resource

revleWtOOlのkeyconceptsの項目を参考にした｡この資料はhttp://www.teachernet.

gov.uk/sustalnableschools/tools/toolsdetail.cfm?]'d=5より入手できる｡翻訳は,

国立教育政策研究所教育課程研究センター基礎研究部 (2009):『｢学校における持続可

能な開発のための教育に関する研究｣準備会議報告書』pp.87-108に掲載｡

3) ｢国連持続可能な開発のための教育の10年｣関係省庁連絡会議,前掲書,p.7｡ここで

は価値観として括られているが,授業づくりに生かすため,内容 (概念)として取り上

げた｡

4)阿部治 (2008):｢持続可能な社会を展望した環境教育の展開｣,(財)教育調査研究所 『教

育展望』 3月,p.33｡ここでも価値観として括られているが,授業づくりに生かすた

め内容 (概念)として取り上げた｡

5)佐藤真久 (1998):｢環境教育の概念と定義｣,IGESワーキングペーパー,地球環境戦略

研究機関 をもとにした｡

6)英国教育技術省の前掲書のskillsの項目を参考にした0

大学教育学部紀要』No.59,pp.109-127をもとにした｡

8)｢国連持続可能な開発のための教育の10年｣関係省庁連絡会議,前掲書,p.70
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1 小学校社会 科 にお ける改善例

1 従来の実践

(1)単元名

｢公害 か ら くら しを守 る｣ (小学校 第 5学年)

(2)単 元の 目標

○ 公 害 と国民 の健康や 生活 環境 とのかかわ りを具 体的 に調べ ,公害 防止の大切 さを考 えるo

O 公害 の多 くは,関係 の諸機 関 をは じめ人 々の努 力 に よって改善 され てきた ことを理解す る とと

もに, 国民一人一人 の協力 が必要で あ るこ とに気付 く｡

本 単元のね らい は, 自然環境 を取 り戻 した北九州 の事例 か ら,公 害の恐 ろ しさを学ぶ と同時に公害

防止 の大切 さを学 ばせ る こ とで ある｡ また,公害 防止 を 目指す ためには,行政や 工場 だけではな く,

市 民に もその責任 が ある こ とに気付 かせ , 自分 た ち も環境 を守 る一人 で あ るこ とに気付かせ るこ とで

あ る｡

(3)単元の構成

a 評価規準

ア 関心 .意欲 .態度 イ 思考 .判断 ウ 技能 .表現 エ 知識 .理解

(D身の回りの公害の実態 (丑公害が人々の健康や生一昔 ①環境を守るための人々の取組に ①地域や国土における水質

と,それを防ぐための人 環境に及ぼす影響につい ついて各種資料をもとに具体的 汚濁や大気汚染の被害

々の取組について関心を て考えることができるD に調べることができるD が,それを防ぐための人

もち,進んで調べようと (塾環境を守るための人々の ②ポスターセッションを通して, 々の取組や協力により,

するD 取組や協力の大切さにつ 調べたことを分かりやすく友達 改善の方向に向かつてい

いて考えることができ に伝え,情報交換をすることが ることが理解できる□

b 実践記録 (8時間)

時 ねらい 学習活動 教材 評価

+～1_ ア(訂

か

む

〈〉日本地図

2 ウ(丑

の対策 エ①

-71-



3 イ①

なく,様々な 地域で起き 興味をもつb

きれいな多摩川を- に,どんな人々が一どのように工夫や努力- てきたのだろうo H

調べる 4 イ②

◇多摩川の水

するo

56 ラ (丑

とに,自分が関心のある人々の工夫や努力を ∴､い

調べるO

る○ 《市民》

《行政》《工場》

ま 78 ウ②イ②とめる えるD
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(4)授業記録

これまでの実践では,公害からくらしを守るために,行政 ･市民 ･工場の三者が協力してそれぞれ

できることを行ったことや,環境が浄化していくまでの経緯を学ばせることで,人々の努力によって

てきた｡また,北九州の市民が実際に行った事例を扱 うことで,公害を防ぐためには,自分たちを含

む市民が主体になって声を上げることが火事だということも気付かせることができたoさらに,生活

排水が問題となっていた多摩川の身近な事例を調べることを通して,公害の原因が工場だけではなく,

自分たちの生活にもあるということにも気付かせることができた｡これらのことから,公害を防ぎ環

境を守るためには,それぞれ自分たちができることをやっていくべきだという考えをもたせることが

できたO

一方,実践上の課題 としては,北九州にしろ多摩川にしろどちらも現在は浄化が進んでいるという

事実がある｡この事実から,子 どもたちは,｢もはや公害問題は過去のもの｣と実感 している場合が

多い｡子 どもたちの中には,｢多くの人のお陰で,すでにきれいになっている｣といった認識が強ま

り,｢環境は十分に守 られている｣とい う意識をもつ者もみられた｡安心感が漂い,悪くいうと緊迫

感のない人任せのような態度を示す児童がいたことも事実である｡このことは ｢多摩川 まこのあとど

うなるか｣というテーマで話 し合いをさせたときの子どもの感想の中に,｢過去の公害問題のことが

あるから,これからはもう悪くなることはないのではないか｣｢多くの人が環境を守っているし,い

ろいろ決まりもできて,工場も対策をしているから今後は大丈夫だと思 う｣などとい うものがあった

点から読み取ることができた｡

今後の授業改善の工夫としては,子どもたちに ｢環境がこれから壊れるかもしれない｣｢再び環境

破壊が起きるかもしれない｣という視点をもたせることで,｢これからは自分たちが守っていかなく

てはいけない｣といった意識を培 うようにしてみたい｡そうすることで,環境-の関心がさらに高ま

り,環境対策-の参加 .参画意識を芽生えさせ られると考えている0

2 従来の実践の分析と改善点の具体化

(1)チェックシー トを用いての実践授業分析

従来の実践をESDチェックシー トを用いて分析してみると,表 lのような結果となったO

【表 1 従来の実践の分析】

方法内容 (技能)(禾旺合一 ⑳批判的 ⑳システ ⑳未来志 ⑳問題対 ⑳行動の ⑳コミュニケ-思考 ム思考 向思考 処のスキル スキ′レ シヨンのスキル

Ⅰ人間の尊厳

Ⅱ将来世代-の責佳

Ⅲ人間を剛まく自然との共存 【※ 1】 【※2】 【※3】 【※3】

Ⅳ経済的社会的公正

従来の実践でも,チェックシー トにおける ｢内容｣の ｢Ⅲ人間を取 りまく自然との共存｣について,

小学校 5年生なりに扱ったものになっているO｢方法｣については,公害からくらしを守るために,

行政 ･市民 ･工場の三者による取組がなされたことや,環境が浄化 していくまでの経緯を学ぶことで,
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社会をシステム的にとらえる思考の育成ができたと考えている (※ 1部分)Oまた,北九州の市民が

実際に行った事例を学ぶことでは,問題対処のスキルが学べたのではないかと考えている(※2部分)O

生活排水が問題となっていた多摩川の事例を調べ,公害を防ぐた糾 こ自分たちができることを考えさ

せることができたことは,行動のスキルの指導であったといえる (※3部分)Oコミュニケーション

のスキルについては,ポスターセッションがその大きな役割を担っているが,それだけではなく,常

に,グループでの討議などを行ってスキルの向上を目指した (※3部分)O

(2)チェックシー トを用いての授業改善の改善点の明確化

従来の実践の反省を生かすとともに,｢よりESD的に｣授業を改善するために,チェックシー ト

を用いて検討 してみると,表2のような改善点A～Eを新たに想定することができた｡

【表2 本実践を,｢よりESD的に｣改善するための検討】

方法内容 (技能 )(オ鮮魚ー ⑳批判的 ⑳システ ⑳未来志 ⑳問題対 ⑳行動の ⑳コミュニケ-思考 ム思考 向思考 処のスキル スキル シヨンのスキル

Ⅰ人間の尊厳 改善点A

Ⅱ将来世代-の責佳 改善点B 改善点D

Ⅲ人間を剛まく自然との共存 改善点C 【※1】改善点E 【※2】 【※3】 【※3】

Ⅳ経済的社会的公正

従来の実践の反省を生かし,｢よりESD的に｣授業を改善するため,チェックシー トの枠組みに

おける ｢⑳批判的思考｣や ｢◎未来志向思考｣をより強く打ち出したいと考えたO

まず,｢⑳批判的志向｣では,30年前の多摩川の写真資料を使って,｢異変にはなかなか気が付か

ないものだ｣という点に気付かせたい｡そして,｢自分たちは大丈夫だ｡｣とい う過信は危険である

とい うことをつかませたい (改善点A)｡そうすることで,これからも自然を守るためには,不断の

努力が必要なんだという意識が芽生えさせ られるOこれは,将来の責任についても意識するきっかけ

となる (改善点B)｡また,水俣病の差別の事実を扱えば,｢被害者が差別される｣ とい う過去の過

ちから,人間の尊厳についての批判的思考の第一歩が踏めるはずである (改善点C)｡

次に ｢⑳未来志向思考｣については,多摩川に起きている ｢生態系の破壊｣について取 りあげたい｡

｢きれいになっている｣｢あゆやさけがもどってきている｣など明るい情報の一方で,人間の生活に

よって絶滅危倶種となっている生物もいる (改善点D)｡また,心ない人間の行為,例えば外来種の

違法放流などで,それを加速させている実態もある (改善点E)Oこれらを扱 うことで,未来志向的

な思考が可能になるはずである｡

このように,｢異変-の気付きの難しさ｣や ｢現在起きている多摩川の問題｣を取り上げることで,

今のままでは活動が十分ではないことを子どもたちは理解することができよう｡そして ｢環境を守る｣

ためには自分たちが意識をもち,行動 し続けることが大切だと気付かせることができよう｡これらの

改善を通 して,従来のこの小単元は ｢よりESD的｣なものとなるはずである｡
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3 ｢よ りESD的｣ に改善 した授 業の実践 (ゴ チ ックノ好手のL野分が 改 善,部分)

(1)単元名

｢公害か ら くら しを守 る｣ (小学校 第 5学年)

(2)単元の目標

○ 公 害 と国民 の健康や 生活環境 とのかかわ りを具 体的 に調 べ,公 害防止 の大切 さを考 え る｡

○ 公 害の多 くは,関係 の諸機 関 をは じめ人 々の努力 に よって改善 され てきた ことを理解す る とと

もに, 国民一人一人 の協力が必 要 で ある こ とに気付 く｡

0 虜産一i澄むa腰皮 膚の願 芽.紛EJ,虜虜をどのotタに 守 っTい {カ1着Ji名 ことが できる o

(3)単元の構成

a評価規準

ア 関心 ｡意欲 ･態度 イ 思考 ･判断 ウ 技能 ･表現

①身の回りの公害の実態と,

それを防ぐための人々の取

組について関心をもち,進

んで調べようとする｡

(盈人々 a)慮虜イ朝 貢好き手

i;ため/=犬好/Jこと委題イ′

で考え 贋窟虜全のため/I

下きることを兵1好LoEタと

ti;o

エ 知識 ･理解

①公害が人々の健康や生活

環境に及ぼす影響につい

て考えることができる｡

(勤環境を守るための人々の

取組や脇力の大切さにつ

いて考えることができ

るD

@賓密葬守るために5分71-

ちか できi L-と芽着jii;

ことができる O

(丑環境を守るための人々の

取組について各種資料を

もとに具体的に調べるこ

とができるO

(診ポスターセッションを通

して,調べたことを分か

りやすく友達に伝え,悼

報交換をすることができ

る｡

b指導計画 (10時間扱い)

①地域や国士における水質汚

濁や大気汚染の被害が,そ

れを防ぐための人々の取組

や脇力により,改善の方向

に向かっていることが 理

解できるO

@島野と̂ ノ野の願 にJ:iif=LL

牌 IJあEJ,今度古顔資に

盾/ナ薮カが泌夢を者を虜好

できる o

時 ねらい 学習活動 教材 評価

つ 1 ア(丑

か

む ○きれいな海を取り戻すため.どんな人々がど

◇日本地図

気付くB

2 ウ(丑

策 ∴､い

るO
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知る.

*公書fDfE への廉助 ll̂ ノ野

の超康一だげでばを(,差/財
や慮男 を.生んできた貴賓を

学ぶ｡ 【改善点A】

☆自分たちの身近な生活環境

の問題についても考えなく

てはいけないことに気付く｡

0水産虜をmLJl/f,題まの原資肋 .L5分た

ちの慮好や安全芽膏 か Lたこと軒i;a

O水ikp虜/ごカ 1カlった̂ 71-右が差/財を,xB/tた暦

.安善hるo

0自分の身の回りの環境の維持 ･保全について

興味をもつ｡

○身近な川の水のよごれを測定するO

0′水虜のB'犀の写富と水虜癌の_資材

OdGの舌やいを8L

riやい でノ紛い)Jtぼ,慮■∠彪I芽つ

なぎ合わせることで,riやいJlrおしノ

とJまMとMをつを(yD-プ蒼潜がなお

す̀こtであ&｡鹿本原水虜有でぽこJz,

香.噛.好の̂ t̂ tの#/二者丘T,水皮

膚によっT膚ついた#をm EjRJすため

/I,.水虎房とJgき合 い.D=gL合うごと

潤 改革善政かろタtLTよ,HJ,こ

の易きをF舌やいLJ̀舟Ldt呼人ノでい

るo

◇多摩川の水

◇水質調査のキッド

きれいな多摩川を取り戻すのに,どんな人々が,どのような工夫や努力をしてきたのだろう｡

☆川のよごれを減 らす仕事に

どんな人々がたずさわってい

るのか,また,どんな工夫や

努力をしているか予想するC

☆身近な地域で川のよこれを

減 らすために努力 している

人々について調べ,友達に

伝えられるように準備をす

･'/､

⑳北九州市についての学習をもとに.身近な川

の水の保全 ･維持はどのようにされているか

予想する｡(北九州と同じように川を守ってい

る人がいるのではないだろうか｡)

○予想した工夫や努力について意見交換を行うo

O次時に自分が調べる立場を決める｡

○自分の予想や意見交換で得た友達の予憩をも

とに,自分が関心のある人々の工夫や努力を

調べる｡

《市民》

･多摩川及びその支川で行われている河川のク

リーン作戦 (ゴミ清掃)

･RCM の取組

･ゴミ持ち帰り運動 (RCM の発案)

《行政》

･不法投棄ゴミ対策

･ゴミの持ち帰り運動 (ポスター配布)

･クリーン作戦の後援(軍手 ･ゴミ袋)

･多摩川水系河川整備剖画の作成

･水流実態解明プロジェクト

･条例や法律の制定

･水再生センターの設置

《工場》

･東芝府中の取組
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ま ウ②

とめる える. イ(卦

10 oノ亭わた多GJ//㍗,Qの腰ノ野毛虜Cf/=虜を歯 エ②ア@

Ji虜ラ

･//Iさを変位の潜み量ね/二者W btをカ､フ71-題着o多摩ノ〝碓 んでいa /瀞LLl観 (潜威 名号二者ノ

【改善点C】 ･人ノ野の行為/二よっT,→野産~る屠穿善政好LTLlる oo多G///を守d;ために貞分71-右ができる=とを
着左石o イ@

･̂ ノ野の行為で再生でき71-事実■を鹿G L′これ

4 授業改善の成果と課題

(1)新学習指導要領との関連

平成21年の中央教育審議会答申では,学習指導要領改訂にあたっての小学校社会科の改善の具体的

事項として ｢身に付けた知識,概念や技能などを活用し,よりよい社会の形成に参画する資質や能力

の基礎を培 うことを重視して改善を図る｣とある｡この ｢よりよい社会の形成に参画する資質や能力

の基礎｣は,以下の3つに整理できるO

(丑よりよい社会の形成に努力している人に共感する｡

(卦 ｢自分たちができることをしていこう｣という思いをもつ o

③自分たちができることを考えるD

従来,この単元の実践では,過去の取組で壊れた環境をどのように改善してきたか,そして現在ど

のように守っているかについて調べ,市民･行政 ･工場などが一体となって取り組むことで環境改善

したり守ったりすることができるという認識を獲得させてきた｡ しかし,改善され,守られている事

例を扱 うため,｢これからも環境を守っていかなくてはならない｣という切実感を培 うことができな

-77-



かった｡そのため,多摩川及びその支川で行われている河川のクリーン作戦 (ゴミ清掃)やRCM (リ

バーシビックマネージャー)の取組についてなかなか子 どもたちに共感をもたせることができていな

かったDまた子どもたち自身に ｢環境を守るために何かをしなくてはいけない｣という思いをもたせ

ることができなかったし,自分たちができることについて考える活動もなかなか行えなかった｡

今回の実践では,｢異変-の気付きの難 しさ｣や ｢現在起きている多摩川の問題｣を放 り上げるこ

とで,今のままでは活動が十分ではないことに気付くことができるようにしている｡そして現在 ｢環

境を守る｣ために行われている活動が,とても大切な取組であることに気付かせるようにしているD

これらの気付きは,活動している人-の共感を生むと同時に,自分たちが意識をもち,行動 しなくて

ほならないとい う思いをもたせることができるOこれ らのことから ｢よりよい社会の形成に参画する

資質や能力の基礎｣を培 う授業になったと考えている｡

また,道徳 とのかかわりについても,水俣の例を取 り上げることで,人権や自然に対する愛情につ

いて学ぶことができると同時に,水俣の人たちの取組から社会奉仕についても学習できると考えてい

る｡

(2)実践の成果

一番の成果は,10時間目の最後の ｢これからの多摩川の環境をどのようにしていくべきか意見をも

ち,自分たちができることは何か考える｣(改善点D･E)について,子どもたちにじっくり取 り組

ませることができたことである｡討論の中では ｢僕だってきれいな多摩川がよいと思っている｡でも

僕たちの中でボランティアをやっている人もいないし,や りたいという人もいないじやないか｡これ

ではきっと40年前 と同じだと思 う｡｣ とい う意見や,｢僕たちは学んだんだから,これからは色々考

えて行動するはずだと思う｡｣とい う意見などが見られ,大きな収穫であった｡ どちらの意見にも,

ESD的な発想があらわれており,同時に社会参画-の第一歩を踏み出したものと考えられる｡

こういった反応を引き出せたのは,今であれば ｢誰が見ても汚い｣｢魚釣りなんかしたくない｣｢こ

のままではだめだ｡｣｢きれいにしたい｣と思 う状態でも,40年前の人は魚釣 りを楽 しんでいたとい

う事実が分かる写真を見せたことであった｡｢なぜ,この人たちは汚い川で魚釣 りを楽しめているの

か｣ と子どもたちが不思議に思 う衝撃的な写真から,｢きっとあきらめていたんだ｣｢気付かなかっ

たんだ｣という反応を導き出すことができた｡そして,今の多摩川について,｢昔よりきれいだけど,

問題に気付かないだけかもしれない｣という意見を引き出せた｡さらに,多摩川の生態系破壊の資料

などを見せると,やっぱり今でも問題があったという反応が多数見られたoこれらの認識が ｢これか

らの多摩川はどうなっていくか考えよう｣という討論を充実させ,上記のような反応を生むことにな

ったと考える｡

(3)今後の課題

今年度は,新型インフルエンザのために授業の進度も遅れ,｢公害問題-の無理解が人間の健康だ

けではなく,差別や偏見を生んできた事実を学ぶ｣(改善点A)については時間が十分にとれなかっ

た｡そのため,多くの子どもは,｢公害病である水俣病の恐ろしさ｣までしかつかめなかった｡もっ

と子どもがこの間題について調べる時間を与える必要があると感 じた0

5 チェックシー ト型アプローチの成果と課題

(1)成果

チェックシー トを用いることによって,自分の実践を改めて分析 し直すことができた｡そして,莱

践を通 じて,ESDに関してどんな力を子どもたちに培お うとしているのかを明確に認識することが

できたo今までの実践をチェックシー トで見直していくことで,これまでESDに関して,どのよう

な力を指導してきたかを整理できそ うであるOチェックシー トによって,子どもたちに指導していな
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い部分等が明確になり,どのような改善点を意識 した授業づくりをすれば ｢よりESD的｣になるの

か考えることができるようになるはずである｡

(2)課題

チェックシー トの ｢内容 (概念)｣と ｢方法 (技能)｣についての意味付けが授業者に任せられて

いるため,シー トに ｢現状｣や ｢改善点｣をマークする際も,自分一人の自己満足ではないかという

懸念が残った｡例えば未来志向思考というものがいったいどのようなものなのか,具体的な説明があ

ると分か りやすいと感 じた｡
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2 小学校社会科における改善例

1 従来の実践

(1)単元名

｢ごみとわた したちの くらし｣ (小学校 第4学年)

(2)単元の目標

本小単元のねらいは,ゴミを適切に収集 ･処理することは,地域の人々の健康 と環境衛生上大切な

ことであ り,東京都ではごみの収集 ･処理の事業を組織的 ･計画的に行っていることを理解 させるこ

とである｡

児童は毎 日の生活の中で,ごみを出し,捨てるとい う行為を繰 り返 している｡ しか し,自分の出し

たごみが,どこに運ばれ どのように処理されているのかについての関心は薄い｡まして,行政機関を

中心にごみの処理が進められていることや,事業に携わる人々の工夫 ･努力について考えたこともな

いのが児童の現状である｡

本単元の展開に当たっては,体験や観察,見学,作品づくり等を通 じて児童の学習意欲を高める｡

また,ごみを出す側の一人 として,ごみについての自分なりの考えをもたせ,社会の一員 としての自

覚を高めさせたい｡

(3)単元の構成 (12時間)

学習過程 時 学習活動 評価 教師の活動

学 辛 1

莱 かo

- ･種類

管 の 疑問をもつo ･量 けるD

間 当 ･分別の仕方

題 面 ･収集の仕方

の明確化 にする○秦 2

約

化 ･衛生

るo 書くB ･臭気･大量 せる.

間 3

題 いるか.
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計 4

画 があるか□

化 にまとめる. まとめるO

･生活経験

追 5

究 ～

進めるO 1 いて学ぶo 視するo

0

方の工夫 い○･友人の影響 ､

ま 1

と 1 か○

め まとめるo ･内容,観点 表現方鑑 文字

する. する○

罪 1

2 従来の実践の分析と改善点の具体化

(1)チェックシー トを用いての実践授業分析

従来の実践をESDチェックシー トを用いて分析してみると,表 lのような結果となった｡

【表 1 従来の実践の分析】

方法内容 (技能)(姑念l ⑳批判的 ◎システ ⑳未来志 ⑳問題対 ⑳行動の ⑳コミュニケ-
思考 ム思考 向思考 処のスキル スキノレ シヨンのスキ)i,

Ⅰ人間の尊厳

Ⅱ将来世代-の責佳 【※1】

Ⅲ人間を剛まく自然との共存 【※2】 【※3】

Ⅳ経済的社会的公正
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(2)チェックシ- トを用いての授業改善の改善点の明確化

従来の実践を ｢よりESD的｣に授業を改善するために,チェックシー トを用いて検討 してみると,

表2のような改善点A～Cを新たに想定することができた｡

【表 2 本実践を,｢よりESD的｣に改善するための検討】

方法内容 (技能)(楢念ー ⑳批判的 ◎システ ⑳未来志 ⑳問題対 ⑳行動の ⑳コミュニケ-
思考 ム思考 向思考 処のスキル スキノレ シヨンのスキル

Ⅰ人間の尊厳 改善点A

Ⅱ将来世代-の責佳 【※1】 改善点C

III人間を剛まく自然との共存 【※2】 【※3】改善点B

Ⅳ経済的社会的公正

a.改善点A

机上の話としてではなく,現実社会とのつながりを実感 させるよう,具体的な人物との出会い

場面を設けるように設定する｡

b.改善点B

他教科における既習事項を生かし,横断的に関連付ける｡例えば,国語で学んだインタビュー

による取材活動の進め方や学習新聞づくりの方法を生かした,実践的な学習場面を設定する｡

C.改善点C

学習の発展段階で,｢ごみ減量プロジェクト｣について話し合 う場面を設け,学校内 ･家庭 ･

地域-と働きかける方法について検討させる｡

3 ｢よりESD的｣に改善した授業の実践 (12時間扱い)(ゴチック戯字の掛 物 善 教 か )

学習過程 時 学習活動 評価 教師の活動

学 辛 12家庭でのごみ出し体験について話し合

実 か○

- ･種類

習 の 疑問をもつ ･量 けるO

間 当

顔 面 ･収集の仕方

の明確 ･親の苦労 にするo

化

･衛生
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隻 3

約

化 {D 【改善点A】

るo

間 4

題

化 めるo :--- Xx--I-:--- x 当冒芸-

計 5

画

化 にまとめるO める○

･/義肢三層/=るI兵があEJそ2-ど,

【改善点B】

追 6

究 ?

進めるe 1 いて学ぶb

0

方の工夫 くb

･友人の影響

る〇･二㌔タや窟好をテ-7/こ 巧鰍をまとめるo るOtす~iSD【改善点C】

ま 1

と 1 か○

め まとめるo

するo

1831



るo

罪 1 rこ祷彪 プDジ1クFJ等 (潜合一野

展 2

-ごみ減量プロジェク トに向

けた児童の話 し合いの様子

ごみの問題について自分たちの考えを発表 し合い,実践の進め方には,教室内で行 う紙

のリサイクル以外にも,PTAのフリーマーケットや残菜 ･落ち葉等での堆肥づくり, ド

イツで行っている無限リサイクルについてもっと調べるなど,様々な方法について理解 し

たOまた家族にはどのように働きかけたらいいかなど,取糸削こついても話 し合った｡

児童の作品例-

国語で学んだ ｢新

聞づ くり｣を生か

し,社会科で学ん

だことで ｢リサイ

クル新聞｣を作成
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4 授業改善の成果と課題

チェックシー トをもとにして,｢◎コミュニケーションスキル ｣の活用という視点から学習活動を

見直し,国語で学んだインタビューによる取材活動の進め方や学習新聞づくりの方法を社会科の学習

に結び付けたDこの結果,児童は社会科における作品づくりを実践的な学習場面ととらえ,戸惑いな

く作品づくりを進めることができた｡他教科における既習事項で身に付けたスキルを生かし,横断的

に関連付けることがESDを日常的に進めるにあたって特に有効であることを実感できた｡

これは,平成21年の中央教育審議会答申における学習指導要領改訂にあたっての小学校国語科の改

善の基本方針 とされた,｢実生活で生きてはたらき,各教科等の学習の基本ともなる国語の能力を身

に付けること - ｣そのものであり,教科 ｡領域を横断的に結び付けて学習を進める学習の在 り方を

取 り入れたものである｡

また,｢⑳行動のスキル ｣の酒蓑 という視点から,｢ごみ減量プロジェクト｣の進め方について話

し合 う場面を設けたOその結果,｢家族にどのように話 しかけようか｣｢まず,自分がリサイクルに

取 り組まなくては言えないよ｣｢ポスターをつ くって町の掲示板に貼 らせてもらおう｣｢お願いのし

かたを練習しよう｣などと学習が進み,これらが温暖化防止に向けた取組として家庭や地域に働きか

ける総合的な学習における実践に結び付いた｡

これは,中央教育審議会答申において総合的な学習の時間の改善の基本方針 とされた,｢自ら課題

を見付け,自ら学び,自ら考え,主体的に判断し,よりよく問題を解決する資質や能力を育成するこ

と｣を意図した取組 といえるDこのような取組の中から,児童が社会や自然とのかかわりにおいて,

自らの生活や行動について考えていき,社会や自然の中に生きる一員として,何をなすべきか,どの

ようにすべきかなどを考えるようになる｡そして,これが学ぶことの意味や価値を実感することにも

つながっていくものと思われる｡

日本中のすべての学校においてESDを進めることが求められている｡従来進められてきた学習を

ESDの視点から構造化 し,日常化 していくには,他教科 ･領域等と学習を関連付けて,幅広い理解

やより実感のともなった学びにしていくことも重要である｡そのためには,教科 ･領域を越えた学び

園 毒害 E亘 】｢転 封 F ≡ ] [:≡三司 匡琶 ]匡空 ]

算 数 ｢丁 ~] + ＼

社 会 ＼

理 科 ≡萱

卜わたtLJT=!?′,ソ]ン(桔iw,i6=6 , 轍 :三さ口 裏 惑 禦 爾 芸 諾 霊芝 完慧 げ)

特別活動 琴 変 通 E 匪 姦 璽 匡 要 撃 ] 薫 ≡ 遜 ｣､車 等 基 - 食

道 徳
陸 整 髪 ヨ凶 超 墨 壷 蔓 蔓 ｣ ふ ろ しさ 追 越 呈 ｣

音 楽 [垂 頭 重 ]- ｣

Ⅰ図 工 匪 ≡ ] 濫 ちの教室 か ら l

体 育 L旦 至空 _!旦 圭と 生土｣

【ESDカレンダー】
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の関連を教師が意識 していかなくてはならない｡今回の実践は,社会科をベースにしながら,そのよ

うな広がりを生かした試みであった0本校では,このような試みを具体化するために,｢ESDカレ

ンダー｣なるものも作成 したOこのEST)カレンダーは,学校教育の中にESDの視点と実践を明確

に位置付け,教育振興基本計画に示された ｢持続可能な社会の構築に向けた教育｣の推進にも大いに

役立っものと考えている｡

5 チェックシ- ト型アプローチの成果と課題

(1)成果

チェックシー トを用いることによって,従来の実践の価値や改善すべき点が明らかになったD 従

来の授業改善は,児童の反応をもとに進められることが多かったが,ESDの視点から活動を見直し,

活動の価値を考えることができるようになった｡チェックシー トを活用 し,授業改善に役立てたい｡

また,各単元がもっている価値をESDの視点から明確にすることができるようになったOその結

果,年間の指導計画を立てる際に,学年を通じてどのような概念や技能が習得できるのか見通 しを立

てることが可能になった｡

(2)課題

概念 (内容)についてはわかりやすいが,｢システム的思考｣｢未来志向思考｣といった技能 (方

法)については用語が難解であり,指導者によってその意味のとらえ方がまちまちになりやすいので

はないか｡例えば,育てたい ｢コミュニケーションスキル｣と言っても,児童の成長段階によっても

千差万別であり,話 し合い英語力を意味するのか,インタビュー等で取材する際の技能なのか,同じ

用語でもとらえ方が一様ではないQ

具体的にどのような技能を育成すればよいのかは,このチェックシー トからは明らかにしにくいと

いう点を踏まえた上で,大きな視野から授業改善の視点を探る際に活用することが望ましいと考える｡
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3 小学校理科 における改善例

1 従来の実践

(1)単元名

｢電気の利用｣ (小学校 第 6学年)

(2)単元の 目標

生活 に見 られ る電気の利用について興味 ･関心 をもって追究す る活動 を通 して,電気の性質や働 き

について推論す る能力 を育てる とともに,それ らについての理解 を図 り,電気 はつ くった り蓄えた り

変換 した りできる とい う見方や考 え方 を養 う｡

本単元では, これ までの学年で学習 してきた ことをもとに,は じめて電気 をつ くる とい う体験 を行

う｡ また,つ くった電気 を蓄 えた り,蓄えた電気 を効率 よく使用 した りしなが ら,電気の効率のよい

使用方法や,使 用す る電熱線 の違いに よる発熱量の違いか ら,消費す る電気について も考 えることが

できるよ うにす るこ とである｡

(3)単元の構成 (実践記録 ,11時間)

学 習 活 動 教 師の支援○ .評価 ㊥

l第 1次 電 気 つてつ くる こ とが で き るの ? 2時間 】

○モーターを反対に回すと,電気は電池に流れるのかな? ○クラスでの学習の方向性が示せるよう,

･電流には向きがあるから反対には流れるだろうね□ 子 どもの話すことをイメージマップにま

･簡易電流計で確かめられるんじゃないの○ とめていくD

･電池の代わ りに豆電球をつなごうo ㊥蓄電,発電,電気の変換など身の回 りに

･電気は自分たちの力でつくることができそ うだO 見 られる,電気の性質や働きを利用 した

･発電所で言 うと,このモーターがタービンの働きをして ものについて興味 .関心をもって追究し

いるかもしれないねo ているo

･思い切 りやつても,豆電球がちょっとしか光らないよO (関 :発言 行動)

○手回し発電機をつかって,電気をつくったり使ったりして ○これからどんな学習をするのかクラスで

みようロ 共通理解できるようにする8

･モーターを回して電気をつくるときよりも楽だねO ◆手回 し発電機を使って電気をつ くりだす

･手回 し発電機の中にもモーターのようなものが入ってい 体験的な活動を通 して,エネルギーが変

るよO 換 されることについての見方や考え方を

･つ くった電気をどこかにためておきたいなo もっている◇ (忠 :発言 記録)

第 2次 つ くった電気 をた めてお くこ とが で き るの ? 4時間 事

○つくった電気をどこか-ためて使ってみようD ㊥手回 し発電機などを使って,電気をつく

･蓄電器 とい うものがあるのかo りだした り,蓄電器などに電気を蓄えた

･充電池みたいなものかな○ りすることができることを理解 してい

･使い方を知 りたいなO充電と同じ仕組みかなD るO

･蓄電暑削こ手回し発電機で電気をためてみようO (知 :発言 記録)

･豆電球につなげ電気がたまっているか確かめようQ ○極があること,放電できることなど蓄電
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･豆電球は,す ぐに消えちゃ うねo ㊥手回 し発電機 などを様々な道具につない

○蓄えた電気を長持ちさせる方法を考えようO で点灯や発熱,振動などをさせた りして,

･発光ダイオー ドは,長 く光るみたいだ○ 電気は,光,育,熱などに変えることが

･豆電球 と発光ダイオー ドを比べてみよう○ できることを理解 しているD

･手回 し発電機で回す回数を揃えておかないとo (知 :記録 行動)

･比べるときは何秒光つたかとい う方法でいこうD ㊥電気の効率的な利用について,発 電機

○発光ダイオー ドが長 く光るのは,電気の流れ る量に関係 あ や蓄電器 を用い,発光ダイオー ドや豆電

るの ? 球を比較 しなが ら計画的,定量的に調べ,

･導線のなかを通 る電気が少ないと思 う○ 記録 しているD

･豆電球の ときの電流 と発光ダイオ- ドの時の電流を比べ (技 :発言 記録)

てみようロ ㊥電気の利用や働 きについて推論 しなが

･発光ダイオー ドは.使 う電気が少ないから省エネなんだ ら,生活に見 られる電気の利用について

ねQ ※ 1 追究 しているロ (忠 :記録 考察)

l第3次 電 気 は熱 に も変 え られ る ? 3時間 l

○手回 し発電機 をつかって発熱 させてみようo ○庵.熱線は,発熱するので火傷などをしな

･電気は熱にも変えることができるのかなo いよう安全指導を徹底するロ

･できるよ,電子ポ ットや炊飯器は熱 を利用 しているじゃ ㊥手回 し発電機 などを電熱線につないで発

ないか○ 熱 させ,電気は熱に変えることができる

･じゃあ電熱線をつかって発熱 させてみようO ことを理解 しているo

･そ ういえば電磁石の時にコイルが熱 くなったよねO (知 :発言 記録)

･ショー ト回路にす ると,熱 くなったことがあるよQ ○実験す る際は,条件の統制を行いながら,○もつと発熱 させたいな, どうい う方法があるかな?

･電熱線 を太 くするoいや細 くするん じゃない ? 比べることができるように支援するO

･やってみよう,条件統一には気をつけないとね. ㊥電熱線に電流を流す と発熱 し,電熱線の

･電池は 2つ使 うとい うことに統一 しようo 太 さを変えると発熱す る程度が変わるこ

･使 う電熱線は同 じ長 さに しようO とを電熱線の長 さを.一定にして条件を統

･違いをはっきりさせるために,発砲スチロールを切って, 制 しなが ら計画的に調べているO

その速 さの違いを調べようD (技 :発言 記録)

○実験を行い,発熱のちがいについてまとめようo ○電熱線のなかをイメージしながら図や絵

･太い電熱線の方が,発泡スチロールをどんどん切 るよっ を交えて考察するとわか りやす くなるこ

･電流計で調べ ると,細い方の電熱線 にはあま り電気が流 とを伝えるD

れていないよ○ ㊥電熱線に電流 を流す と発熱 し,電熱線の

･電熱線のなかを通 る電気があま り通 らないか ら細い方が 太 さを変えると発熱す る程度が変わるこ

発熱 しないねO とを実感的に理解 しているO

･太い方がた くさん流れるね○だか ら発熱するんだo (知 :発言 記録)

i第4次 電 気 を利 用 した お も ち ゃ をつ くろ う 2時間 i
○これまで,学習 したことを利用 して,お もちゃをつ くろうO ○これまでの学習が想起できるよう,教室

･発光ダイオー ドを利用 したツリーをつ くろうO 掲示や観察記録を残 しておき,学習にい

･蓄電 したものをのせ ると走る車をつ くりたいなロ かすD

･発砲スチロールカ ッターもいいねo ㊥風力発電や蓄電器を利用 したものづ くり

･井土ヶ谷のまちにある,発光ダイオー ドを利用 した信号機 を工夫 した り, 日常生活での電気の効率
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(4)授業記録

子 どもたちはこれまで,培ってきた電気の知識 を利用 しなが

ら,電気をつ くる,ためる,使 うとい う活動を行ってきたoそ

のなかでも,豆電球 と発光ダイオー ドの比較について熱心に取

り組み,発光ダイオー ドの明るさや手応えの軽 さ,電流量の小

ささに驚いていた｡

2 従来の実践の分析と改善点の具体化

(1)チェックシー トを用いての実践授業分析

従来の実践をESDチェックシー トを用いて分析 してみると,表 1のような結果となったo

【表 1:従来の実践の分析】

方法内容 (技能)(舷金一 ⑳批判的 ⑳システ ⑳未来志 ⑳問題対 ⑳行動の ⑳コミュニケ-思考 ム思考 向思考 処のスキル スキル シヨンのスキル

Ⅰ人間の尊厳

Ⅱ将来世代-の責佳 【※1】【※2】

Ⅲ人間を剛まく自然との共存

Ⅳ経済的社会的公正

Ⅴ文化の多様性の尊重

この授業実践を通 して,子どもたちは,人間がこれから将来にわたって生きていくためには,資源

を上手に利用 していくことが大切であることを理解 し, さらに自分たちで電気をつくり,上手に利用

することができること,電気を有効活用するための方法を見つけられることができるようになったD

(2)チェックシー トを用いての授業改善の改善点の明確化

従来の実践を ｢よりESD的｣に授業を改善するために,チェックシー トを用いて検討 してみると,

表 2のような改善点A～Fを新たに想定することができた｡

【表 2 本実践を.｢よりESD的｣に改善するための検討】

方法内射 (技能) ⑳批判的 ◎システ ⑳未来志 ⑳問題対 ⑳行動の ⑳コミュニケ-谷 ヒ(梱一念ー 思考 ム思考 向思考 処のスキル スキ′レ シヨンのスキル

Ⅰ人間の尊厳

Ⅱ将来世代-の責佳 【※1】【※2】 改善点A 改善点C 改善点D

Ⅲ人間を剛まく自然との共存 改善点E 改善点B 改善点 F

Ⅳ経済的社会的公正
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従来の実践を ｢よりESD的｣に授業を改善するため,チェックシー トの枠組みをもとにして,吹

のような場面を新たに取 り入れることにしたO

･単元の導入場面で,現在直面しているエネルギー問題,環境悪化の問題を取 りあげるO

(改善点A･B･E･F)

･学習では,このままではいけないとい う意識のもと,グループやクラスで会議を行いながらエ

ネルギーの有効利用や省エネルギーについて考えるO (改善点D ･冗 ･F)

･学習をすすめながら,これからどのように行動,生活すればよいかを考えるようにする｡

(改善点C)

･自分たちにできることは何かを考え,ポスターなどを利用 した啓発活動を行 うD (改善点C)

また,この単元の指導がより改善されるように,次のような工夫も取 り入れることにした｡

･環境の保全やェネルギーの有効利用などに目を向けることを活動の始ま りとすることで,より

必要感のある学びを行 うことができるようにしたO

･学習 したことを常に,生活と結び付けながら授業をしたり,生活の中で利用している電気から

問題づ くりを行った りすることで,学習 したことが,生活の改善や環境の保全につながるよう

な形式にした｡

･生活を学習の契機 とし,授業のまとめも生活の改善にすることで,学習 したことを多面的に総

合的に考えられるようにしたO

･地域や家庭,全校児童-発信することで,人や社会 とのつなが りを大切にした展開とした｡

3 ｢よりESD的｣に改善 した授業の実践 (ゴチック戯字の掛 物 芽j野分)

(1)単元の流れ (12時間扱い)

学 習 活 動 教師の支援〇 ･評価㊥

第 1次 このまま電気 を使ってい くと ･ 1時間

○このまま,電気を使うと,将来どうなるのかな

･なくなってしまうと思うよD石ノ潜が二者 L/ないからD

･gZネや題虜仕/防止ってテレビで言ってた｡

○#会力曙面LTいるJ野膚やCO2厳粛の

ため/二1金貨,が努力 LTいる ことを題示で

きる澄#を拳mデi;a
【改善点ABEF】

第 2次 自分たちで電気 ってつ くることができるの ? 2時間

〇二腰tt炭素 をL好さデにモーターを反対に回すだけで電気は

つくることができるのかなり

･電流には向きがあるから反対には流れるだろうね｡

･簡易電流計で確かめられるんじゃないのD

･発電がわかるように豆電球をつなごうD

･電気は自分たちの力でつくることができそうだO

･火力発電所で言うと,このモーターがタービンの働きを

しているかもしれないねD

･思い切りやっても,豆電球がちょっとしか光らないよ｡

○手回し発電機をつかって,電気をつくったり使ったりして

みよう｡

･モータ-を回して電気をつくるときよりも楽だねQ

･手回し発電機の中にもモ-タ-のようなものが入ってい

るよo

つくった電気をど

○クラスでの学習の方向性が示せるよう,

子どもの話すことをイメージマップにま

とめていくO

㊥蓄電,発電,電気の変換など身のD L/i-

.屠らカる′雷鼻の任質やmき芽ノ材ノ甲Lた

るの/=ついT.好摩 ./野/i:.葬るフT題屠L

Tいるo 【改蓉点C】

(開 発言 行動)

○これからどんな学習をするのかクラスで

共通理解できるようにするo

㊥手回し発電機を使って電気をつくりだす

体験的な活動を通して,エネルギーが変

換されることについての見方や考え方を

もっているO
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第3次 つ くっ た 電 気 をた め て お くこ とが で きれ ば - ･ 4時間

○つくった電気をとこか-ためて使ってみよう｡

･蓄電器 とい うものがあるのかD

･充電池みたいに持ち運びできるのかなO

･使い方を知 りたいなo充電 と同 じ仕組みかな｡

･蓄電器に手回 し発電機で電気をためてみよう｡

･豆電球につなげ電気がたまっているか確かめよう｡

･できたらクIJ-JIネ/L･ギ-声ためらカ石イ′ガQ

･豆電球は,す ぐに消えちゃ うね｡ どうしよう｡

○蓄えた電気を長持ちさせ る方位を考えようO

･発光ダイオー ドは,長 く光るみたいだD よかったD

･豆電球 と発光ダイオー ドを比べてみようO

･手回 し発電機で回す回数を揃えておかないとD

･比べるときは何秒光ったかとい う方法でいこうo

O発光ダイオー ドが長 く光 るのは,電気の流れ る量に関係 あ

るの ?

