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は し が き 

 

 本研究所は、教育政策に関する総合的な国立の研究機関として、初等中等教育から高等教育、生

涯学習、文教施設までの各般にわたって教育政策の形成に資する調査研究を行っている。具体的に

は、新たな政策の立案に示唆を与える先行的な研究の実施や、これまで行われてきた個別の施策の

検証を通じて教育政策に寄与することを目指している。 

現在、内閣の最重要課題の一つとして教育改革の取組が進められているところであり、こうした

改革が実効あるものとして適切に進められるために、関連する調査研究の充実がますます重要とな

っている。 

このような中、本研究所においては、教育政策の動向等を踏まえた総合的な調査研究を進めると

ともに、個々の所員がそれぞれの問題意識にしたがった研究も実施している。この紀要は、研究所

としての調査研究の成果と個々の所員による研究の成果をとりまとめて公表することにより、我が

国の教育研究の発展に寄与することを目的とするものである。 

今回の紀要では、平成 26 年 11 月の「持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）に関するユネスコ

世界会議」の我が国での開催を控え、「ＥＳＤの国際的な潮流」を特集とするとともに、所員及び

研究補助者等の研究成果を集録した。 

関係各位の忌憚のないご批評を賜りたい。 

 

平成 25 年 3 月 

 

                               国立教育政策研究所長 

                                   尾 﨑 春 樹 
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Education for Sustainable Development の Development については，「開発」「発展」などと言われたり，

ほぼ同じ意味で学習指導要領（平成 20 年 3 月告示）では「社会の構築」「社会づくり」などと表現

されたりすることもある。また、Education for Sustainable Development（ESD）の邦訳については、

「持続可能な開発のための教育」（「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）、

「持続可能な発展のための教育」（国立教育政策研究所）、「持続発展教育」（日本ユネスコ国内委員

会）などがある。混乱を避けるため、この論文では ESD と示し、特に、邦訳は使用しない。 
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特集テーマ：「ESD」について 

ＳＤ（Sustainable Development: 持続可能な開発（発展））の概念は 1980 年代に国際会議等で提起

され、2002（平成 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 ESD（Education for Sustainable Development）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 ESD 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、

高等学校の一部の教科・科目に持続可能な社会の形成に関する事項が明記され、授業として具体化

されていくことが期待されている。 
ESD は世界のいろいろな国で行われているが、その展開方法は多様である。国立教育政策研究所

は、2012（平成 26）年に我が国で開催予定の「国連 ESD の 10 年」最終年会合に先立ち、ESD の推

進に向けて、ESD の国際的な潮流について、理念や実践に関する歴史的な経緯、地域毎の特色、各

主体による実際の取組などを概観する機会とし、未来の教育の在り方を展望・考察できる国際シン

ポジウムを 2012（平成 24）年 12 月 18 日に開催した。シンポジウムでは、ヨーロッパ地域、北米地

域、オーストラリアから ESD の専門家を招聘し、日本からの専門家も含め、講演とパネルディスカ

ッションによって ESD に関する世界の動向を認識し、今後の課題について議論を深めることができ

た。 
このような時期に刊行される本研究紀要の特集テーマとして、「ESD」を取り上げることが相応し

いと思われた。そこで本特集は、この国際シンポジウムにおいて招待講演者として海外から招聘し

た専門家に、「ESD」について論文を寄稿していただくとともに、国立教育政策研究所の ESD プロ

ジェクトに参加いただいた専門家と開発した ESD フレームワークを社会教育で利用していただい

ている実践者からの論文を３本収録した。 
海外から寄稿された３本の論文は、各地域や国の学校教育に関連する ESD の現状と課題に関する

最新の状況について論じられたものである。Ricard 論文「Trends and Issues of ESD in Europe」は、ヨ

ーロッパの経済社会的背景の中で ESD が発展してきた経緯、ヨーロッパの ESD 戦略・施策と評価・

指標、学校教育と高等教育の現状と課題と展望などについて論じている。Hopkins 論文「The Past, 
Present, and Future of ESD in the USA and Canada」は、カナダとアメリカ合衆国における ESD の活動