･導線のなかを通る電気が少ない と思 うO

･豆電球の ときの電流 と発光ダイオー ドの時の電流を比べ

てみよう｡

･発光ダイオー ドは,使 う電気が少ないから省エネなんだ

ね｡

･ためた電気を有効 に利用するには,発光ダイオー ドのよ

うなものを使わなきゃ

㊥手回 し発電機などを使 って,電気をつ く

りだ した り,蓄電器な どに電気を蓄えた

りす ることができることを理解 してい

るO

(知 発言 記録)

○極があること,放電できることなど蓄電

器の使い方については,指導を行 うO

㊥手回 し発電機などを様々な道具につない

で点灯や発熱,振動などをさせた りして,

電気は,光,普,熱な どに変えることが

できることを理解 しているO

(知 記録 行動)

㊥電気の効率的な利用について,発電機や

蓄電器 を用い,発光ダイオー ドや豆電球

を比較 しながら計画的,定量的に調べ,

記録 しているo

(技 .発言 記録)

㊥電気の利用や働 きについて推論 しなが

ら,生活に見 られる電気の利用について

追究 しているO

(思 記録 考察)

第3次 電 気 は熱 に も変 え られ る ? 3時間

○手回 し発電機 をつかって発熱 させてみよう｡

･電気は熱にも変えることができるのかな｡

･できるよ,電子ポ ッ トや炊飯器は熱 を利用 しているじゃ

ないかO

･じゃあ電熱線をつかって発熱 させてみよう｡

･そ ういえば電磁石の時にコイルが熱 くなったよねO

･ショー ト回路にす ると,熱 くなったことがあるよ｡

○もっと発熱 させたいな,どうい う方法があるかな ?

･電熱線を太 くす る｡いや細 くするんじゃない り

･やってみよう,条件統一には気をつけないとねO

･電池は 2つ使 うとい うことに統-｡しようO

･使 う電熱線は同 じ長 さに しよう｡

･違いをはっきりさせるために,発泡スチロールを切って,

その速 さの違いを調べよう｡

･電気 を熱 に変 え る の は大 変 だ ね｡

○実験を行い,発熱のちがいについてまとめよう｡

･太い電熱線は,発泡スチロールをどんどん切 るよO

･電流計で調べ ると,細い方の電熱線にはあま り電気が流

れていないよo

･電熱線のなかを通 る電気があま り通 らないか ら細い方が

発熱 しないねD

･太い方がたくさん流れるねOだか ら発熱するんだD

5m/=合わせ丁太 さ蓉密.i名と者=ネガね

○電熱線は,発熱するので火傷などをしな

いよう安全指導を徹底する｡

㊥手回 し発電機などを電熱線につないで発

熱 させ,電気は熱に変えることができる

ことを理解 しているO

(知 発言 記録)

○実験す る際は,条件の統制を行いなが ら,

比べることができるように支援する｡

㊥電熱線に電流を流す と発熱 し,電熱線の

太 さを変えると発熱す る程度が変わるこ

とを電熱線の長 さを一定に して条件を統

制 しながら計画的に調べているO

(技 発言 記録)

○電熱線のなかをイメージ しながら図や絵

を交えて考察す るとわか りやす くなるこ

とを伝える｡

㊥電熱線に電流を流す と発熱 し,電熱線の

太 さを変えると発熱する程度が変わるこ

とを実感的に理解 している｡

(知 発言 記録)

第 4次 電 気 をつ く り上手 に利 用 す る方 法 をみ ん な に伝 え よ う 2時間
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○これまで,学習したことを伝える方法を考えよう｡

･井土ヶ谷のまちにある,虜jEダイオーF/をfl眉L土倉号

膚のよきを/K-jiたいな｡

･風力発電や手回し発電のモデルをつくり,二腰舟炭素 を

勝一皆L/J い労賃'/=ついT/E-虎71-い O

･手回し発電や蓄電池の利用は,災害発生時にも効果を発

揮することを伝える｡

･雷京を有効flJRする方題について伝えよう｡

【改善点DEF】

○これまでの学習が想起できるよう,教室

掲示や観察記録を残しておき,学習にい

かす ｡

㊥ノ厨力発雷や夢夢#をfl/屑Lたiのき.a

着卓,芽での夢鼻の効率ノ押,4J御用 をtZネ

/I,ギー_資源の者'励 flJm/=ついTB直そう
とfi;D 【改蓉点DEF】

(関 作品 記録)

(2)授業場面から

a 第2次の学習を発展させ.自然の力を利用した発電の方法を紹介 した｡

風力によって,モーターを回し発電することができる

ことを実際に送風機を利用 し,発光ダイオー ドを点灯さ

せながら説明した｡

このとき,風力発電の風車の羽根の形や風の当たり方

によって発電量が違 うことや風車が回るときの音,発電

する量など風力発電のメリットやデメリットも一緒に発

表することができた｡また,太陽光を利用 した発電も同

時に説明することで,太陽光による発電と風力発電との

比較を行 うこともできた｡

b 第3次の学習を発展させ,LEDを利用した信号機についての説明を行った｡

手回し発電機を利用 して,豆電球とLEDを点灯させ,

手応えの違いを実感 させることで,LEDの消費電力の

少なさについて説明を行った｡その後,地域でも使われ

ているLEDを利用 した信号機を紹介 した｡LEDを利

用することで,省エネルギーにつながることやLEDが

長寿命であることから,環境にも優 しいことを説明した｡

説明した子 どもたちも,費用の面や安全面など,様々

な比較を行 うことで電気の利用の仕方を見つめ直すこと

ができた｡

｢エコ仙人の家｣というブースをつくり.地域や保護者,全校に啓発活動を行った｡

第4次に ｢6年 2線 エコ仙人の家｣とい うタイ ト

ルで,これまで学習 したことをもとにしながら,発表会

を行ったO今,世界が直面 している環境についての課題

を劇で伝えるグループ,自然を利用 した発電を説明する

グループ,電気をつくる,蓄える,使 うという仕組みを

説明するグループ,電気の有効利用を説明するグループ

の4つに分かれて発表を行ったO

地域の方々や保護者など,たくさんの参加者とともに,

環境に酉己慮 した発電や電気の利用について考えることが

できた｡
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4 授業改善の成果と課題 (Oが成果,⑳が課題)

O｢よりESD的｣に改善できたことで,子どもたちがこれからのエネルギーや地球の環境につい

て本気になって考え,地域のため環境のために活動を行 うことができるようになったo

O学習したことが,社会の役に立ったり,生活を変える一要因となるということを実感 しながら活

動を行 うことができた｡また,そのことが理科を学習することの有用感ともつながった｡

○地球温暖化や地球環境の変化は,子どもたちにとって,知ってはいるものの自分たちの学習とは

かけ離れた存在であった｡ しかし,この学習をおこなうことで,実験室や教室で行った実験と自

分たちの生活にはつながりがあり,自分たちも何かができることがわかった｡

⑳すぐに結果に結びつく内容ではないために子どもたちに活動に対する達成感をどのように感 じさ

せるのか,また子どもが達成感を感 じるような支援の在 り方が課題 となる0

5 チェックシー ト型アプローチの成果と課題 (Oが成果,⑳が課題)

○過去に行った授業や指導案のどこを ｢よりESD的｣にすることが可能かを分析 しながらESD

の授業を具体的に計画することができた｡

O｢よりESD的｣に計画し直した単元では,どの授業のどの部分がESDの方法や内容 とつなが

るのかが明確になっているので,ESI)を扱 う重点部分などを意識 しながら授業を行 うことがで

きる｡

○単元のどこでESDを重点的に扱 うかが明確になるので,ESDの成果 (子どもの意識の変容や

高まりなど)がとらえやすい｡

○授業を行ったあと,再度チェックシー トと実践した授業を見直すことで,さらに,｢よりESD

的｣に改善した授業-の更新 ･発展が容易に可能となる｡

⑳これまで行った授業をもとに改善をはかる手法なので,過去の指導や指導案,授業実践記録が残

っている方が取 り組みやすい｡
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4 中学校社会科地理的分野における改善例

1 従来の実践

(1)単元名

｢日本の林業｣ (中学校 第 2学年)

(2)単元の目標

本単元は,産業の学習の一環として林業を取り上げることによって,森林と人々のかかわりを多面

的にとらえさせることを授業の目標としている｡その目標を構成するために,次の3つの具体的目標

を設定し,授業を展開した｡

｡日本は元来,森林に恵まれて林業が盛んな国であったことから,伝統的に木材の需給が多かったと

ともに,今 日でも大量に消費している国であることを理解させる｡

･第二次世界大戦後に,乱伐による山林の荒廃や育成林業の不振,外材が安価 ･大量に供給されるこ

となどの理由で,海外依存度が高まり,ますます国内林業が衰退してきたことを理解させるo

･森林は,経済的機能だけでなく公益的機能を有することから,国土保全のために大ヒ訓こされ維持さ

れる必要があることに気付かせるO

(3)単元の構成 (2時間)

a.第1次 ○戦前の日本では林業が盛んであり,均衡のとれた需給関係が成立していたことを,紀伊

山地の自然的 ･社会的条件を事例として考察させる0

○戦後の日本における木材消費量の増大を輸入材でまかなうようになったことをとら

えさせ,日本の林業の衰退と関連付けさせる｡

b.第 2次 ○日本の木材輸入先が変化 してきた具体的事例を知り,日本やその他の先進国の木材

需要が熱帯林産出国に与えた影響を考察させる｡

○木材の国際的な需給関係を調べながら, 日本国内の森林を見直し,国産材の生産や

供給の在り方を追究させるとともに,森林の役割を総合的にとらえさせる｡

(4)授業の目標

a.第 1次 ｢日本の林業はなぜ,衰退したのだろうか｡｣

･紀伊山地を事例に,日本の国土が森林に恵まれていたことや木材の消費が多かったこ

とを理解させる｡

･戦後の木材消費量の推移や外材輸入量の推移などの資料を通して,国内林業が衰退し

た要因を多面的に考察させる｡

･国内林業が衰退した諸要因を取りあげ,それらの関連性を整理させる｡ - 【※ 1】

ノ

b.第 2次 ｢日本の木材需給や林業は,これからどう在るべきだろうか?｣

･日本の木材輸入先が変化してきた理由を考えさせる｡･- - - - ･【※1】

･外材がかつてのように自由に輸入できなくなった国家間の状沢,価格が上がってきた

ことなどを背景に,国産材を見直す可能性や方策を考えさせる｡･･･I･【※2】
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国土保全の意義か らも,森林 の役割や価値 を見つ め直す視点を育てる｡･･【※ 3】

(5)授業記録

学習内容 指導過程 学習過程

･最古の木造建築物-法隆寺,宮大工 い浮かべるか?と問う□ 多様な見方 .考え方を知るD

入 ･豊かな緑に囲まれた社会::-=里山,植林 今も日本は ｢木の国｣といえるだろうか?と再度問うO

展 (塾紀伊山地における林業の発達条件 ○紀伊山地で木材生産が盛んであっ -地図上で,紀伊半島の特徴･紀伊半島の自然事件-高温多雨 た理由を問いかけ,考察させた後, 及び畿内との位置関係を把握

開 ･歴史的 .社会的条件:-畿内の需要 説明するo し理解する○

I (参El本林業の衰退とその要因 0木材生産としての林業が衰退した ----,要因を考察し,自分の考え

･戦後の乱伐に伴う山林の荒鍵 要因を問い,考察させた後,数人に を発表するD統計 .グラフの読み取りなど

･林業の重労働と収入の不安定 発表させるD

⇒林業労働者の減少と高齢化 必要に応じて統計資料を読み取る

･安い外材の供給が可能 作業を通しながら実情を理解させるO から林蓑の実情を理解するO

⇒輸入依存度の急上昇 (※1)

展 (参日本の南洋材の輸入先の変遷 ○日本の木材輸入先を統計資料で読 -各国の異なる実情を理解す

･ブイリヒlン⇒インドネシア⇒マレーシ7 み取らせる□

開 ～生産国の対応の変化 (伐採制限, 変遷することになった理由を説明す

Ⅱ 丸太材の輸出禁止など) るo るo

～熱帯林の乱伐,減少が問題化 熱帯林の問題が減少ではなく,そ -複雑な要因がからんだ結果

～ rrro (熱帯林の保全と開発のための国 の伐採.流通にあることやその保護.であることを理解するo

際機関,本部は横浜)の役割 育成の国際的活動を説明するO (※1)

⑤日本の対応 .在り方 ○ ｢日本の木材需要や林業は,これ -対応策をワークシー トに箇

･国内林業の再生可能性 からどう在るべきだろうか｣と問い 条書きで記入し,いくつかを

-高級材生産等の高付加価値材生産 かけ,国内林業の可能性に関心をも 発表するo

-森林組合の育成政策 たせたり見直す観点を見つめさせた 友人の意見と比較する○

･木材利用の効率化 りして,日本の林業の在り方を考え (※2)

-コンパネ材の再利用など させ,意見を発表させる○

終 ⑥森林の多面的機能 ○小学校の既習事項を振 り返る図を -森林がもつ機能を経済面だ･経済的機能～各種の生産物 生徒に描かせながら,森林は経済的 けでなく,環境という観点か

結 ･公益的機能～災害防止,保健休養等 機能だけでなく.国土保全や観光資 ら総合的に取り上げることに

源などの公益的機能も有することを よって,人間社会を取り巻く

とらえさせ,これからの人々と森林 自然との共存を理解するo

2 従 来の実践の分析 と改善点の具体化

(1)チ ェックシー トを用いての実践授業分析

従来 の実践 をチ ェ ックシー トに当てはめる と, 【※ 1】部分 の学習活動 はⅣ-㊨ ,【※ 2】部分は

Ⅳ-㊨ ,【※ 3】部分はIn-◎ に位置付 け られ る と考 え られ るO (表 1)
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E表 1 従来の実践の分析】

方法内容 (技能)(概念ー ⑳批判的 ⑳システ ⑳未来志 ⑳問題対 ⑳行動の ⑳コミュニケ-思考 ム思考 向思考 処のスキル スキル シヨンのスキル

Ⅰ人間の尊厳

Ⅱ将来世代-の責佳

Ⅲ人間を取りまく自然との共存 E※3】

Ⅳ経済的社会的公正 【※1】 【※2】

(2)チェックシー トを用いての授業改善の改善点の明確化

ESD化の改善点を,｢森林 ｡林業を多面的 ･多角的に考察する学習過程を通して,これからの持

続的な社会の在 り方を考察 ･追究させる授業構成｣に置くことと考え,次のように授業構成を設定し

た｡

｢林業から日本の持続的な社会の在 り方を考察させる｣課題を次のaとbの2つの考察に集約して

授業構成し,そこにESD化の改善点を設定するとともに,その改善策を考察する具体的学習内容を

それぞれに示すように展開することにした｡

ESDの観点をチェックシー トに当てはめると,｢⑳未来志向思考｣を中心にして,｢⑳行動のス

キル｣･｢⑳批判的思考｣などを加えた方法に重点が置かれることになると思われる｡｢よりESD的 ｣

に授業を改善するために,チェックシー トを用いて検討してみると,次のような改善点A～Eを新た

に組み込むことができた｡

a.｢木材 自給は不可能なのか?｣の考察

ア)｢自給率を高める方策があるか｣と問いかけ,グループ内で検討させて 1つに集約させた意

見を黒板に板書させ,他グループの意見を吟味しあう｡ - - - - - ･【改善点A】
イ)日本の林業に追い風が吹いていることを題材に,生徒の ｢日本の林業の現状に対する誤解や

偏見を取り除き,将来の森林と人々のかかわり方に展望を兄いださせる｡ ･ ･ ･【改善点B】
ウ)具体的な学習内容

･戦後の植林の多くが 50年前後という伐採適齢期にあり,国内の木材蓄積量が増加している

こと

･木材の国際的需要増 (とりわけ中国)や原油価格高騰による輸送費上昇で,木胡の国際価格

が値上がりし,内外価格差が縮小する傾向にあること

･経済停滞をうけた失業者増加の対応として,農林水産業-の就業補助制度が広がってきてい

ること

･日本の地形などに対応 した機械の開発も徐々に進みつつあり, 3K労働の解消に向かって取

り組まれつつあること

も.｢森林の保全と木材生産は両立するのか?｣の考察

ア)ステレオタイプから脱却して,森林と人間社会とのかかわりを見つめる態度を養い,自分の

意見を育てさせる0
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イ)具体的な学習内容

･熱帯林の減少 といえば日本が元凶とみなされる見方に対 し,歴史的な日本の略奪的関与に触

れる意義はあるが,それよりも木材を外貨獲得源 とする熱帯の発展途上国の実情を明確にと

らえさせ,国際的な木材需給における日本の立場とかかわ りを理解させるD- 【改善点C】

･『｢森を守れ l｣が森を殺す』 とい う本を事例に,植林に手を加 えることで森林を活性化さ

せて,C02を吸収 させることになり,木材生産 と環境対策がつながることを理解 させる｡

また,自然に手を加えたことが環境破壊 とい う一面的な解釈に陥らず,自然保護の見方を

より深 く理解 させるために,｢森は海の恋人運動｣を事例に,山林 ･里山 ｡河 口 (里海)を

結び付けた流域における自然 と人間のかかわ り方を考察させ,人間と自然 とのかかわり方に

関心を高め,意見をもたせるO - ･ ･ ･ - - . ･ - - - - ･ - 【改善点D】

･林業の学習を通 して,森林の役割を ｢環境｣･｢経済い ｢社会｣の 3観点か ら総合的にとら

えることが自分たちひいては人類の将来に結びつくことを理解 させ,状況に応 じた行動に参

画できる姿勢を育てる｡･･- - - - ･- - ････- - - 【改善点E】

表 2は,改善点をチェックシー トに示 したものである｡

【表 2 .本実践を,｢よりESD的｣に改善するための検討】

方法内容 (技能)(梱一念l ⑳批判的思考 ◎未来志向思考 ⑳コミュニケーションのスキル
⑳ソスアム思考 ⑳問題対処のスキル ◎行動のスキル

Ⅰ人間の尊厳

Ⅱ将来世代-の責佳 改善点B

Ⅲ人間を取りまく自然との共存 改善点D 【※3】 改善点E

Ⅳ経済的社会的公正 改善点C 【※1】 【※2】 改善点A

3 ｢よりESD的｣に改善 した授業の実践 (ゴチックガ字の,野分が冴善部分)

(1)学習指導案 (3時間扱い)

① ｢木の国｣とは?

･最古の木造建築物-法隆寺,宮大工

･豊かな緑に囲まれた社会-里山 植林

(診紀伊山地における林業の発達条件

･紀伊半島の自然事 件-高温多雨

･歴史的･社会的条件-畿内の需要

(卦日本林業の衰退とその要因

･戦後の乱伐に伴う山林の荒廃

･林業の重労働と収入の不安定

⇒林業労働者の減少と高齢化

･安い外材の供給が可能

O｢木の国｣といえば,どの国を思

い浮かべるか?と問うD

今も日本は ｢木の国｣といえるだ

ろうか?と再度問う｡

○紀伊山地で木材生産が盛んであっ

た理由を問いかけ,考察させた後,

説明する｡

○木胡生産としての林業が衰退した

要因を問い,考察させた後,数人に

発表させる｡

必要に応じて統計資料を読み取る

作業を通しながら実情を理解させる｡
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-自由に連想するとともに,

周りの多様な見方･考え方

に関心をもつO

-地図上で,紀伊半島の特徴

及び畿内との位置関係を把握

し理解する｡

一要因を考察し,自分の考え

を発表する｡

統計･グラフの読み取りなど

から林業の実情を理解する｡



⇒輸入依存度の急上昇

展開 ④日本の南洋材の輸入先の変遷 ○日本の木材輸入先を統計資料で示 -各国の異なる実情を埋解す

･フイソヒ凸ン⇒インドネシア⇒マt/-シ7-生産国の対応の変化 (伐採制限, し,変遷の理由を説明するD るO-複雑な要因がからんだ結果Ⅰ 丸太材の輸出禁_ltなど)～熱帯林の乱伐,減少が問題化 熱帯林の問題が減少ではなく,そ

～ⅠTTO (本部が横執 熱帯林の保全 の伐採.流通にあることやその保護.であることを理解するロ

と開発のための国際機関)の役割 育成の国際的活動を説明するo

展 ⑤木材の自給率向上をめざして ○｢果たして,木材の自給は不可能 -aJM率委/富める方.夢をグルア)生徒の多様な考察 なのだろうか｣と問いを投げかけ,-プi坤で.労L合 い′最古G率

開 (予想される意見) クループごと/=発穿きQ,冴書き# ′粥看い責■を屠示する0571-,

Ⅱ ･給料を高くする,補助金など i;0 1つ 1つの方者 を生産たち/=P?彪ク池.-フ弓の方貫の可凝懲 委

･機械化で労働を軽減･関税で外材の価格を高くする 疎さ台Li;aO日本林業に吹いている追い風を,P?疎L適うD 【改善点A】･国内材のよさを強調するなどイ)日本の林業に吹く "追い風" -耕者の表題とzfl森林の.荒粛

･伐採適齢期の植林で木材蓄積量が増加 統計資料を使いながら1つ 1つの事 tい7-7イナス5/=tらわれ

･木材の国際価格が上昇し,内外価格差が絹 例を具体的に説明し,卓# が漕 ぎが をLl原臭■を屠好fiSごとによ

小 ろjjgJ,-=iiL'RFや慮君を.酔EJ戯:かgi;o つT,将来の慮#と^々のbl

･加工技術向上で間伐材なども活用可能 カlカ EJ.才/=JWi;Ll屠=t5g芽i

･経済停滞による失業者対策の補助金 Do

･機械化に伴う3K労働の軽減など 【改善点B】

展 ⑥森林の保全と木材生産ア)熱帯林の国際的需給 ○ ｢熱帯林の破壊や減少｣という現 -腰帯#の紺 や威少tい.i

開 ･発展途上国の外貨獲得源 実のどこが問題なのかを問いかけ,/岩 5本が元UとLt?-虜屠カl

ⅠⅡ -日本よりも大量に輸入する中国 要点を男顔棚 好き世iDO｢森を守れ !,)が森を殺す』とい らm'L,木材委舛御 t

･熱帯林の破壊の元凶は違法伐採 ti5発展途上@の兵好委傑

-広大な森林地域で取り締まり困難 /=とらえ @書下かEl腰帯#

･日本-違法伐採でない木材のみ輸入許 の嘉静/=カlノかわi58本LZ)jf虜

可の方針-･ⅠTTO (熱帯林の保全と開発のための国際機関,本部は横浜)の後割イ)『｢森を守れ !｣が森を殺す』 善屠好ti;a . 【改善点C】-B腰/=手蒼顔雇えごとが冴

･適正な管理で森林も成長 う書物を紹介 し,その意味を正しく 虜甜 tい?--棚 にノ好

⇒間伐や下草刈り等の人間の介入効 理解させて,贋虜tのかかわ方善題 らすミ B腰tのカリかわ方蓉多

巣による森林の成長 虜｣野を屠解/rgiらす:励 押 .穿 面伸に考え ど7-彦i5べきか

･元気な森林はCO2吸収量が増大 東沖掴 館に/茅めきdio .監房を述べるこtができるo

･｢森は海の恋人運動｣～漁師の提案から始まった山の植樹運動 【改善点D】

終 ⑦森林の多面的機能と人々との関り ○小学校の既習事項を振 り返る図を -森林がもつ機能を経済,環ア)森林の多面的機能 生徒に描かせながら,慮#臓 境,社会の3観点から総合的

結 ･経済的機能～各種の生産物 #/鑑 @i床全 r微 や虜発願 にとらえることで,将来の#

･公益的機能～災害防止,保健休養等 (密会)/JどのAL_益mMJ#占有すa 会の存LJ方声音ji名 こと/=を
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自然と経済と環境の総合的な場である

身近な事例の新聞記事

t慮#tLZ)カlカlわIJ/=ついT新館
者を腰-き#,I/I+oIFを書かQi;a

(2)参考文献

･田中淳夫 (1998)『｢森を守れ 1｣が森を殺す』洋泉社

･西岡常- (1995)『木のいのち木のこころ (天)』草思社

･/J､山昌矩 (2006)｢森は海の恋人運動｣地理 51巻 9号,古今書院

･宮川修一 (2()()6)｢水 田と森の共存｣地理 51巻 12号,古今書院

･村尾行- (2005)『木材革命』農山漁村文化協会

･林野庁 (2007)『森林 ･林業白書』

(3)使用ワークシー ト

【1時間目】

注)表の2007年を空白にした理由は,2002年を底に,A (国内材)が若干であるが漸増し,ち (輸入材)

が減少してC (自給率)が増加に転じていることを記入させ感じ取らせる意図による｡
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【2時間目】

中学2年 ｢社会(地理的分野)｣～ [日本の森林 ｡林業を考えよう (3)] 2010.L

1.海外に依存するあり方をどう思いますか?

2,｢木材の自給率を高める方法はあるのか｣を追究しようo

a)自分の意見を書いてみよう｡

b)班で意見を出し合い､班の意見として2つ決めて､黒板に書いて提案しよう6

C)他の班の意見を吟味しよう｡

自給率を高める方法 検討結果

毒

3.林野庁が公表する 『林業 ･森林自書』に､｢今､国内林業に追い風が吹いている｣とある !

a)どんな意味か～
b)具体的な内容は ･I

C) <2. a)で考察した方法と3 b)の項目との幽遠性>をみつめて整理しよう0

4.｢森林の保全と木材生産は両立するのか?｣を追究しよう｡

a)環境問題の1つに ｢熱帯林の減少｣が取り上げられるが､日本は関係しているのか?

b)『｢森を守れ !｣が森を殺す』という書名は､何を首おうとしているのか?

C)身近な地域社会における ｢森林と人々のかかわり｣の事例を兄いだそうo

中学 2年 線 番 名前
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4 授業改善の成果と課題

(1)実践の概略

まず,学校行事等諸事情の関係で,3時間構成の計画を2時間で実施せざるを得なかったことが残

念であった｡

1時間日の授業において,まず日本の林業の現況を概観 した｡森林に恵まれた自然環境,林業の衰

退とその要因の分析,木材輸入先の変遷に関する知識を身に付けさせた｡

2時間目の授業ではそれを受けて,授業計画案に示した第2次と第 3次のテーマを1時間でまとめて

実施したO計画案の班活動も短時間ながら実践した｡

(2)成果と課題

生徒たちは,日本の林業が衰退し輸入木材に依存している状況にあるという一般的解釈を知識 とし

て受け止めており,そこから漠然としたイメージであるが日本の現状をマイナス面でとらえているo

まずは 1時間目の授業で,木材生産が急激に減少して輸入材に依存するようになったことと関連付

けながら,日本の林業が "衰退している"現状とその要因を考えさせた｡幾つかの要因を整理して生

徒たちに輸入依存度が高まったことを把握 させることを通して日本の林業が衰退 した実情をとらえさ

せることができた｡

それを受けた 2時間目の授業では,｢木材を海外に依存 していてよいのか｣と問いかけ,｢どのよ

うにして自給率を高めるか｣を考えさせた｡一般的に輸入依存はよくないと考えると予測して授業を

進めるのであるが,ちなみに,｢依存してよいか｣の結果は,どのクラスでも40名中7名が ｢しかた

がない｣｢日本は技術力で他の分野で役割を果たせばよい｣等の回答であった｡先行実施のクラスで

もほぼ同じ傾向の割合を紹介 しながら,｢自給率の確保が経済的側面だけではないとい うことに,こ

の授業が終わるころには気付いてほしい｣と本授業 (｢よりESD的｣な実践の構築)の目標を強調

しつつ授業を展開したo

木材の自給率を高める方策という大きなテーマの考察について,生徒は林業が衰退した要因を追究

する既習内容 と関連付けて考えようとしていた｡そこには,諸要因の関連やその背景を考察する地理

的見方 ･考え方を活用して,社会の変化を追究し,社会の在 り方を求めようとする姿勢が感 じられた｡

何よりも,｢[]本のこれからの在 り方｣を問いかけて自分たちの将来と関連付けて考えさせるテーマ

を設定していることで,生徒たちは思考の対象が明確になり,学習の道筋を付けやすかったように感

じられた｡

この2時間目では,各自がワークシー トに個人の意見を書き,それを班内で交換し,班としての意

見を板書させ,他班の意見を評価 しあう形態を予定していたo Lかし,時間数の削減から,各班に板

書をさせるだけで,意見を討議することなく,教師側から説明して進める授業展開となったため,坐

徒は受動的になったように思 う｡この学習を受けて,｢林業に追い風が吹いている｣という現実を知

らせ,日本の林業に期待感を抱かせようとする意図があったが,時間不足から講義形式となったこと

は残念であったO多様な観点からみつめさせたことで多面的に考察する見方 ･考え方を学ばせ,意外

性から学習意欲を高めることには成功したが,生徒間の意見交流の場はもてなかった｡同様に,｢熱

帯林の減少,破壊｣の現実に日本が加担 しているという誤解,｢森を守る｣という主張の暖昧さなど

の事例を通して,社会の動向を問い直す姿勢を育てようとする意図も,自覚をもたせた段階にとどま

ったo

｢身近な市民活動｣の学習において,広島県が提唱している 『みんなで参加 !森づくり事業で,ひ

ろしまの森を元気に l』のパンフレットを配布 したことは効果的で,身近な事例が関心を呼ぶことを

再確認 したDこの関心を定着させる方策が望まれた｡

5 チェックシー ト型アプローチの成果と課題
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(1)成果

本授業の学習目標及び内容は,平成20年に改訂された新学習指導要領 ･社会科地理的分野の改訂の

目玉である ｢(2)り日本の諸地域｣における(ウ)産業,(エ)環境問題や環境保全,(カ)生活 ･文化さらに

(午)他地域 との結び付き,といった多くの考察の仕方と関連 している｡ESD化をめざす授業は,主

題学習としてある程度の時間数を確保 した上で,総合的な視点のもとで設定すると効果的かつ有意義

になると考えられる.以下に,チェックシー トアプローチの成果をあげる｡

･該当する単元及び学習内容 (概念) Ⅰ～Vが,チェックシー トの方法 (技能)⑳～◎のどれにあ

たるかを検討することで,ESDとの関連がとらえやすくなるo同時に,年間カリキュラムの中

において,⑳～⑳が満遍なく取り上げられているかどうかも判断 ･確認しやすくなる利点があるO

つまり,ESDに関連する内容 (概念)と方法 (技能)がチェックシー トの枠をどれだけ埋めて

いるか,授業を振 り返ることができる｡

IESDが ｢これからの社会を考えさせるという未来志向思考｣を主目標とすると教師が意識する

ことから,①生徒たちに目標に向かって考えさせる過程を設定した授業構成 ･授業展開が行い易

くなり,また②地理が教養科目から実用科目と受け止められやすくなったことは大きな改善点に

なった｡

･I-Vの内容 (概念)を生徒に問いかける際に,個人的考察に加えて,生徒同士で意見交流 ･考

察させる授業展開が置かれることは,生徒にとっても学習-の関心が高まり,学習の道筋が明確

になって学習意欲が生じやすいと考えられる｡ここでも, I～Vと⑳～⑳の適度な組合せを求め

ることでESDの展開が兄いだしやすくなる｡

･学習活動のまとめに置いた ｢身近な市民活動｣の学習が効果的であった｡方法 (技能)の 1つに⑳

｢行動のスキル｣を置いたことは,ESD化の改善点として期待できる｡

(2)課題

以下に,チェックシー トアプローチの課題をあげるO

･チェックシー トのどの枠に当てはまるかの判断に迷 うoとりわけ ｢地理｣では多面的 ･多角的視

野が求められる事象が扱われており,チェックシー トの読み込みが浅いと対応に苦慮する｡

･1つの単元においては, Ⅰ～Vと⑳～◎の適度な組合せを1-2枠程度にしようと試みたがうま

くできなかった｡焦点化 して,年間カリキュラムで偏 りなく取 り上げる方策を検討する必要があ

る0

6 見学者のコメン ト

この実践は,綿密な教材研究に裏付けられた豊富な資料に基づき,中学生が抱きがちな ｢日本の林

業｣に対するネガティブな,ステレオタイプ的認識を逆手にとって,そこから生徒の新鮮な驚きを引

き出し,生徒に対 して主体的な思考を促 して,｢日本の林業｣に対する新たな視座を与えることに成

功 している｡

ESDの視点から見ても,チェックシー トに設定された内容 (概念)群であるⅠからVまでの要素

については,従来の実践が二つの要素を満たしていたのに対 し,この実践では三つの要素を満たして

いる｡方法 (技能)群である⑳から⑳までの要素については,従来の実践が三つの要素を満たしてい

たのに対 し,この実践では六つの要素すべてを満たしているoこのことから,よりESD的な実践の

実現に成功している｡方法知と内容知のバランスを図るべく設計された新学習指導要領の趣旨からも,

その成果は大きいものと思われる｡

授業者も述べているところではあるが, 3時間構成のこの実践は諸事情より2時間で実施された｡

もし,予定通 り3時間構成の実践が行われていたならば,生徒による資料吟味が充実し,自主的な問

題探究が見込まれたことが推察でき,その一点のみが悔やまれる｡ただ,学習指導案自体は,チェッ
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クシー トの利用によって,幅広く期待されるその授業成果を満たしている｡授業をいかに教えるかが

問われることの多い昨今,いかに生徒に学ばせるかを問う授業として,他の範となる取組 として,存

在価値がl削 ､O(演野清)
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5 高等学校地理歴史科 地理Aにおける改善例

r地球環境同塵Jlでの敬啓 広島県立三原高等学校 中村 光則

1 従来の実践

(1)単元名

｢地球環境問題｣ (高等学校 地理A 第3学年)

(2)単元設定の理由

｢地理A｣は,現代世界の地理的な諸課題を地域性を踏まえて考察し,現代性界の地理的認識を養

うとともに,地理的な見方や考え方を培い,国際社会に主体的に生きる日本人としての自覚と資質を

養 う科 目である｡現代の世界は,国々や諸地域が緊密に結び付き,相互に関係を深め,また激 しく変

化 している｡そうした中で,現代世界の基本的な構造とその変動について,多角的に把握 しようとす

る気運が高まっており,人類共通の地球的課題について主体的に解決していく力が,今後ますます必

要になってくるo

そこで,学習指導要領の ｢(2)地域性を踏まえてとらえる現代世界の課題｣の ｢イ 地球的課題の

地理的考察｣の ｢(ア)諸地域からみた地球的課題｣において,地球環境問題についての主題を設定し,

追究させる学習を実施する｡地球環境問題は,地球規模で急速に進行する地球的課題の…つであり,

その原因や現状には,先進国と発展途上国で違いが見られるものの,両者の共通課題もみられるOこ

の地球環境問題にかかわる課題を設定し,地域性を踏まえて考察させるとともに,地球的及び地域的

な視野から地球環境問題の望ましい解決策を考察させたい｡

(3)単元の目標

｢地球環境問題とはどんな問題か｣を追究していく上で,この間題と日本とのかかわりに着目させて身

近な問題であると認識させるとともに,世界中で同じような問題が起きていることをとらえさせるDまた,

この間題に対しては地球規模での対策が必要なことを理解させるとともに,地球環境問題の本質について

も考えさせる｡

【観点別の評価規準】

観 点 評 価 規 準

ア 関心.意欲.態度 ①地球環境問題に対する関心を高め,それを意欲的に追究し,問題が見られる地域や時代,事象

の特色をとらえようとしているo

イ 思考.判断 ②現代世界の地球環境問題とはどのような問題なのか,なぜ地球環境問題が起こるのかを追究す

ることができるo

(診追究の結果習得した理論を,授業で取り上げた事象,地域以外の事象,地域や身近な地域にも

適用し,地球環境問題の構造を解釈することができるO

ウ技能.表現 ④追究過程において,各資料から検証に必要な社会的事象を読み取ることができるo

⑤思考.判断の追究過程を説明することができるD

(4)単元の構成

第 1次 .地球環境問題と日本 2時間

第 2次 :地球環境問題と先進国 2時間
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第 3次 .地球環境問題と発展途上国 2時間

第4次 .地球環境問題の解決の在 り方 1時間

(5)学習の展開 (7時間)

時 吹 発 問 学 習 活 動 (引 き出 した い知 識 ) 指 導 上 の留意 点

1 第 身近かも を提 一 し

1吹 ､自 よ の 不 ,-i

也 を坦究 してい くO･日本は東南アジア諸国で養殖 されたエ ビ もた る□

球 輸入す ることは,需要増 に合わせ マ ングロー ブ林 を伐

環 探 し養殖場 を増やす こ とに よ り,現地 の生態系 を変化 とらえさせ るU

境問題と日本

≠ ヽ ?

一エ ビの輸入においても,木材輸入 におい

ても, 日本人の どのような考 え方が輸入先

考えさせ る○

2 ･なぜ一 日本のエ ゴが工場の海外進 出を増 め,生産 コス ト削減 と経済的効率性 のみ を優先 し,過 せて考えさせ るD

出 してt,る.
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ことは,現地の工場から排出される有害排出物も日本境を輸出し,そこで生産されたもののみ安く輸入するということで日本人の豊かな生活が支えられていると

3 慕 ･なぜ.先進国のエゴが地球環境を悪化さ ･世界最大の二酸化炭素排出国であるアメリカ合衆国Jl-､ 田 ､出さ J-2吹 ･アメリカ合衆国は二酸化炭素排.tti量削織り 思し せる.

也球噂境問堰 も気候変動枠組み条約yL参加し,兄都議疋書に調印はしたが,経済的にも国家安全保障的にも,国益を損ねに消費する生活と膨大な軍事費を費やす国家政簿を転換できない事情からと考えられているQアメリカ合衆国は,そのエゴから対策を拒否したo･先進国だけでなく,これから経済発展が活発になる

と -ロツパなどの先進諸国は,二酸化炭素排

先 張している.

進国 ･資本主義自由経済のもとでは,環境保全にかかる費

削減交渉がうまく成果をあげられないとい 用は経済的見返りが乏しいと考えられており,各国と

えるのか? も大気中-の排気ガスの排出などグローバル .コモンズ (地球共有財)の無料利用による経済効率アップの考えから,二酸化炭素排出量削減-向けた予算を決め

4 ･食糧生産においても,

出して外貨を獲得しているモノカルチャ-経済の国が ･歴史的に見ても先進国

多いから.

りやすい□不況による貧困層の増加は自然環境の収奪的利用を増大させ,森林破壊や砂漠化などの生態系破壊を引き起こすからO･先進国のエゴにより,歴史的に国際分業の経済シス

(覇権諸国)が優位な世

して南北問題となっている○発展途上国の環境保全を

考えず,安いコス トで生産させることにより,発展途

上国に貧困と環境破壊をもたらしながら∫先進国が利

えさせるO

5 慕 ･人rj増加によって拡大された貧困層は環境からの加コー 執 . か 田 ヽ させ73吹 て心し出 〇〇東 ノ 老 ヨ-

地球蘇境問顔 銃的焼畑ではなく,生態系の自然な回復を無祝し,徹底的に土壌生産能力を搾取する大規模な焼畑が行われ,乾燥地帯においては人口増加により,樹木の過剰伐採と休耕期間の短縮による土壌劣化により砂漠化が進み,･発展途上国では,急激な人口増加で過剰な自然搾取

と による環境破壊と,モノカルチャー経済による不平等

逮上 ･なぜ,発展途上国の貧困が地球環境を悪

国
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6

求 ､ カ仁くしてしる ､つ.

'白､

題といえるO

られるD

7 第4a

やせSi問題の廉決のあり方 ※3 させる○

(6)授業記録

本単元は,主題学習として実施し,｢地球環境問題｣について生徒が自ら追究し,構造的に問題を

とらえていけるように配慮 した｡また,各事象における問題点を実例や資料などを用いて具体的に考

察できるようにした｡その結果,人々のエゴイズムが,この ｢地球環境問題｣を引き起こしていると

いうを認識を培 うことができた｡

2 従来の実践の分析と改善点の具体化

(1)チェックシー トを用いての実践授業分析

従来の実践をESDチェックシー トを用いて分析 してみると,表 1のような結果となった｡

【表 1 従来の実践の分析】

方法内容 (技能)(概念ー ⑳批判的 ◎システ ⑳未来志 ⑳問題対 ◎行動の ⑳コミュニケ-思考 ム思考 向思考 処のスキル スキノレ シヨンのスキル

Ⅰ人間の尊厳

Ⅱ将来世代-の責佳

Ⅲ人間を取りまく自然との共存

Ⅳ経済的社会的公正 【.B1】 【※2】 【※3】

(2)チェックシ- トを用いての授業改善の改善点の明確化

従来の実践の反省を生かすとともに,｢よりESD的｣に授業を改善するために,チェックシー ト

を用いて検討 してみると,表2のような改善点A～Cを新たに想定することができた｡
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【表2 .本実践を,｢よりESD的｣に改善するための検討】

方法内容 (技能)(概念l ⑳批判的 ⑳システ ◎未来志 ⑳問題対 ⑳行動の ⑳コミュニケ-思考 ム思考 向思考 処のスキル スキノレ シヨンのスキル

Ⅰ人間の尊厳

Ⅱ将来世代-の責佳 改善点A

Ⅲ人間を剛まく自然との共存 改善点B

Ⅳ経済的社会的公正 【※1】 【※2】 【※3】 改善点C

従来の実践の反省を生かし,｢よりESD的｣に授業を改善するため,チェックシー トの枠組みを

用いて,次の三つの改善点を設定したO

改善点A :先進国や発展途上国が地球環境問題を省みず,利己主義的な物質的豊かさの追求を続

けていったならば,将来の人々の生活はどのようなものになるかを推測する発間を設

定する｡ (環境問題の事例ごとに設定)

改善点B :物質的欲求の追求のために世界中でおきている環境破壊により自然環境が破壊される

と,人間 (生物)は生き続けることができなくなることを確認する場面を設定する｡

(環境問題の事例ごとに設定)

改善点C:地球環境問題を解決していくために,実際に自分たちにもできる行動を考え,その行

動の有効性を確認 し,行動-のモチベーションを高めることで実際に行動に移 してい

けるようにする｡(第4次に設定)

3 ｢よりESD的｣に改善 した授業の実践

ここでは,従来の実践を ｢よりESD的｣に改善すると同時に,平成21年版の学習指導要領の趣旨

を生かした実践を試みるOなお,この項においては,ゴチックノ好手 の部分がチェックシー トを用い

て ｢よりESD的｣になりように改善 した部分,アンダ-ライ一之は新学習指導要領の趣旨を生かした

部分とする｡

(1)単元名

｢地球環境問題｣ (高等学校 地理A 第3学年)

(2)単元設定の理由

｢地理A｣は,現代世界の地理的な諸課題を地域性や歴史的背景_,_日常生唾と礎 里を踏まえて考

察し,現代世界の地理的認識を養 うとともに,地理的な見方や考え方を培い,国際社会に主体的に生

きる日本国民としての自覚と資質を養 うことを目標 とした科 目である｡現代の世界は,国々や諸地域

が緊密に結び付き,相互に関係を深め,また激しく変化 しているoそうした中で,現代世界の基本的

な構造とその変動について,多角的に把握 しようとする気運が高まっており,人類共通の地球的課題

について主体的に解決 していく力が,今後ますます必要になってくる｡平成21年 1月の中央教育審議

会答申において‥もJ脚

及卿 ､た地理的技能を身に付けさせ
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つ いて地域性や歴史 的背景 を踏 まえて考察 さ旦 _i也理的な見方や考 え互 を喝 うことを一層重視す る｣

土 あるよ うに,持続可遷座 開発 の在 り方につLlて望考察 も地理Aに起立二三塾フ てい くこととなったo

三三 三｣三 望 単元 では,__教皇 星空旨導要領 の大項 目 ｢(1)現岱世界の特色 と護選題旦塑型 自生楓 肌R

i 9_ 地球的課題 役捜墾迫革 察｣での実践 と_し三｣ 地球環境 問題 についての主題 を設 定 し,追究 させ

る学習 を実施す る｡地球環境問題 は,地球規模 で急速 に進行す る地球的課題 の一つであ り,その原因

や現状 には,先進国 と発展途上国で違 いが見 られ るものの,両者 の共通課題 もみ られ る｡ この地球環

境 問題 にかかわ る課題 を設定 し,地域性 を踏 まえて考察 させ るとともに,地球環境 問題の望ま しい解

決 には豊瞳二那 巨な社会の実現 を郎 弘 二主 査 国の取組や国際鼠 出 廷必要で あることL=_-3_いて考察 させた

い｡

(3)単元の目標

｢地球環境問題 とはどんな問題か｣を追究 してい く上で,この問題 と日本 とのかかわ りに着 目させて身

近な問題であると認識 させ るとともに,世界中で同じような問題が起きていることをとらえさせ る｡また,

この間題に対 しては地球規模での対策が必要なことを理解 させるとともに,地球環策問題の本質について

も考 えさせ,持続可能な社会の実現に向けた取組や国際協力の必要性について考察 させ るD

【観点別の評価規準】

観 点 評 価 規 準

ア 関心 .意欲 .態度 ①棚 決/=府/t,細 ご5分たち/=るできる行叡着き考え その斉財経を鮒 {名 こ

とが下さるo【改善点C】

イ 思考 .判断 ②現代世界の地球環境問題とはどんな問題なのか,なぜ地球環境問題が起こるのか,を追究する

ことができるo

③棚 を彪済世す:今のiiの皇眉=ぎM/7LTLlつた場合,将来の^々の生者ぱどのDtラ

倉iの/=jlTibtを鹿野するこtができるo【改善点A】

ウ 技能 一表現 ④追究過程において,各資料から検証に必要な社会的事象を読み取ることができるo

⑤思考.判断の追究過程を説明することができるD

エ 知識 .理解 ⑥脚 #/=よ L/点教示嚇 き水石 こと/二よt/̂ ノ野 (生物ノ/i生fkf/fi;L-tができを{なる L-

(4)単元の構成

第 1次 :地球環境問題 と日本 2時間

第 2次 二地球環境 問題 と先進 国 2時間

第 3次 :地球環境 問題 と発展途上国 2時間

第4次 :地球環境 問題 の解決 の在 り方 1時間

(5)学習の展開 (7時間扱い)

地

球

環

境

問

題

と

日

【追究課題提示】

･地球環境問題とは,一言で言うとどんな

問題なのか?これから地球環境問題の本質

を追究していくO

･なぜェビはほとんど輸入しているのか?

･日本は東南アジア諸国で養殖されたエヒ

を低価格で大量に輸入している｡そのこと

がなぜそれらの国 の々環境を破壊している
のかウ

学習活動 (引き出したい知識) 指導上の留意点

･国産よりも安いから,自由経済,価格競争の原則か

ら,たくさん売れて儲けることができるからO

･日本が東南アジアで生産される格安のエヒを大量に

輸入することは,需要増に合わせマングローブ林を伐

採し養殖場を増やすことにより,現地の生態系を変化

させてしまったり,養殖池の温度管理のための地下水

くみ上げ過剰による地盤沈下を起こしたりして,現地

に多大な環境被害をもたらしている,日本人のエビを

-lop-

･身近なものを提示し,

これからの学習に関心.杏

もたせる｡

･自由経済,価格競争に

触れさせる｡

･資料からェビ養殖が環

境被害をもたらす現状を

とらえさせるO



･このIどの事跡のようtbL.#Ajf,.芽m蒙虜/チ -1ど煮密の朗 の^々が古顔爵好好摩/=よ LJ_坐,.'GL

/={(LJ名だ′デで/i(, 7ングD-プ卿,洗費によ lJ彪 @麻薬LZ)̂ 々の.生}5を膚

･他にも日本人が大量に安く消費したい欲 成富屠/f夢LZ)影yi)r全世界/=広が LJ′#-東の世界全勝･推測するO とを聯 できるD′冴善点BJ

1一 か ヽ ?

･日本-の輸入木材はどんな国々から輸入 ･針葉樹林の広がるカナダ,アメリカ合衆国.ロシア

熱帯林の分布する発展途上国からも大量に輸入してい

･なぜ,インドネシアからの輸入が減少し るO･u本-の過剰商業伐採により森林資瀕が激減し,忠

たのか? 激な環境破壊を招いたため丸太材の輸出規制を行った

･エビの輸入においても,木材輸入におい からD･広窟囲/二およぶ森#}#jE/=よ EJ必成題歴任夢の6TJevyg

ても,日本人のどのような考え方が輸入先

? 考えさせる.

か . (,野 寺 .fJQt紗

@将来の人々の卓,.5ぎ#

カlきれip (HA-a .j勤砂tを願 できるolq善房BJ

･日本人のエゴが貿易相手国で環境破壊を ･推測するD 考 さゝせる

･なぜ,日本のエゴが工場の海外進出を増 A.日本よりも緩い有害排出物規制や安価な人件費を求

め,生産コス ト削減と経済的効率性のみを優先し,港

? 山している〇･推測する□

･なぜ,日本は二酸化炭素の排出量が増加 て 71 Q

- ノ岳~ ?

･工場や人口は減少し,科学技術は進歩し

ているにもかかわらず,なぜ,日本の二酸 に考察させるo

･日本企業が生産効率を上げるため工場を海外-移す

ことは,現地の工場から排出される有害排出物もEl本から海外-移していることになる (公害輸出)o環境破壊を輸出し,そこで生産されたもののみ安く輸入するということで日本人の豊かな生活が支えられているという構造が,地球環境悪化に大きく関与している〇 日とどまらず,さらに豊かな生活の追求により,国内だ･産地での勝彦ガスや廃棄鯵の虜賓筈にJ-名大一点ノ孝二碧

や戯懲粛 地裁窟屠ft等のE,'gbr全#罪/=広が EJ,好 @将来の^々の皇ノ夢を潜(Hp=#.槻
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@aJ節虜底力LtJ野(#顔ノとを麟 できi;alG真皮BJ

3 節 り 田 ､u太 ナ

2吹 せているのか .7 7L ?

地 ･1992年気候変動枠組条約や1997年京都議定書の採択

球 化-の寄与度が高く,量的にも多い二酸化 により,世界の二酸化炭素排出量を抑える取組が進め

環i ? られているO

tし開

題と先遅国 したが,経済的にも国家安全保障的にも,国益を損ねるとして批准せず離脱 したQ安価なエネルギーを大量に消費する生活と膨大な軍備維持費を費やす国家政策を転換できない事情からと考えられているDアメリカ･先進国だけでなく,これから経済発展が活発になる

ヽ ウ 張している○

･資本主義自由経済のもとでは,環境保全にかかる費

用は経済的見返 りが乏しいと考えられており,各国と

えるのか? も大気中-の排気ガスの排出などグローバル .コモンズ (地球共有財)の無料利用による経済効率アップの考えから,二酸化炭素排出量削減-向けた予算を決め･磨ノ清彦劇慮芳/=よる.大鹿ノ青史や腰虐原 歯席題摩必

筈の影響がjgg罪/=Rが L/,将着の世界全紡の̂ 々の ⑳将来の^々の.生ノ夢を盾

f郷 .鮒と善感好できるO′改善虎BJ

4 ･推測するD

･なぜ,発展途上国は食糧自給率が低い国 ･コーヒーやバナナ,カカオなどのように植民地時代 ≡ +たせ ゝ

からのプランテーションで商品作物を単-.-栽培 し,檎出して外資を獲得 しているモノカルチャー経済の国が

多いからo･モノカルチャー経済における単一作物の栽培は気候

ウ 変動等による不作や商品価格の急落により,不況に陥りやすい○不況による貧困層の増加は自然環境の収奪的利用を増大させ,森林破壊や砂漠化などの生態系破

･先進国のエゴにより,歴史的に国際分業の経済シス 調-C ておくo

せているのか?

して南北問題 となっているo発展途上国の環境保全を

考えず,安いコス トで生産させることにより,発展途

上回に貧困と環境破壊をもたらしながら,先進国が利

･#虜,者身慶尭/=よる大京1安着中腰#厨.彪凍岩窟倍 えさせる勺

者のSTBv-'節 キ倉世三界/=広が EJ,将来の世三界全勝の̂ 々の
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とを廓 できるo′改善点BJ

5 第 7 ? ･推測するO ffl l..真

3吹地球環境 おかれ,そのことが環境破壊につながって?

問題 か .･なぜ,人口爆発が環境破壊につながるの? ･推測する

と逮 か .

上国 のか? 準の低下と非効率的農業の継続により,子どもを多く

速的な搾取を引き起こす.熱帯林では,回復可能な伝

統的焼畑ではなく,生態系の自然な回復を無視し,徹乾燥地帯においては人口増加により,樹木の過剰伐採･推測する○ せるD∠＼ l l

･なぜ,一次産品の輸出 (モノカルチャー るOらまとめさせる○

源や農林水産物といった安価な一次産品を輸出し,付加価値の高い高価な工業製品を輸入しているため,恒

･発展途上国では,急激な人口増加で過剰な自然搾取

層は急場をしのぐために一自然環境を収奪的に利用し,

るo

.,.,i "

③将東の^々の_坐,.B=を#

避席題摩壮者の影針 1+i?##/=広が EJ,将来のg昇全

(HJ野.謝@a戯膨 らtノ野(i紗tを選好できi5ola善膚BJ

6 ･なぜ,発展途上国は環境問題よりも経済? ･推測する. ､上

?

･発展途上国のエネルギー効率は先進国と比べ,かな る.

り悪いo

･なぜ,発展途上国では製造業におけるエ る○
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か?

いえるか?

における大量生産,大量消費による物質的豊かさを追7 ー

泊 ､ カ

えるのか? 題 といえるo

られるD

備姥 .助 紗とを解 できる o′孜嘉粛BJ

7 第4

次 決に導く考え方や方法を調べ,考察するO A-

地球環境 させるo

(6)授業記録

現在,この地球上に生きている人類のエゴイズムによって引き起こされている様々な地球環境問題が,

人間社会だけでなく,生物全体の生活を脅かしているとともに,これから生まれてくる将来の人々や生物

の生活をも脅かすことになるということを,具体的な事象ごとに確認させ,理解させることができた｡た

だし,第4次 (7時間目)の授業では,地球環境問題の解決という大変大きなテーマを扱ったため,個人

でもできる行動については思考があまり働かなかったようで,実際,生徒からの積極的な発言は出なかっ

た｡壮大な地球規模の課題の解決方法を,具体的な各人の行動と結び付けにくいようであった｡

また,本単元のテーマである地球環境問題については,さまざまな説がマスメディアでも取り上げられ

ており,その解決方法も個人レベルの行動の有効性についても確立していない面もあり,ESDにかかわ

る行動については,思考 ･判断の検証が難しいテーマだと感じた｡

4 授業改善の成果と課題

-1131



本実践では,従来,｢地理A｣で行ってきた ｢地球環境問題｣の授業に,ESDの技能的要素であ

る未来を思考させる場面や,自ら判断し今後の自分の行動を意思決定させる場面を加え,改善を試み

た｡

成果としては,これまで授業者が ｢地理A｣で行ってきた地理的社会事象の現状を認識させる授業

から,生徒たちに将来のことをより一層深 く考えさせ,未来も自分たちで変えていける,作っていけ

るとい う行動につなぐ授業に改善できたことである｡さまざまな社会事象を自分とは関係の薄い遠い

世界の話として終わらせるのではなく,自分たちの生活とのかかわりからとらえさせ,自分の行動が

未来の社会-つながっているという意識をもたせることに成功した｡

課題 としては,本実践で扱った単元 ｢地球環境問題｣は,解決に向けた個人個人の行動の有効性が

まだまだ確立されていない分野であり,本当にその行動が解釈に役立っのかという確信がもてないま

漢,行動について考えさせなければならなかった点が挙げられる｡平成21年版の新学習指導要領の｢地

理A｣にも明記された ｢持続可能な社会の実現｣では,はっきりと成果を確信できるようなテーマで

行 うほうが,生徒たちの行動-のモチベーションもよりいっそう高まると感じた0

5 チェックシー ト型アプローチの成果と課題

チェックシー トを用いることの成果としては,今まで行ってきた授業の中でどれだけESDの内容

(概念)や方法 (技能)の要素を取り扱ってきたかを授業者 自身でチェックすることができる点が挙

げられる｡今までESDの内容 (概念)や方法 (技能)の要素を意識せずに行ってきた授業が,どの

部分でどのようなES工)の要素を扱っていたかを意識的に再認識できるとともに,その授業で扱って

ないESDの要素を新たに加えたり,今までの学習内容をよりESDの要素を扱った内容に差し替え

たりすることで,より一層ESD化 した授業に改善していくことが容易であるOまた,各授業をES

Dの要素 とい う点で評価するときに,各授業ごとに記入されたESDチェックシー トを比較すれば,

ESDの観点で授業比較が容易であり,また,各教科内や他教科間において,年間指導計画を立てる

ときに年間を通して,さらには全学年を通してESDのどの要素をどの時期に取 り入れて計画的に指

導 していくかを検討する際にも,このESDチェックシー トは有効性が高いo課題としては,チェッ

クシー トに記入するときに,どこまでESDの内容 (概念)や方陪 (技能)の要素をその授業で扱っ

ているかの判断が授業者によって主観的となることと,見方によってはすべての要素を含んでいると

判断され,シー トのほとんどにチェックが入る点が挙げられる｡この点を踏まえ,ESDの要素が特

に顕著な部分のみをシー トでチェックし活用 していくよう留意することが肝要であると思われる0

6 見学者のコメン ト

実践者の従来の実践においては,指導展開を ｢知識の構造図｣に整理 した上で構成 してお り,｢経

済的社会的公正｣さを,ロジカルに授業展開する点に特徴があった｡この時点でも十分秀逸な指導案

ではあるが,見方によっては,ややもすると講義中心の授業展開に陥りかねない危険性を季むもので

もあった｡つまり,教師の作成 した地球環境問題に対する解釈を生徒に追体験させるといった傾向が

あり,生徒それぞれがもつ意見等の入 り込む余地の少ない ｢座学｣的な要素が強かった｡ しかし,チ

ェックシー ト型アプローチを採用することにより,生徒に対 して ｢人間を取りまく自然との共存｣に

目を向けさせた り,｢将来世代-の責任｣を考えさせたりする内容を組み込み,さらに,場面によっ

ては ｢行動のスキル ｣についても意識させるなど,生徒の主体的な学びを実現することに成功し,授

業の幅を広げることができた｡そもそも ｢地理A｣という科 目自体が,ESD的な要素の色濃い科目

であるが,今後とも,高等学校ならではの論理的な思考を求める授業形態を大切にしながらも,この

チェックシー ト型アプローチに見られるような,生徒自身の社会参画意識を播養できるような授業作

りが望まれる｡この授業からその可能性が兄いだされた｡(境野清)
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1 従来の実践

地域活性化プロジェク トの概要

<育てたい生徒像>

･我々が生活する地域に関心をもち,愛する郷土のために主体的にかかわりをもてる生徒｡

･主体的に課題発見 ･課題解決に取 り組もうとする意欲をもつ生徒O

･自分の考えを適切に表現することができ,また他者の意見を尊重し,協力 して創造的な活動が

できる生徒｡

<内容>

01年生

地域住民等の脇力を得て行 う地域探検(年間3回程度)を通して,地域の財産 (有形 .無形のも

のを含めた,人 ･自然 ･文化 ･歴史 ･産業 ･生活 ･経済 ･教育など幅広い分野での地域の魅力 ･

価値)を再発見し,得られた情報を ｢地図｣｢年表｣｢カレンダー｣として整理する｡

その際,グループワーク等での情報交換(発表会)を通して,伝えようとする態度や人の話を

理解 しようとする態度を育てる｡そ して,これらの活動を通して,自分の興味 ･関心の対象を明

らかにし,主体的に問題発見 ･問題解決に取り組もうとする意欲 ･態度を育てる0

02年生

自分が興味 ･関心をもった題材 (テーマ)について,アンケー ト調査やフィール ドワーク (ヒ

アリング調査含む)を通 して,より深く探究する｡その際,各教科 ･科目での学習を,この活動

(調査 ･研究など)に活かし,さらに学習を発展させていこうとする意欲 ･態度を育てる｡

03年生

研究成果をまとめるoその際,様々な人を対象とした地域での発表活動 (説明 ･提案など)を

通して,自己表現力やコミュニケーション能力を高めると共に,研究成果をガイ ドマップやパン

フレットなど,より実践的なもの-と高め,地域に貢献しようとする意欲を育てる｡

(1)単元名

｢地域探検(診｣ (高等学校 第 1学年)

(2)単元の目標

地域探検を通して,地域の財産を再発見し,得られた情報を整理する｡その際,情報交換(発表会)を

通して,伝えようとする態度や人の話を理解しようとする態度を育てるOそして,これらの活動を通して,

自分の興味 ･関心の対象を明らかにし,主体的に問題発見 ･問題解決に取り組もうとする意欲 ･態度を育

てる｡
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(3)単元の構成 (実践の記録)

題目<時数> 学習内容 指導上の留意点 評価

準備 く1〉 4人の班(16班)に分かれて,地域探検に必要な器材 (デ 情報交換(発表).レポートを意識させて, ∴.

ジタルカメラ.地図.雨具など)をピックアップし,使用 そのために必要な情報を得たり記録する ③

方法を理解するoまた地域探検で必要な係 .役割を考え,分手酌~る○ ための器材等を考えさせる□ a

地域突検〈2〉 片品村の8つの地区 (行政区)に2つの班が訪れ 地域住 情報整理で使用する ｢地図｣｢年表｣｢カ ①

(情報収集) 民の案内により探検し,情孝則文集するo レンダー｣を意識させ,それに必要な情 ･∵

｢どこで｣｢いつから｣｢どのように｣等の質問をして.答えや情報 (後で調べるための)を得るQ※1.2.3 報収集を主体的に行わせるD

情報整理① 地域探検で得られた情報を ｢地図｣｢年表｣｢カレンダー｣ 発表は原則1名で行うことを伝え,各自 +

く2〉 にまとめる□ が深く理解しておくために,主体的に関 ③

特に他の生徒に伝えたい事柄をピックアップして,パワーポイント6枚にまとめるo わるように支援するo ④

情報交換く2〉 4会場に分かれて,3分間発表 (原則として1名で行う) ｢聞く人の立執 こ立ってわかりやすく説 ①

(発表) と2分間の質疑応答を通して,各班が得た情報を共有するO明すること｣や,｢よりよく理解するために適切な質問をすること｣の大切さを理解させるD ②③

情報整理② 情報交換後に感じたことや考えたこと,質問.指摘された 写実を活用させるo ②

く2〉 ことなど生かして,各自でレポートを作成するo @

言判面 発表で使用したパワーポイント資料やレポートのよい点や 地域住民や教員が,資料やレポートを評 ②

振り返り 工夫した点などの指導を受けるO 価する□ I,

〈1〉 次回の地域探検 (発表,レポートも含む)が,よりよいも ｢準備｣と ｢振り返り｣は,連動するよ ㊨

のになるよう,各班で活動を振り返り,具体的な対策を考 うに配慮し,過去の経験をもとに自ら｢準

<単元の評価規準>

①地域に関心をもち,主体的にかかわりをもって行動している｡

②主体的に課題発見 ･課題解決に取り組む意欲をもち行動しているo

(診自分の考えを適切に表現することができる｡

蓬)他者の意見を尊重し協力して創造的な活動を行 う事ができるD

(4)授業の目標 (｢情報整理② く2)｣について)

ここでは,情報交換 (発表)後 に感 じたこ とや考 えた こと,質問 ･指摘 された ことな ど生か して,各

自で レポー トを作成す るOその過程 で,主体的に課題発見 ･課題解決 に取 り組む意欲 をもたせ る｡

(5)授業記録 (｢情報整理② (2)｣について)

パ ソコンの ワープ ロソフ トを使用 して,A4サイズ1ペー ジに,写真 を 3枚貼 り付 け,それぞれの

写真 についての説 明文 を書 き, レポー トとした｡使用す る写真は,実際の地域探検で, グループの担

当者 が撮影 した もの とし,印象 に残 ってい るものや興 味をもった ものを各 自で選 んだ｡体裁 は用紙の

左側 に写真 を 3枚縦 に配置 し,その右側 に説 明文 を書 いた｡
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2 従来の実践の分析と改善点の具体化

(1)チェックシー トを用いての実践授業分析

本校の ｢総合的な学習の時間｣の取組を,チェックシー トに照 らし合わせて分析す ると,各学年ご

とに重視 している方法 (技能)が,次の表 1のように整理できるO

【表 1 各学年で重視する方法 (技能)】

方法学年 (技能) ⑳批判的 ◎システ ⑳未来志 ⑳問題対 ⑳行動の ⑳コミユニ卜
思考 ム思考 向思考 処のスキル スキノレ シヨンのスキル

第 1学年 (⊃ ○

第 2学年 ○ ○ ○ ○

第 3学年 ○ ○ ○ ○

従来の実践をESDチェックシー トを用いて分析 してみると,表 2のような結果 となった｡

【表 2･従来の実践の分析】

方法内容 (技能) ⑳批判的 ⑳システ ⑳未来志 ⑳問題対 ◎行動の ⑳コミュニケ-
思考 ム思考 向思考 処のスキル スキル シヨンのスキル

Ⅰ人間の尊厳

Ⅱ将来世代-の責任 【※1】

III人間を剛まく自然との共存 【※2】

Ⅳ経済的社会的公正

(2)チェックシー トを用いての授業改善の改善点の明確化

本実践では,第 1学年の取組であるので,｢⑳未来志向思考｣と ｢◎ コミュニケーシ ョンのスキル｣

を充実 させたい｡そこで,従来の実践の反省 を生かす とともに,｢よりESD的｣に授業を改善する

ために,チェックシー トを用いて検討 してみると,表 3のような改善点A～Cを新たに想定すること

ができた｡

【表 3:本実践を.｢よりESD的｣に改善するための検討】

方法内容 (技能)(楢念ー ⑳批判的 ◎システ ◎未来志 ⑳問題対 ⑳行動の ◎コミュニケ-
思考 ム思考 向思考 処のスキル スキノレ シヨンのスキル

Ⅰ人間の尊厳

Ⅱ将来世代-の責佳 改善点A 【※1】

Ⅲ人間を取りまく自然との共存 改善点B 【※2】

Ⅳ経済的社会的公正 【※3】

改善点A :地域の財産 (魅力 ･価値)が, どのようにしてつ くられたか,維持 されてきたか,また
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今後 どのよ うに生か していけるかな ど, 自分が どのよ うにかかわれ るか考 える場面 を設

定す る｡

改善点 B :地域の豊かな 自然環境 (景観 な ど)が, どの よ うに してつ くられ たか,維持 されてきた

か,また今後 どの よ うに生か していけるか考 え,人に伝 える場面 を設定す るO

改善点C.地域特有の生活様式 ･文化や史跡 ｡歴史 な どが, どの よ うに してつ くられたか,維持 さ

れ てきたか,また今後 どのよ うに生か していけるか考 え,人 に伝 える場面 を設定す る0

3 ｢よ りESD的｣ に改善 した授業の実践 (ゴチ ック/#字LZ)部分力徴 善部ガ)

(1)単元名

｢地域探検②｣ (高等学校 第 1学年)

(2)単元の目標

地域探検 を通 して,地域の財産 を再発見 させ,得 られた情報 を整理 させ る｡また,情報交換 (発表会)

を通 して,伝 えよ うとす る態度や人の話を理解 しようとす る態度 を育てる｡そ して, これ らの活動 を通 し

て, 自分の興味 ･関心の対象を明 らかに し,主体的に問題発見 ･問題解決に取 り組 もうとする意欲 ･態度

を育てる｡

君た 彪戯-LZ)β′然原産や方位.歴安が どのよ う/=LTG_iE･屠好きカ Tきたのノれ 夏た今度どのよラ

/I,･5mできi;カーなど 5分の_生′芽を屠(.屠つめ虐■FTolW善点~A IBJ

(3)単元の構成 (単元記録)

題目く時数〉 学習内容 指導上の留意点 評価

準備 く1〉 4人の班(16班)に分かれて,地域探検に必要な器材 (チ 情報交換(発表).レポートを意識させて, ②

ジタルカメラ.地図.雨具など)をピックアップし,使用 そのために必要な情報を得たり記録する @

方位を理解する□また地域探検で必要な係 .役割を考え,分担するD ための器材等を考えさせるO ㊨

地域探検く2〉 片品相の8つの地区 (行政区)に2つの班が訪れ,地域住 情報整理で使用する ritb図｣｢年表｣｢カ +

(情報収集) 民の案内により探検し,情報収集する○ レンダー｣を意識させ,それに必要な情 @

｢どこで｣｢いつからJrどのように｣等の質問をして,答えや情報 (後で調べるための)を得るo※1.2.3 報収集を主体的に行わせるo ♂

悼鞭整理① 地域探検で得られた情報を ｢地図｣｢年表｣｢カレンダー｣ 発表は原則1名で行うことを伝え,各自 +

く2〉 にまとめるo が深く理解しておくために,主体的に関 @

特に他の生徒に伝えたい事柄をピックアップして,パワー わるように支援するロ ㊨

ポイント6枚にまとめるD ♂

情報交換〈2〉 4会場に分力れて,3分間発表 (原則として1名で行う) ｢聞く人の立場に立ってわかりやすく説 +

(発表) と2分間の質疑応答を通して,各班が得た情報を共有するo明すること｣や,｢よりよく理解するために適切な質問をすること｣の大切さを理解させるD ㌧ー③

情事纏郷 ) 情報交換後は感じたことや考えたこと,質問.指摘された 写真を活用させるD ②

く2〉 ことなど生かして,各自でレポートを作成するO @@

評価 発表で使用したパワーポイント資料やレポートのよい点や 地域住民や教員が,資料やレポートを評 ㌧ー

振り返り 工夫した点などの指導を受けるO 価するo @

く1〉 次回の地域探検 (発表,レポートも含む)が,よりよいも ｢準備｣と ｢振り返り｣は,連動するよ ④
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備｣ができるようにする｡

<単元の評価規準>

①地域に関心をもち,主体的にかかわりをもって行動しているn

(診主体的に課題発見.課題解決に取り組む意欲をもち行動しているロ

③自分の考えを適切に表現することができるo

(動他者の意見を尊重し協力して創造的な活動を行う事ができるD

@5分の卓,芽を.君つめ貞一L,あ tJ得べきgiLLl.末弟着岸 {ことができao

(4)授業の目標 (｢情報整理② (2)｣について)

ここでは,情報交換(発表)後に感 じたことや考えたこと,質問 ･指摘されたことなど生かして,杏

自でレポー トを作成するOその過程で,主体的に課題発見 ･課題解決に取 り組む意欲をもたせるoi

jと,今度5分たちが迦虜/=どのよ77=かかわカi;bt,あi5いぼ瀕虜がどのotうだをっT/gLいbt,を

ど5分の者丘をiたQる oJ改善点AAa･CJ

(5)授業記録 (｢情報整理② く2)｣について)

パソコンのワープロソフ トを使用 して,A4サイズ 1ページに,写真を3枚貼 り付け,それぞれの

写真についての説明文を書き,レポー トとした｡fたこのL,ポ｣ F/=ば,今度貞分たちが二世.好/=どの

よ う/こか一かわカ名か,題名い/i磨.好がどLZ)よラ/=かっTぽ Lいか,など5分の者Jiる書いたolq善

,GA･B･C1

使用する写真は,実際の地域探検で,虚のグループめjLHj5'者か彫 Lたるのでiよいことにし,印

象に残っているものや興味をもったものを各自で選らんだo体裁ばm#サイズ以ガJ才a由とL,政教

iG由tLた0

4 授業改善の成果と課題

授業改善以前の4つの評価規準 (単元全体)に ｢⑤ 自分の生活を見つめ直し,あり得べき望ましい

未来を描くことができる｣を加えたことにより,以前は ｢地域探検 (校外学習)｣が単なる ｢文化財

巡 り｣のような印象を生徒 ･職員に与えていたが,それを大幅に改善することができ,自分とは無関

係の過去のこととせず,自分が生活 している地域の現在や将来について考えさせる活動とすることが

できた｡

生徒は情報を収集 ･整理する過程で,｢年表｣｢地図｣｢カレンダー｣r写真｣の項 目に取 り組んで

いるが,｢年表｣の軸の中心を現在 とするようにワークシー トを修正したことで,将来を意識 しやす

くなった｡また職員は,評価規準を 1つ追加 したことで,｢未来｣に対 して,意識を強くもって生徒

の指導に当たることができた｡

5 チェックシー ト型アプローチの成果と課題

チェックシー トによる授業分析によって,学習内容の不十分な点が明確になり,学習の目標を達成

するために不足 している方法(技能)を整理することができた｡具体的には,本校の総合的な学習の

時間で最も大切にしたい目標 ･目的 (育てたい生徒像)としていた ｢我々が生活する地域に関心をも

ち,愛する郷土のために主体的にかかわりをもてる生徒｣に関連する ｢未来志向思考｣が不足してい

たことがわかり,関連する評価規準を追加 し,指導の方向性を明確にすることができたO

また, 3年間全体で身に付けさせたい能力 (技能)を簡単に視覚化することができた｡
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しかし,内容(概念)や方法(技能)の各項目の内容を具体的なイメージとしてとらえることが難 しく,

それぞれの学習内容がチェックシー トのどの欄に該当するのか,簡単には判断することができなかっ

たOまたその判断が正 しいのかどうか,不安が残るものとなっているoそれぞれの項目をESDに関

する資料など見なくても, -･般的に,直感的に判断できるものになるとよいのではないか0

6 見学者のコメン ト

生徒の主体性を尊重し,主体的な学習をうまく引き出すことができている実践であった｡生徒たちは自

分たちの提出物や発表などに対して,高い質を追究して取り組み,地域についての学習内容を我がことと

して捉えている様子であったO見学させていただいた授業では,報告書作りを行っていたが,自分たちで

収集したフィール ドワークの情報や,取材で撮ってきた写真等をどのようにしたら読み手にうまく伝わる

かを真剣に考えながらまとめていたO自由度が高い授業実践であったが,生徒たちは,学ぶ目的や意義を

十分理解しているよCうで,取組に対して積極的であった｡指導体制としては,ティームティーチングの形

態をとり,教師が集団で指導に当たっていた｡また,生徒の提出物はポー トフォリオとして電子化され,

誰もがいつでも学校の中で閲覧できるようにしているのが特徴的であったO

今回の取組では,チェックシー トを用い,｢よりESD的｣に改善するための視点を加えて指導案

が作成され実践されていた｡担当者の説明によると,従来の評価規準に ｢⑤自分の生活を見つめ直し,

あり得べき望ましい未来を描 くことが出来る｣とい う項 目を加えたことで,ワークシー トを使って

時間的な変化を学習させる際に,従来では過去についてしか扱わなかったのが,過去 ｡現在 ･未来

という構成でワークシー トを作成するようにな り,明らかに学習内容の構造が変化 したとのことで

あったo授業における教師の発間も,それまでは漠然としたものが多かったが,新 しい視点を加え

ることで,｢10年後どうなっているだろうねQ｣｢この建物は,もつだろうかD｣｢参加 したいと思 うかO｣

｢関わってみたら?｣などとい うような具体的な発間に変わったO｢過去だけに目をや りがちだった

今までの授業内容に,現在そして未来の視点を加えることができ,明らかな改善が図れた｣と担当

者は述べていたO他の学校が参考にすべき方軌 内容が多く含まれた実践であったO(後藤顕-)
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第Ⅱ部 ESDに関する外国の状況

ESDに関する外国の状況を紹介するものとして.英国におけるサステイナブ

ルスクールの取組,ドイツにおけるESDの取組.そして.持続可能な開発のた

めの教育の質を高めるガイ ドライン ｢ESDスクールのための質基準｣について

報告する｡
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英国におけるサステイナブル .スクールの取組1

1.はじめに

2005年からの ｢国連 ESDの 10年 (DESD) (2005-2014)｣の開始に伴い,DESDの主

導機関である UNESCOは,国際実施計画 (DESD･IIS)2を発表 した｡英国政府は,国際実

施計画 (DESD-ⅠIS)の重点領域である ｢第 2領域 :持続可能性に向けた既存の教育プログ

ラムの新たな方向づけ｣ と ｢第 3領域 :市民の理解や意識の向上｣を踏まえ,英国の教育

政策の一環 として,公教育全体における ESDの自発的な実施 ･展開にむけた,｢サステイ

ナブル ･スクール (SustalnableSchool)プログラム｣を 2006年に開始 した｡英国政府によ

って取 り組まれているサステイナブル ･スクールは,ヨーロッパや他の地域で取 り組まれ

ているエ コ .スクール3とは異なるO とりわけ,(1)ェコ .スクールはヨーロッパの NGO

によって様々な国で任意に取 り組まれているが,サステイナブル･スクールは英国国内で,

英国の教育政策の一つ として取 り組まれている点,(2)サステイナブル ･スクールは,エ

コ ･スクール とは異な り持続可能な開発の視点が強調 され,｢国連 ESDの 10年 (DESD)｣
の流れをうけて国内の ESDの活動の一端を担っている点,(3)英国の全ての学校が持続可