状況、ESD の先駆的取組と成果、学校で ESD を実践するための 7 段階、ESD の推進力、ESD のた

めの研修の現状、ESD のためのノンフォーマル教育の現状などについて論じて、今後の ESD の方

向性を示唆するものである。Fien 論文「The Past, Present and Future of ESD in Oceania and Asia」は、

アジアとオセアニア地域における学校教育での ESD の動向、革新的な実践事例、地域社会における

ESD などについて総括的に論じていて、アジアとオセアニア地域の多様性に富む ESD が紹介され

ている。 
そして、国立教育政策研究所のプロジェクト研究「学校における持続可能な発展のための教育 

（ESD）関する研究」に関連した 4 つの論文を掲載した。角屋・五島論文「The Past, Present and Future 
of ESD in Japan」は、ESD の認識の現状、学校教育で ESD を普及するための国立教育政策研究所プ
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ロジェクト研究の内容と方法、プロジェクト研究の成果、教師教育などについて論じている。佐藤・

五島論文「International Comparative Studies of Curriculum Framework with Regard to ESD in Schools」は、

世界の ESD の概念や学校教育プログラムに関する国際比較研究で、海外の ESD の概念整理がなさ

れていて示唆に富むものである。岡本ほか論文「The Education Practices Utilizing the “Framework 
Necessary to Design and Develop Learning Instruction Processes for Education for Sustainable Development 
(ESD)”」は、国立教育政策研究所が提案した「ESD の学習指導過程を構想し展開するために必要な

枠組み」を活用した教育実践に関するもので、その枠組みの有用性を検証した実践研究に関するも

のである。また、山本ほか論文「青少年教育施設における ESD の実践」は、信州高遠青少年の家が、

南アルプスジオパークで、国立教育政策研究所が開発した ESD フレームワークを利用した社会教育

プログラムを開発し実践し、そのプログラムの成果を統計的な処理を行って検証したものである。

この 2 つの論文は、今後、学校教育と社会教育の ESD 展開について示唆を与えるものである。 
この特集が、日本の ESD に関する今後の研究・実践を発展させる上で、参考になることを期待し

ている。なお、論文の多くは英語で記述されているが、それらの関連する内容は、国際シンポジウ

ム「ESD の国際的な潮流」報告書（2013 年 3 月）や国立教育政策研究所プロジェクト研究「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」最終報告書（2012 年 3 月）に日本語で

示されている。 
（五島 政一） 



 
【特 集】 
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Trends and Issues of ESD in Europe 

 
ヨーロッパにおける ESD の動向と課題

Michel RICARD＊

 
要旨 

 ヨーロッパでは 20 世紀の最後の 25 年間に、持続可能な開発に対する成人および青少年の意識を

高める事を目的として、数多くの教育政策が策定された。我々の生き方と地球の資源との間に、よ

り適切なバランスを確立しようとする気運の高まりの中で、ヨーロッパ諸国は各国内でも又 EU の

枠組の中でも様々な事業を行ってきた。 
 ヨーロッパにおける ESD について語る時は、第 2 次世界大戦後に始まった異なる政治的アプロー

チから生まれた 2 つの政治的制度を考慮しなければならない。それは、ブリュッセルに拠点を置き

欧州理事会を持つ欧州連合とジュネーブに拠点を置く国連欧州経済委員会である。  
 －欧州連合は、1951 年に 6 ヵ国が集まって設立されたもので、現在までに計 27 ヵ国が加盟して