能な開発に取 り組むことを目指 している点,において相違がある｡このサステイナブル ･

スクールは,国家的な取組ではあるものの,英国の教育 自体が地方分権主義的な教育シス

テムであるため,強制的,義務的な要素はなく,あくまでも各学校が,政府から提案 され

たサステイナブル･スクールの枠組みを参考にしながら発展 させていくというものである｡

したがって,共通 したカ リキュラムや教授方法,教材などはなく,後に紹介するサステイ

ナブル ･スクールの国家的枠組みが,緩やかな指針 となっている｡

本稿 では,英国政府 が同プ ログラムの推進 において提示 した国家枠組み (NatlOnal

Framework)と,同枠組みにおいて提示 されている 8つの導入テーマ (Doorways)と3つ

の機動力 (3CsCurrlCulum,Campus,Colnmunlty)について紹介するとともに,本プログラ
ムにおける評価枠組みや推進にむけた地域連携協力方法について紹介を行 うものである｡

2.英 国の教育 政 策 の動 向 と ESD政 策

21 英国の教育課題 と持続可能な開発にむけた取組

過去20年の間,世界中で持続可能な開発が叫ばれる中,英国政府 も次第に持続可能な開

(TheUKGovernmentSustalnableDevelopmentStrategy,Sect]rlngtheFuture)｣ (Defl･a,2005)
4とい う文書をまとめ,持続可能な開発についての主要な概念整理 (表1) と長期的な戦略

立案を行っている｡その中で迅速に取 り組まなければならない課題 として次のことが挙げ

られている｡

｡ 持続可能な消費 と生産一最小の資源で最大の利益を獲得すること

｡ 自然資源を保護 し,環境をよりよくする-私たちが依存 している資源を保護すること

この文書の中では,持続可能な開発における目標が ｢世界中のすべての人々が基本的需

要を満たす ことができ,将来世代の生活の質を妥協 しないように現在の生活の質をより向

上 させ ること｣ と,述べ られている｡
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表 1 英国政府における ｢持続可能な開発｣の主要な概念 (Defra,1998-2003)5

(1)相互依存 人々の生活と場所には,あらゆる側面で関係やつながりがあるo また,地域と地
球レベルで,人々と他の生物には関係とつながりがあるD

(2)市民性と 個人と集団の権利と責任,参加,協力にどの程度取り組んでいるかD個人の価値

積極的関与 と信念の行動を関連付けているかoまた,学校と地域の持続可能性を関連付けているかo

(3)将来世代の 他者の権利とニーズを考慮する必要性について学習するo 今私たちが行つている

ニーズと権利 ことが,未来の生活の様相に何らかの意味を持っているということを認識し学管するo

(4)多様性 人々の生活の多様性について,その重要性と価値を理解するO生活の多様性とは,
文化的,社会的,経済的,生態学的な多様性であるDまた,この多様性がなけれ
ば,私たちの生活の全てが貧しいものになることを認識するO

(5)生活の質, 生活の質と生活水準の間にある差異を認識するoまた,地域,全国,世界それぞ
平等,公正 れのレベルで,全ての人々の良好な生活の質を支援するO不平等には見えない原

因があるo その理解を深め,なぜ持続可能な社会には平等と正義が必要か理解を
深めるD

(6)環境収容力 世界が発展することができ,かつ持続可能な開発の問題に影響のある決定や実行

や過程について,疑問を持ち,それに取り組む機会を提供する方法には限度があるo

(7)行動における 学校共同体が持続可能な開発の問題,解決策,選択肢に関して,批判的,体系的,
不確実性と 創造的に考えるように働きかけている,また人類がもつ知識には限界があること

このよ うに持続可能な開発は,英国政府 によって,

身的に取 り組 まれているO ｢持続可能な開発｣ とい う

意味が存在す る｡それにもかかわ らず,持続可能 な開発

環境以外の視点,社会的や経済的な視点を含むため,

いるか らである｡

このよ うな持続可能な開発を実現 してい くために,

され始め,国際社会では2002年に, ｢国連ESDの10年

｢国連ESDの10年 (Des°)｣において リー ドェ-ジェ

今までに前例がないほどの勢いで献

概念は,英国内でも,多 くの定義や

とい う言葉が普及 している理由は,

よ り実用的なもの として考 えられて

教育や訓練などが重要であると認識

(DESD)｣が同意 された｡そ して,

ンシーであるUNESCOによ り, (1)

質のよい基礎教育へのアクセスを向上 させ る, (2)持続可能性に向けて既存の教育プログ

ラムの新たな方向づけをす る, (3)市民の理解や意識 を向上 させ る, (4)市民社会のす

べてのセクターにプログラムを提供する,とい う4つの重点領域が設けられた｡英国政府は,

このUNESCOの重点領域の中の2番 目(持続可能性に向けて既存の教育プログラムの新たな

方向づけをす る)に焦点をあてた取組をサステイナブル ･スクール として考案 した｡ さら

に,3番 目 (市民の理解や意識 を向上 させ る)の重点領域 も含み,学校 と地域社会 との関わ

りを大切 に し,学校教育 と社会教育の連携 ･融合にむけて,学校が地域を活性化する役割

を担 うことを期待 している｡

2006年 の5月 に ,英 国政 府 は ,SustalnableSchoolsforPuplls,CommunitleSandthe

EImrOnment⊃DellVerlngUKSustalnableDevelopmentStrategy (DfES,2006a)6とい うコンサ

ルテーシ ョン .ペーパーを発行 したoこの文書の主な要点は,(1)行動 と学び との関わ り,

学校 とコミュニティの関わ り,(2)より広いコ ミュニテ ィのために学校がどのよ うに持続

可能性に取 り組むことができるか,である.サステイナブル .スクールは,英国政府が持

続可能な開発 の政策に取 り組んでいる中で始まったため,多方面から注 目が集まったO特

にメディアや子 どもを持つ各家庭はとても興味を示 しているD結果,このコンサルテーシ

ョン .ペーパーには870通の反響が寄せ られた-この数は英国教育技能省 (DfES)のヨン

サルテーシ ョン.ペーパー としては異例の数であるDその うち,347通が子 どもたちであ り,

その中の160通は11歳以下のこどもたちであったoその後に英国教育技能省 (DfE S,2006b)
7か ら出された文書によると,それ らの反響は次のよ うにまとめられている｡
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｡ 地域の環境に不満を持っていること一特に,交通の非安全性,汚染,治安の悪さ,逮

物の建設による自然破壊など

｡ 反社会的な行動に対する不安一人種差別や公共物の破壊,敬意がかけていることなど

｡ 世界の貧困や不公平,戦争-の不安

｡ 将来世代を軽視 した自然資源の使用,生活の質を無視 した汚染,大人たちが環境問題
に対 して関心がないこと

このようなコメン トは,すでにサステイナブル ･スクールの戦略に沿ったものであった

り,いくつかのコメン トはさらに新 しいアイデアを考えるうえで参考にされたりした｡英

国教育技能省 (DfES,20O6C)吊は,2006/2007年をサステイナブル ･スクールアクションの

午 (YearortlleActlOn)とし,最終年までに, (1)すべての学校がサステイナブル ･スク

ールについての情報を受け取ること, (2)少なくとも60%の学校が,独 自の方法でサステ

イナブル ･スクールの戦略に取 り組むこと, (3)サステイナブル ･スクールに取 り組んで

いる学校の うちの90%が,生徒たちの知識や理解を向上させたり,学校の環境パフォーマ

ンスを向上させた りすること,とい う目標を打ち立てた0

22ESDの国家枠組み

サステイナブル ･スクールを実施 していく上で,2007年に英国教育技能省 (DfES)から

発表された国家的枠組み (NatlOnalFramework)が理論的な指標 となっている｡この枠組み

では以下で紹介するとお り,持続可能な開発に取 り組むための ドアウェイ (Doorways,以

下,｢導入テーマ｣)として8つの トピックが紹介 されているoまた,領域的な指標 として,

3つのC (カリキュラム,キャンパス,コミュニティD以下総称 して ｢機動力｣)も紹介さ

れている｡

(1)サステイナブル ･スクールの8つの導入テ-マ

英国教育技能省 (DfES)は,サステイナブル .スクールを発展させるため,2007年に国

家的枠組みを設けた｡そのなかで,サステイナブル ･スクールにおける長期 目標,すなわ

ち2020年までに達成することを期待されている目標を打ち立てている｡また,サステイナ

ブル ･スクールにおいて重要なテーマを8つの導入テーマ (Doorways)として,各学校が
計画を立てる際に考慮するように進めている｡ この国家的枠組みは,義務的に強制されて

いるものではなく,長期的な目標に取 り組むための目安として補助的な役割を担っている0

したがって,枠組みとして書かれている文章も比較的緩やかなア ドバイスをするような言

葉遣いとなっている08つの導入テーマには,(1)食べ物と飲み物, (2)ェネルギーと水,

(3)移動 と交通, (4)購入とごみ, (5)校舎 と校庭, (6)共生 (Inclus10m)と参加,

(7)地域の幸せ (Well-belng), (8)グローバルな側面,というテーマが含まれているO

英 国児童学校家庭省 (DCSF)が学校教師を対象 に した公 開 ウェブサイ トである

Teachernet9は,この8つの導入テーマについて次のように述べ,教科教育のなかでの教育実

践のみならず,採用テーマを ｢導入テーマ｣としてとらえ,その後に教科間を関連付けた

り,特別活動や学校行事と関連づけた取組の展開を重視 している100

二全国府#産み でぼ,者学歴~がどのテー マで虜夕顔み磨めaれ まえばどのテーマ

を虜倍するか tいうこtを/含虜においT,8つの善人テー マのoorways)dj瀞 介

され ていao まPL-,全麻ノ斡唐芋赦産着の兵膚 にどのように#虜 pTJ#/J厳君 が潜み

こめられるかが虜謬きk,学密がよク務産 p76-AL;LjlE運営できacL-ラlr貴慮ノ野なア iI

バイスがなされ ているD { } 洛嫁入テーマ材,各 々で虜ク潜 まれるれ まえば

学&7i-jt顔で の期 p-i/-画の-pjWとLて虜ク腐 まれ aだろうo L/かL,単産でば∫多

(の尊̂ テーマIf二者贋にかかわ クあっTいaこtlE点づぐだ ろう o i野RljI',食べ

顔や飲み%-の厨心は学密 で男顔や犀者を裁密 するごtを着き,それ ば ′ コンポ

ス itや床全/ごつ/Tがっていぐだろ う Dまた,逆に,yサイクノL,やごみ,/面水腐/R,

再生 可̀CAE;bェネノL,ギーなどの超のノ野ノL:一につながってい(か もL,37,ないoらちろA/
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@ 々で虜ク潜むcfク邑学赦 全麻での東好摩クを虜腰が潜まLいが, どちらの虜凝ら
学歴のカy辛ヱラムや辛ヤシ/パス, コミ1=デイに顔っ̀T,槻 可彪つな原発-府

げて府上すa磯会をもたらすどらjD (Teachernet,2007)ll

それぞれの導入テーマは,英国教育技能省 (DrES)の考えに基づき,各々において ｢機

会 (Opportunity)｣ と ｢提言｣が述べられているo ｢機会｣の項では,それぞれの導入テ
ーマに取 り組むことによって,どのような好機や利益に恵まれるかが想定され, ｢提言｣
では2020年までにどのようなことを達成 してはしいかが述べ られているO

[食べ物 と飲み物]

｡ 機会 :健康によくない食事は肥満や集中力の欠如を招いている｡公正に調達された健

康な食べ物は,環境を保全 し,地域の生産者や供給者をサポー トするだけでなく,多

くの栄養をもたらすo

o提言 (2020年まで) :私たち (英国教育技能省)は,すべての学校が,健康で地元の

持続可能な食べ物や飲み物のモデル消費者 となることを期待 し,自らの環境や社会,

そして動物の餌にまで責任を持ち,地元の供給者を最大に利用することを期待する｡

[ェネルギー と水]

d' 機会 :エネルギーと水の需要を増やすことは,将来世代- さらに問題を増やすことに

なる｡エネルギーと水の保全はこの間題に取 り組むだけでなく,学校のお金を節約す

ることもできる｡

｡提言 (2020年まで) :私たち (英国教育技能省)は,すべての学校が,エネルギー効

率,再生可能なェネルギー,水の保全のためのモデル となることを期待 し,また生徒

や地域に,風力や太陽エネルギー,雨水利用などの見本を紹介することを期待するO

[移動 と交通]

｡機会 :車に乗ることが増えることは,交通渋滞,交通事故,大気汚染,また二酸化炭

素排出の増加に貢献することになる｡自動車の相乗 り (car･sharlng)や公共交通の利用

は,このような問題を緩和し,さらに,歩いた り,自転車に乗ったりすることは,運

動能力を高め,より健康になるよい機会である｡

｡ 提言 (2020年まで) :私たち (英国教育技能省)は,すべての学校が,持続可能な移

動のモデル となることを期待する｡より具体的には,自動車は必要不可欠な場合のみ

使用 し,健康で低公害で危険度の低い交通手段を取 り入れることであるO

[購入 とごみ]

｡ 機会 :ごみやごみを増加 させる投げ捨て文化は,持続可能な消費を通 して取 り組むこ

とができる｡学校は,環境に配慮 した倫理的な商品やサー ビスを支援することによっ

て,コス トを削減することができる｡

｡提言 (2020年まで) :私たち (英国教育技能省)は,すべての学校が,持続可能な購

入のモデル となることを期待する｡持続可能な購入においては, (できれば地元で生

産されている)環境面や倫理的側面で高い水準を保持する商品やサービスを利用 し,

またできる限 り多くのものを再使用,修復, リサイクルすることによって,対価を増

大させることである｡

[校舎 と校庭]

由 機会 :学校の不動産におけるデザインと管理は,環境パフォーマンスに影響 したり,

生徒の持続可能な生活の学びを促進する環境の機能性に影響する｡環境に配慮 してデ

ザインされ,管理のいきとどいた不動産は,ただ環境にや さしいだけでなく,幅広く

生徒たちに利益をもたらす学びや遊びの豊かな資源 となる｡

･ 提言 (202()年まで) :私たち (英国教育技能省)は,すべての学校の建物 (古くても

新 しくても),持続可能なデザインの特徴をはっきりと使用 し,機会がある際には環
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境に配慮 した建築テクノロジーや建材,設備を選択することを期待するDまた私たち

(英国教育技能省)は,すべての学校が,校庭を通して生徒たちが自然や持続可能な

生活を学ぶ ことを期待する｡例えば,校庭を通 して食物の栽培や生物多様性の保全な

どを学ぶことができるo

[共生 (lnClllSIOn)と参加]

｡機会 :この導入テーマ (Doorways)では,学校が,すべての人々の参加や貢献を重視
し,どんな人でも受け入れるような快適な雰囲気をもたらすことによって,地域の結

束性をうながすことができる｡また,あらゆる形態の先入観や不公正にたちむか うこ

とができるよい機会であるo

o提言 (2020年まで) :私たち (英国教育技能省)は,すべての学校が,人権,自由,

文化や創造的表現のための,永遠の尊敬を徐々に教え込む一方で,すべての生徒を学

校生活に十分に参加することができるような社会的共生のモデル となることを期待す

る｡

[地域の幸せ (well-being)]
｡機会 :重要な場所,設備,広範囲に渡るネットワークなどの点において,学校は地域

における学びや変化の拠点 (hllb)としての役割を担 うことができる｡身の回 りでおき

る問題は,生徒たちに関連があるため,自ら学びに従事できる魅力的な機会 となる｡

また,それ らの問題-取 り組むことは,地域 とのつながりを深める機会となる｡

｡提言 (2020年まで) ･私たち (英国教育技能省)は,すべての学校が,地域の中で協

力的な市民のモデル となることを期待する｡また,地域の人々の生活の質や環境を改

善する活動 を通して,学校の教育活動をより豊かにすることを期待する｡

[グローバルな視点]

｡機会 :国際的に高まる各国の相互依存関係は,私たちの世界や文化の見方を変える｡

グローバル な課題において,個人的な価値観や行動がどのように影響をもたらすかを

正 しく認識 し,それを踏まえて,学校は生徒の間で責任のある国際的な見方を発達さ

せることができる｡

｡提言 (2020年まで) :私たち (英国教育技能省)は,すべての学校が,よきグローバ

ル市民のモデルとなり,世界のほかの地域に住む人々の生活を向上させることに取 り

組むことで,教育活動をより豊かにすることを期待するO

英国教育技能省 (DfES)から発表された導入テーマは,全く批判されずに受け入れ られ

たとい うわけではないD8つの導入テーマには, (1)還元主義 (reductlOnlSt)的過ぎるの

ではないか, (2)導入テーマの ｢グローバルな視点｣は初歩的すぎるのではないか, (3)

生物多様性 (BIOdlVerSlty)はどの導入テーマで強調 されているのか'2｡または,生物多様

性がこの8つの導入テーマでは軽視 ･無視 されているのではないか, (4)なぜ8つなのか,

(5)資格 .カ リキュラム機構 (QuallflCatlOnSandCurrlCulumAuthorltyフQCA)が提案 した7
つのキーコンセプ ト13はどうなったのか,とい うような批判点がある｡これらの批判点は,

サステイナブル ･スクールを今後より理論的,概念的に発展させるた釧 こ,議論を深めて

いかなければな らない｡

(2)サステイナブル ･スクールの3つの機動力

英国教育技能省 (2006a)によると,ナショナルカリキュラムは最小限の基準であり,各

学校は持続可能な開発に向けてさらに取 り組むことができるとい うことを具体的に示 して

いる｡図1で例証 されるように,英国教育技能省は,学校生活の3つの領域 (カリキュラム,

キャンパス,コミュニティ)の下でサステイナブル ･スクールに取 り組むことを勧めてい

る｡ これ らのイニシアチブは,解決策よりもむ しろ出発点であり,今後,サステイナブル ･

スクールにおいて一層のイニシアチブが期待 されている｡
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図1 サステイナブル ･スク-ルの3つの機動力 (DfES.2006a)14

また､英国教育技能省 (DfES)は機動力である3つのC (カ リキュラム,キャンパス,コ

ミュニティ)を次のように,さらに詳 しく述べている｡

[カ リキュラム一教授の方針 と学習]

｡ ナシ ョナルカ リキュラムは大きく見ると,学校で教えられ るべきことを設定 している

が,それをどう教えるかは,学校が自由に工夫 して学びを計画し,促進することがで

きる｡サステイナブル ･スクールは生徒たちを中心として考えられた り,学校の建物,

校庭,地域での活動に関係 していると考えられがちだが,持続可能な開発は,カ リキ

ュラムや新 しい指導方法を活性化 させ るためにも重要な要素である｡教室内外で実際

に起きている問題について学ぶことは,生徒たちの動機を高め,コミュニケーション,

問題解決,チームワーク,計画設定に関する能力を発達させるだろうo私たち (英国

教育技能省)は,このアプローチで,生徒たちを学習に集 中させ,生徒たちの行動や

自尊心を改善 し,達成感を向上させることができると信 じている｡

[キャンパスー取 り組む価値 と方法]

｡ 学校が持続可能な管理をすれば,教員や職員,生徒のよいお手本 となるだろう｡すべ

ての人々に参加を勧めることで,学校全体が,前向きで持続可能な習慣を身につける

ための媒介 となることができる｡学校-の利益 ももちろんある｡より良い学校給食で

生徒の健康や集中力や成績を上げることができるo環境に配慮 した移動手段を選ぶこ

とは,安全であり,生徒たちの運動能力や注意力 も高めることができる｡校舎の効率

的な管理によって,電力や水道のコス トを削減に導 くことができる｡学校での教員や

職員の教育,また地元からの採用によって,地域開発に貢献できるD リデュース, リ

ユース, リサイクルの取組も,購入を控え,コス ト削減,ごみ削減につながる.そ し

て,校庭で食べ物を育てた り, 自然を保護 した りすることは,とてもよい学習の機会

を提供するだろう｡

[コミュニティー影響力 とパー トナーシップ]

｡ 学校は地域により影響を及ぼすことができるよい場所である｡保護者や地域社会 との

ふれあいを通 して,地域の福祉や福利に関する課題を向上 させることができる｡生徒
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たちは,1年の うちの15%の居場所を学校 としているO生徒たちが学校外で体験するこ

とは,彼 らの 自尊心,達成感,行動に多大な影響を及ぼす｡安全で,環境にや さしく,

持続可能なコミュニティを推進す ることは,学校 自体を改善することにつながる｡学

校には,地域のサー ビスを受け入れる設備 も整ってお り,地域に役立っ資源がたくさ

んあるO持続可能なコミュニティとい う目標は,多 くの保護者にとっても魅力的なア

イデアであり,保護者の参加を促すよい手段である｡

(3)8つの導入テーマと3つの機動力の相互連関～そのマ トリックス

上述 した8つの導入テーマ (Doorways)と3つの機動力 (Curriculum,Campus,Community)

を図2のように組み合わせて,英国教育技能省 (DfES)はさらに詳 しいアイデアを提案 し

ている (表2)｡学校はこれ らのアイデアを参考にサステイナブル ･スクールを発展 させる

ことができる｡

図2 サステイナブル tスクールの展開にむけた

8つの導入テーマと3つの機動力の相互連関 (DfES,2006a)

図2にみ られるとお り,8つの導入テーマ と3つの機動力をマ トリックスに し､その相互

連関の受容性 を指摘 しているO以 下に導入テーマごとに,英国教育技能省によって述べ ら

れている各項のアイデアを紹介する (表2)0

表2 導入テーマと機動力とのマ トリックスに基づく実践のアイデア
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カリキュラム キャンパス コミュニティ

(i) 学校はカ リキュラムを通 し 学校は,食べ物や飲み物がど 学校は,校庭や地域で,サ-1て,健康や持続可能性に関す のように人の健康,環境,地 ビス,契約,パー トナーシツ
と食 る食べ物や飲み物の知識,価 域の経済,動物に影響するか プなどの手段を使 うことによ

警蒜 値観,技能を教えることがで を見直 し,供給者によりよい つて,食べ物や飲み物の選択きるo そして,学校や地域の 基準に見合 うものを要求する により影響を及ぼすことに気
物 中で積極的な活動を通 して, ことができるO づき,それを利害関係者の間

これ らのテーマをより強化 で広めていかなければならないOすることができるo

+上 ノレギ 学校 はカ リキュラムを通 し 学校は,エネルギーや水の使 学校は,コミュニケーション,

て,ローカル,グローバルな 用を見直すことができるoそ サー ビス,契約やパー トナー
視点で,エネルギーや水の管 して,適切な管理や新 しいテ シップなどの手段を使 うこと
理に関する知識,価値観,技 クノロジーによって,使用の によって,利害関係者の間で,
能を教えることができる○ 削減やモニタリングのための エネルギーや水の使用に対す

方針を打ち立てることもできるo る関心を普及 させることができるO

(3) 学校はカ リキュラムを通 し 学校は,自らの交通手段がど 学校は,地域で,サービスやて,移動や交通に関す る知 のように持続可能性や健康, 契約,パー トナーシップなど
移 識,価値観,技能を教えるこ ライフスタイルに影響 してい の手段を使 うことによって,

志習 とが可能であるOそして,学 るかを見直 し,安全な歩行や 利害関係者の間に,交通に関校や地域の中で,積極的な活 自転車,自動車の相乗 り (car する気づきを広めることがで
動を通 して,これ らのテーマ sharing),公共交通を取 り入れ きるD

をより強化することができ るような方針を進めることが
るo できる○

十 学校 はカ リキュラムを通 し ライフサイクルコス トを減 ら 学校は,地域で,サー ビスやて 持続可能な消費やごみ間 し,地域経済を支えるため 契約 パー トナーシップなど
購 題に関する知識,価値観,技 学校での購入方法やごみの捨 の手段を使 うことによって,

ご入 能を教えることが可能であ て方を見直すことができるo 利害関係者の間に,持続可能
みと るqまた,学校や地域の中で, また,できるだけごみ削減や な消費やごみの減量に関する

積極的な活動を通 して,これ 既存の物のリサイクル,修復, 気づ きを広 めることがで きるoらのテーマをより強化する 再使用を進めるような方針を
ことができるo 立てることができる□

+ カ リキュラムを通 して,学校 建物がどのように人の行動や 学校は,地域で,サービスや環境,人,自然の関わ りを十 感情 また生徒たちや教員 ら 契約 パー トナーシップなど
校 分に認識 し得るような知識, の学びにどのように関わって の手段を使 うことによって,

慧苦 価値槻,技能を教えることが いるかを見直 し,健康や学習, 利害関係者の間に,持続可能可能であるoまた,学校や地 遊びのために内部や外部の空 なデザインや建築に関する気
域の中で,積極的な活動を通 間をよ.りよくした り,地域の づきを広めることができるo
して,これ らのテーマをより 自然環境に適切に配慮するこ
強化することができるo とができるo

+ カリキュラムを通 して,共生 共生と参加を促すアプローチ 学校は,地域で,サー ビスやと参加 に関する知識,価値 を見直すことができるOまた, 契約,パー トナーシップなど
共 観 技能を教える>とが可能 生徒たちが学校での毎 日の経 の手段を使 うナとによって

悪書 であるoまた,学校や地域の 験を楽 しめるように,互いに 利害関係者の間に,共生や参中で積極的な活動を通 して, 尊重 しあった り,配慮 しあっ 加の価値に関する気づきを広
これ らのテーマをより強化 た りする文化 を育むような方 めることができるD
することができるD 針を作ることができるロ

+ カ リキュラムを通 して,地域 地域が抱える問題や直面 して 学校は,地域で,コミュニケが抱える問題や直面 してい いる困難を考慮 し,学校での -シヨン,サービスや契約
地 る困難を取 り上げて,理解す 決定や実践,サービスがどの パー トナーシップなどの手段
域 るための知識,価値観,技能 ように地域に貢献できるかを を使 うことによって 利害関
の を教えることが可能である 調査することができるO 係者の間に 地域での環境間
辛 また,学校や地域の中で,積 鰭,社会問題に関する気づき

せ 極的な活動を通 して,これらのテーマをより強化す ることができるロ を広めることができるD

+ カ リキュラムを通 して,グロ グローバルな視点に立って学 学校は,地域で,コミュニケ-パルな視点を持つ市民 と 校の管理や購入活動がどのよ -シ ヨン サービスや契約
グ して行動できるような知識 うに他国の人々や環境に影響 パー トナーシップなどの手段

なロ イ酎直観,技能を教えることが しているかを見直 し,グロー を使 うことによって,利害関

十ノレ 可能であるoまた,他校同士 パル市民としての責任を培 う 係者の間に,他の国や文化,
のパ- トナーシップや交流 ような方針を立てることがで 環境に関する気づきを広める
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3.学校におけるESD

31 ナショナルカ リキュラムとの整合性

サステイナブル ･スクールは,教科教育における教育実践の改善だけではなく,学校全

体を (地域 も含めて)持続可能な方向-転換 させ ようとする教育政策である｡したがって,

サステイナブル ･スクールの政策を単にカ リキュラム改革 として扱 うのは間違いであり,

カ リキュラム,キャンパス,コミュニティの改善にむけて関連付けられた改革 としてみて

い く必要があるO この項では,特に既存のナシ ョナルカ リキュラムとどのように開通 して

いるのかを検討す るO英国のナシ ョナルカ リキュラムは,1998年教育改革法 (Education

Refわrm Act)で制定 されている｡就学前から義務教育終了時までを,キーステージo(3-5

歳),キーステージ1(1-2学年,5-7歳),キーステージ2 (3-6学年,7-11歳),キース

テージ3(7-9学年,ll-14歳),キーステージ4(10-11学年,14-16歳),キーステージ5(12-13

学年,16･18歳)15に段階づけ,指導 と評価システムの体系化を目指 しているo 最新のナシ

ョナルカ リキュラムでは,教育が機会均等,健康,民主主義,経済,そ して持続可能な開

発に重要な役割を果たすことを認識 している｡すなわち,持続可能な開発の概念がナショ

ナルカリキュラムの価値観, 目的, 目標に全体的に取 り入れ られている｡

Teachernetは,ナショナルカ リキュラムにおいて各キーステージの各教科で述べ られてい

る指導内容を抜き出し,サステイナブル ･スクールの活動に関連付けているO例えば, (1)

キーステージ1では,科学,地理,歴史,芸術 とデザイン,宗教の科 目の中の特定項 目で,

持続可能な開発を教えることが必須 となっている｡また, (2)キーステージ2では,科学,

デザインとテクノロジー,地理, (3)キーステージ3では,科学,デザインとテクノロジ

ー,地理,シチズンシップ, (4)キーステージ4では,科学,シチズンシップの科 目で同

様に,持続可能な開発に触れることが必須 となっている16｡また,ナショナルカ リキュラ

ムのキーステージ3と4では,各教科でそれぞれ持続可能な開発を教えるだけでなく,クロ

ス ･カ リキュラムとしての授業を行 うことも述べ られているO ｢グローバルな側面 (Global

DlmenSIOn) と持続可能な開発｣ 17は,ナシ ョナルカ リキュラムにおいて言及 されている7

つのクロス ･カ リキュラーテーマの うちのひとつであるQその他の6つのテーマは,｢アイ

デンティティと文化的多様性｣, ｢健康的なライフスタイル｣, ｢地域参加｣ ｢企業活

動｣,｢テクノロジー とメディア｣,｢創造 と批判的思考｣である｡これ ら7つのテーマは,

相互を関連付けた り,また個々に取 り組むことを可能にしている｡ このように,ナショナ

ルカ リキュラムでは,各教科またクロス ･カ リキュラムにおいて,十分にサステイナブル ･

スクールの取組 と連携 している｡政府このナショナルカ リキュラムのウェブサイ トでは,こ

れ らのカ リキュラムを行 ううえで役立つような出版物が多く載せ られているOサステイナ

ブル ･スクールでは,各学校独 自で地域に応 じた取組を促 しているため,固定された教材

はないものの,教師のための教授 リソース としてパ ッケージ教材が,小学校 (prlmary

School),中等学校 (SecondarySchool)用にそれぞれ出版 されている｡

32 評価の取組-学校と地方自治体による自己評価の取組

まず,サステイナブル ･スクールの評価を説明する前に,英国の学校の評価の背景を押

えておかなければならない｡英国では 1990年代,全体的に学校の水準を高めるため,教育

水準局 (Ofsted)とい うどの省庁にも所属 しない政府組織が,毎年,各学校を視察 (Inspect)

することが始まった｡2003年にシステムが変わ り,以来,各学校の管理者が独 自に自分の

学校を自己評価する仕組み (SelfEvaluatlOnForm,SEF)になった.Ofstedは,それ らの各

学校の自己評価 をもとに,3年に 1度,学校視察することになっている｡ 自己評価の項 目

は,主に, (I) リーダーシップと管理, (2)カ リキュラム, (3)学習 と指導, (4)秤

価, (5)専門性の開乳 (6)学習 リソース, (7)生徒の成績,がある｡このような項 目

にそって,各学校は 4段階 (倭,良,可,不可)で自己評価を行 うO常に自己評価を行 う

ことで,学校の長所や改善すべき点に気づ くことが最大の目的となっている｡以上のよう

な英国の学校教育における評価の流れを受け,サステイナブル ･スクールの評価において
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も似たような評価を実施 してお り,導入テーマごとに 4段階評定18による自己評価方式を

採用19している (DCSF,2008)200 さらに,2009年には地方 自治体がサステイナブル ･ス

クールに協力 し促進す るよ うに,地方 自治体の 自己評価,■■S3 PlllS SustalnableSchools

Self-evaluationforLocalAuthorltleSWhoSupportSustalnableSchools■■が発表 された02OO8年

に発表 された学校の自己評価 と同様に,4段階評定21による自己評価を進めることが提案 さ

れている (DCSF,2009)220

4.ESD 推進 の 支援体 制 ～学 校 に お け る取組 と報 奨制 度 と連関

41 サステイナブル ･スクールの導入テーマと報奨制度との整合性

さらに,英国児童学校家庭省 (DCSF)は,サステイナブル ･スクールの効果的展開にむ

けて,9つの組織が実施 している報奨制度 (AwardScheme)23と,導入テーマの整合性を提

示 している (表3)｡選考 された9つの報奨制度には,(り Eco-Schools,(2)FoodfわrLlrC

partnershipMark,(3)HealthySchool,(4日 nternat10nalSchoolAward,(5)RHSCampaignfor

sclwoIGardening,(6)RlghtsRespectlngSchoolAward, (7)RSPBWlldllfeActmnAwards,
(8)As hdenAwards,(9)GreenSchooIAwards,がある｡これ らは,(1)全国展開してい

る組織であること,(2)経験 と実績を有 したプログラムであること,(3)学校教育にとっ

てなじみ深いこと,が選考基準とな り選考 されたものである240英国政府にとってみれば,

中央集権的な強制力のない取組 として,全国規模で展開している教育実践において信頼性

の高い組織を巻き込むことが,サステイナブル ･スクールを効率的 ･効果的に実施するた

めの戦略であるとも読み取れるO

表3に示す ように,各報奨制度の特徴を活か したプログラムの実施25が行われる一方で,

各報奨制度の強みを活かした連携プログラムも見られる｡とりわけ,エコ ･スクール (Eco

schools)は,自然 と科学に基づ く環境教育実践の経験を活か し,UNICEFの実施する国連

こどもの権利条約 (UNCR_C)に基づき,こどもの人権の尊重 と意思決定 ･参加に焦点をお

いた教育プログラム (RightsRespectlngSchoolAward) との相互補完性を重視 している26D

このような,相互補完性を重視 したプログラムの実施の背景には,学校教育 と社会教育の

連携強化や,ESDの取組における,｢環境｣,｢経済｣,｢社会｣の関係性の重視があると言え

よう｡

表3 サステイナブル ･スクールの導入テーマと報奨制度との整合性

導入テーマ(Doorways) しい (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

鰭 皇室 移 購∴ ご 校‥ト庭 呂校 j土 地 ル グ報奨制度(AwardScheme) 通警交 加苦秦 せ讐辛 なロ視 一点バ

2 1

FoodforLifePartnershipMark* 1 1 1 2 1 2
HealthySchool* N/A 2 N/A 2 1

2 2 2 2 2 1 1

RHSCampalgnforSchoolGal.dening* 2 N/A 2 2 2
RightsRespectlngSchoolAward* 2 2 2 N/A 2 2

2 2 2 N/A 2 2 N/A
1 1 N/A 2 1 2 2

NoteDCSF (2008)27に基づき筆者作成,
*資格授与形式の報奨制度,**.コンクール形式の報奨制度

N/A 整合性なし,1:整合性 (低),2:整合性 (中),3･整合性 (高)
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5 おわりに

本稿では,国連ESDの10年 (DESD)の開始を受けて2006年から始まった,英国国内の公

教育政策の一環 として展開されてきているサステイナブル ･スクールの取組について,英

国環境食糧農村地域省 (Defra),英国児童学校家庭省 (DCSF),英国教育技能省 (DfES)

の公式文書を中心に検討を行ってきたO前述 した通 り,英国の教育自体が地方分権主義的

な教育システムのため,サステイナブル ･スクールに関する国家枠組みが提示されたとし

ても,強制的,義務的な要素はない｡ これは,1988年に制定された教育改革法 (EducatlOn

Refol･m Act)に基づ くナショナルカリキュラムの制定 (1989年)後の施策においても同様

のことが言われている｡

英国は,1960年代の環境学習 .教育の始ま りを受けて,1960年代後半か ら1980年代半ば

にかけてノンフォーマル教育を中心に環境教育 ･学習運動がさかんになった背景がある｡

その後,1998年の教育改革法に伴い,公教育 と社会教育 (NollFomalEducat10n) とのつな

が りが強化 されてきているOサステイナブル ･スクールは,DESD国際実施計画 (DESD-tis)

で指摘 されている2つの重点領域 (第2領域 :既存の教育プログラムの新たな方向づけ,第3

領域 ･市民の理解や意識を向上)を関連づけさせ,効果的に展開することを想定 してお り,

まさに,学校教育と社会教育の連携による相乗効果を期待 していると言えようO事実,英

国国内で実施 ･展開されている報奨制度 と,サステイナブル ･スクールの導入テーマ との

整合性を重視 している点や,カ リキュラム,キャンパス,コミュニティの関係性を強化 し

ている点で,教育そのものを学校全体で取 り組む (WholeSchooIApproach)だけでなく,

学校 と地域社会を連携 ･融合 させた持続可能な地域社会づ くりに取 り組んでいると言えよ

うO

6.頭字語

DefraDepartmentforEnvlrOnment,FoodandRuralAffalrS:英国環境食糧農村地域省

DCSFDepartlnentforChlldren,SchoolsandFamllleS.英国児童学校家庭省

DfESDepartmentforEducat10nandSkllls:英国教育技能省

OfstedOfflCeforStandardslnEducat10n,ChlldrenrsServicesandSkllls:教育水準局

(佐藤真久)

1本報告文書は,(1)佐藤真久(20O9)｢英国のサステイナブル･スクールの展開に見られるESDの視点

-8つの導入テーマ(Doorways)と3つの機動力(3Cs),教材開発における配慮事項に焦点をおいて

-｣,G'ユニネルギー表1穿教育併究或 日本エネルギー環境教育学会,vo14,No1,pp25-32,(2)佐藤

サステイナブル･スクールの取組｣,Fr## 有産な併発のための教育(ESD)Jの鳳野Fu厨府に膠すa遠野

_蒼顔究或平成 21年度横浜市業務委託調査,pp85-94,(3)佐藤真久(2010)｢可能性としてのサステ
イナブル･スクール,学校を中心とした内発的な地域社会づくり,英国サステイナブル･スクールの取組

に基づいて｣,AF子どら･草野･欝穿#爵9,(小玉敏也･福井智紀 編著),筑波書房,に基づき作成され
たものである｡

なお,sustal11ableの日本言吾の表記については,サステイナブルやサステナブルという表記も見かけるが,
ここでは発音に近いサステイナブルを採用した0

2 DESD国際実施計画(DESD-1IS)については,(1)佐藤真久･阿部治(2007)｢国連持続可能な開発

のための教育の 10年の国際実施計画とその策定の背景｣,原野産#蒼』 日本環境教育学会,vol17,

No2,pp78-86,(2)佐藤真久･阿部治(2008)｢国連持続可能な開発のための教育の10年(2005-
2014年)国際実施計画(DESD-1IS)-DESDの目標と実施にむけた7つの戦略に焦点をおいて｣,A:罪

.穿#昏』 日本環境教育学会,vo117,No3,pp60-68,(3)中山修一.佐藤真久(2009)｢国連 ESD
の 10年ユネスコ国際実施計画の策定背景とアジア太平洋地域におけるESDの展開にむけた配慮事

項｣コFlネルギー粛穿#育併発或 日本エネルギー環境教育学会コVo14,No1,pp9-16,に詳しい0
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3 1992年のリオ会議を受けてヨーロッパ環境教育財団(FEEE)(現在は,環境教育財団.FEE)によって

欧州地域において開始された環境教育プログラム｡保育園,幼稚固,小中学校を対象に,環境マネジ

メント環境教育･環境認証を組み合わせたェコラベル(グリーンフラッグ)認定プログラムで,現在では,

国連環境計画 (UNEP)より｢持続可能な教育のためのモデル｣となっている｡市川･佐藤 (1998)は,長

所として,(1)エコ･スクール委員会-の地域住民などの学校外関係者の巻き込み,(2)学校と地域の

学校外関係者による評価,(3)認定更新制度による継続的改善,をあげている(市川智史･佐藤真久,

1998,ヨーロッパのエコ･スクールの展開に関する研究,日本環境教育学会第 9回大会発表要 B,日

本環境教育学会)0

4Defra2005TheUKGovernmentSustalnableDevelopmentStrategy,SecurlngtheFuture,Defra,
UK

5 三宅征夫,2009,｢学校における持続可能な開発のための教育に関する研究｣準備会議報告書,翻

訳資料,国立教育政策研究所.