いる。それら加盟国は、共通の政治、経済および社会文化面での特徴を多少なりとも共有していて、

持続可能な開発のための欧州戦略のバックグラウンドとなる「科学と教育」プロセスを開発した。

このような国レベルおよびヨーロッパレベルでのアプローチは、当然、国連 ESD のための 10 年を

支援するものとなった。 
 －国連欧州経済委員会（UNECE）は、1946 年に設置され、現在 56 ヵ国が参加している。その大

半は EU に未加盟の国であり、経済的および社会文化的特徴が異なっている。2005 年 3 月、ヴィリ

ニュス戦略と呼ばれる UN DESD（国連 ESD の 10 年）を開始した。 
 欧州連合では、加盟国が市民の教育と訓練に最大の責任を負っている。一方経済委員会は、加盟

国が UN DESD の目的と目標を達成できるように支援する事が役割である。学校教育について考え

ると、ヨーロッパの教育制度の多様性は極めて幅広くしかも複雑だが、新シラバスにおいて環境教

育から ESD への移行が行われた事を受けて、ESD 分野での重要な活動を実現するため EU 加盟国で

多種多様な革新的事業が行われている。但し、教師とトレーナーの役割と特性についてより適切な

定義が必要である。  
 UNECE レベルでは、56 参加国の社会経済的特殊性のために状況の変動が著しく、そのため全ヨ

ーロッパ諸国の動きを調和させる事が困難であり、時にはプロセスの前進の妨げになる事さえある。

特に、経済開発が滞っている一部のヨーロッパ諸国においてそれが顕著である。非 EU 加盟国での

ESD の実施は、ほとんどの場合、EU 加盟国と歩調を合わせる事ができていないと思われる。これ

は、非加盟国と加盟国の開発レベルが異なっている事や、非加盟国が持続可能な開発を犠牲にして

も経済開発を優先する事に原因がある。  
 EU 加盟国は、比較的均質な 1 つの集合体を形成していて、ESD 分野におけるその事業の効果も

あって、地球をより一層大切にする社会への移行において 27 の加盟国が重要な当事者となっている。

しかし、EU と UNECE 諸国は、新しいパイロットアプローチと重要措置の実施によって大きな障害

                                                      
＊ UNESCO chair on education, training and research for sustainable development 
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を乗り越える戦略を立て、持続可能な開発および関連する教育活動についての共通の定義を採用し、

ESD の学際的かつ総合的な性質に取り組むために ESD 分野での能力向上を図り、あらゆる当事者

を巻き込んで新しいアイデアを提案し、そして制度上、法律上、および政策上の枠組を ESD の必要

性に合わせるように行動する必要がある。 
 
 
Abstract 
 
Numerous education policies have been established in Europe during the last quarter of the 20th century 
to increase adults' and young people's awareness on sustainable development. Within that evolution 
which seeks to improve an adequacy between our behaviour and the resources of our planet, the 
European countries have developed diverse initiatives on both a national basis and into the framework of 
the European Union. 
 
While mentioning ESD in Europe, one must consider two political institutions resulting from different 
political approaches which started up after World War 2: the European Union with the European Council 
based in Brussels and the United Nations' Economic Commission for Europe based in Geneva.  
 

- The European Union was founded in 1951 by 6 European countries and evolved from there to the 
present day with 27 Member States that more or less share common political, economical and 
socio-cultural characteristics and developed a “Science and Education” process constituting the 
background of the European Strategy for sustainable development. These both national and European 
approaches came naturally as a support for the UN Decade for ESD. 
 

- The United Nations' Economic Commission for Europe (UNECE), established in 1946, has 56 
member states, a majority not belonging to the EU and sharing different economical and socio-cultural 
characteristics. In March 2005, UNECE launched the UN DESD known as the Vilnius strategy. 
 
In the European Union, Member States have the prime responsibility for education and training of their 
citizens whereas the Commission's role is to support Member States for the achievement of the 
objectives and goals of the UN Decade. Considering school education, the diversity of the European 
education system is extremely wide and complex, nevertheless an inventory of innovative practices in 
EU Member States underlines a substantial activity in ESD, reflecting a shift from environmental 
education to ESD in new syllabus even if there is a need for a better definition of the role and profile of 
teachers and trainers.  
 
At UNECE's level, the situation strongly fluctuates according to the socio-economic specificities of the 
56 countries which explain that the harmonisation of the action in all European countries is hard and 
sometimes prejudicial to the progression of processes, in particular in some European countries with a 
pending economic development. The implementation of ESD in non-EU countries might sometimes 
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appear more or less in rupture with EU countries either because they are not at the same level of 
development or because they favour the economical development at the expense au sustainable 
development.  

 European Union member states constitute a relatively homogenous ensemble which initiatives in 
ESD contribute to make the 27 EU Member States major actors of the transition towards a 
society more respectful of the planet. Nevertheless EU and UNECE countries need to develop 
new strategies intended to overcome main obstacles by implementing new pilot approaches and 
key actions, to adopt a common definition of SD and its related educational actions, to improve 
competences in ESD to address the interdisciplinary and holistic nature of ESD, to involve all the 
actors to propose new ideas, and to take actions to adapt institutional, legislative and policy 
frameworks to the needs of ESD 

 
 

1. Foreword 
 
Since the last quarter of the 20th century have occurred, on a global and European scale, the 
multiplication of initiatives, especially in the fields of education, in order to increase the awareness on 
sustainable development and to adopt new behaviours in accordance to sustainable development. Within 
that evolution which seeks to improve an adequacy between our behaviour and the resources of our 
planet while fostering an intergenerational solidarity, the European countries have developed a range of 
various educational policies which lie on closely related or commonly shared historical, environmental, 
economical, social and cultural trends and references.   
 
While mentioning ESD in Europe we have to consider two political institutions referring to Europe that 
are sometimes leading to confusion. These institutions are resulting from different political approaches, 
which started up after World War 2: the United Nations' Economic Commission for Europe and the 
European Union with the European Council.  
 

- the European Union1) (EU) founded in 1951 by 6 European countries by the treaty establishing the 
European Coal and Steel Community (ECSC) and which evolved from there to the present day and 
which is now made up of 27 Member States.  

 
- the United Nations’ Economic Commission for Europe (UNECE), established in 1946 (together 

with the Economic Commission for Asia and Far East) has 56 member states, four of them (Canada, 
Israel, Turkey and USA) not belonging to the geographical frame of Europe. 

 
In the early 1970s, key voices have begun to emphasize the scarcity of the planet’s resources as 
mentioned in the 1972 report of the Club of Rome which underlined the increasing antagonism between 
demographic and economic growths. Gradually, arose the need of a deep and concrete thinking 
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concerning the future of Humanity in a world where the process of globalisation and the rapid growth of 
emerging countries seemed to forget the worrying diminution of our resources. 

In that context, the European Union appeared as an active craftsman to implement a sustainable 
development policy that would lie on education, training and information to each member of its 
population, whatever age, gender and condition. This policy was certainly made easier by common 
political, economical and socio-cultural characteristics of the countries members, and more particularly: 
close cultural roots assuring some kind of identity, democratic countries with variable constructions and 
more or less centralised, a perception of the necessity to protect our European environment through 
different approaches including the polluter - pays principle, and also prevalence of identical or closely 
related socio-economical characteristics with a high level of consumption.  
 
These factors militate for the reinforcement of actions of initial education in schools and universities but 
also continuous vocational training and information for every citizen to allow them to take considered 
decisions for present and future.   
 
In reference to these shared values, several EU countries have developed during these twenty past years, 
national policies more or less obvious in the field of sustainable development, essentially devoted to 
scholar education. In the same time, the European Union was implementing the Lisbon strategy (2000). 
These national and European approaches came naturally as a support for the UN Decade through to two 
main processes addressing ESD:   
 

- A “Science and Education” process of the European Union2) constituting the background of the 
European Strategy for sustainable development [1]. That process, both top-down and bottom-up, 
progressively gathered countries - with close or identical political, economical and socio-cultural features 
- favouring the implementation of common approaches.  