6 DfES2006aSllStalnableSchoolsforPILPtls,CommunltleSandtheEnvlrOnment,delLVerlngUK
SustatnableDevelopmentStrategy,webslte
httD://www.dfes,gOV.uk/consulta110-1S/downloadableDocs/ConsllltatlOl1%20Paper%20Flnal,pdf

7 DfES2006bSustatnableSchoolsforPupIIs,CommLInltleSandtheEnvlrOm72ent-Government
responsetotheConsultat10nOntheSustaTnableSchoolsStrategy,webslte
http://publ1Cail0nS.teaChernet,gov.uk/default.asl)X?PageFun°t10n-prOdllCtdetalls良paEeMode=r)ubl1Catl
ons&Productld-DFES-04294-2006

8 DfES2OO6cSu statnableSchoolsIn7ttattVeYearofActton
httl)://www.teachernet.gov.uk/sllStalnableschools/sut,DOrt/SUT)pOrLCfm?1d-54

9 学校教育に関連する最新の情報が発信されているとともに,政府関連の公文書や,教員の資質能

力の向上にむけた情報と機会の発信,調査研究報告,WllOIcSchoolの取組を支援する教師テレビや

ビデオチャンネル,関連イベントカレンダーほか,教師間のコミュニケーションの場として活用されている｡

(httD://www.teachernet,gov.uk/)

10 ガナ-ズベリイ･カソリック学校 (GllnnerSbulyCatholicSchool,BorotlghofHounslowLondon)では,

｢食べ物と飲み物｣の導入テーマに焦点を当てた取組が特徴的である02005年の 11月にごみプロジェ

クトに取り組み始めた｡校庭にエコ｡ガーデンを作り,第一段階では,野菜の苗や果物の木を植え,第二

段階では果物の木を更に成長させるだけでなく--ブの苗を植えた,第三段階では,庭でリラックスでき

るような空間をつくるところまで発展させたoまた,科学部の力をかりて,混植 (compan10nplantlng)やコ

ンポストの作り方,また土の役割などの学習を深めたo生徒の食堂から出てくる残飯はコンポストに利用

し,職員や教員にもコンポストを薦めるように努力したo 生徒はごみゼロの昼食を持参するように呼びか

けられ,また芸術科の教師の指導により,キャンペーンポスターも作成している｡このような取組の成功の

要因は,科学,技術や芸術などの教科をまたがって,クロス･カリキュラム的な取組が広がったことによるO

芸術や地理の分野にわたって,さらにサステイナビソティ･プロジェクトも進められている｡

llTeachelnet2OO7SLlStatnableSchoolsNattonalFramework,

http//Wwwteachernetgovuk/sustalllablescllOOIs/frameworlJframcwolk_detailcfm?1d-I

lZエコ･スクールの環境教育プログラムでは,(1)交通 (Transport),(2)廃棄物 (waste),(3)水 (water),

(4)ごみ (Litter),(5)校庭 (SchoolGrounds),(6)健康な生活 (HealthyLIVlng),(7)ェネルギー

(Energy),(8)生物多様性 (BIOdlVerSlty),(9)グローバルな視点 (GlobalPerspective)をトピックとして
採用している｡多くのトピックが,サステイナブル･スクールの導入テーマと重なっていることがうかがえる｡

サステイナブル｡スクールと取扱いが異なるトピックとして,｢生物多様性 (BI D-DIVerSity)｣が挙げられる｡

エコ･スクールでは,9つのトピックの一つとして取扱われているのに対して,サステイナブル･スクールで

は,導入テーマ(Doorways)の｢校舎と校庭(BulldlngandGrounds)｣と｢共生と参加 (IllCluslOnand

partlCIPat10n)｣に包含するものとして取扱われている(2009年度英国エコ･スクール事務局のヒアリング
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調査に基づく,2009年 8月 14日実施)0

13 QCAから出された7つのキーコンセプトとは,(1)相互依存性,(2)シチズンシップとスチュワードシッ

プ,(3)将来世代の権利とニーズ,(4)文化的,社会的,経済的,生態的な多様性,(5)生活の質,平

響,正義,(6)持続可能な変化,(7)不確実性 (Uncertalnty)や予防,がある0

14DfES2006aIbTd

15 このステージは SixthForm とも呼ばれているo

l6 詳細は,Teachernetで見ることができるoWebslte
http.//wwwteachernet.EOVuk/sustalnableschools/about/abolltdetailcfm?ld-70&levelselected=4

17 ｢グローバルな側面と持続可能な開発｣では,(1)個人,地域,国家に地球規模の問題がどのように

関連しているかを知るためのグローバルなパートナーシップに参加することO(2)グローバルな多様性に

感謝し,多様な文化に触れること｡(3)社会が直面している問題に対して,様々な見方があることを学習

し,ディベートすること｡(4)人間の行動がどのように影響を及ぼしているかも含めて,環境の変化を調査

すること｡(5)将来に向けて,持続可能性のために別のシナリオを考えること｡(6)変化をおこすために自

分たち自らのアイデアを実現すること,などを学習成果として期待している｡

18 (l)倭 (outstandlng)一学校改敦 コミュニティの改善の証拠がある｡十分に発達し,実証できるイン

パクト(影響)があり,またそれらの情報を学校の外部に発表する価値がある｡(2)良(Good)-生徒の成

績 ･能力げerformance)が向上し,学校環境も改善している証拠がある｡よく発達した,実証できるインパ

クト(影響)があり,それらを強化し,発展させる価値がある｡(3)可(Satisfactory)一取り組みが実施され

ている｡改善の余地があり,また更なる発展が望まれる｡(4)初期段階 (GettingStarted)-取り組みがま

だ実施されていない,または十分に発展していない｡取り組むことは検討され,注 目されているが,関連

悼,優先度が低い｡

19 主 として,カ リキュラムにおける導入テーマに基づく自己評価活動を実施しているが,そのほか

にも,(1)学校の有する｢持続可能な開発｣の方針に即した特徴の反映 (SchoolCharacterlStlCS)-参加

型意思決定や地域的文脈の反映,(2)利害関係者の視点 (Stakel101ders'vleWS)一多様な利害関係

者 のニーズ- の配慮 と幅 広 いコミットメントを促 す意 思決 定 -の配 慮 ,(3)目標 達成 と基 準

(AchleVementandStandards)-実社会における経験がもたらす学びの深化と高い社会的適合性,坐

徒の学習に対する楽しみの向上や上達,実践的なライフスキルの向上,(4)個々人の成長 (Personal

DevelopmentandWell-being)一個人の価値･技能･自信がもたらす多様な場 (家庭,地域社会,職業,

環境,世界)-の積極的な貢献,(5)学習資源の提供の質 (QualltyOfProvISIOn)-実社会における地
域的文脈とグローバルな文脈を学習する機会の提供と,生徒のニーズ･関心に基づく学習.教授がもた

らす持続 可能な社 会 に対 する積 極 的な貢 献 ,(6)リーダーシップと学校運 営 (Leaderslllpand

Management)-カリキュラム･キャンパス｡コミュニティにおける相互補完的な目標群の設定,についても

その自己評価項 目に加えているOなお,これらの自己評価は,Ofstedのような強制力はなく,学校側は

どこにも提出する義務はない｡

訓DCSF,2008S3SustaInableSchoolSelfm aluat10nDrn,lngSchoolImprovementthrough
SustajnableDevelopment,LondonDCSFwebslte
ht_11ー1!ililJILlこ_lt10Tl互TF｡:lLlhゞ"rllLl呈い＼ul､山r.luhこ1トll＼l'P:I呈亡ドlmLlhlllllrLIJ_uLlLlLlt;lll_事典里.lgihh L:TllLJLILlt.iltl
ons&Productld-DFESイ)3973-2006&

クト(影響)があり,またそれらの情報を地方 自治体を超えて外部に発表する価値がある｡75%以上の学

改善の証拠がある｡よく発達した,実証できるインパクト(影響)が学校にあり,地方 自治体はそれらを強

化し,発展させる価値があるOおよそ,50-75%の学校が取り組みに関わっている｡(3)可(SatlSfactory))

巻き込むことを期待される｡25-50%の学校が取組に関わっているo (4)初期段階(GettingStarted)一散
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組がまだサポートされていない,または十分に発展していない｡取り組むことは検討され,注 目されてい

るが,関連性,優先度が低い0

22DCSF,2009S3+ SustainableSchoolsSelfm aluationforLocalAuthorltieswhoSupport
SustajnableSchoolsEnablingLocalAuthorTtiestoStrategTcallydriveSchoolImprovementthrough
SustajnableDevelopment,LondonDCSFwebslte
http:〟publicatioI
ons&Productld-DCSF-00697-2009&

23報奨制度Oサステイナブル･スクールの報奨制度には,認証プログラム(CertiflCatlOnbasedScheme)

とコンクール制度 (compeutlOnbasedScheme)がある｡

24 2009年度英国エコ･スクール事務局(wlgan)のヒアリング調査に基づく(2009年 8月 14日実施)0

25RHSCampaignforSchoolGardenlngの生物多様性プログラムや,InternatlOnalSchoolAwardによ
る国際教育プログラム,AshdenAwardsによる持続可能なェネルギーに関するプログラムなど0

26 2009年度英国エコ･スクール事務局(wlgan)のヒアリング調査に基づく(2009年 8月 14日実施)0

27DCSF2008SustainableSchoolsHowNationalRecognitTOnSchemescanSupportyourSchool･s
Progress,DCSF,UK
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ドイツにおけるESDの取組

1.はじめに

本稿では,｢国連 ESDの 10年｣中間会議 (2008年)の招致を行 うなど,国際的にもESD

に積極的に関わっているとされる ドイツの取組 を紹介するO ドイツの教育制度は 日本 とは

比較にならないほど地方分権が徹底 してお り,国として統一的な水準を保ちつつ国際的な

動向に対応する教育政策 とい うものは,通常では起こりえない｡ しか しその ドイツ教育制

度にもグローバルな動向-の対応圧力は 日増 しに高まってお り,ESD政策も教育制度改革

の流れの一つに位置づけられる｡ここでは,まずこのような ドイツ教育政策の動向とESD

政策のつなが りを概観する｡次いで学校におけるESDプログラムである ｢トランスファー

21｣の構造 と実施内容,そ して学校での実践事例を紹介 し,最後に,学校以外での ESD支

援体制を国と地方 自治体 (州)別に見てい く｡

2.教育政策の動向とESD政策

｢持続可能性｣はもともと,18世紀初頭,ザクセン地方の経済を支えていた銀の採掘に

よって,無秩序な坑道掘削や銀の採掘,暖房用木材の消費が進み,森林資源が急速に枯渇

したことか ら提唱 されたと言われる｡

その後 2世紀あまりを経て,1987年のブルン トラン ト･レポー ト,92年の リオ ･サ ミ

ッ トで,国際的に広まったDこのグローバルな動向-の教育政策の対応が求められる中,

特に ESD は,PISA等の国際的基準に照 らした教育制度改革の流れ と合流 し,新たな教育

のあり方の模索の中で語 られることが多い｡

(1)ドイツの教育政策の動向

ドイツ語で学校教育制度に当てられる陶冶 (Blldung)とい う概念は,人格の発展 と文化

的参加能力の育成の両面から成 る行為を指すが,初等教育終了時から,明確な三分岐型学

校制度1(図 1)により,陶冶 とともに (職業)訓育 (Erzlehung)が行われるOまた公立学

校が 9割近 くを占め,分権的教育システムがとられているのが特徴である｡

ドイツは立法 ･行政 ･司法の権利 を持つ国家 としての性格を与えられた 16の州からな

る連邦国家であ り,教育行政においても,｢文化連邦主義｣(KulturfoderallSmS)と呼ばれ る

分権体制が,憲法に基づき確立している｡州の専属的立法事項 として,初等教育から中等

教育までの学校形態や修業年限,教育方針 (RIChtllnle)や教育プラン2の制定,教員の養成 .

採用や研修,教科書検定などがあり,いずれも各州の学校絵 (Schulrecht)に基づ くOこの

文化連邦主義は,国家における文化価値の多様性を保証 し,教育課程に地方の特色や独 自

な施策を反映できる制度であるが,州による PISA結果のばらつきや,東西旧体制による

制度的 ･内容的相違など,統一的な教育制度の質を保証する状態からは遠いのが現状であ

った｡しか し 1990年代後半からのグローバ リゼーションの進展は,以下のような教育的状

況において,国際比較に耐えうる教育の質的向上とい う課題-の対応を迫っている (原 田

信之,2()()6)0
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図 1 ドイツの学校系統図 (文部科学省,2007)

第一に,東西統一 と拡大 EU進展に伴 う人材の流動化により,共通の知識や価値,言語

の基盤を持たない多様な生徒が共存せ ざるを得なくなり,学級崩壊をはじめとする学校の

機能不全が露呈 した0第二に,州の分権掌握範囲を狭め,む しろ各学校の自律性 を促進す

るための特色づ くり (Schulprofll)や独 自カ リキュラムの策定が進められた｡そ して第三

に,これがもっとも直接的なインパク トと言えるが,pISA と TIMSSによる ｢スブー トニ

ック ･ショック｣ (Frederklng,Heller,&Scheunpflug,2005)がある｡1995年の TIMSS,2000

午,2003年の PISAの結果, ドイツの子 どもたちの国際的な比較の下での学力不振が明ら

かとな り,これまで数多 くのノーベル賞受賞者を輩出してきた ドイツの教育制度に対する

自信 と信頼は根本から覆 された｡非効率性,生徒や地域,学校によって大きく異なる学力

格差等,社会 ･経済的階層に結びついた教育の機会不平等だけでなく,それ らを是正する

努力 としての ｢生徒に対する個別指導｣も平均以下とい う現実がつきつけられた｡

これを受けて,16州の文部大臣の常設会合機関であるKMK (KultusmlnlSterkonferrenz)

は,これには学校の質的保証,教育的不利益層 (移民等の子女)への支援,全 日制学校の

拡充,高度な専門家 としての教員養成など,優先的に取 り組むべき教育改革の課題を整理

した｡特に,学校の質的保証において,これまで授業改善のための伝統的なツールだった

各州の教育プランの改訂 とい うインプッ ト操作 とは異なり,ナショナルな教育スタンダー

ド (Blldungsstandards)によるアウ トプ ッ ト型 の結果管理手法が提唱 された (原 田信之〕

2006)ことが特徴的である｡

ドイツ国際教育研究所 (DeutscheslnstltutfurInternatlOnalePadagoglSCheForschung,DIPF)

は,PISA後の学校制度改革を成果志向の学校の高度化 ･発展化に結びつけるべ く,その実

現手段 として,アウトプット･プロセス志向で価値追加的な新たな学校評価システムであ

る ｢国家教育スタンダー ド｣の構築を提案 した (Klleme,2004)Dこのスタンダー ドは生徒
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のコンビテンシー (能力)に対 して設け,モデル構築によってその内容とレベルを説明す

るべきであると述べている｡そのレベル運用は課題設定とテス トで行い,特定の段階で期

待されるレベルを明確にすることで,最終的には,学校の説明責任の基準になるものであ

るとい う｡これは学習の成果およびプロセス測定を通 じた能力の習得の要求であり,同時

期に提唱された OECD の ｢キー .コンビテンシー｣ 3を質的 ･量的に測定 しうるものと想

定されている｡

ヴァイネル ト (Welnert)はコンビテンシーを ｢ある特定の問題を解決するための,個人

の持っているもしくは習得 される認知能力 と技術であり,さらに,モチベーションと意志

と社会性を持って,多様な状況下で効果的かつ責任を持って遂行できる問題解決能力｣

(welnert,2001,p27)と定義 したoこれは知識習得量だけではなく,その上に行動意志や課

題もしくは挑戦 といった形で個人の行動にはっきりと表れるものであり,この性質に応 じ

た学習成果の測定が必要とされる｡スタンダー ドとは,このコンビテンシー育成の度合い

を客観的に測定するもので,国際的な学力比較も考慮 した学校の質の説明責任の一環に位

置づけられる｡それは相対的に,外部からの管理的なものであり,構成主義よりも累積的

なものであるD

(2)ESD政策の導入と普及

1994年,憲法に ｢持続可甫E性｣が盛 り込まれ,環境政策が政策の一要素から国家 目標に

昇格されると,各分野での取 り組みが活発化するOまず 1996年に市民団体とカ トリック教

会が協働 し, ドイツの包括的な持続可能性指標を策定する ｢未来可能な ドイツ｣を刊行す

るOこれを受けて連邦議会が調査チームを立ち上げ,｢持続可能性コンセプ ト｣を策定し,

同時期に,連邦 と州の連絡組織であるBLK (連邦 ･諸州委員会)が,教育政策 として持続

可能性にコミットするための ｢ESDの導入枠組み｣を刊行 した｡

ESD政策の導入はまずモデル実験校形式で行われた｡BLKは,これまでの環境教育の多

面的な取 り組みを基礎に,ESDに関わる教育政策や教育行政機関,その他社会的組織の｢責

任｣に焦点を当て,ESDのエッセンスを述べた報告書を,ベル リン自由大学のデ ･ハーン

(GDeMann) と連邦教育 ･研究省 (BundesmlnlSterlumfurBlldungundForschung,BMBF)

のハ-レンベルク(D Harenberg)に委託 したoこの報告書｢ESDプログラム-の所見｣(Haan

&Harenbergっ1999)のもと,1999年から2004年までの 5年間,BLKによるモデル実験 ｢BLK

プログラム"21日｣が,15州から200以上の学校 ･教育機関の参加を得て実施 されたOその

基本原則は,｢創造的コンビテンシー｣(Gestaltungskompetenz,後述)の育成であり,3つの

モジュールにそれぞれの学校が参加する形式がとられた (図 2)｡
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｢学際的な知｣ ｢参加的な学習｣ ｢革新的な構造｣

･グローバルな変動 ･持続可能な街づくり ･学校の特色を生かした学習活動
･持続可能なドイツ ･持続可能な地域づくり ･学校独自の運営
･環境と開発 ･生徒による学校事業と持続可能性

図 2 BLK-Programm"21日基本概念 (諸岡浩子,2005)

プログラムでは 56種類の教材を開発 し,教科および教科横断的授業で活用 した他,組

織モデルや参加モデルの構築,アウ トプッ ト志向のカ リキュラム構成,教師継続教育,マ

ルチプ リケ一夕- (MultlPrlkatoren)4研修を実施 したo運営資金 1300万ユーロ (約 18億

円)の半分を BMBF,半分を各州が出資 している｡新たな学習内容 ･手法 と学校発展の両

面の相乗効果により,ESDを軸 とする学校の質の向上に貢献 した0

2000年代になると第二段階として,持続可能性の国家戦略策定に対応 した普及政策には

いる｡この時期社会民主党 (SPD)と90年連盟/緑の党の議員で構成 される連邦議会の教

育 ･技術委員会が,持続可能な発展モデルの教育領域の具体的な措置として ESDを実現 し

ていくことを議決 し,｢国連 ESDの 10年｣開始の2年前にしてすでに国家 レベルでの取 り

組みを始めた02001年には持続可能な発展のための評議会を連邦官房組織に招集｡2002

年に,持続可能性国家戦略 として ｢ドイツの展望｣を発行する｡この連邦 レベルでの展開

を受け,いくつかの州でも独 自の持続可能性戦略やコンセプ トが構築されると,実際に学

校教育の権利 を有する州文部省にもその影響が波及 し始めるOそ して学校教育の現場に普

及 させるパンフレットとして,先の BLKプログラムH21日の経験による,学校での ESD導

入の前提 と勧告をまとめた報告書｢ESDのための前提 と勧告/ガイ ドラインの作成手引き｣

(BLK,2003)が刊行 されるのもこの頃である｡ここでも再度,学校が生徒に提供すべき ｢創

造的コンビテンシー｣の概念が提唱され,そのための国家統一的な措置が必要であること

が述べ られた｡

同 2003年,｢国連 ESDの 10年｣開始を翌年に控え, ドイツユネスコ委員会の ｢ハンブ

ルク宣言｣ (DeutscheUNESCO-KommlSS10n,2003)に･て,学校外の ESD実践の普及も含む包

括的な国内実施計画制定と,その実施メカニズムが提案 される｡2005年の国内実施計画の

目標には,｢活動の発展 と集約,良い事例の広範囲-の発信∴ ｢ESDの関係者間のネ ット

ワーク化｣,｢ESDの一般の人-の認知の向上｣,｢国際的な協力の強化｣の 4点が定められ,

66のモデルプロジェク トが認定 された (DeutscheUNESCO-KommlSS10n& NatlOnalkomlttee,

2005)0

2000年代後半は第三段階 として,文化連邦主義のもとでバラバラの教育行政を行 う各州

から一定の共通的な応答を得て,国家統一的な ESD推進が図られるようになる.ドイツユ

ネスコ委員会 とKMKは,すべての州の文部大臣によるESD共同声明 ｢学校教育における
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ESDの勧告｣を発表 し,ESDに則 した教師育成や,州ごとの ESDの最低基準の設定を呼

びかけたO具体的にはアウ トプット管理や,授業カリキュラムや学校監査制度 とESDの接

令,導入枠組み策定,スタンダー ド構築,自己責任のある学校づくり等について言及 され

ている｡ESDを単なる授業内容や教授法にとどめず,学校文化の発展や,学校の特色づく

り,質的プログラムの発展に刺激を与える包括的なコンセプ トに位置づけるために,学校

の質の発展を導くべきとされているoESDの定着度合いが学校内外からの学校評価に直結

するような仕組み作 りも目指されている｡

3.学校 における ESDの枠組み

(1)｢トランスファー21｣プログラム

現在の学校 ESDは ｢BLKプログラム的21日｣の後継である ｢トランスファー21｣プログラ

ム (2004-2008年)の枠組みを活用 した形で進められている.このプログラムは,ESD を

全国 10%の学校に広げることを目指 し,1⊃000万ユーロ (約 14億円)の予算のもと実施 さ

れたO予算はBMBF(国) と州文部省 (14州)で折半したO

プDグラムの席題t穿Rガイ rl､ライン

プログラムのコーディネー ト事務局は,｢国連 ESDの 10年｣国内委員会の委員長でもあ

るデ ‥､-ンのベル リン自由大学 ･未来研究所に置かれ,指導委員会には各州のESD担当

機関 (文部省に設けられていることが多い)が名を連ねた｡プロジェク トリーダー会議に

は各州の実践者の代表が集い,情報共有 ･交換を行い,さらにテーマごとのワーキンググ

ループ5が設置された｡コーディネー ト事務局は,州の教育機関やプロジェク トリーダーを

集めた会議を定期的に開催するほか,普及伝達者 としての ｢マルチプ リケ一夕-｣(後述)

の研修プログラムも実施 した｡

トランスファー21では,2006-2007年の間に,州文部省および関係機関に対するガイ

ドラインを3冊刊行 している｡2006年の｢中等教育Ⅰ(中学校)-のESDの導入｣(Transf er-21っ

2006a),｢ESD実践校の質の発展～その範囲,指導原理,評価基準｣ (Transf er-2l,2006b),

2007年の ｢ESD学校プログラム～原則,構成要素,実践例｣ (Transfer-21,2007)である｡

これ らは具体的な教材や授業構成を提案するものではなく,学校 という組織において ESD

を推進するための理念や 目的,手順,範囲を大まかに示 したものである｡このため,学校

プログラムにおいてESDがどのように適用され,これを通じた学校の質的発展がどのよう

に達成 され うるかに主眼をおいているo この考えは,既述の KMK とDUKの共同声明(2007

午)にも引き継がれて言及 されている｡

ESPLZ)Gj穿/劇違mコンビテンシー

すでに前身の BLKプログラム"21"において提起 された ｢創造的コンビテンシー｣の育成

が,トランスファー21ではさらに2000を超える学校の目標 として掲げられた｡これは ｢ツ

ールを相互作用的に用いる｣,｢グループで行動する｣,｢自律的に行動する｣の 3つのカテ

ゴリーに分けられた,10個の部分コンビテンシーから構成 されている (図3)0
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この概 念 の提唱者 であ る

デ ･ハーンによれば,｢創造的

コンビテンシー｣とは,｢持続

可能な発展についての知識を

応用 し,持続不可能な問題を

認識することのできる能力 と

して説明できる｡つまり,現

システムや未来研究から,エ

コロジー,経済,社会的発展

の相互作用や相互依存につい

ての見解 を導き,それに基づ

く意思決定が行え,持続可能

な発展プロセスを実現 させ る 図 3 創造的コンビテンシーの部分コンビテンシー

ための実行力を持てることで

ある｡｣

これは長期的で複合的な教育目的であるため,一般的に中等教育以上が望ましいとされ

るが,10個の部分コンビテンシーの山部ずつからなら小学校から習得 し始めることができ

る｡これ らは OECDのキー .コンビテンシーや ヴァイネル トの定義に依拠 している｡

プD グラ,Llのテー7

ESDのテーマ領域は非常に広く,またそれぞれ学校でこれまで行われてきたものが多い｡

しかし生徒の日常生活に密着するには,学校 とい う学びの場だけでなく,居住空間やメデ

ィア情報なども活用 して,楽 しく発見的に,かつシステマティックに行われる必要がある｡

これに則 したテーマは,ゴミからグローバ リゼーション,都市,音楽,未来まで 50に上る｡

プDグラムの手虐

プログラムでは,現行の州教育プランの適用範囲内で,すべての授業において,以下の

ESDの授業原則 と学習形態を考慮する必要があるとしているD

･できるだけ実際問題に近い問題や状況を学習課題 として設定する

･獲得 した知識を応用できるようにする

･生徒の参加を促す

･状況に応 じた学習,つまり子どもたちや状況文脈 (学習環境)との相互作用から生じ,

獲得 された知は,他の文脈や問題設定で応用できることが必要である

･多様な視点で問題や課題を捉え,扱 う

･位置づけや手法,経験などのバ リエーションによって柔軟な知の活用をはかり,独 自

の学習プロセスを構築する

｡協働的な問題解決 (生徒 と学校外パー トナーや専門家の協働)を促進する

･学校の地域-の開放を重視する

･自己決定学習とグループ学習を促す

･行動志向の学習を優先する

･プロジェク トを通 じた学習を意識する (教科横断的かつ教科結合的)｡多様なグルー

プの中で自律的に行動する能力を育てる
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･教科を結びつけ学際的な学びを進めるO持続可能性のテーマは自然科学と社会科学の

双方の視点を有するため

･サービス ･ラーニング (責任を通 じた学び)を実現する｡ この教育学的手法は,専門

的内容を共同プロジェク トの作業による学習効果 として習得することを可能にし,坐

徒の社会的能力を向上させる

･多様な手法を活用する (状況的学習,自己発見学習,遠足,計画ゲーム,シナ リオ,

未来ワークシ ョップ,異年齢横断型学習など)

ESDを題 L:j=学鐙の質の発展

2007年のガイ ドラインでは,学校 自身が自分たちの質の評価には何が必要なのかを見極

められるような,ESDに焦点を当てた構成要素から成るセルフチェックのカタログを開発

したoこの構成要素は,持続可能性に向けた学校の現状把握 と理想像づくりのための問い

の設置,実施のための手法や手段の提示,実際の トランスファー21校の学校プログラムの

例示などであり,同時に学校外部からの評価にも対応 しうる (Transfer-21,2007)O

穿R/ZT一題者 r7/I,デブ/JケーターJ育ノ好プDグラム

普及伝達者 ｢マルチプリケ一夕-｣(Multiprlkator)の育成プログラムも行っている0第

1期 (2005-2007)では教師育成が主眼で,82名のマルチプリケ一夕-が各州に配置されたO

第 2期 (2008-2OO9)では外部パー トナー育成を主眼として,州 (公立)研究施設や環境教

育センター,地域アジェンダ事務局等の職員を対象に行われ,約 80名が誕生した｡

(2)学校 ESD実践の具体例

小学校の教育プランを見てみると,明確に持続可能性に言及 しているのはハンブルク州

とノル トライン ･ヴェス トファー レン州であった｡ハンブルク州では,教育全体にわたる

9つの課題領域にグローバル学習 と環境教育が含まれてお り,その両方で持続可能な発展

を目指す教育を行 うものとされている｡ノル トライン ･ヴェス トファーレン州では,教科

の一つである ｢事実教育｣(SachunterrlCht)において,教育全体の課題 としての持続可能性

を学ぶ 目標を掲げてお り,特に ｢空間,環境,交通｣のテーマで ｢環境保護 と持続可能性｣

を重点領域に指定している｡以下,この 2州の トランスファー21参加事例により,学校カ

リキュラムと関連 した実践展開を見ていくo

① ハンブルク州 .学校と授業の恒常的改善プロセス構築のための ESDコンセプ ト

<背景>ハンブルク州はすでに学校における省エネプロジェク ト ｢フイフティ ･フイフ

ティ｣ 6の発祥の地として有名で,ESD担当機関である ｢教師育成 と学校発展のための州立

研究所｣が主体 となり,持続可敵性監査7を活用 し,教職員も含めたェコマネジメン トを州

内学校に普及 させることを目指 している｡

<プロセス>州立研究所は学校に対 し,ESD実践校を募集,少額の補助金も用意 したが,

州内学校の状況もプロセス構築手段もバラバラなため,まずは学校の現況やニーズを把握

することから始めた｡集まった学校の教師や生徒による合同会議を開催 し,学校 ESD活動

のコーディネー ト事務局を立ち上げ,チェックリス トによる自己評価作成ワークショップ

を行った｡ここで持続可能性に関するテーマであれば,選定は各学校に自由に任せ られる

ものの,活動領域は,学校生活と参画, リソース,授業,コンビテンシー,途上国とのパ
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- トナーシップ,理想像,学校マネジメン ト,スタッフ研修のいずれかと設定されているD

<授業での展開>様々なテーマごとの報告書から例 として ｢エネルギー利用 と気候保

全｣を挙げると,

目標設定 ･持続可能な発展のために-未来のエネルギー消費 と気候保全

導入の問い 今のエネルギー利用は持続可能か｡5つの理由 (化石燃料の限界,地球温

暖化,エネルギー損失,原発問題,分配の不均衡)から考える

ワークショップとまとめ :解決策を考え,発表する (省エネ,合理的利用,再生可能エ

ネルギーが解答 として導かれることが多いが,誘導 しない)

<現在の状況>テーマを自由に設定する柔軟性がポジティブに学校に受け入れられ,他

校の活動 と接点を持てるようになった｡何より,学校を発展 させたいとい う学校側のニー

ズが高ま り,フイフティ ･フイフティやヨーロッパ環境スクールなどの既存の活動-の参

加が増えたo新 しい教育プランでESDを通常教科の一部に組み込む事項が掲載されたほか,

ハンブルグ州の気候保全コンセプ ト (2007-2012)策定 (StadtHamburg,2007)による環境意

識形成の政策メニュー化巨も要因となり,州内の参加校は 47校 と,全学校の約 13%になっ

た｡

<自己評価と参考ア ドバイス>

･各学校は独 自のペースを持っているので,プログラムはできるだけ柔軟に

･学校外パー トナーや教育行政機関との連携が必要

･場合によってはテーマを絞る方が効果的な場合も

･一定の監査サイクルを終えた学校がさらに発展できるようサポー トを

･コーディネー ト事務局なしに学校 ESDが進んでいくことは非常に考えづらい

･プログラムはオープンでわかりやすく,また個人的なア ドバイス体制も必要

･参加する学校にとってのメリットを明確に

② ノル トライン ･ヴェス トファー レンM :持続可能な生徒企業9ネットワーク

<背景>90年代から自律的な学習 と行動を促 し,経済の基礎知識を実践的に補足するも

のとして生徒企業がブームになってお り,生活に密着 した経済活動が広がっている｡問題

解決において参加や創造の能力が重要になるが,まさにこれを促進するものとして,生徒

企業はESD的意義を持っ｡しかしこれには教員をサポー トする有能な人材 と,生徒の行動

変容を促すための意思決定-の参加が必須であるOすでに生徒企業を行っている州内の学

校のESD的意義を向上 させ,学校に持続可能性 コンセプ トを定着させる活動を行っているO

<具体的成果>

･｢授業モジュールでの生徒企業の活用｣合同会議

･｢生徒企業における生徒の能力開発｣合同会議

･優れた生徒企業の表彰

<自己評価と参考ア ドバイス>

･生徒自身による合同会議は,市民やメディアの注 目を集めるのに有効であった｡

･できれば他のEU諸国とも連携 し,国際ネットワークつくりに発展させたい｡

･過度な展開は教員の負担を増すだけ,各学校の事情を尊重 しなくてはならない｡

･プロジェク トのプロセスは全参加者の合意と共同決定によって進められるべき｡
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4.ESD推進の支援体制

(1)国家 レベルの ESD体制 ｢国連 ESDの 10年｣(UN-Dekade)

ハ ンブル グ宣言に基づ く国内実施計画の主体 として設置 された最高意思決定機 関であ

る国内委員会は,デ ･ハーンを委員長 とし,連邦議会,各州教育行政担当者,企業の代表,

有識者,環連邦環境財団,NCO,各州高校生の代表者 も参加｡ESDの実施計画の立案の他,

ポータルサイ トの内容の審議や ESD認定プロジェク トの審査なども行 う｡オフィシャルプ

ロジェク ト認定事業では現在 1000を超えるプロジェク トが認定されてお り,ポータルサイ

トではそのデータベースも公開されている｡

(2)各州レベルの ESD体制

既述のように, ドイツでは,法的拘束力を持つ州文部省の教育プランに基づき,学校が

それぞれカ リキュラム開発 ｡評価を行 うとい う関係にあるが,2004年の ｢国家教育スタン

ダー ド｣の構築提案 (2章(1)参照)以臥 教育スタンダー ドや学校の質の保証 といったア

ウ トプッ ト型管理の表記が多くな り,これまで文化連邦主義により策定されてきた諸プラ

ンが国家的に標準化 されていく動きが見られている100

他方, トランスファー21に参加 している 14州 (バーデン ･ビュルテンベルク州 とザク

セン州が不参加)の担当組織を見ると,ほとんどが教育プランの作成機関と同じ文部省も

しくはその下位組織,あるいは州立研究所11であ り,少なくとも,同じ組織内で何 らかの

情報や意見の交換は可能な状態 といえる｡また ESD とい う言葉を使わず とも,上記の ESD

を基盤 とする学校プログラムの開発や学校の質の発展 とい うESDガイ ドラインの方針は,

スタンダー ドや学校の質の保証政策に親和性を持つため,間接的な反映と見ることもでき

る｡

各州の ESD担当機関 (表 1)は,それぞれ独 自のウェブサイ トで,ESDを基礎 とした学

校プログラム開発に関する教材開発やア ドバイスの窓 口を設置 し,マルチプ リケ一夕-の

紹介を行っている｡また担当機関を中心に,州内の ESD校ネ ットワークが構築 されている｡

これ らの ESD担当機関は,同時にユネスコスクールや ヨーロッパ環境スクール,アジェン

ダ 21スクールなどの,国際的な教育イニシアチブや学校ネ ッ トワークの担当機関である場

合が多く,ノウハ ウが蓄積 されている｡

表 1 各州のESD担当機関と教育プラン策定機関

州 ESD担当機関(Transfer-21パー トナー機関) (参考)教育プラン策定機関

バイエルン 教師研修とスタッフ指導アカデミー 学校の質 と教育調査のための州
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バーデン .ビユルテンベルク 学校の発展州立研究所

ベル リン州 教育 .科学 .研究省 教育 .科学 .研究省

ブランデンプルグ 学校とメディア州立研究所 学校とメディア州立研究所

ブレーメン 学校のための州立研究所 学校のための州立研究所

ハンブルグ 教師育成と学校発展のための州立研究所 :環境教育と環境アドバイス教員専門官 学校と職業教育省

ヘッセン 州教師育成局 学校と健康サービス 州文部省
事務局 ESD担当 *教師育成局の上位組織

メクレンブルク . 州教育 .研究 .文化省 州教育 .研究 .文化省 :質の発展
フォアボンメルン 州立研究所

ニーダーザクセン 州文部省 州文部省

ノル トライン .ヴエス トファーレン 州自然 .環境保全アカデミー 州学校 と継続教育省

ラインラント.プフアルツ 州教育学センター 州教育学センター

ザールラント 教育 .家族 .女性 .子ども省 教育 .家族 .女性 .子 ども省

ザクセン 州文化 .スポーツ省

ザクセン .アンハル ト 学校の質と教師教育研究所 学校の質と教師教育研究所

シユレースヴイヒ.ホルシュタイン 州学校における質の発展研究所 州教育と女性省

チューリンゲン 教員研修,教育プラン開発とメデイ 教員研修,教育プラン開発とメデ

5.まとめ

ドイツの学校 ESDは,pISAシ ョック等外的要因によって露呈 した教育の地域間 ･経済

間格差にアプローチする手段の一つと位置づけられている｡そ してこれは ESD に限らず

90年代後半からの教育改革の特徴でもあるが,アウ トプット志向といった中央集権的 ･管

理的側面と,学校の特色やプログラムづくりといった分権的 ･構成的側面のバランスの模

索の上に成 り立っている｡今回は言及できなかったが,持続可能性監査をさらに発展させ

た ｢ESD指標 ｣開発 も進んでお り,成績評価が射程に入 り始めた半面,学校独 自の文化を

積み上げてい くための主体的な関わ り方が,学校種を問わず求められている｡この 2側面

の融合 としての学校 ESDが今後 どのように展開 してい くのか,教育改革動向と併せて注 目

していきたい｡

(高雄綾子)
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2 学校種に応 じて時間割や教育プログラムを比較的詳細に規定するもので､教授プラン

(IJehrplan)や枠細みプラン (Rahmenplan)と呼ばれる｡学習指導要領に近いもの｡

3 ｢キー ･コンビテンシー｣とは､OECDが 1999-2002年にかけて行った ｢能力の定義と選択｣
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ているO このカテゴリー化に影響を与えたのは､ ドイツの著名な心理学者でマックス .ブラ

ンク研究所の副所長であったフランツ ･ヴァイネル ト (FrallZWelnert)の定義である0

4 直訳すると ｢伝達者｣だが､教育学的スキルや知識伝授だけでなく､プロジェク ト開発や組

織マネジメン ト､交渉力も併せ持つことを想定 した､ESDの包括的な普及 コーディネーター

である｡10ケ月間にわたる通信教育とスクー リングを合わせた研修を修了 しマルチプ リケ一

夕-として認定されると､プログラムの HP上のデータベースに登録され､地域での活動に

従事する｡

5 ワーキンググループは､1品質基準とコンビテンシー､2マルチプ リケ一夕一､3基礎学校

(小学校)､4全 日制学校､5教師養成に分かれているD

6 公立学校で生徒や教職員が協力 して省エネ活動を行い､節減できた光熱水費を全て自治体の

財政に戻すのではなく､半分はその学校に還元するしくみ｡(全国地球温暖化防止活動推進セ

ンターHP.http//wwwJCeCaOrg/content/vleW/1343/672/(参照 日2010/02/27)

7 すでに 90年代から､エコ監査や持続可能性監査の学校での実践が蓄積 されてきたが､より

環境教育や授業実践-の適用を視野に入れた ｢持続可能性監査のための学校指標 (SchullSChe

lndlkatorcnfurNachhaltlgkelt,SINa)｣プロジェク トが2001年から2004年まで実施され､

より簡便で学校の自己評価に役立つ成果がもたらされている ｡【Tllm anLangner,2009】

8 州では､すべての学校のmZあた りのエネルギー使用量を200kWh以下にする ｢200を超えな

い学校プロジェク ト｣や､省エネ官民パー トナーシップ-の学校の参加促進を進めている0

9 生徒が行 う事業 .経済活動で､教育的目的を持った学校プロジェク トo顧問として教員がつ

き､学校は実施にあたるサポー トを行 う｡生徒企業の事例を集めたウェブサイ トで紹介 され

ているのは､旅行業､自転車修理業､ウェブサイ トコンテンツ制作業､カフェ､レス トラン､

再生可能エネルギー売電業などである0

10 ベル リン州､ブランデンブルク州､ブレーメン州､メクレンブルク ･フォアボンメルン州の

ドイツ北部 4州が共同で策定した教育プランはその象徴で､カ リキュラム開発のための新た

な協力の枠組みがつくられた [原田信之,2007】｡

11州立研究所 とは､必ず しもすべての州に設置 されているわけではないが､学校や教員に関す

る研究を行っている機関で､文部省 とは密接な関係にあり､多くは教育プランも策定してい

る｡
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序文

本書は,持続可能な開発のための教育 (ESD)に従事している学校および教育当局を対

象にしている｡本書は ｢質基準｣の一つの限定的なリス トを提案するものであり,これは,

教育担当公務員,教師,校長,両親,生徒による今後のESD-の取組についての熟考,

討論,そしてさらなる発展のために,出発点として使用されるものである｡

我々は ｢EST)スクール｣という用語を,一般に使われている ｢エコ･スクール ｣や ｢グ

リーン ･スクール｣とは異なる新しい用語として提案してきた｡新しい用語を使うことで

我々が強調したいのは,ESl)指向の学校づくりに従事しようと望む学校には新たな課題が

存在しているということだ｡ESDは,現在および未来における人々の環境の質-の依存お

よび天然資源-のアクセスという側面だけでなく,参加,自己効力感,平等,社会的公正

という側面も扱い,これらは生徒が持続可能な開発に携わるよう訓練するために不可欠な

視点である｡

しかしながらこのような取組は,｢エコ･スクール｣,｢グリーン ･スクール｣,一般的な

環境教育から派生した経験や成果,さらには平和教育,健康教育,市民教育,地球市民教

育などの他の多数の包括的な教育分野から派生した経験や成果とも密接に関連している｡

さらに,学校がそれをESDと認識せずに,ESD-の取組を行っていることを示す事例が

多数ある｡

現状ではESI)スクールとは,自らの使命と教育計画の中心部分として持続可能な開発

のための教育を選択した学校のことである｡これらの学校は,学校での日常生活そして長

期的改革および発展を計画する際に,持続可能な開発を留意すべき一つの主要原則と見な

しているoさまざまな名称で,このような学校が世界中で増加し,その質も向上してきて

いる｡これらの学校は,教育機関としての目的と役割をめぐる大きな変革にかかわってい

る｡こうした学校が目指しているのは,持続可能な開発において連関し合 う社会的,経済

的,政治的,環境的側面の複雑さを受け入れる積極的な市民性の育成と参加のための場を

生徒に与えることである｡

質基準に関する本書の提案は,コメニウス第3計画のもとでの欧州諸国間ネットワーク

である,｢環境教育を通した学校づくり (SchoolI)evelopmentthroughEnⅥronmental

EducatlOn,SEl珊)｣の成果の一つであるoSEEDという取組は,国家機関と研究機関に

よる分散ネットワークであるENSIの一つの活動事例であるoENSIは2005-2014年の

国連持続可能な開発のための教育の 10年 (I)ESl))におけるUNESCOのパー トナーであ

り,DESDはあらゆる国々をESDの実際の戦略,開発,評価に参加させることを目的と

している0

本書の取組ではESI)に焦点を当てた国際的な参考資料を考慮に入れ,学校づくりの経

験やENSIとSEEDのネットワーク内で積み上げられた理論上および実践上のその他の経

験を活用しているOこの取組は,13カ国の研究者および/また各国代表者 (付属のリスト
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を参照)が作成した ｢エコ ･スクールづくり｣に関する調査報告書の分析からも着想を得

ている｡国別報告書の分析は別途,出版されているD本書の執筆者 3名は,国別報告書に

掲載された資料に感謝している｡

本書の前段階の草稿は協議のために,エコ･スクールづくり,ESD,一般教育の分野に

おける多数の優れた研究者 (付属の謝辞に記載されたリス トを参照)に送付された｡改善

点に関する彼 らのコメントと提案は,この印刷版作成の土台となった｡彼らの提案の全て

に従えなかったとしても,この出版作業の改善に大きく貢献いただいたことに,我々は心

から彼 らに感謝申し上げる｡それと同時に,この最終版に対する全責任は我々が負ってい

る｡

本書に記載されている資料をより平等に提供できるよう,英語による本原書は多数の言

語に翻訳されており,我々は各言語の翻訳者にも感謝している｡この翻訳作業に加え,

ENST事務局のNICOlaBedlmgtOnが行ったチェック作業にも我々は感謝している｡

さらに他の言語-の翻訳も大いに歓迎している｡翻訳版の出版は,本原書に対するしか

るべき言及がある限り,著作権の制限はない｡

S疹renBrelt,lag,MIChelaMayer,FinnMogensen
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ENSlの取組の一部としての質基準の開発

ENSI代表 GlmtherPfaffenwlmmer

ENSIの作業計画および政策方針に従って,ENSIは 1995年 6月以降,エコ.スクール

および質基準に関する討議とこれらの開発を積極的に行ってきた｡

この両分野において,ENSIとその各国の関係者が全参加国およびパー トナー国で関わ

ったこれらの開発は,実り豊かで広範にわたるものだった｡

2002年にはEUのコメニウス第 3計画のネットワーク ･プロジェクトである ｢環境教

育を通 した学校づくり (SEED)｣のための提案を起草して,ENSIはこのイニシアチブ-

の寄与を決定し,さらにSEEDのネットワークと協力して,二つの段階からなる研究プロ

ジェク トを立ち上げた｡

この研究プロジェク トの第 1段階の目標は,持続可能性のための原則と活動を学校全体

の計画-組み込むことに取り組んでいるエコ ･スクールを指導,支援,あるいは賞を授与

するために使用されるものとして,環境教育の価値観から着想を得た暗示的および明示的

な基準を割り出すことだった｡この段階には,この分野における革新的なケース ･スタデ

ィを割 り出すことと,それを文書に記録することも含まれていた｡このプロジェク トの同

段階で収集,検討された情報から,SEED/ENSIの ｢エコ ･スクールづくりのプロセスに

関する比較研究 (AComparatlVeStudyonnco-SchoolDevelopmentProcess,Mogensen

&Mayer,2005)｣が出版された｡

この比較研究がきっかけになって,研究の第2段階はESDスクールのための現行の質

基準 リス トの提案である｡本研究の成果が,持続可能な開発のための教育のための質基準

の国際的な開発を支援すると,我々は確信 している｡

SEEDネットワ-ク

SEEDコーディネーター JohannesTschapka

EU のコメニウス第 3計画のネ ットワークである,｢環境教育を通 した学校づくり

(SEED)｣は,環境教育を学校づくりの原動力として推進している教育当局と教育機関の

グループである｡SEEDのパー トナーである欧州 14カ国とSEEDに参加 している6カ国

において環境教育は,持続可能性のための教育を推進する指導と学習の革新的な文化を育

成 しているoSF,FlDは,学校,教師養成機関,教育当局に対し持続可能な開発に向けた取

組の中で,共に取組,互いの経験から学び,自らの知識を集積するよう勧めている｡

対象
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コメニウス第 3計画のネットワークが創設されたことで,コメニウス計画の中の既存の

完了した有望なプロジェク トに取 り組むことによって,SEEI)は関係者間の協力を促進で

きる｡このネットワークと結びついた関係者は,このような環境教育の開発から得るもの

があるoSEEDはまた,さまざまな教育制度における政策立案者と実践者間の密接な対話

とより良い相互理解を促進する｡最終的な対象となる集団は生徒であり,彼 らは革新的な

教育実践と最新の教育学から恩恵を受ける｡

質基準

sEEDが提示する体系的な一連の基準は,そのパー トナー国および参加国におけるエ

コ ･スクール運動で役立ち,さらに実際には,学校のESI)に対するあらゆる取組にとっ

ても,最終的な答としてだけでなく,その学校自身のビジョンと計画のための刺激として

も役に立つ｡

SEEl)は環境教育および持続可能性のための教育について,社会および環境の変革のた

めに進んで活動する市民として,生徒が民主的に参加できるようにすることを目的とする

教育および学習プロセスだと理解 している0本研究の目標を裏打ちするのは,ESDスクー

ルづくりにおけるこのような変革プロセスの批判的検証である｡

以Tの言語でも現行のESI)スクールのための質基準は入手可能D

カタロニア語
Crlter]SdequalltatperaEscolesSostenlbles-OrlentaC10nSperalamllloradelaqualltaten

lrEducac16peralDesenvolupamentSostenlble

デンマーク語
KvalltetSlmterlerforESI)-skoler-Enguidetitatfremmekvalltetenafuddannelsefor

bEeredygtlgudv】kllng

フランス語
Crltとresdequallt6pourle島6tabllSSementSSCOlalreS6 co-responsables(I;SD)-Guidepour

1-am6110ratlOndelaquallt6del16ducatlOnal'cnvlrOnnementpourund6veloppementdurable

ドイツ語

Bl】dungfurNachhaltigenEntwICklunglnScllulen-LeltfadenzurEntwIClこlungvon
QualltatSlこrlterlen

ハンガリー語
AFenntarthat6Fel16'd6sISk0laInakmlnOSegllirlt6rlumalIUtmutat6aFenntarthat6

Fcj16'd6stsY,Olga16Pedag6glamln6'S6g6nekJaVltas畠ra

イタリア語
Criterldlqualltaper■ScuoleperloSvlluppoSostenlbller-LmeeguldaperilmlgllOramentO

cont]nuodeltaqual一tanell'EducazlOnealloSviluppoSostenlbile

スペイン語
CrlterlOSdeCalldadenlaEducaci6npapaeldesarrollosostenlbleescolar-OrlentaCIOneS

parafavorecerlacalldaddelaEdueac16nparaeldesarrollosostenlble
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序論

本書の目的

質基準に関する以下の限定的なリストは,自らの発展の手段として,EST)-の重点的な

取組を活用しようと考えている学校のために,出発点を提供しようとするものである｡

ESDから着想を得た学校づくりの第 1段階は,その学校がどのような成果を上げようとし

ているのかについて,そして学校の発展それ自体に向けたこれらの成果を暗示的あるいは

明示的に評価するために提案された手段について,同意することだo

我々の考えでは,一連の質基準はESI)の哲学を要約する手段であり,それはあらゆる

学校関係者が共に構築し,受け入れるべきものであり,さらに,｢品質管理｣の手段ではな

く,｢晶質向上｣のための機会と見なすことができるもので,この機会は進行中の参加型の

討論に対して開かれたものである｡このような考えによれば,質基準は方向性を示 し,着

想をもたらすべきものであるが,｢パフォーマンス指標｣あるいはそれに類するものと混同

してはならないD実際には,一連の基準は,より明示的で実践により近接しているという

意味で,定式化されて共有されている一連の価値観の ｢言い換え｣として考えられるかも

しれないが,パフォーマンス指標として規定されたり限定されたりするものではない｡

このように,この提案されている質基準リス トは,学校内であらゆる関係者との討論を

促進することを目的としており,それによって明確にされる主たる目的と変革は,学校づ

くりをESI)-と向かわせ,そして,学校自身の状況と学校の変革のための計画に適合し

た,その学校 自身の質基準リス トを開発することだ｡

これらの基準の根底にある共有された概念は,国際的に共通するESDのビジョンから

着想を得ているoこのビジョンにおいては,真に重要な成果は,学校あるいは地域社会に

おける実践的な行動や成果よりも,指導と学習のプロセスおよび学校の風土と組織に結び

ついている｡

より持続可能な生活に向けた短期的な変化を起こすものとしてESI)に焦点を当てるこ

とに対する,多方面からの関心にもかかわらず,我々が主張するのは,ESDの申し課題は,

我々の惑星を体感 し社会の問題と争点の解決に参加しながら我々の共通の未来を構想する,

新たな手法を楕築するものでなければならないということだ｡したがってこの質基準は,

学校で関連のあるパー トナーと共にESDに特化 した学校づくりを促進するための資料で

あり,この学校づくりは,変化していく世界における未来の課題に沿って,生徒にしかる

べき学習を提供するための学校の能力向上という変革を達成するためのものだ｡

本書の作業で活用しているエコ ･スクールづくりに関する広範な国別報告書は,オース

トラリア,オース トリア,ベルギーのフランドル地方,デンマーク,フィンランド, ドイ

ツ,ギリシャ,ハンガリー,イタリア,韓国,ノルウェー,スペインのカタロニア地方,

スウェーデンのものである (MogensenandMayer,2005)0 本書の執筆者はこれらの国々
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の報告書による情報を,多数の国々における彼ら自身の経験および国際的な文献に記載さ

れている経験やアイディアに結びつけたO

国別報告書は,｢エコ ･スクール｣という用語のさまざまな解釈のもとに執筆されたが,

-一般的にはこの用語が関連づけられる多様な考え方とは環境教育に関するものであり,ま

た学校づくり全体に対して環境教育および持続可能な開発のための教育が果たし得る貢献

に関するものである｡本研究の主目的は,エコ･スクールおよびェコ･スクールづくりの

定義と評価のために各国で使われている明示軌 暗示的な ｢基準｣に関する情報と,環境

教育とESDのための暗示的に使われている ｢シナリオ｣に関する情報の収集であり,全

ては各国の ｢報告者｣の視点による｡

執筆者たちが目指したのは,ESDそれ自体が持つあらゆる複雑さに対して挑戦しようと

し,また学校全体の発展のためにこの挑戦を活用しようとする学校のために,｢ESDスク

ール｣という用語をさらに発展させることだO我々は生徒と教師の間で行われている情報,

経験,アイディアの熟考および交換を,ダイナミックな学校の活力源であると考えている｡

ESDの視点からあらゆる教科と教育学を見直して,行動を起こすことと参加することの

価値を学ぶことについて熟考し,価値観を明確にすることにおいて,探究と挑戦のために

批判的思考を用いて,生徒と教師を ｢複雑さの文化｣に招き入れることで,ESDに携わる

学校は,未来のための学習に携わるのである｡これら全てが,行動を起こすという生徒の

能力開発における中心的な要素になり得るOこのような学校で主体となるのは,従来の段

階的な構造ではなく,ダイナミックなネットワークと求められている地域および地球規模

の協力である｡このような状況では,学校を ｢複雑なシステム｣や ｢学習機関｣と見なす

考え方は,学校環境および学校内の関係に注目することで,新たな思考方法を促進するo

もちろんこのような学校は,｢フィール ドワーク｣および学校と地域社会において目に見え

る実体的な変革と成果を達成するという,教育的価値の重要性に気づいているが,こうし

た変革と成果は,学校自体における目標ではなく,さらなる教育的および文化的変革のた

めの ｢学習の手段｣と認識されている｡

うまく機能している学校では,その学校の能力は個人の能力の総量をはるかに上回るo

これは,その学校がいかにうまく,経験,熟考,イノベーション,協力を扱 うことができ

るかにかかっている｡個人としての我々の経験は,後目,使用されるために記憶の中に蓄

えられる｡しかし組織としての学校の経験はどこに蓄えられるのだろうか｡学校の蓄積さ

れた ｢記憶｣の表現として,学校の文化を理解することは理にかなっているOすなわち,

新 しい経験,熟考,イノベーションなどが,学校の文化に組み入れられて,人々が影響し

合い,対話し,物事を行 う時のや り方を変化させるべきなのだ｡校長にはこのようなプロ

セスを推進する権限があるが,目的,プロセス,組織は,共通の理解に基づかねばならな

いo｢学習する機関としての学校｣という理論と実践は,ESDの分野だけでなく,学校全

体の発展にも役立つだろう｡
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現行のアプローチは,通常の学校生活-ESDを統合することを促進するものであり,

またESDにおける取組を教師と校長の負担を増すものとしてではなく,既存の指導と学

習を改善し,また学校全体に役立つイノベーション提供の機会と見なすものである｡

質基準がどのように組み立てられ,どのように使用されるのかについて,以下の章で質

基準を3つの主要グループに分けて説明する0

1.指導と学習のプロセスに関する質基準

2.学校の方針と組織に関する質基準

3.学校の対外関係に関する質基準

質基準の各グループは,さらに詳細な分野に分類される｡分野ごとに,読者はその分野

の簡単な解説 (論拠)と多数の基準の説明を見出すだろう｡基準と分野の双方で,その一

部は重複するが,このような重複と相互作用は,基準を定式化する際の限界としてではな

く,学校のような複雑な機関で作動 している多数のメカニズムを表すものと見なすべきで

ある｡各分野は学校での実践事例によって説明され,その事例はその質基準が実際にはど

のような意味を持ち得るのかという,その考え方を示 しているoこれらの事例は,国際的

に集められた実際の学校での事例から着想を得たケースに関する,簡潔なス トーリーにな

っている｡それらは簡潔に事例を説明することを目的としているので,一部の側面しか説

明していないが,実際のケース ･スタディでは障害や問題も見つかるだろうD

各分野の論拠と事例を執筆する際に執筆者たちは,各国および各国にまたがる,多様な

視点のバランスを取ろうと試みた｡このプロセスにおいて,執筆者は環境教育とESDに

関する国際的な文書から着想を得た｡次ページの表は,質基準のグループと分野を示 して

おり,学校が自身の質基準を定式化する際にも役立っだろうoこれらの分野における質基

準は,学校の重要な関係者の間での真聾な議論と決定なしに決して受け入れるべきもので

はない｡このような議論の結果として,非常に多くの削除,訂正,新たな定式化がなされ

ることを,我々は期待している｡そのために,我々は質基準の各グループの終わりを ｢オ

ープン ･ドット (省略記号)｣で締めくくっているが,これは新たな,あるいは訂正された

質基準が追加されることを表している｡

このプロセスは双方向に作用 し合 うべきである｡ESDは学校全体をアクション･リサー

チに取 り組ませることを意味しており- それは,学校づくりは複雑なプロセスであるだ

けでなく予測できない部分もあることを受容するプロセスのようなものだ｡これに必要な

構造は,提案された質基準に対する定期的な評価と訂正そして具体的な行動計画を備えた

ものである｡

提案されている質基準の大半は,ESDの取組に関連しているだけでなく,学校づくりと

学校における指導と学習の可能性の現代化を促進する他の多くの分野にも当てはまり得る,

ということに読者は気づくだろうO我々の考えでは,リス ト化された質基準を地域ごとに
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適するように組み合わせることこそ,学校においてESI)の発展を推進させて,学校を真

の ｢ESDスクール｣にできるのだ｡

この種の学校づくりは積極的な参加を必要とし,また,社会に持続可能な開発を構築す

るために,生徒と教師が自らの知識と能力を行使することが可能な分野になり得るのであ

る｡持続可能な開発に向けた,あらかじめ定められた道筋はないO

この行程が,我々が目指している目的なのだ｡

指導と学習のプロセスに関 学校の方針と組織に関する 学校の対外関係に関する質

する賢基準 質基準 基準

1.指導 と学習のアブロー 10. 学校の方針 と計画の 14.地域社会の協力の分野15,ネットワーキングとパー トナーシップの分野

チの分野 分野

2.学校および地域社会における目に見える成果の分野 ll. 学校風土の分野12, 学校管理の分野

3.未来のための視点の分 13. 学校レベルにおける
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指導と学習のプロセスに関する質基準

1.指導 と学習のアプローチ/ プロセスの分野における質基準

事例

8学年のクラスが,自分たちの地域社会における村民の農薬使用について調査していた｡

その作業の一環として,生徒たちは借地で春タマネギを栽培している小規模農家を訪問し

た｡その農民は1年前に家族と共にその国のある所からやって来たのだが,元の所では降

雨量が減り,さらには森林の伐採によって,多くの世帯が非常に苦しんでいた｡

生徒たちは,農民の農薬使用とそれによって彼がどのような影響を受けているかという

ことに関して,用意していた質問に対する回答を得た｡農薬の使用によって彼が多くの健

康問題を抱えていることは明らかだったが,一方ではそれによって春タマネギを何回も収

穫していた｡彼はいくつもの苗床を使用して,成長段階の異なる春タマネギを常に育てて

いた｡月に一度,彼は収穫を行い,それを地域の市場に持って行って最高価格で販売した｡

この収入によって,彼は粗末な小屋で暮らしている家族を養い,農地の借地代を支払うこ

とができ,収入の大半を彼らがかつて暮らしていた所に今も住んでいる彼の残 りの家族に

送金できた｡

農地を去る時に,クラスの生徒たちは春タマネギの苗床の一つを通り過ぎたが,それは

他の春タマネギのように新鮮にも元気そうにも見えなかった一 ガの幼虫の襲撃によって

多くのものは業の一部が茶色くなっていたのだ｡生徒たちが驚いたことに,農民は彼らに,

このタマネギは自分たち家族が食べるものなので,そのためにこれには農薬を使いたくな

いと語ったのだ｡熱心な生徒が,なぜ彼はこのように農薬を使用しない春タマネギを販売

しないのかと質問を続けると,彼は生徒たちに,農薬を散布しないものはしたもののよう

に良い品には見えないので,市場では良い価格で販売できないのだと語った｡

クラスに戻ると,この農民が単に金銭を得るために2重の道徳基準を持っているのに生

徒たちは気がついたので,彼らは農民について辛妹に厳しく批判した｡教師は生徒を手助

けして,彼らが農民のジレンマを個人的な葛藤と捉えるようにし,｢市場メカニズム｣とい

う概念に彼らの関心を向けた｡彼らは自分たちが目にしたものに非常に動揺したので,こ

のことについてさらに深く調査したがった｡ブレインスト-ミングの後に,この間題に対

する各自の両親の姿勢を調べることと,自分たちの地域の小規模な市場で実際に実験を行

うことを決めた｡

彼らは見栄えのする春タマネギを一盛りと農薬を使用していないもの一盛りをなんとか

購入して,それを市場に持って行った｡彼らはその違いを説明する大きな説明書きを用意

して,同じ値段で売りたがった｡市場で彼らは消費者の反応と意見を調査したoこのプロ

ジェクトの終わりには展示とヒアリングが行われ,そこで生徒たちは自分たちの発見と懸

念について発表し,この間題をどのような方向に発展させていきたいのかと,地域社会に

尋ねた｡
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論拠

持続可能な開発は確定したものではなく,我々の日常生楢と地域社会を開発していくた

めの探究であり,この開発は現在および未来において大多数の人々に利益をもたらし,そ

れと同時に環境に対して我々が及ぼす悪影響を最小限にするという方向に向けたものだ｡

そこで求められるのは,協力して問題や対立を克服することに長け,机上の知識を実践的

なイノベーションやアイディアに結びつけることができる,積極的,想像的,批判的な市

民だ｡そのために,指導と学習のアプローチでは学習者をその中心に置き,生徒自身のア

イディア,価値観,視点を育むための状況を提供しなければならない｡教師は,生徒の知

識形成における活性剤として,生徒を考えなければならない｡持続可能な開発に関わる諸

問題は賛否両論があったり複雑である場合が多いので,意見の相違やその複雑さ (後述)

に対処できることが重要である｡学校においてESDに焦点を当てることで,中心的な教

科を教える学習機会として活用することもでき,これが生徒の日常生活や地域社会にとっ

て実際に影響を及ぼすことも多いO同時に,このようなアプローチは生徒自身の自尊心を

高めることもできる｡

指導と学習のアプローチの分野における質基準

｡ 教師は,生徒の関心事,経験,アイディア,期待に耳を傾けて尊重し,また生徒の計

画は ｢柔軟｣かつ変更可能なものである｡

｡ 教師は,協力学習と体験学習を促進する｡

｡ 指導では,実践活動を生徒の概念形成と理論構築に結びつけることによって,実践活

動の価値を考慮する｡

｡ 教師は,生徒の参加を促し,生徒自身の学習,アイディア,視点を育成するための状

況を提供するo

･ 教師は,上記の基準に合致する生徒の成果を評価,査定するための方法を研究するo
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2.学校および地域社会における目に見える成果の分野における質基準

事例

ある村の学校の教師は,校庭のすぐ外にある森に懸念を抱いていた｡その森は何年も放

置され,歩いてみようとする人々は村にはほとんどいなかったO子供たちはこの森に興味

をそそられ,探検して自分たちの活動に活用したいと思った｡

子供たちは,森をきれいにし,捨てられたごみをなくし,もっと近づきやすくするため

に,地域社会と両親に手伝って欲しいと頼み,何を何時行 うのかを教師と共に具体的に計

画した｡地域社会も手伝った3日間の活動で,放置された森は人々にとって以前よりも魅

力的なものになった｡植物群落を増やすために,この地域にはない野草が移植され,遊歩

道沿いには芸術的な趣きのある岩石が置かれたO他の種の樹木を植えるために,地域社会

全体が土壌整備の手助けを続けた｡

森は今では学習の場として活用されている｡そこは校庭の延長であるが,一年を通して

観察するためのある種の ｢植物園｣でもある01年の間,学校の特別プログラムでは森の

多様な側面を扱い,教師と生徒は常に森の世話をしている｡今では,村民がジョギングや

体操のために学校を訪れ,休暇の時には森の公園が大いに活用されている｡

論拠

ESDには実際の活動と意思決定が必要であり- 学校は未来について語るだけでは済

まされず,未来のために行動しなければならない｡しかしながら,学校の活動の主目的は,

物理的/技術的な,目に見える成果ではなく,生徒の学習と関与であるD

教育目標と持続可能な開発の目標では,その優先事項は必ずしも一致しない｡教育にお

いては,どのような課題が考慮され,また/あるいは,その活動ではどのような目に見え

る成果が期待されるのかということはあまり重要ではなく,その課題に焦点を当てたこと

が生徒のアイディアや意見から生じているのかどうか,また生徒がその間題を調査して解

決しようとする際に,教師が複雑で批判的な思考の育成と価値観の明確化を考慮している

のかどうかが重要なのだ｡

水やェネルギー,ごみや校庭の模様替えは,どれもがよく活用されている ｢事例｣であ

り,参加が不可欠なもので,単純な解決策が示されるものでもなく,予測不能な部分もあ

る｡このような事例においては意見の相違もあり,分かち合いと意思決定のための民主主

義の行使も含まれるoさらに,自分たちだけが最終決定を下すことを許されているという

印象を生徒に与えないように,教師が生徒に力関係- 社会的,制度札 経済的な力関係

- を明示することも重要だO

主たる目的は,物事が現実にはどのように動いているのかを理解することで,それによ

って,将来において,もし必要な際にはその物事を変えるために,訓練がなされることだO

生徒がフラス トレーションを感じるままにしておかずに,多かれ少なかれ成果を達成する

ことは可能であろう｡しかし,クラスや学校が協力して取り組んだことで,ある成果が達

成され,変革-の夢が少しでも現実のものとなった時に,この変革を尊重することは,参

加しなかった生徒にとっても,また得られた成果の育成と維持のためにも,極めて重要で
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あるO多くの事例において,得られた変革のフォローアップは,変革それ自体よりも非常

に困難である｡これは,生徒および学校全体による熟考のためのポイントとなるだろう｡

学校および地域社会における目に見える成果の分野における質基準

｡ 学校や地域社会におけるESl)に関連する物理的/技術的変化を,指導および学習の

機会と見なし,参加と民主的な意思決定のために活用する｡

｡ 学校や地域社会において得られた変化や達成された成果を育成し維持する｡
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3.未来のための視点の分野における質基準

事例

小学校の第 5学年のクラスで,教師が開発問題における世代間の側面に取り組むために,

具体的な手法を実施しようとしたO彼女はまずクラスに,自分たちはそれぞれ何人の孫を

持つことになるのかを考えさせた｡次に彼女は,生徒各自に孫の一人を選ばせ,その孫の

小さな模型を作らせた- 彼女はあらかじめ裁断した厚紙と,切って服にするためのいろ

いろな色紙を配ったoそれから生徒に,考えられるその孫の名前,好きな食べ物は何だと

思うか,一番楽しむだろうなと思うことを書き出させた｡これらの全てが,生まれ得る孫

の生活に,生徒を結びつけるための手段である｡

彼女は教室の壁に今年と過去の数十年を示す長い年表を貼り付けた｡彼女はさらにそれ

にこれから来る数十年を記載した｡この年表はどのようなことを表し得るかを生徒と少し

話し合ってから,クラスは,自分たちが想定する年齢に孫が達するまでに,現在から何年

が経過するかを話し合った｡最後に,全員の孫の模型を年表上の,現在からしかるべき時

間が経過 した位置に貼り付けた｡

その後で教師は,具体的な問題に関連して未来について考えることを生徒に促すために,

簡単な作業を行った｡｢自分たちの孫｣を指し示すことによって,生徒は今日の状況が生み

出す好機や脅威が持つ諸側面と可能な選択肢を考え出すことができたo多くの場合,この

ような葛藤が考慮されない限り,現在の世代の願望は,彼らの孫の利益に反するものにな

ると予測されるだろう｡

論拠

社会の開発に焦点を当てること,そしてこの開発のプロセスを理解するために手助けが

得られなければ,社会開発は年少の生徒の関心を引き寄せることはないO文化によっては,

生徒は自分自身と仲間の成長に焦点を当てることに慣れていて,周囲の社会と環境をあま

り変化しないものと見ている｡他の文化では,社会が不安定で安定性が欠如しているので,

未来のことを気遣うのは無意味だと生徒が考えているような場合もある｡

｢未来はあらゆる瞬間に始まり｣そして ｢我々の未来は我々および他の人々が行うこと

に影響される｣ということは,開発問題を考えるための出猟点である｡もう一つの出発点

は,時がたって振り返ること,そして我々がすでに知っている変革を形成したものは何か,

また我々がどのような状況で現在まで生きてきているのかを見出すことだ｡

将来に目を向ける時,我々は ｢開発｣を,既に一つだけの方向性が決定されたものと見

なしてはならず,決定のための多くの選択肢,開発の解決策および方法の代替案を強調す

べきなのだo考えられ得る多様な未来について理解しなければ,民主主義のための余地は

残されないo民主主義は,我々が欲する未来を我々が共に形成するという考え方の上に築

かれる｡全ての決定と変革は,短期的および長期的な未来に影響を及ぼす｡これらを予測

しようとすること,そして何が最も望ましい影響なのかを決めることによって,生徒を手

助けして,未来社会と彼らの日常生活の状況の形成に積極的に関与させるのだ｡以上を理

解することには,過去から,そして失敗したことから学ぶ能力と共に,リスクと不確実性

の排除は不可能なのだと受容することも含まれる｡
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未来のための視点の分野における質基準

｡ 生徒はビジョンとシナリオに基づいて取組,未来のための開発と変革に必要な代替的

手法を探究し,選択のための基準を確立するO

｡ 生徒は決定と代替案の短期的および長期的影響の比較に関与する｡

｡ 生徒は,関わっている問題を時系列的に理解するために,過去,現在,未来の間の関

係を探る｡

｡ 生徒は,未来のリスクを軽減 し不確実性を受容するための方法として,計画を立てて

取 り組む｡
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4.｢複雑 さの文化｣の分野における賢基準

事例

ある小規模な小学校では,複雑さという課題が生活全体の中心であった｡学校計画のみ

ならず学校の組織もが,現実の複雑さに対処しようとした｡そこが小学校であるために,

教師たちが最初に発した問いは,｢複雑さは私たちにとって,どのような意味を持っている

のか｡｣と ｢複雑さは私たちの幼い子供たちにとって,どのような意味を持っているのか｡｣

だった｡

教師は全教科と全学年のために,複雑さの連関と関係を探るための共通戦略づくりを決

定した｡その結果,天文学と空の観察がその学校の特別な関心事となった｡太陽と星の動

きを観察して,生徒は時間と空間について学習し,地球上での自分の位置について自らに

問いかけた｡生徒は,待つこと,そしてその待つことと発見の興奮とを結びつけることを

学んだ｡子供が自然と遊び,接し,実際に体で触れることを楽しむ時間を持たなかったら,

彼らに樹木や水質に気を配ることを求めることはできないと,教師たちは確信した｡子供

たちはどのような天候の時でも野外に出て行き,遠足の度に準備をし,自分たちの取組の

ためだけでなく,｢自分は何をすべきだろう,もしも-ならば｣と自問しながら,｢予期せ

ぬこと｣のためにも準備しようとした｡遠足の後に,子供たちは自分の興奮,理解,自分

たちがどこで予期せぬことに出会い,どのようにそれに対処したかについて振り返り,戟

告した｡

古代の神話や物語を通して,自然-の共感についてさらに調べ,そこで子供たちに勧め

られたのは自分自身の ｢神話｣の創作だ｡さらに生徒に求められたの紘,学校の庭園を維

持し気を配ることであり,それは彼らが発見した ｢自然のつながり｣を強化して,｢大きな

ことや遠方のことに気を配ることを学ぶために,小規模な物事や地域の状況｣に気を配る

ことを始めるためだ｡

論拠

複雑さはESDのキーワー ドの一つになっているが,その意味とそれが教育に対して提

起する課題は,まだ探究の途上だ｡その概念として明らかになりつつあるのは,我々は複

雑な世界を保持しており,対処していくには環境の状態は複雑であるというだけでなく,

多くの ｢偏狭な技術的な合理的理論｣が持つ還元主義に対抗する,｢複雑な思考｣を我々は

必要としているということだ｡

我々の環境の危機は,｢単なる問題解決｣と｢物事を引き離すことで物事を理解すること｣

を指向する考え方を,我々の複雑な社会と自然界に適用した結果だと見なされてきた｡複

雑さの文化を構築する上で,教育は主要な役割を担っている｡学校と教育研究者によって

探究されてきた3つの主要な指針があり,複雑さを指向する教育の構築のために,これら

はあらゆる訓練と学校活動に適用できる｡

a) 現実に対する ｢系統立った視点｣を構築するために,また世界規模の影響と地域の行

動との間の連関を把握する能力育成を促進するために,空間と時間において,あらゆ

る生物を互いに,自然の事象を社会的また経済的な事象に,個人を世界的な行動に結

びつける関係性に目を向ける｡
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ち)未来-の好機として多様性と制約の双方が重要である｡この制約は科学的あるいは技

術的法則とは異なり,｢予測できない｣進化や創造力を可能にする｡学習はそれ自体が,

このような半ば混沌として,予測できないプロセスの一例であり,そこでは個人の多

様性と状況の制約によって,個人の目的と解決策を構築できる｡

C) 資源,生物的循環に必要な時間,人間の精神の潜在能力 -の限界に気づく- 複雑

な自然あるいは社会のシステム,そしてあらゆる行動や無活動に関連するリスクは予

想不可能であることに気づくO

このような方向において,認識とは合理的であるだけでなく,感情的かつ価値観に基づ

くもので,共感,多様性 (生物的,社会的,文化的--)の尊重,知識それ自体の限界に

気づくことも含む｡行動の計画における分別と予防措置は,このような ｢複雑な｣視点の

結果である｡予防措置とは我々が自分の知識の限界を認識することを意味し,またある決

定によって深刻な影響が生じるのではという疑いがある場合には,最悪の結果を予測し,

そして代替案に対する賛否を判定する際には,この最悪の結果を考慮に入れることである｡

r複雑 さの文化｣の分野における質基準

｡ 生徒は解決策を見つけようとする前に,問題に対する自らの理解を深め,多様な利害

関係や視点を見出すことに取り組む｡

｡ 全教科における教育の土台は,関係性,多様な影響,相互作用の追求である｡

｡ 生徒は多様性- 生物的,社会的,文化的- を尊重し直面する機会を持ち,そして

この機会を変革のための選択肢を拡大する ｢機会｣と見なす｡

｡ 生徒を促して,自分の感情に耳を傾け,その感情を問題や状況のさらなる理解のため

の手段として活用するようにさせる｡

･ 生徒と教師は,予防原則の重要性を認識して,不確実性を日常生活の一部として受容

し,｢予期せぬことを予期してそれに対処する｣ために備える｡
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5.批判的思考 と可能性を兄いだす言語の分野における質基準

事例

第 7学年の生徒は,農薬使用に関連する問題と課題を扱うプロジェクトに取り組んでい

たoこの複雑な課題を生徒に理解させるために教師が考えたことは,生徒がこの間題に関

連して対立し合 う利害関係に気づくようにさせることだった｡そこでクラスの半分は一方

の立場を取り,農薬使用をめぐる賛成論を探して分析を行い,それに対し,もう半分は反

対の立場を取って,農薬使用に対する反対論や立場を探すよう指示されたo

さらに生徒に指示されたことは,それぞれの特定の立場を支持できる関連情報を,文献

資料 (書籍,新聞,インターネットなど)やインタビューに応じてくれる地域社会の ｢情

報提供者｣から探すことだ｡生徒の最後の作業は,各自が主張する立場についてパネル討

論を行っての教室での発表だO

学校での取組の真実性を高めるために,地域社会の ｢情報提供者｣(旧来型の農民,有機

栽培を行う農民,地元のスーパーマーケットの支配人,消費者団体の代表,ハイキング愛

好者団体の地元支部の代表者)が招かれて,パネル討論の場に同席した｡この一連の授業

の後に生徒が指示されたのは,グループに分かれて討論し,この間題について一つの立場

を取ることだった｡

このプロセスで生徒に求められたのは,農薬使用に対する立場や賛否だけでなく- 前

述の学習プロセスから得られた議論を活用して- どのような代替策や可能な行動を明ら

かにできたのかということだ｡

論拠

日々,生徒は圧倒的な量の情報にさらされ- その情報は複雑で,不確実性に満ち,矛

盾していることも多く,価値観や政策に関して中立的であることはめったにない｡これに

よって必然的に,知識とは,あらゆる視点からもあらゆる時点においても同一であるとい

ラ,客観的な事象ではないということになる｡

積極的で責任を担う市民になるために,生徒は自分で考えられることが必要だが,その

目的は,あらゆる種類の情報や議論を当然のことと見なすことではなく,知識によって主

張されることの根底にある仮定,意見,物事を見る手法について熟考して,その背後にあ

る理由を探ることだ｡

その-A方で,批判的思考と可能性を兄いだす言語を結びつけることによって強調される

のは,批判的な人間になることは,決定論的な手法であらゆる物事に否定的で懐疑的にな

ることを意味するわけではないということだ｡批判的に考える人は ｢否定ばかりする人｣

ではなく,解決策と積極的な方向を探究して,熟考と探究の批判的プロセスを,可能性に

対して共感する楽観的なビジョンに結びつけることに懸命に励む人間である｡可能性を兄

いだす言語が強調するのは,批判的に考える人は限界や制限を探究するのではなく,創造

的で偏見のない手法で,他者にとって- 他の文化,他の時代,他の状況において- 成

功し成果があった手法を探究し,またこうした手法から着想を得るのである｡したがって,

｢誤って｣いるであろうことだけでなく ｢正しい｣かもしれないことにも焦点を当てるこ

とで,批判的思考は可能性を兄いだす言語と一体となって,人間に個人的および集団的能
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力を付与し,この能力は変革を起こす能力を持ち得るものであり,また,持続可能な開発

を目指す時に大いに求められる,未来-の新たなビジョンを指し示すこともできるのであ

る｡

批判的思考 と可能性 を兄いだす言語の分野における質基準

｡ 生徒は,例えば地元の状況,国家間,現在と将来の世代間などにおける,力関係と利

害の対立に取り組む｡

｡ 生徒を促して,物事を多様な視点から見て,自分を他者と重ね合わせることで共感を

育むようにさせる｡

｡ 生徒を促して,多様な立場をめぐって議論させる｡

｡ 生徒を促して,新たな可能性や代替的行動を思い描くために,他の状況下で有益かつ

実りある (あるいはあった)事例を探させる｡
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6.価値観の明確化と育成の分野における質基準

事例

生徒の価値観に働きかけることは,教師が非常に熱心な環境保護主義者である場合には,

より困難になる｡それを認識して,ある教師のグループが価値観の明確化と構築を自分た

ちの協同のアクション･リサーチの中心とした｡彼らによれば,課題は ｢あなたが為すこ

とを信じ,それと同時に他者の 『信念』も容認せよ｣である｡問題は生徒の両親の中に数

多くの猟師がいたことと,猟師の公言する ｢自然を愛する心｣という価値観と彼らの行動

には一貫性があるのかと,一人の生徒が発した疑問であるo

最初の段階では,教師は自分の立場を表明することは避けたが,狩猟糸目合,森林保護の

担当当局,地元の反狩猟団体との多様な交流を企画した｡ある高齢の猟師は,何が彼を狩

猟に引き付けるのかという話,そしてその地域が狩猟の伝統と共に開発されてきた話につ

いて語るよう頼まれた｡

このプロセスで,地球規模の問題の中から提起されたことは,生物多様性および未来の

進化におけるその重要性だったO絶滅危倶種の狩猟と,人間が残した生息地で現在は十分

すぎる生息数がいる種の狩猟とを区別した｡

地域,国家,国際レベルでの法律が考慮に入れられ,それらについて討論が行われたO

教師は討論のフアシリテ一夕-として出席し,生徒が自分の立場を明らかにしたり質問を

するのを助けた｡教師たちも自分の意見を表明したが,狩猟問題についてはどの立場にも

立たなかった｡

その年度の終わりに生徒が発表した成果と質問は,｢狩猟｣のジレンマのみならず,異な

る時代や世界の異なる地域における,人間と生物との間の変化する関係について理解を深

めたことを示していた｡

論拠

価値観は複雑さの文化そして批判的思考育成の重要な部分であるoESDが価値観と合理

性に基づいているのは明らかだ｡その重要なメッセージは,我々が人類の多様性の尊重と

いう価値観を共有するのなら,他者の価値観の存在を受容するこのような価値観を実践し

なければならないということだ｡

価値観はあっさりと伝えることも簡単に変えることもできない｡行動の短期的変化は長

期指向型の価値観の成長と一致しないことは,研究から明らかだ｡価値観についての話し

合いと新たな価値観の構築を始めるための最初の課題は,人々が毎日の生活の中でよりど

ころにしているのは,どのような価値観かに気づくことだ｡

我々の社会では ｢公言された｣価値観は行動の中に埋め込まれた価値観とは異なる場合

が多く,これは ｢公言された｣価値観が,関係者の利害と混じり合ってしまうからだ｡多

くのケースにおいて,価値観に基づく意見あるいは決定は,事実あるいは必然的な結論と

して提示される｡

価値観の明確化と育成のプロセスにおける教師の役割は困難なものである｡一方で教師

は個人的な価値観を明確にしてはっきりと示さねばならず,他方では生徒の価値観も尊重

しなければならない｡
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価値観の明確化 と育成の分野における質基準

｡ 生徒は事実に基づく知識と価値観に基づく意見とを区別することに取組,その意見の

背後にある価値観と利害を探究する｡

｡ 教師は生徒が自身の価値観を明確にして討論することに焦点を当て,それによって熟

考,互いの尊重,他者の価値観の尊重を強化させるO

｡ 教師は,生徒には自分の立場を保持することを許可して,教師自身の価値観と意見は

提示しないという課題を受け入れる｡
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7.行動に基づ く視点の分野における質基準

事例

10歳児のクラスが ｢自分たちは考えて,包装容器類を選んで/使っているのだろうか｡｣

という問題に取り組んでいた｡このクラスのプロジェクトの背景は,自分たちの日常生活

の中で包装容器のリサイクルが広く行われているわけではないと,生徒の一部が気づいた

ことだO例えば,子供たちのあるグループは,ガソリンスタンドで販売されているフロン

トガラス清掃用の液体洗剤のプラスチック容者的ミリサイクルされていないことに,とても

関心を持ったO

この特定の問題を扱う前に,これについて生徒の理解を深めるために,教師は包装容器

問題全般について取り組もうとしたO生徒は地元のさまざまな商店で包装容器の量や種類

を調べ,｢ゆりかごから墓場まで｣の観点から,プラスチック容器について分析し,プラス

チック産業のリサイクル工場を訪問し,ロールプレイを行って包装容器使用における利害

の対立を暴き,包装容器に対する姿勢を明らかにするために質問表を作成したD

生徒は自分たちが得た知識と調査から生じた質問に基づいて,包装委員会には包装容器

-のラベル付けについて,町役場にはごみの分別について,またさまざまな製造業者には

選んだ物品の包装容器の総量について手紙を書いて質問した｡

包装容器に関連するさまざまな主張,立場,事実を明らかにしてから,生徒は上記の特

定の問題に立ち返り,教師と共に該当する石油会社に手紙を書くことを決めた｡生徒は自

分たちの分析を説明し,プラスチック容器のリサイクルを提案した｡生徒が得た会社から

の回答は,会社としては提案は良いアイディアであると思うし,生徒の調査に基づいたシ

ステムの構築に向けて前進させることを真剣に検討するというものだった｡

論拠

行動に基づく視点が意味するのは,生徒が教師と共に自分たちが取り組んでいる持続可

能な開発の問題を解決あるいは抑制するために行動を起こすことを決意し,それに続いて

その行動のプロセスについて熟考することだ｡このように,行動とは変革を目標とするも

ので,その変革とは生徒個人のライフスタイルおよび/あるいは生徒の地元や世界中での

生活環境における変革である｡

行動を起こすことの論拠は,本物の問題解決行動に自らが関与することで貴重な学習が

できることだo証拠について考え,関連情報を探し,情報源の信潰性を問い,仮定を分析

し,偏見を見つけ出し,代替策を探り,自分の視点と行動のための可能性を発表すること

によって,ある環境問題の解決にはどのようなメカニズム,事象,障壁が関連しているの

かについて,生徒は理解を深めるようになる｡

しかしながら,このようなより ｢理論的な｣類の知識と並んで,メタ知識も存在し,そ

れは現実世界の問題解決に個人的に関与してきたことによって生徒が得るものである｡こ

のプロセスにおいて生徒は,時間を取って彼らに耳を傾け,真筆に彼らを受け入れてくれ

る親切な大人に出会う場合が多い｡このようなアプローチを通して,生徒は個人的および

共同の行動に対する確信を深めることができ,それと同様に,その確信が問題-の関与に

つながるということを理解できるようになるのだ｡
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行動に基づ く視点の分野における質基準

｡ 生徒による問題-の取組とその行動は,教師によって,現実の問題の解決方法として

だけでなく,それらに教育的価値があるものとして評価される｡

｡ 生徒は問題に影響を及ぼすための行動に関する決定に参加し,自らの体験を熟考する

ことから学ぶ｡

｡ 指導は,本物の行動戦略,行動の可能性,実際の行動による体験に焦点を当てるD

｡ 行動-の生徒の関与には,解決策の代替案のリスクと可能性を比較しながら,地域お

よび世界-の影響を熟考することも伴う｡
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8.参加の分野 における質基準

事例

第8学年のある教師は何年も生徒の参加に取り組んでいたが,それは参加という概念は

持続可能な開発の中心部分かつ前提条件であるというのが彼女の考えだったからだ｡低学

年の時から生徒は,参加と責任の共有のための能力と技能を次第に伸ばしてきたo

最初に教師が意図的にクラスに作り出そうとした雰囲気は,例えば,取組方法の選択に

は生徒が参加し,その--方で授業の課題/テーマの選択に関連する決定は教師が担うとい

うものだった｡

その後,教師は生徒が担う責任と選択を増やし,最後にはプロジェクトのテーマ,取組

方法,行動と評価の選択も含め,授業と学習に関連する決定の大半に生徒が参加したO

生徒の参加促進のための教師によるイニシアチブで重要な側面は,規則を作る方法だっ

た｡規則は対話と交渉によって作られた｡力関係は比較的透明かつ明確だったので,生徒

は何時自分が影響力を持つか持たないかを知っていた｡

論拠

参加という概念は民主主義の理想と密接に結びついている｡参加とは加わり,責任を担

い,共同の行動に関与することで- その全てが社会生活の基礎構造の中で生徒の育成を

助けるのだ｡しかしながら,参加は単純なものでも ｢生得の｣ものでもない- 参加は,

学校文化,教育環境,特定の教育課題,教師の能力などの諸状況と共に,当該分野におけ

る生徒の技能と能力にかかっているのである｡以上に従って,教師にとっての中心課題は,

生徒が本心から参加するために,生徒の能力に余裕をもたせて育成することだ.傾聴し主

張を表明すること,責任を担うこと,影響を及ぼすことが,学ばれねばならない物事なの

だo

学習の視点から見ると,参加はかなり大きな役割を担っている｡なぜならば,参加は生

徒を学習プロセスの中心に置き,その所有権を生徒に与え,討論し解決策を見つけ社会的

状況の中で行動するために,意欲を奮起させるからだ｡さらに,生徒の参加が中心に位置

するのは,指導と学習のプロセスは生徒の生活と将来に対する取組であり,なおかつこれ

らに影響を及ぼすからだ｡しかしながら参加は,生徒がプロジェクトについて全てを決定

しなければならないことを意味しているわけではない｡重要な点は,自分の能力を最大限

に発揮して参加することを選択する機会を生徒に与えることであるが,その際に教師は,

割り当てられた時間内で行われる学習の全体的な質に対する責任を負 う｡

参加の分野における質基準

｡ 教師が焦点を当てるのは,例えば傾聴,主張の表明,責任を担う,結束を示すなど,

有意義な参加と協力のために必要な生徒の能力である｡

｡ 教師は,年齢と能力に適した意思決定プロセスに生徒が参加できるよう余地を与える｡

｡ 生徒は民主的な参加プロセスの経験を積む｡
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9.教科の分野における質基準

事例

14歳の生徒たちが,学校近くの川の利用をめぐる利害対立についてのプロジェクトに取

り組んでいた｡漁師と釣り人がどのように川を利用しているのかを調べて,生徒はいくつ

もの質問を提起したo例えば,養魚場はどのように稼働しているのかo養魚場は水質にど

のような影響を及ぼしているのか｡貴重な魚類の種にはどのようなものがあるのか｡釣り

人には自分が釣りたい場所で釣る法律上の権利はあるのか｡導入として,動植物を含んだ

水のサンプルを採取し,そして全く同じ水槽を2つ作った｡一方の水槽に栄養分を加える

と,やがて水は不透明になって多くの水生生物が減少し,それによって生徒は川にある養

魚場が水質に影響を及ぼしているのだと感じた｡

養魚場がどのように作用しているのかを理解するために,生徒は数値計算を行って,張

り子で養魚場の縮尺模型を製作した｡生徒はまた,魚類-の餌やりと酸素による水の富栄

養化に関する技術的な問題を議論した｡

社会的な視点からこの間題を調べるために,生徒は養魚場の ｢経営｣と釣 りに関する法

律を調べ,分析したO

その後,このプロジェクトにおける中心的な関係者の主張と意見を明らかにして分析す

るために,生徒は先のクラスでの取組から得た知識を活用して,養魚業者と釣 り人にイン

タビューを行ったOインタビューはコンピュータに記録され,表現やスペリングを仲間が

チェックしてレポー トにまとめ上げた｡

教師の考えは,例えば栄養分,メタボリズム,分解,縮尺,酸化,許可,利害,対立,

限界,価値など,生物学,地理,数学,社会科学の概念を活用することだったO生徒は,

これらが理解の促進に役立ち,問題や利害対立に関する多様な主張と考えを深めることに

気づいた｡

論拠

カリキュラムの教科はESDに多くのものを与えてくれるOしかしながら,持続可能な

開発に関連する問題に取り組むには,カリキュラムの一つの教科だけではまず無理である｡

既定のある教科をESDに含めることに対する基準は- 他の教科と共に- その教科が

その間題に関する質問に答えるために貢献できるかということだo自然科学あるいは社会

科学は,例えば,そのもののために活用されるのではなく,それらの科学によるモデルや

概念が,危機に瀕した問題の複雑さを生徒がしかるべく理解するための手法として活用さ

れる｡

この間題は,理解と行動の計画に役立つ多様な種類の地図 (政治的,気候学的,池質学

的など)と諸科目を比較できる領域のようなものであるO我々が必要とするこれらの地図

は,我々が変えたいと思っているものしだいである｡重要な点は,考えられるあらゆる地

図を活用することではなく,それらを活用することができ,そしてその地図を領域それ自

体と混同せずに,問題の複雑さを単純化するプロセスを理解することだ｡
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持続可能な開発に関する問題や課題-の取組には,個別の教科の分野の境界線を越えた

アプローチが含まれる｡重要なのは,多様な教科の視点の間のつながりを,断片的ではな

い形で強化することだ｡

ES工)はまた,従来の教科における指導と学習の再活性化と刷新のために,事例と視点を

提供することによって,従来の教科における学習も支援しなければならない｡このような

視点から見ると,｢従来の｣中心的な教科の学習に対する効果を高め,そして学習の場にお

ける意義を強化するための牽引力としてESDをどの程度活用できるかを探ることが,学

校にとっての課題であるo持続可能な開発関連の問題-の取組における,問題指向型で,

本物で,異なる教科にまたがるアプローチは,カリキュラムの中で専門分化して理論指向

型であることが多い教科を拡充することができるo

教科の分野における質基準

｡ 教師は ESDにおいて問題と争点に焦点を当てる- 争点の複雑さを生徒が理解する

ために,教科は機能し関連していなければならない｡

｡ 一般科目による理論と概念は,信 じやすく無批判であることが多い経験的知識を合理

化するために活用される｡

･ 教師は,従来の教科における指導と学習を再活性して刷新するた桝こ,ESDの中にア

イディアと視点を探す｡
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学校の方針と組織に関する質基準

10.学校の方針 と計画の分野 における質基準

事例

新たな持続可能な開発のための教育の 10年 (DES工))に感化された学校で,校長が全

職員のためにミーティングを呼び掛ける｡さらに彼は父母の代表者や地域社会のキーパー

ソン数名も招くDミーティングに先だって,校長は自分が文書で受け取ったものやT)ESD
に関してインターネットで収集 した情報について参加者に知らせるo案内状の中で校長が

示唆するのは,このミーティングは興味深いものに見えるが,ESDに特化した取組が学校

にとって良いアイディアかどうか,自分は確信を持てないということだ｡

ESDの分野における集中的な取組-の賛否両論の議論を行 うために,ミーティングには

あらゆる団体が招かれるO最終的な結論は下さないが,多数のワーキンググループを設置

して,最終判断を下すことができるミーティングに備えて,さらに詳細に多様な側面を調

査するO調査の主要点には,多種のプロジェクトやイニシアチブから得られたこれまでの

学校の経験は,この新たな状況において,どれほど役立つのかということについての再検

討も含まれる｡他の主要点は,ESDにおける特定の取組は主要科目での生徒の学習にどの

ような影響を与え,そして最終的には重要な最終試験での成績にどう影響を及ぼすのか,

ということに関連している｡両親と地域社会のさまざまな関係者は,自分たちの意見と関

心事を表明するよう促される｡

第 2回目のミーティングでは,全てのワーキンググループが報告を行い,調査で分かっ

たことを討論する｡最後にESI)-の取組の開始について全体の合意をまとめるが,全て

のグループが今後の進展-の不安についても述べるo多くの者が強調するのは,次のステ

ップを前進や成功が容易なものとしてではなく,探究と学習であると考えるべきだという

ことだoESD-の学校の取組のための質基準を明らかにしてリス ト化し,現行のリス トを

出発点として毒舌用することに合意する｡全職員を引き入れるために,ミーティングではよ

り小さなステップも数多く追加 して明らかにする｡

論拠

学校の方針は学校内のものだけでなく対外的なものもあり,ljISDに焦点を当てることで

この両方の機能を後押しすることができる｡対外的には,ESDに焦点を当てることで学校

は明確な未来指向の方針を活用できるo対内的には,どのようにすればESI)を熟考とイ

ノベーション-と導く原動力にできるのかということに,共同で焦ノ毎を当てることで,学

校がダイナミックな ｢学習機関｣-と発展するのを支援できる.ESDの本質そのものに,

未来-の希望とビジョンに基づくアイディアと熟考についてやり取りし合 う雰囲気がある｡

このように,もし,学校経営でこの可能性が理解できれば,耳SDは学校のあらゆる関係者

を日常生活やありふれた業務から関心を転じさせ,彼 らに自信を持たせ,彼 らを引き込む

ことに役立っoあらゆる学校で,学校における多くの資源と人々のエネルギーを放出させ
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るのに,校長は重要な役割を担 うだろう｡計画立案プロセスにおいて,どこに向かうかに

ついて共に合意することは必須であり,あまりに短期間での多くの変革よりも,良い方向

に向けた小さなステップの方がはるかに持続可能である｡

うまく機能している学校では,学校の能力は個人の能力を単に合計したもの以上になるO

序論で述べたように,学校の文化を学校での集団の ｢記憶｣の表明として理解することは

当然のことなのだOこれはつまりは新たな経験,熟考,イノベーションなどを学校の文化

に組み込み,人々が交流し,議論 し,物事を行 うやり方を変えることである｡このような

プロセスを促進することが校長の義務であるが,目的,プロセス,組織については,学校

の全関係者が関与する,共有のビジョンとして練 り上げねばならないO

学校の方針と計画の分野における質基準

｡ 学校はその使命と年間行動計画にESI)に焦点を当てることを含める｡

｡ 学校の指導部は教師を促 して,彼らが長期的な ESD-の取組を計画する際に,未来

指向の視点を活用させる｡

｡ 学校は,学校で ESl)問題について教師が熟考し明確にするための時間だけでなく,

生徒がESDに取り組むために,学校の時間を適切に割 り当てる.

｡ 学校は,ESl)関連のさらなる教育のための教師のニーズに応えるために,手順を整え

る｡
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ll.学校風土の分野における質基準

事例

ある小さな町の学校には,生徒に多様な学習計画を提示するという特色があるが,持続

可能な未来の課題に取り組むプロジェクトが全学年,全クラスの学習の中心になっているo

｢学校での時間を楽しむこと｣と ｢未来のために訓練を行うこと｣は両立でき,そして建設

的で,競争がなく,意欲を掻き立てる雰囲気は生徒にとってより良いものであると,教師

は確信しているO

学校の指導部は役割と責任を平等に分配しようとしているOある教師たちはクラスでの

プロジェクトの取組のコーディネー トに責任を持ち,他の教師は,他校との交流,クラス

での取組-の障害を持つ生徒の統合,あるいは町当局や教育当局との関係など,クラスを

超えた学校のプロジェクトを担当している｡

両親と地域社会はプロジェクトの進行状況を知らされ,学校の活動をたい-ん誇らしく

思っている｡学校を支援するために両親と市民による協議会が結成され,当該年度に生徒

が調査を求められるものと同じ課題について両親や関心のある市民と議論するために,同

協議会の活動は学校の活動と共に計画される｡

どの年も新たな挑戦であり,学校では最初の1カ月は,新年度のプロジェクトの計画と

学校コミュニティにおける信頼関係の構築に費やされる｡

異なる年齢からなるグループ活動の活用,生徒間のチュ一夕リング,関心を持つ両親に

よる特別な活動が行われて,新人- 教師,生徒,両親あるいは職員- の受け入れには

特別の配慮がなされているo

学校協議会には全ての関係者から代表が参加するが,主要な問題と判断が下される主要

な決定に関する学校の意向は,協議会での決定がなされる前に,幅広く議論されることに

なっている｡

論拠

学校風土は定義するのが困難な概念ではあるが,全ての教師と生徒が経験しているもの

だO学校風土を創 り出すものは- また学校風土が大きな影響を及ぼすものは- 生徒,

教師,学校職員と学校指導部との間,両親と学校外部の地域社会の間に存在している関係

全体であるoこのようなものとして学校風土は,学校で多様なグループ (教師,生徒など)

が多様な経験をするものなのだOこれらの各グループにおいても,学校風土では実に多様

な経験がなされ得る｡強烈な一体感,帰属意識というプライ ド,これらと同時に,疑念と

批判は容認されるだけでなく歓迎されるという意識は,学校の多くの人々にとって,積極

的な学校風土における主要な要素となるだろうo

ESI)は学校風土に好ましい影響を及ぼすことができ,参加,批判的思考,価値の明確化,

本物の行動,複雑さの受容を最も良く学習できる学校では,これらが学校の取組における

共通の特色として育成されているのである｡

さらにESDのために重要なことは,学校コミュニティの全員が自分の使命と貢献を認

識することだ｡互いの尊重を日々の習わしとすること,学校の資源-の配慮,民主的な規

則-の信頼,社会環境と学習環境の享受を達成するためには,教師や両親と同じく,学校
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職員や学校食堂の従業員も重要である｡

学校風土の分野における質基準

｡ 学校の雰囲気とは,自分は革新的なアイディアや提案によって貢献できるのだと誰も

が恐れることなく感じるというものだ｡これを推進するために,学校指導部は特別な

役割を担っている｡

｡ 学校は,あらゆる関係者が民主主義と参加を遂行し,多様なレベルで意思決定に関与

する場として捉えられるO

･ 学校コミュニティ全体,とりわけ両親は,生徒の一般的な学習にとっての l]SDの妥

当性について告知され,そして学校づくりに関与するO
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12.学校管理の分野における質基準

事例

我々は州の中でもかなり大きな学校を訪れる｡我々を大いに歓迎してくれる校長は,請

らしげに校庭を見せてくれる｡これは本当にすぼらしい校庭だ｡たくさんの樹木があり,

小さな芝地の周 りには花の咲く茂みや草花もあるO作業あるいは単に休息するために生徒

が座る,ちょっとした施設が屋外の多くの場所にある｡多くの樹木には一般名と学名が記

載された木製の札がつけられている｡食用 (スパイス)や健康に良い植物を植えた ｢ハー

ブ ･ガーデン｣がある一画もある｡

これらの全てが,学校改善プロジェク トの一部として特別な助成金によって,どのよう

に設置されたのかについて,我々が座って話していると,昼休みが始まる｡弁当箱を持っ

た 1クラスの生徒たちが我々の側を通り過ぎる｡小さな女生徒が誤って白米を少し地面に

落してしまう｡少女はすぐさま校舎-走り,ほうきとちり取 りを持って戻ってきて,地面

を掃除する｡昼食用の校舎にクラスが姿を消してしまう前に,少女は走って戻り,クラス

メイ トの中での自分の位置につくOこの出来事について我々が意見を述べると,校長はこ

う答える｡｢はい,生徒たちは何をすべきかを学んでいます｡｣

その後,校庭の改善全体に生徒はどれほど関与したかについて校長に質問すると,生徒

は樹木を植えるのを手伝ったと校長は答えた｡生徒はすぼらしい校庭の管理のための道具

として使われただけだったと分かったo Lかし校長はすぐさま,生徒をどのようにしてさ

らに関与させるかという点における可能性を理解 した｡｢私に 1年ください｣というのが

この ｢有能な｣校長の最後の意見だった｡

論拠

一見すると,学校管理の分野における質基準とは,汚れのないすぼらしい校庭,よく管

理された校舎,エネルギーと水の節約および適切なごみ処理のためのメカニズムを言って

いるかのようだ｡ しかし,学校管理が何しだいなのか,さらに見てみよう｡学校管理は,

将来の生活において持続可能な開発の側面を考慮できるように学習者を育成する上で,学

習者が成果を上げるためにこれらの ｢すぼらしい｣側面がどれほど役に立つかにかかって

いる｡このような視点から見ると,生徒を学校管理活動に関与させることの価値は,何よ

りもまず,その教育的および学習的価値と関連づけて認識し評価 しなければならない-

例えば学校におけるエネルギーの節約やごみの量の削減などで,どれだけの成果が上がる

のかということと関連づけるのではない｡そのために,この質基準の分野は,教育および

学習のプロセスを扱う大半の分野と密接に関連づけて認識しなければならない｡

典型的な学校では,指導/学習は学校管理から分離している｡学校管理に関する決定は

生徒の手の届かないところで行われている｡これは,学校管理は学校での生徒の生活に大

きな影響を及ぼすことが多いという事実に反している｡

授業と学校管理において,責任ある参加者として生徒を持続可能性の課題という分野に

関与させるよう,教師は奮闘しているのだろう｡ しかし,もし学校が常に ｢トップ ･ダウ

ン ｡スタイル｣で管理されているのなら,教師が達成 しようとしている物事に反して作用

する ｢隠れたカリキュラム｣として,学校管理は作用するだろう｡生徒を学校管理の一部
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分として管理される者と見なす代わりに,さらに役立っであろうことは- もう 一一度一

管理活動が学習活動となるために,学校管理の正真正銘の所有と参加を進める方法を考え

ることだ｡

取組が行われ得る分野は,主に持続可能な開発に関連するもので,それは天然資源 (水,

エネルギー,原料,生物多様性)の管理から化学物質や危険物の使用の最小化,ごみの廃

莱-の配慮から生徒の安全輸送の確保に対する注意,食習慣-の配慮から学校の周囲およ

び校庭における自然環境-の配慮にわたる｡推奨すべき生活のポイントは,ライフスタイ

ルにおける日課を,互いの願望とニーズの尊重そして誰もが変革における真の参加者とな

るための支援に結びつけることだOこのような取組は,生活の一部が持続可能性の課題に

明白に関わっているという状況で暮らしている生徒に対して,間接的に良い影響を及ぼす

だろう｡

学校管理の分野における質基準

｡ 学校は,生徒,教師,職員も含め,持続可能性に向けた学校のニーズについて定期的

に監査を行 う｡

｡ 学校は毎年,何が新たな課題であり,学校管理の継続的な改善のためにはどのような

行動を取るべきかを決定する｡

｡ 学校は慎重な資源管理の一例となるべく奮闘し,得られた成果の証拠は内部および外

部のコミュニティに提示される｡
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13.学校 レベルにおける ESDイニシアチブの熟考 と評価の分野における質基準

事例

ESDに専念する多くの授業を2年間行ってから,ある中学校の教師たちは自分たちの教

育の目的と手法について熟考することを求めた｡生徒は提起された課題について特別な関

心も持たず個人的に参加することもなく,ESDを新たな義務と考えていた｡何が障害で,

あるいは,生じた誤りは何なのかを理解しようと,教師は実に意欲的で,ESDの分野で取

り組んでいる人々にミーティングを開催しようと求めた｡

最初の段階として教師に求められたのは,過去の代わりに未来について考えることだっ

た｡彼らは本当は何を達成したかったのか｡持続可能な開発のために,彼らの教育のより

重要な ｢長期的｣目標は何だったのか｡自分たちの目標に基づいて,教師は,｢どのように

行うのか｣について,つまりその目標達成のために活用できる手法と内容について熟考を

始めた｡

このプロセスで教師が気づいたのは,いろいろな意味で彼らのESD教育は,批判的お

よび創造的思考を高めるために生徒を支援するよりも,内容の伝達だったということだっ

た｡その結果,生徒は不満を感じてきた｡彼らが取り組むよう求められた問題は,彼らの

日常生活からすれば大きすぎ,そしてかけ離れたものだった｡

教師は自分たちの教育を完全に変え,新たなアプローチを探すことを決めた｡そうする

ことで彼らは,学校においてどのような科目,プljジェクト,あるいはイニシアチブでも,

その計画立案のために各教師が従うべきある種の ｢基準｣に合意したoこの基準はある意

味で ｢抽象的｣であり,教師は定期的にミーティングを行うことを決め,各基準を説明す

るために探し出す ｢実際の事例｣の比較を行うことにしたo

最初に登場した ｢事例｣は ｢参加｣の基準に関するもので,その事例は参加の欠如につ

いてだった｡教師たちは,このプロセスに生徒と両親を関与させることなく,この基準を

決定したのだったo外部のパー トナーの支援によって,｢未来指向｣で持続可能性を考える

より良い学校を計画する際に,生徒と両親も関与させるためのイニシアチブを教師たちは

計画したo

このプロセスは長期的なものだが,その年の終わりには,学習のアプローチ,活動の種

類,ESDに向かって進むための地域社会における学校の役割を説明する一連の基準を学校

は作成した｡その基準は明確で,学校評議会で承認されたある種の ｢ESDのための学校チ

ャー ト｣に記載されたOこのチャー トにある学校づくりのためのある基準は,｢研究に関与

する｣というもので,イノベーションと開発に関するデータを収集し,教師と共に両親,

生徒,職員の代表者が参加する混合グループで,このデータについて議論する｡

論拠

持続可能な開発そしてESDのための処方聾を,我々は何も持っていない｡行動につい

ての熟考,自己評価,アクション ･リサーチは,持続可能な開発に向けた学校づくりを支

援できるアプローチだ｡熟考と研究に必要なのは,時間,明確な調査質問,データ収集,

解釈と討論,多様な視点を考慮に入れることであるQ行った行動と教育プロセスを文書に

記録することが最初のステップだO他のステップで必要なのは,学校が達成したいと考え
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る品質の定義,そしてこの達成を評価するために使用されるであろう質基準の定義であるO

生徒,両親,職員,学校外の地域社会からの参加に対して開かれている,その学校特有の

一連の質基準についての議論は,学校のESI)｢哲学｣についての共通理解と参加の文化を

育むための一つの手法である｡

議論は基準の議論に止まるのではなく,収集したデータの解釈と得られた結果の内部評

価-の全ての関係者の関与を,議論によって継続しなければならない0日に見える短期的

な成果から,価値観と批判的思考にもかかわる,中期的および長期的な学習の成果-とシ

フ トするには,その行為は容易なプロセスではないが,基準の明確化と行われた行動を熟

考し評価することで,このような行為を育むこともできるのだ｡

学校レベルにおけるESDイニシアチブの熟考と評価の分野における賢基準

･ 学校は ESDの課題について教師が熟考と研究をするために,学校の時間を適切に配

分する｡

｡ 学校はESDに対する自身のビジョンに従ってESDのための質基準を明確にして練 り

上げ,それを内部評価のために活用する｡

･ 学校は,学校全体の利益のために,また ESI)イニシアチブに関与していない教師の

ためにも,ESDから得られる利益と成果,またそれと同様に直面した障壁も活用する

ために,手順を確立するO
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学校の対外関係に関する質基準

14.地域社会の協力の分野における質基準

事例

中等技術学校の教師たちが,生徒をESDの分野-と導くことができる,真の体験学習

と地域社会における場の設定の可能性を探っていた｡その学校が位置する町は湖の近くだ

った｡過去5年間に,湖の水質汚染問題-関心が注がれていたo

学校は実験授業が予定されている全ての活動 (化学,ミクロ生物学,物理学)で湖の状

況に焦点を当てることにし,地元の環境当局に対して技術面でのパー トナーシップを提案

し,必要とされている分析と水質モニタリングの一部を行うことを申し出た｡これに加え

て,生徒は社会科と特別プロジェクトの時間の一部を活用して,湖の汚染に関する住民の

感情や意見,また町が課してきた制限や税金など,この間題の他の重要な特徴を調査した｡

その年度の終わりに,収集したデータについて,また湖だけでなく川の水質改善のため

の住民の提案について,発表が公開で行われたOこの発表の後には,他の学校も- いく

つかの小 ･中学校,そして発表会の計画と実現に関与してきた美術学校も- この行動に

参加したいと考えたO

町は3年間の水質汚染モニタリング契約を技術学校と結び,さらに水質管理のためのキ

ャンペーンに資金提供をしたが,このキャンペーンは町の住民に向けたもので,学校のネ

ットワークが計画,実施した｡

論拠

ESI)の主たる考え方の一つは,地元と関連を持ち,｢地元の状況についての知識｣を養

うことであるoこのようにして学校はもはや,抽象的な一般知識を提示する,現実世界か

ら分離した機関ではなく,社会において積極的に活動する機関となり,地域社会の開発に

おける関係者として認識される｡

最初のステップは,フィール ドワークや能動的学習のための資源として,地域社会の特

徴や問題を活用することであるoさらなるステップは,地域の持続可能な開発計画のため

の重要な代弁者として学校を打ち出すことで,もう一つのステップは,持続可能性に向け

た地域社会の研究と行動のために,学校の施設と能力を提供することだOこのプロセスに

おいて学校は,門戸が開かれ,専門知識の情報源であり,地域社会の他の団体と責任を分

かち合 う,｢中心的な社会施設｣となる｡教師と生徒は認知,認識されるようになり,生徒

は積極的な市民としての将来の役割を発揮し始めるのである｡
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地域社会の協力の分野における質基準

｡ 学校は地域社会を指導/学習の資源として有意義な形で関与させる｡

｡ 学校は地域社会を本物の行動のための舞台として活用するO

｡ 学校は,地域社会が学校に対する自らの関心事に取り組めるようにし,｢コミュニテ

ィ .センター｣として機能するO
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15.ネ ッ トワーキ ングとパ- トナー シップの分野における質基準

事例

ある自治体がそこの50の学校全体を一つのシステムにまとめ上げようとしていたoこ

のシステムではネットワーキング,パー トナーシップ,教育大学の関与が主要な役割を果

たすことになっていたOまず,学校は現職教師研修プログラムに参加し,そこで,同僚を

奮起させ,指導でき,お互いに批評できる仲間になれるよう,各校 2名ずつの教師を訓練

した｡

自治体の支援を受けて,批評できる仲間のグループと大学は,学校間の初めての協力を

促進するためのグループを結成した｡

学校は,地理的な基準,あるいは場合によっては,ESDの範囲内での特定のどの分野に

関心があるかによって,パー トナーシップを形成した｡パー トナーシップは校長,教師そ

して生徒のレベルで構築されたoある学校が特に関心を持っていたのは,ESDを自分たち

の教育に組み込むための学校行動計画の策定に関連する支援を得ることだった｡ネットワ

ークのおかげで,その学校はこの作業に取り組む上で,他の学校と協力関係を築き,そこ

では批評できる仲間が情報と経験の交換で主要な役割を果たした｡

他の一団の学校は,湖に復元されることになっている湿地の近くに位置していた｡それ

らの学校は,この復元をめぐる利害対立に焦点を当てたESDプログラムを練り上げたい

と考えていた｡批評できる仲間が-緒になって,地主,自治体,保護団体など,この分野

に関心や知識を持っている地元の主要な関係者との交流を進めた｡このような交流から,

これらの学校の一つと保護団体との継続したパー トナーシップが生まれたO

論拠

ネットワーキングとパー トナーシップの主要な側面は,常にそしてシステム化されて行

われる,ESI)関連の経験および情報の育成と交換であるOネットワーキングとパー トナー

シップはいくつものレベルで構築可能だ｡つまり,地域の近隣の学校間でのネットワーキ

ング,学校とNGO,あるいはESDの分野における教育の発展に積極的な政府系組織 (大

学あるいは,教師教育の経験のあるセンターあるいは協会),あるいは国際的なパー トナー

とのネットワーキングだ｡

学校レベルでは教師と同じく生徒も,ネットワークとパー トナーシップの創設と維持の

プロセスで活動する｡学校は,事後対応的および事前対応的な両方の方法で,ネットワー

キングによる恩恵を得る｡すなわち学校は,他の教育機関の経験から学ぶことによって,

またネットワークとパー トナーシップを構築して促進 し,そこで生じた経験を伝えること

によって,自分たちの指導と学習を発展させる｡このような視点からすると,ネットワー

キングは,あらゆるパー トナーに権限を与え,パー トナーシップにおける相乗効果をもた

らすという,ダイナミックな特色を持つであろう｡

国家および地域の教育当局の課題は,学校がネットワークとパー トナーシップを構築し

維持するのを可能にする,経済的資源と枠組を提供することだ｡
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ネ ッ トワ-キ ングとパ- トナ- シップの分野における質基準

B 学校は,ESl)関連のアイディアと情報の発展,交換,比較のために,他校と協力する｡

B 学校は,生徒を促 してイニシアチブを取らせる地域,国家,あるいは国際レベルのESD

関連ネットワークの一部である｡

D 学校は,ESDの分野における教育開発に積極的な機関との協力を求めている0
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第Ⅳ部 資料

資料 1は,わが国における ｢国連持続可能な開発のための教育 10年｣実施計

画の中か らの抜粋,資料 2は,中学校学習指導要領 (平成 20年 3月告示)や高

等学校学習指導要領 (平成 21年 3月告示)の中で,｢持続可能な｣や ｢持続性｣

などESDと関連 した内容を抜粋.資料 3は.第 Ⅰ部で用いた用語の解説 を提示

した｡また,資料 4は,研究の経過を詳細に示 した｡
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資料 1

わが国における ｢国連持続可能な開発のための 10年｣実施計画
｢国連持続可能な開発のための 10年関係省庁連絡会議 (平成 18年 3

月 30日)｣よりplからp8までを抜粋

L三二両
2002年 12月の国連総会において､2005年から2014年までの10年間を

｢国連持続可能な開発のための教育の10年｣とすることが決議されました｡

これを受けて､政府は､2005年 12月､｢国連持続可能な開発のための教育の1

0年｣に係る施策の実施について､関係行政機関相互間の緊密な連携を図り､総合的か

つ効果的な推進を図るため､｢国連持続可能な開発のための教育の10年｣関係省庁連

絡会議 (以下 ｢連絡会議｣)を内聞に設置しましたO

連絡会議では､各方面から寄せられた意見等にも十分に配慮しつつ検討を進め､わが

国における ｢国連持続可能な開発のための教育の10年｣に関する実施計画を定めまし

た｡

政府 としては､関係府省が連携してこの実施計画に掲げられた諸施策を着実に実施す

ることにより､持続可能な開発のための教育 (EducationforSustainableDevelopment

以下 ｢ESI)｣)の積極的な推進を図り､もって､あらゆる人々が､質の高い教育の恩

恵を享受し､また､持続可能な将来と社会の変革のために求められる価値観､行動､及

びライフスタイルを学び､各主体が持続可能な社会づくりに参加する世界を実現するこ

とを期するものです｡

虹 基本的考え葡
(1)経緯

ESDは､教育及び持続可能な開発に関するそれぞれの世界的な取組に由来していま

す｡教育については､1948年の世界人権宣言において ｢すべて人は､教育を受ける

権利を有する｣とされ､1990年の ｢万人のための教育世界宣言｣以降､初等教育の

普遍化､教育の場における男女格差の是正､識字率の改善などを目標とした ｢万人のた

めの教育｣(EducationforAll(EFA))の実現に向け世界的に取り組まれています｡

一方､持続可能な開発については､1987年､ブルントラントO)ル ウェ-首相 (当

時)を委員長とする ｢環境と開発に関する世界委員会｣が公表 した報告書 ｢われら共有

の未来 (OurCommonFuture)｣の中心的な考え方として､｢将来の世代のニーズを満た

しつつ､現在の世代のニーズも満足させるような開発｣という ｢持続可能な開発｣の概

念が取 り上げられましたoその後､1992年に開催された国連環境開発会議 (地球サ

ミット)においては､持続可能な開発についての国際的な取組に関する行動計画である

｢アジェンダ21｣が採択され､この ｢アジェンダ21｣の第36章 ｢教育､人々の認

識､訓練の推進｣の中で持続可能な開発のための教育の重要性とその取範の指針が盛 り
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込まれました｡

このような教育と持続可能な開発に関する取組が世界的に行われる中で､ESDの概

念が深められ､国連持続可能な開発委員会において国連教育科学文化機関 (以下 ｢ユネ

スコ｣)が中心となり､持続可能な開発のための教育のあり方について検討が進められ

ました｡

2002年に開催された持続可能な開発に関する世界首脳会議 (ヨハネスブルグbサ

ミット)の実施計画 (以下 ｢持続可能な開発に関する世界首脳会議実施計画｣)を交渉

する過程で､わが国は､国内のNPOから提言を受け､｢持続可能な開発のための教育

の10年｣(以下 ｢ESDの10年｣)を提案し､各国政府や国際機関の賛同を得て持続

可能な開発に関する世界首脳会議実施計画に盛り込まれることとなりましたOこのこと

を踏まえ､わが国より､2002年の第57回国連総会に､2005年からの10年間

をESDの10年とする旨の決議案を提出し､満場一致で採択されました｡わが国は､

2003年の第58回国連総会､2004年の第59回国連総会においてもESDの1

0年を推進するための決議案を提出し､それぞれ採択されました｡これらの国連決議に

基づき､ESDの10年の推進機関として指名されたユネスコにより国際実施計画が策

定され､2005年9月に承認されましたo

(2)持続可能な開発のための教育とは

(〟)持続可能な開発､持続可能な開発のための教育

持続可能な開発とは､将来の世代のニーズを満たす能力を損なうことなく､現在の

世代のニーズを満たすような社会づくりのことを意味しています｡このため､すべて

の人が健康で文化的な生活を営むための取組が必要であり､貧困を克服 し､保健衛生

を確保 し､質の高い教育を確保することなどが必須です｡これらの取組は､性別､人

種等により差別されず､公平に向上するよう取り組まなければなりません｡また､こ

れらの取組を資坂の有限性､環境容量の制約､自然の回復力などを意識した節度ある

ものとし､将来世代-と持続する社会づくりとしなければなりませんOさらに､戦争

や紛争は､難民を生み､環境を破旗するため､平和-の取組が必要です｡

以上を踏まえると､世代間の公平､地域間の公平､男女間の平等､社会的寛容､貧

困削減､環境の保全と回復､天然資源の保全､公正で平和な社会などが持続可能性の

基礎となっており､環境の保全､経済の開発､社会の発展 (以下を含め､｢社会｣を

文化の面も含めた広い意味で使います｡)を調和の下に進めていくことが持続可能な

開発です｡

このような持続可能な開発は､私たち-人ひとりが､日常生活や経済活動の場で､

意識 し､行動しなければ実現しませんDまず､私たち一人ひとりが､世界の人々や将

来世代､また環境との関係性の中で生きていることを認識し､行動を変革することが
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必要であり､そのための教育がESDです｡なお､このためには､すべての人に対し

て識字教育を確保し､質の高い基礎教育を確保することが前提となります｡

なお､持続可能な開発の ｢開発｣(development)については､｢発展｣､｢社会の構

築｣などと言われることもありますが､この実施計画においては､いずれも同じ主旨

として捉えた上で､｢開発｣という言葉を使 うこととします｡また､持続可能な開発

のための教育の ｢教育｣については､学校等の公的教育のみならず社会教育､文化活

動､企業内研修､地域活動などあらゆる教育や学びの場を含みますD

(口)ESDの目標

ESDの目標は､すべての人が質の高い教育の恩恵を享受し､また､持続可能な開

発のた糾 こ求められる原則､価値観及び行動が､あらゆる教育や学びの場に取り込ま

れ､環境､経済､社会の面において持続可能な将来が実現できるような行動の変革を

もたらすことです｡

(∩)取り組むべき分野

取り組むべき分野は､それぞれの国の状況や事情により異なってきますD開発途上

国では､引き続き貧困撲滅が最優先課題であり､持続的成長､個々人の生活水準と福

祉の向上 (保健衛生､基礎教育､人権､難民問題等-の敗組)及び人間の安全保障の

実現等が緊急の課題です｡また､こうした諸問題の大きな背景をなす､国内や地域の

平和と安全､ガバナンス等の改善も必要です｡先進国においては､環境保全､人権や

平和等の社会的な課題､貧困等の経済的課題について取り組んでいくことが必要です｡

これらの中でも優先的な課題として､資甑の過剰利用の抑制や環境保全等が挙げられ

ます｡また､世界の社会経済は､相互に結びついており､各地域や国がお互いの課題

について理解し､協調して取り組むことが必要です｡

(3)わが国の実施計画

(イ)わが国の実施計画の位置づけ､内容

ESDは､わが国の提案により､世界的に取 り組まれることとなったため､政府は､

この実施計画に基づき国内外における施策を推進し､国内及び世界の取組をリー ドし

ていきますDまた､各地域で各主体が連携して､適切な役割を担うことができるよう

実施の指針を明らかにするとともに､各主体に期待する事項を示します｡

具体的には､政府は､この実施計画の3.ESD実施の指針に示す内容に基づき施

策を推進します｡また､多様な主体による取組についても､この指針に基づいて行わ

れるよう周知していきますO具体的な施策については､区㌻盲すすあ推進方策匝おい

て､政府が自ら主体として実施する措置を示すとともに､各主体が連携して適切な役
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割分担の下に進めていけるよう各主体に期待する役割を明らかにし､その上で､各主

体の取組を促進 o支援するための施策を示します｡さらに､国際協力の進め方につい

て示 し､世界においてリーダーシップを発揮するための具体的な取組を示しますO

(∩)最終年までの目標

ES工)の積極的な推進により､一人ひとりが､世界の状況や将来の世代と､現在の

社会や自分との関係を見つめ､自らが生きる社会を持続可能な社会とすべく､その社

会づくりに参画するようになることを目指しますo

また､教育機関､NPO (以下も含め､公益法人等､非営利でかつ公益を目的とす

る組織を含む広義のNPOを意味します｡)､事業者､行政等が､それぞれの活動に､

持続可能な社会づくりのための行動を織 り込むことを目指します｡

さらに､各地域において様々な主体が連携しつつ､それぞれの地域の文化､産業､

自然､歴史等を踏まえた､持続可能な地域づくりを行 うことを目指します｡

これらの取組を通じて､日本社会が持続可能な社会に近づき､また各主体が､世界

の中の一員として､地域､国､国際レベルで行動し､必要な役割を担うようになるこ

とを目指しますO

(ハ)わが国におけるESD

世代間の公平､地域間の公平､男女間の平等､社会的寛容､貧困削減､環境の保全

と回復､天然資源の保全､公正で平和な社会など､ESDにおいて取り組むべき課題

は多岐にわたります｡ESDで目指すべきは､個々人が､単にこれらについての知識ノ
を網羅的に得ることだけではなく､｢地球的視野で考え､様々な課題を自らの問題と

して捉え､身近なところから取り組み (thinkglobally,actlocally)､持続可能な

社会づくりの担い手となる｣よう個々人を育成し､意識と行動を変革することですO

そのためには､人格の発達や､自律心､判断力､責任感などの人間性を育むという観

点､個々人が他人との関係性､社会との関係性､自然環境との関係性の中で生きてお

り､｢関わり｣､｢つながり｣を尊重できる個人を育むという観点の2つの観点が必要

です｡このような視点を踏まえた上で､公共に主体的に関わり､持続可能な社会づく

りに参画する個人を育むことを目指します｡それは､未来の社会を描き､その実現に

向けた取組を実行できる人づくりということも言えます｡

そして､このような個々人の取組がつながりあうことにより､持続可能な地域づく

り､国づくり､世界づくりとして発展することが可能となりますDそのためには､個

人が参画する地域づくりを社会の仕組みとしても確立していく必要がありますD

ESDの概念は新しいものですが､その取組すべてが新しいというものではありま

せんD学校では､｢総合的な学習の時間｣等を通じて ｢生きる力｣をはぐくむこと､

地域活動では ｢市民参画のまちづくり｣などとして取り組まれていますOこれらをE
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sDの観点から捉え直すことによってもESDの実践が可能となりますO

(ニ)わが国が優先的に取り組むべき課題

環境､経済､社会面の多岐にわたる課題の中で､わが国を含む先進国に何よりもま

ず求められるのは､社会経済システムに環境配慮を織り込んでいくことです｡具体的に

は､大量生産 .大量消費 ･大量廃棄に基礎を置く生活スタイルや産業構造を転換し持

続可能な消費｡生産パターンを定着させることや生物多様性を確保することなどですO

しかしながら､個々人の暮 らしや地域の課題は､環境､経済､社会がそれぞれ縦割

りで存在するものではないことから､総合的､重層的なものであるはずです｡環境の

保全から始めた取組が､人権や福祉等の課題の解決等-の発展につなげていくよう取

り組むことが必要となります｡例えば､地域の自然資源の活用を促進することにより､

地域経済の向上と環境保全の両面から地域社会が向上します｡さらに､この取組に地

域の多様な主体が参加することにより､地域コミュニティの関係性が向上し､地域で

顔の見える関係性が構築される結果､地域福祉の向上にもつながるといった好循環が

うまれます｡

一方､国際的な視点からは､世界規模で持続可能な開発を図る上で不可欠な開発途

上国の直面する諸問題に対する理解の強化と開発途上国の諸主体との連携及び協力

の強化によるミレニアム開発 目標の達成が､先進国として求められる点です｡

また､先進国における消費 ･生産活動をはじめとする社会経済活動と､開発途上国

における持続可能な開発に関わる貧困等の諸問題は､相互に密接につながっており､

これらについても統合的に扱っていくことが重要です｡

このため､政府としては､わが国のESDについて､先進国が取り組むべき環境保

全を中心とした課題を入り口として､環境､経済､社会の統合的な発展について取り

組みつつ､開発途上国を含む世界規模の持続可能な開発につながる諸課題を視野に入

れた取組を進めていくこととします0

3qESD実施の指針

(1)地域づくりへと発展する取組

ESDの取組においては､学習者が多様な課題を実感し､自らの問題として捉え､解

決に向け実践することが必要ですOそのため､教育を受ける個人に近い地域において､

地域の特性に応じた実施方法を開発し､発展させることが重要ですoESDの実践を通

じて､各地域の特性に応 じた取組方法が明らかになってきます｡

各地域では､地域特性に応 じた教育や各種の地域課題を解決するための活動等が実践

されていますoまた､地域教育力の再生のための取組も､各地で始められていますoさ

らに､地域の伝統的な文化を大切にする取組も､地域の関係性を保ち､向上させるもの
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として有効です｡

これらの活動について､ESDの取組として捉え直すと､既に多くの活動がESDの

観点を踏まえて実践されているものがあり､また､必要な見直しを行うことにより､E

sDの取組として捉えることが可能となります｡これらの既存の活動において､将来世

代や国内外の他の地域とのつながりを大切にするなどのESDの原則や価値観を重視

し､持続可能な地域づくり-の取組-と発展するようにすることが大切ですO

地域づくり-の参画は､大人ばかりではなく､子どもの参画という視点も大切ですO

子どもの参画を進めることにより､大人の参画も促され､活動の現場が活性化するとい

う面もあります｡

また､これらの取組の中で､高齢者､障害者､外国人等の社会参画に障壁がある人た

ち-の酉己慮も必要となりますO

(2)教育の場､実施主体

ESDは､政府や地方公共団体だけが実施するものではなく､個々人の意識に影響を

与えるあらゆる場で実施されることが重要です｡

このため､幼稚園､小学校､中学校､高校､大学等の学校教育の場､公民館や博物館

等の社会教育の場､さらには職業訓練校等のような公的機関にとどまらず､地域コミュ

ニティ､NPO､事業者､マスメディアなど､あらゆる主体が実施主体となることが重

要です｡

(3)教育の内容

環境教育や開発教育をはじめ平和､人権等のESDの対象となる課題について､学校

では､既に社会科､理科､技術 ｡家庭科等の各教科や総合的な学習の時間等において取

り扱われており､また､社会教育施設や地域活動等においても､扱われてきましたDま

た､学校､社会教育施設､NPO活動､企業内研修等において､環境教育､国際理解､

人権教育､消費者教育､キャリア教育､食青等を実施している指導者は､すでに各分野

の教育の技能を有しています｡

しかしながら､ESDでは､これら個別の取組のみではなく､様々な分野をつなげて

総合的に扱っていくことが必要です｡そのためには､各分野を専門領域とする者が互い

に学び合い､各分野を理解し､連携を図ることも大切ですO

小中高等学校においては､各教科等や総合的な学習の時間など学校教育活動全体を通

じて､ESDに関して学習することが重要になります｡

特に総合的な学習の時間では､各教科等で学んだことをいかして､自ら調べたり､考

えをまとめ発表したりするなど､ESDに関する学習を一層深めることが可能です｡こ
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のような学習を通じて､地域づくりに参画する態度を育成することが大切です｡

さらに､社会教育や地域活動においても､個別の課題のみならず他の分野とつなげ､

関わり合 うことにより､ESD-と発展させることが可能となります｡すなわち､ES

Dにおいては､様々な課題の取組をベースにしつつ､個別の分野にとどまらず､環境､

経済､社会の各側面から学際的かつ総合的に扱うことが重要です｡

わが国では少子高齢化に伴う人口減少時代､すなわち､労働力減少時代に突入してい

ますDそのような中､多くの外国人がわが国に入国していますOわが国の社会の活性化

を維持する上で､こうした外国人の社会-の参画が必要となっており､このための日本

語教育も必要です｡

く4)車び方 ･教え方

学び方 ･教え方については､｢関心の喚起-理解の深化-参加する態度や問題解決能

力の育成｣を通じて ｢具体的な行動｣を促すという一連の流れの中に位置づけることが

大切ですOこれらの過程では､単に知識の伝達にとどまらず体験､体感を重視 して､探

求や実践を重視する参加型アプローチとすることが大切です｡また､活動の場で学習者

の自発的な行動を上手に引き出す｢フアシリテ- ト｣の働きを重視することも大切ですo

これ らのアプローチを通じて､学習者の参加する態度や問題解決能力を育み､参加する

機会の提供にも努めることが必要です｡

このような学び方､教え方を実践するためには､参加体験型の学習方法や合意形成の

手法を活用することが効果的です｡高校や大学等の中等教育､高等教育においては､仕

事や活動の現場で､必要な知識や技能を習得させるオンザジョブ ･トレーニング

(on-the-jobtraining) により､具体的な実践を通じて学ぶという方法も効果的です｡

教育や学習の現場では､学ぶ側の意見を取り込みつつ､進めることが大切です｡教育

や学習の対象者すべてに一斉に同じ方法をとるのではなく､可能な限り一対一の対話を

重視 して行 うよう努めることが大切ですo

(5)育みたい力

ESDにおいては､問題や現象の背景の理解､多面的かつ総合的なものの見方を重視

して体系的な思考力 (システムズ シンキング (systemsthlnklng))を育むこと､批

判力を重視して代替案の思考力 (クリティカル シンキング (critlCalthinklng))を

育むこと､データや情報を分析する能力､コミュニケーション能力の向上を重視するこ

とが大切ですO

また､人間の尊重､多様性の尊重､非排他性､機会均等､環境の尊重といった持続可

能な開発に関する価値観を培うことも重要です｡
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このような技能や価値観を培い､市民として参加する態度や技能を育むことが大切で

すDなお､小中高等学校の総合的な学習の時間は､体験を通じて学校等で学んだ知識の

定着､思考力､判断力､表現力､問題解決能力の育成､調べ方やまとめ方､発表の仕方

などを身につけさせることを目指して行われており､ESDにおいて重視すべき点と重

なるため､その充実が必要です｡

(6)多様な主体の連携､協働

国全体としてESDを推進する際に､各主体の自発的な取組を連携させることが重要

であり､同分野内､異分野間､地域間､中央と地方の間の連携と国際的な連携の強化が

必要です.この際､異なる主体間をつなぐコーディネー ト能力､多様な主体のそれぞれ

の特徴と地域の資坂や状況を踏まえて活動や組織を構築するプロデュース能力を持つ

人材や組織が必要となります｡

各地域においては､大学や教育委員会その他の教育関係組織､社会福祉協議会や地域

のNPO等が､教育現場と地域の人材や施設､活動の場をつなげることが期待されます｡

地域には､ボランティアセンター､NPOの支援センター､公民館等の教育や地域活動

の支援組織があり､これらの組織において､コーディネー トやプロデュースする機能を

担 うことが期待されますo学校教育においては､教員がコーディネー ト能力を持つよう

になることも必要ですD

(7)評価

ESDの取組を広め､効果的なものとさせるため､ESDを実践する主体は､企画し､

実践し､評価し､それを次の活動の改善にいかすという過程を重視して行 うことが大切

ですO

4.ESDの推進方策

政府は､関連する施策に持続可能な開発を可能な限り織り込むとともに､ESDがあ

らゆる場所で多様な主体により取り組まれることとなるよう､下記について実施又は促

進することにより､国内実施をリー ドする役割を担いますoこれらの実施及び促進のた

め､具体的には､別表に掲げる施策を実施します (別表については､毎年見直します｡)0

別表の具体的施策については､各個別の施策のみでESDが達成されるものではなく､

各主体の活動において別表の各施策を活用し､ESD-と発展させることが期待されま

-｡L.
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資料 2

学習指導要領 (中学校 (平成 20年告示)b高等学校 (平成 21年告示))
からESDに関連する内容の抜粋

第 2章 第 2節 社会 E地理 的分野 】(2 内容 ,(2) 日本 の様 々な地域 ,ウ 日本 の諸

地域 )

(エ)環境 問題や 環境保全 を中核 とした考 察

地域 の環境 問題 や環境 保全 の取組 を中核 と して,それ を産業や地域 開発 の動 向,人 々の

生活 な どと関連 付 け,持続 可能 な社会 の構 築 のためには地域 にお け る環境保全 の取組 が

大切 で あるこ とな どについて考 える｡

第 2章 第 2節 社会 E公 民的分野 】 (2 内容 ,(4) 私 た ち と国際社会 の諸課題)

イ よ りよい社 会を 目指 して

持続 可能 な社会ーを形成 す る とい う観 点か ら,私 たちが よ りよい社会 を築 いてい くために

解決すべ き課題 を探究 させ , 自分 の考 えをま とめ させ る｡

第 2章 第 4節 理科 E第 1分野 暑(2 内容,(7) 科学技術 と人間)

り 自然環境 の保全 と科学技術 の利用

(ア) 自然環境 の保全 と科学技術 の利用

自然環境 の保全 と科学技術 の利用 の在 り方 について科 学的 に考察 し,塗塵互選_な丑会 を

つ くるこ とが重 要であ るこ とを認識す る こと｡

第 2章 第 4節 理科 E第 2分野 】 (2 内容 ,(7) 自然 と人間)

ウ 自然環境 の保全 と科学技術 の利用

(ア) 自然環境 の保全 と科学技術 の利用

自然環 境 の保全 と科学技術 の利用 の在 り方 について科 学的 に考察 し,塾 匪旦飽姐 会 を

つ くる ことが重 要であ る ことを認識す ること｡

(中学校学習指 導要領 (平成 20年告示 ) よ り)

第 2章 第 2節 地理歴 史

(第 2款 各科 目,第 1 世界史A, 2 内容 , (3)地球社会 と 日本)

オ 持続 可能 な社会- の展望

現代世 界 の特質 や課題 に関す る適切 な主題 を設定 させ,歴 史的観 点か ら資料 を活用 して

探究 し,その成 果 を論述 した り討論 した りす るな どの活動 を通 して,世界の人 々が 協調

し共存 できる持 続可能 な社会 の実現 につ いて展望 させ る｡

(第 2 世界史 B, 2 内容 , (5)地球 Ilと界の到来)

オ 資料 を活用 して探 究す る地球世界 の課題

地球世界 の課題 に関す る適切 な主題 を設 定 させ ,歴史的観点 か ら資料 を活用 して探究 し,
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その成果を論述 した り討論 した りするな どの括動を通 して,資料を活用 し表現す る技能

を習得 させ るとともに, これか らの世界 と日本の在 り方や世界の人々が協調 し共存でき

る持続可能な社会の実現について展望 させ るo

(第 5 地理 A, 2 内容)

ウ 地球的課題 の地理的考察

環境,資源 ･エネルギー,人 口,食料及び居住 ･都市間題を地球的及び地域的視野か ら

とらえ,地球的課題 は地域 を越 えた課題であるとともに地域 によって現れ方が異なって

いることを理解 させ,それ らの課題の解決 には持続可能な社会 の実現を 目指 した各国の

取組や国際協力が必要であることについて考察 させ るO

第 2章 第 3飾 公民 (第 2款 各科 目,第 1 現代社会, 2 内容)

(3)共に生きる社会 を目指 して

持続可能な社会 の形成 に参画す るとい う観点か ら課題 を探究す る活動を通 して,現代社

会に対す る理解 を深め させ るとともに,現代 に生きる人間 としての在 り方生き方につい

て考察を深 めさせ る｡

(第 3 政治 ･経済, 2 内容)

(3)現代社会の諸課題

政治や経済な どに関す る基本的な理解 を踏まえ,持続可能な社会の形成が求め られ る現

代社会の諸課題 を探究す る活動 を通 して,望ま しい解決の在 り方について考察 を深 めさ

せ る｡

第 2章 第 5節 理科 (第 3款 各科 目にわたる指導計画の作成 と内容の取扱い,1 指

導計画の作成に当たっては,次の事項に配慮するものとするO)

(2)生命 を尊重 し, 自然環境の保全に寄与す る態度の育成 を図ること｡また,環境問題

や科学技術 の進歩 と人間生活にかかわる内容等については,持続可能な社会をつ くるこ

との重要性 も踏 まえなが ら,科学的な見地か ら取 り扱 うこと｡

第 2章 第 6飾 保健体育 (第 2款 各科 目,第 1 体育,2 内容,H 体育理論, (3)

豊かなスポーツライフの設計の仕方について理解できるよ うにする｡)

エ スポーツを行 う際は,スポーツが環境 にもた らす影響を考慮 し,持続可能な社会の

実現に寄与す る責任 ある行動が求められ ること｡

第 2章 第 9節 家庭 (第 2款 各科 目,第 1 家庭基礎, 2 内容, (2)生活の 自立及

び消費 と環境)

オ ライフスタイル と環境

生活 と環境 とのかかわ りについて理解 させ,持続可能な社会 を 目指 してライフスタイル

を工夫 し,主体的に行動できるようにす る｡
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(第 2款 各科 目,第 2 家庭総合, 2 内容, (4) 生活の科学 と環境)

生涯 を見通 したライフステージご との衣食住 の生活 を科学的に理解 させ,先人の知恵や

文化 に関心をもたせ る とともに,持続可能 な社会 を 目指 して資源や環境 に配慮 し,適切

な意思決定に基づいた消費生活 を主体的に営む ことができるよ うにす る｡

(第 2款 各科 目,第 2 家庭総合, 2 内容, (4) 生活の科学 と環境)

エ 持続可能な社会 を 目指 したライ フスタイル の確 立安全で安心な生活 と消費 について

考え,生活文化 を伝承 ･創造 し,資源や環境 に配慮 した生活が営めるよ うにライ フスタ

イル を工夫 し,主体的に行動できるよ うにす るO

(第 2款 各科 目,第 3 生活デザイ ン, 2 内容, (2) 消費や環境 に配慮 したライ フス

タイルの確立)

イ ライフスタイル と環境

生活 と環境 とのかかわ りについて理解 させ,持続可能な社会 を 目指 した ライフスタイル

を工夫 し,主体 的に行動できるよ うにす るO

第 3章 第 1節 農業 (第 1款 目標)

農業の各分野 に関す る基礎的 ･基本的な知識 と技術 を習得 させ,農業の社会的な意義や

役割について理解 させ るとともに,農業 に関す る諸課題 を主体的,合理的に,かつ倫理

観 をもって解決 し,持続的かつ安定的な農業 と社会の発展 を図る創造的な能力 と実践的

な態度 を育て る｡

第 3章 第 1節 農業 (第 2款 各科 凱 第20森林経営, 目標)

森林経営における測定,計画 と管理 に必要な知識 と技術 を習得 させ,森林の機能 と評価

の意義 を理解 させ るとともに,森林 を持続的に経営す る能力 と態度 を育て るD

(第 2款 各科 目,第20森林経営, 3 内容 の取扱い)

エ 内容の (4)については,我が国の森林 の持続 的経営に関 して,植林 ･間伐 ･伐採 ･再

造林な どの具体 的な内容 を扱 うこと｡

オ 内容の (6)のアについては,森林計画制度 な ど我が国の森林政策の概要 を扱 うこと｡

イについては森林の機能 を持続 させ るための金融 と保険制度 を扱 うこと｡ クについては

森林経営に関す る法規の概要 を扱 うこと｡

(第 2款 各科 目,第24水循環, 目標)

水 を有効かつ継続 的に利用す るための知識 と技術 を習得 させ,地球上の水循環 と環境や

生物 とのかかわ り,人間措動が水循環の 中で営まれ ることを理解 させ るとともに,環境

保全に配慮 し,農業の持続的な発展に活用す る能力 と態度 を育てる｡

第 3章 第 2節 工業 (第 2款 各科 目,第 11環境工学基礎, 3 内容 の取扱い)

(2)内容の範囲や程度 については,次の事項 に配慮す るもの とす るo
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ア 内容 の (1)につ いては,地球 の成 り立 ち,資腺やェネル ギーの有限性 ,地球環境 の現

状 な どを扱 うこと｡ また,持続 可能 な社会 の構築 に向け技術者 が果たす役割 につ いて も

扱 うこ と｡

第 3章 第 4飾 水 産 (第 1款 目標 )

水産や海洋 の各 分野 にお ける基礎 的 ･基本 的 な知識 と技術 を習得 させ ,水産業及び海洋

関連産業の意義や役 割 を理解 させ ると ともに,水産や海洋 に関す る諸課題 を主体的,合

理 的 に,かつ倫理観 をもって解決 し,持続 的かつ安定的 な水産業及び海洋 関連産業 と社

会 の発展 を図 る創 造 的な能力 と実践的 な態度 を育て る｡

第 3章 第 4節 水 産 (第 2款 各科 目,第 14資源増殖 , 3 内容 の取扱 い)

ウ 内容の (3)については,病気 の種類 や その対策 な どにつ いて基礎的 な内容 を扱 うこ

と｡病害対策 については,持続 的養殖生産確保 法 な どの関係 法規 も扱 うこ と｡

(第 2款 各科 目,第 15海 洋生物, 3 内容 の取扱い)

オ 内容 の (5)については,水産資源 の持続 的有効利用,漁獲 可能 量制度 な どについて も

触れ ること｡

第 3章 第 5節 家庭 (第 4 消費生活 , 1 目標)

経 済社 会の変化 と消費生活 ,消費者 の権利 と責任 ,消費者 と企業や行政 とのかかわ り及

び連携 の在 り方 な どに関す る知識 と技術 を習得 させ ,持続 可能 な社会 の形成 に寄与す る

とともに,消費者 の支援 に必要 な能力 と態度 を育て るo

(第 4 消費生活 , 2 内容)

(4)持続可能 な社会 を 目指 した ライ フス タイル

ア 消費生活 と環境

イ 持続可能 な社会 の形成 と消費行動

(第 4 消費生活 , 3 内容 の取扱 い, (2) 内容 の範 囲や程度 については,次の事項 に配

慮す るもの とす る｡)

エ 内容 の (4)については,環境保全 に配慮 した持続 可能 な消費生活 を考 え させ るよ うな

活動 を行 うこ と｡

第 3章 第 9節 理数 (第 3款 各科 目にわた る指導計画 の作成 と内容 の取扱 い,2 内

容 の取扱 いに当た っては,次 の事項 に配慮す るもの とす る｡)

(3) 生命 を尊重 し, 自然環境 の保 全 に寄与す る態度 の育成 を図 ること｡ また ,環境 問題

や科 学技術 の進歩 と人 間生活 にかかわ る内容等 について は,持続 可能 な社会 をつ くるこ

との重要性 も踏 まえなが ら,科学的な見地か ら取 り扱 うこ と｡

(｢高等 学校学習指導要領 ｣ (平成 21年告示 ) よ り抜粋)
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資料 3

用語解説

※ E ICネ ッ ト(独立行政法人国立環境研究所が提供 し,財団法人環境情報普及センター

が運用 している環境情報案内･交流サイ ト)環境用語集(http//www.el°.OrJp/ecoterm/)

とユ ネ ス コ (http://ww_W･unesco.org/en/esd/programme/ethlCa.卜prlnCIDles/the-ear上h

-charter/)より抜粋 (平成 22年 6月 30日現在)

用 語 解 説

国連環境 【英】Unif,edNations可nvironment,Programme [略]UNEP

計画 1972年 6月の国連人間環境会議 (ス トックホルム)で採択 された ｢人間環境宣

言｣及び ｢環境国際行動計画｣を実施 に移すための機関 として,同年の第 27

回国連総会で設立 されたo

国連環境計画 (UNEP)は,国際連合のもとで,環境問題に関す る諸活動の全般

的な調整を行な うとともに,新たな問題 に対 しての国際的な取 り組みを推進す

ることを目的とした国際機関であるD事務局本部はケニアのナイ ロビに設置 さ

れてお り,各国か らの拠出金等を財源 とし運営 されているo管理理事会は国連

総会で選出され, 日本は当初か ら理事国 となっているo

日本には,平成 3年 5月に大阪 と滋賀 に 日本の UNEPセンターが環境分野にお

ける国際貢献施設 として開設 されたo大阪では大都市の総合環境管理分野,滋

賀では淡水湖沼集水域環境管理分野を主な活動の柱 としているo

国際 自然 【英】Ⅰnternationa1UnionfortheConserVationorNatureandNatural

保護連合 Resource､S[略日 UCN自然環境の保全,自然資源の持続的な利用の実現のため,政策提言,啓蒙活動,

自然保護団体-の支援 を行 うことを 目的に設立 (1948) された国際的な 自然保

護の連合団体0本部はスイスのグランにあるo

国家,政府機 関 .非政府機関 (NCO)な どを会員 とし,会員数は 147カ国の 1063

機 関 .団体であるoその うち,国家会員 82,政府機 関 111,国際 NGO79,国内

NGO757を数 える (2004年 7月現在)0 日本では環境省 をは じめとして 19の団

体が会員 として加入O 日本政府は 1995年に国家会員 として加入o

分野別に専門家か らなる 6つの委員会 として,(1)種の保存委員会 (scc),(2)

教育コミュニケーション委員会 (CEC),(3)環境法委員会 (GEL),(4)環境経

済社会政策委員会 (CEESP),(5)世界保護地域委員会 (wcpA), (6)エ コシス

テム .マネジメン ト委員会 (CEM) が設置 されているo

国連持続 2005年か らの 10年を ｢持続可能な開発のための教育の 10年｣とすることが国

可能 な開 連で採択 された○

発 のため ｢持続可能な開発｣に向けて,教育の担 う役割の重要性が,1992年の リオ .サ

の教育の ミッ トにおいて確認 されてお り,その後の国連持続可能な開発委員会 (UNCSD)

10年 においてユネスコが中心 となって教育のあ り方についての検討が続けられて

-205-



いては, リオか ら5年後の 1997年のテサ ロニキ宣言において確認 されているo

このような背景の下, 日本政府は,2002年 8月～9月開催の ヨハネスブル グ .

サ ミッ トの実施計画交渉で, 日本国内の NGO (ヨハネスブル グ .サ ミッ ト提言

フォーラム,2003年 3月解散)の提言を受け,今後の実施計画文書に ｢2005

年か ら始まる 『持続可能な開発のための教育の 10年』の採択の検討 を国連総

会に勧告す る｣旨の記述を盛 り込むことを提案 したo この提案は,各国政府や

国際機 関の賛同を得て,その後の 12月に開催 された第 57回国連総会において,

｢持続可能な開発のための教育の 10年｣に関す る決議案を 日本 より提出o先

進国 と途上国の双方を含む 46ヶ国が共同提案国とな り,満場一致で採択 され

たo

これにより,今後の環境教育は,この_大きな枠組みにおいての連携的実践が期

待 されている○

日本政府では,2005年 12月に内閣に関係省庁連絡会議が設置 され,翌年 3月

末に開催 された同連絡会議において実施計画が決定 されたo

持続可能 【英】SustainableDeVelopment[略]sD

な開発 環境 と開発は不可分の関係 にあ り,開発は環境や資源 とい う土台の上に成 り立

つ ものであって,持続的な発展のためには,環境の保全が必要不可欠であると

す る考 え方 を示す もの01980年 に国際 自然保護連盟 (ⅠUCN),国連環境計画

(UNEP)などが取 りま とめた ｢世界保全戦略｣に初出 した概念o｢持続可能な

発展｣ とも訳 され るo

1992年の リオ会議では中心的な考 え方 として,｢環境 と開発に関す るリオ宣言｣

や ｢アジェンダ 21｣に具体化 され るな ど,今 日の地球環境問題 に関す る世界的

な取 り組みに大きな影響を与えるもの となった0 日本の環境基本法の第 4条等

における循環型社会の考え方の基礎 となっているo

1984年 国連 に設置 され た~｢環境 と開発 に関す る世界委員 会｣(WCED-World

commissiononEnvironmerltandDevelopment,委員長の名前 をとってブル ン

トラン ト委員会 とも呼ばれ る)が 1987年に発行 した〝OurCommonFutu工.e〝 (邦

題 『地球の未来を守るために』) と題する最終報告書の中では,｢将来の世代の

ニーズを満たす能力を損な うことなく,今 日の世代のニーズを満たす よ うな開

発｣ と説明 し,広 く世界の支持を受けたo

持続可能 【英 】EducationforSustainableDeVelopment[略]ESD/EfS [同義] 持

な開発 ( 続可能な発展のための教育,持続可能性のための教育 (EfS)

発展) の 国際的な政治経済の会議での議論を通 じて形成 されてきた概念o

ための教 ス トックホルム会議 (1972)以降に一般化 した ｢環境教育｣が,ブル ン トラン

育 ト委員会報告 『OurComrnonFuture』(1984)に盛 り込まれ注 目を浴び, さまざ

まな場面で議論 されてきた ｢持続可能な開発｣ とい う概念 と並行 して,持続可

能性 の概念を追及す るための教育 として発展 してきたOテサ ロニキ宣言 (1997)

で,内容に関する一定の到達点をみることができるD統一的な見解が得 られて

いるわけではないが,環境教育の進化 した段階 と見なす傾向が強いo

｢個人の態度の変化｣か ら ｢社会的,経済的,政治的構造及びライフスタイル
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の転換｣-,あるいは,｢気づき,知識,理解,技術の習得｣か ら ｢公正,正

義,民主主義,尊敬,行動する力｣な ど,前者 を内包 しつつ射程を広げているD

DeVelopmentを発展 と訳 した り,より漠然 と ｢持続可能性のため (の教育)｣と

称す ることもある○

地球サ ミ 【英 】UnitedNatlonsConferenceon EnVlronmentandDeVelopment [略]

ツ ト (国 UNCED

連環境 開 1972年 6月にス トックホルムで開催 された国連人間環境会議の 20周年を機に,

発会議) 1992年 6月にブラジルの リオ .デ .ジヤネイ ロで開催 された首脳 レベルでの国

(環境 と 際会議o地球サ ミッ トと呼ばれ ることもある○人類共通の課題である地球環境

開発 のた の保全 と持続可能な開発の実現のための具体的な方策が話 し合われたo

めの国連 この会議には 100余 ヶ国か らの元首または首相 を含め約 180ヶ国が参加 した○

会議) また,NGOや企業また地方公共団体か らも多数が参加 し多様な催 しも開催 され

たo この会議で,持続可能な開発に向けた地球規模での新たなパー トナーシツ

プの構築に向けた ｢環境 と開発 に関す る リオデ ジャネイ ロ宣言 (リオ宣言)｣

や この宣言の諸原則 を実施す るための ｢アジェンダ 21｣そ して ｢森林原則声明｣

が合意 されたoまた,別途協議が続 けられていた ｢気候変動枠組み条約｣と ｢生

物多様性条約｣-の署名が開始 されたo

地 球 憲辛 (TheEaⅠ.th (htt一つ://www.unesco.Org/en/eSd/programme/ethical-DrinciDles/the-earth二旦吐旦地 )

Charter TheEarthCharter serVesasabaseofethica:Lprinciplesinspiringthe

) (2002 Decade of Educat10n for Sustalnable Development. Ⅰt fleshes out
fundamentalprinciplestobuildajust sustainableandpeacefulgloba1

午) society.Ⅰtprom()tesanintegratedapproachtoglobalissues.
TheEarthChartersetsoutfundamentalprlnciples,suchas:

･ TopreserVehumanklnd:integri.ty,unityanddiVersltymustbe
reconciled;

･ RecognizingothersasthefoundationofEL11relationshipsanda11
peace;

｡ AcceptancethatthepreserVatlonofthecommongoodislndlspensable
totheeXerciseoffreedom;

地球憲章は,持続可能な発展のための教育の 10年 を強力に推進するための倫

理的な原理 .原則の基盤 として役立つ○それは公正で,持続可能で,平和な地

球社会 を構築す るための基本的原理 .原則を具体化す るものであるO地球憲章

は地球規模の課題に対 して統合的なアプ ローチを促進するD

地球憲章は,以下のような基本的原理 .原則 を目指 しているo

･人類 を保護すること :統合や統一 と多様性は調和を図 られなければならない

･他をすべての関係性 と平和の基盤 として認識す ること

･共通の善の保護が 自由を行使す るために絶対必要であることを受け入れ るこ

と
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資料 4

研究の経過

これ ま で の研 究 の経 過 は , 以 下 の 通 りで あ る｡

【第 1回企画委員会】
(1) 日 時 4月 30日 (木)14時 00分～16時 00分
(2)内 容

①昨年度の報告書
②今年度の予定
③ ESDとは何 か,ESDの視点の検討
④ 3回の全体会 の内容
⑤学校 におけるESD
⑥ ESDフレー ムワー ク
⑦諸外国のESD研究者 の選定

【第 2回企画委員会】
(1)目 時 5月 14日 (木)10時 00分～12時 00分
(2)内 容

① ESDフレームワークの議論
②第 1回専門家委員会 の候補 日

【第 3回企 LT委員会】
(1) 日 時 :5月 27日 (水)lo時 00分～12時 00分
(2)内 容

(丑ESDフ レームワークの議論

【第 4回企画委員会 】
(1) 日 時 :6月 24日 (水)13時 30分～15時 30分
(2)内 容

① ESDフ レー ムワークの議論(視点整理型案 の最終チェック,チェックシー トアプ ロー
チ型の検討)

(卦ドイ ツのESD資料 の紹介

【第 1回全体会 】
(1) 日 時 6月 29日 (月) 13時 30分～16時 00分
(2)内 容

① ESDフレー ムワー クの検討
【第 5回企画委員会】

(1) 目 時 ･7月 10日 (金) 11時 00分～12時 00分
(2)内 容

①次回の会議 日程
②事例研究の進 め方

【第 1回実践者会議 】
(1) 日 時 .7月 30EJ(木)13時 30分～16時 30分
(2)内 容

(丑研究内容 に関す る説明
②今後の計画 と分担

【第 2回実践者会議】
(1) 目 時 :9月 11日 (金)1()時 30分～16時 30分
(2)内 容

①各委員 による報告 と検討
(塾今後の予定
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【第 5回企画委員会】
(1) 日 時 ･9月 24日 (木)13時 30分～15時 30分
(2)内 容

(丑実践者会議での課題
②全体会での要望

【第 6回企画委員会 】
(1) 日 時 :10月 19日 (月)10時 00分～11時 00分
(2)内 容

①視点整理型 (事例の枠組)
② チ ェ ックシー トアプ ローチ型
③ESI)参考資料の基本的な内容 (第 1章,第 2章,第 3章)

【第 1回外 国情報収集会議 】
(1) 日 時 ･10月 19日 (月)11時 00分～12時 00分
(2)内 容

①佐藤真久研 究協力者 よ り英 国のE SDの情報提供

【第 7回企 画委員会 】
(1) 目 時 :11月 25日 (水)10時 00分～10時 30分
(2)内 容

(丑外国の報告書の枠組
(塾報告書原稿 の検討

【第 2回外国情報収集会議】
(1) 目 時 :11月 25日 (水)10時 30分～12時 00分
(2)内 容

① フェ リス女学院大学の高雄綾子専任講師 よ りドイツのE SDの情報提供

【第 8回企画委員会 】
(1) 日 時 :11月 30日 (月)10時 00分～12時 00分
(2)内 容

①外 国の情報
②報告書原稿 の検討
③全体会で配布資料の検討

【第 2回全体会 】
(1) 日 時 :12月 8日 (火)13時 30分～16時 30分
(2)内 容

(∋研究経過
② 2つ のアプ ローチ
(診外 国の情報
④事例の研 究 (小学校理科 :辻教諭 ,小学校総合 :小玉教諭 )

(中学校理科 :平林教諭,高校社会 :中村教諭)
(小学校総合 :遠藤教諭)

⑤報告書原稿 の検討
(参委員 よ り情報 の提供 (30分)
⑦今後の予定

【第 3回実践者会議】
(1) 日 時 :12月 25日 (金)10時 30分～16時 30分
(2)内 容

(∋各委員 による報告 と検討
②今後の予定

委員会】
1月 13日 (水)10時 00分～12時 00分
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8日会議の確認
24日会議 の確認



(卦外 国 ESD研究
④その他 (平成 21年 12月までの取組状況,年度末に向けた研究計画,研究成果物の作
成予定,22年度以降の計画など)

【第 4回実践者会議】
(1)日 時 :2月 8日 (月)10時 30分～16時 30分
(2)内 容

(丑各委員 による報告 と検討
(卦報告書の今後の予定

【第 10回企画委員会 】
(1)日 時 :2月 15日 (月)14時 00分～15時 00分
(2)内 容

(D報告書の内容 と書式
②報告書作成-の 日程

11
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･
‥--■

報

1
日
内

3
9

②

第
)
)
①
②

l

1
2

回企画委員会】
時 :3月 3日 (水)10時 00分～12時 00分
餐

(丑3月 9日 (火)の会議の内容の検討
(塾9日の役割分担

【第 3回全体会】
1)目 時 :3月 9日 (火)13時 30分～]6時 30分
2)内 容
①前回の全体会以降の研究経過等 (12月 24日と2月 8日の実践者会議,企画委員会)
②報告書の内容 の検討
③視点整理型アプローチの報告書の内容 の検討
④チェックシー ト型アプローチの検討
(9委員よ り情報の提供
⑥今後の予定

【第12回企画委員会】
(1) 日 時 :5月 6日 (木)10時 00分～12時 00分
(2)内 容

①今後の事務局の体制
②3月 9日 (火)の会議 を受けてのまとめ
(参報告書の作成の 日程

【第13回企画委員会】
(1)日 時 :5月 24日 (木)11時 00分～12時 30分
(2)内 容

①報告書の進捗状況
②融合案の提案

【第 14回企画委員会】
(1) 日 時 :6月 16日 (汰)10時 00分～12時 00分
(2)内 容

(丑報告書案検討
②研究の総括
③融合案 の検討
④実践者候補の検討

【第15回企画委員会】
(1) 目 時 6月 29日 (火)10時 00分～12時 00分
(2)内 容

(丑これか らの研究の方向性 を検討
②今年度の実践者候補 リス トの検討
(診報告書の第 3部の検討
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