 
- An enlarged process referring to UNECE and known as the Vilnius strategy [2] launched in 2005 

and involving 56 countries, a majority not belonging to the EU, and sharing often very different 
economical and socio-cultural characteristics; 

 
In Göteborg (June 2001) the EU has enlarged the objectives of the Lisbon Strategy with the adoption of 
the first strategy of sustainable development of the European Union resting on the principle that it is 
necessary to take into account the economic, social and environmental consequences of all the policies in 
the decision process.  
 
In June 2006, one year after the launching of the Decade, a new European Strategy for Sustainable 
Development (ESSD) has been adopted by the enlarged European Union for the benefit of sustainable 
development [2]. That document fixes a unique and coherent strategy describing the way the European 
Union could honour in a more efficient manner its long-standing commitment to face the challenges of 
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sustainable development.  
 
ESSD deals with intersectorial measures contributing to the knowledge society and notably those relating 
to education and training, research and development and communication by reminding that all these 
activities are necessary to promote a behavioural change and to provide every citizen with the essential 
competencies to take into account sustainable development.   

So, the launching of the Decade in 2005 occurred as already existed in Europe a broad consensus on the 
key role of the education and training systems to facilitate the changes that were needed to achieve the 
objectives of ESD. 
 
2. The European policy for sustainable development and the UNDESD 
 
As the European Member States have the prime responsibility for education and training of their citizens, 
it was the Commission's role to support Member States for the achievement of the objectives and goals 
of the UN Decade. From a EU perspective, European cooperation was able to provide added value on 
these issues and the aims set for the UN Decade have also brought a number of achievements. However, 
it is clear that Europe must make enhanced efforts in the fields of sustainability. These efforts need the 
reinforcement of a common strategy showing the advantages of financial and human resources of the 
European Union and of each member.   
 
In November 2010 [3] - in reference to the EU Sustainable development strategy first adopted in 
Göteborg [4] and reviewed in 2006 [2] and 2009 [5] - the EU council reminds Member States to ensure 
that each citizen has the key competences to adapt to a changing world. The eight key competences 
outlined are mutually supportive and underpinned by skills such as critical thinking, problem solving, 
creativity, initiative taking and decision making, all of which are essential for achieving the objectives of 
sustainable development. Of particular relevance in this context are basic competences in science and 
technology, as well as social and civic competences. In this context, the EU invites Member States to 
take appropriate measures at the relevant level of responsibility in order to encourage the further 
development and implementation of ESD and its integration into the education and training system at all 
levels, formal, non-formal and informal.  
 
To facilitate the accounting of sustainable development within all approaches in any field of education 
and training, EU created three complementary programmes - Tempus, Grundtvig and Comenius [6]- that 
address sustainable development issues for young people and adults and facilitate the implementation of 
ESD:  
 

- Tempus supports the modernisation of higher education and creates an area of co-operation in 
countries surrounding the EU. This scheme now covers 27 countries in the Western Balkans, Eastern 
Europe and Central Asia, North Africa and the Middle East. Actually, sixth European countries develop 
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new curricula at bachelor's degree level in cooperation with three Middle East countries. 
 

- Grundtvig focuses on the teaching and study needs of learners taking adult education and 
‘alternative’ education courses, as well as the organisations delivering these services. It aims to help 
develop the adult education sector, as well as enable more people to undertake learning experiences, 
notably in other European countries. Because of its specific nature, Grundtvig has played a key role in 
efforts to take account of people with special needs and ensure equal opportunities. 

 

- Comenius focuses on all levels of school education, from pre-school and primary to secondary 
schools. It is relevant for everyone involved in school education: mainly pupils and teachers but also 
local authorities, representatives of parents’ associations, non-government organisations, teacher training 
institutes and universities. 
 
An inventory of innovative practices in Member States underlines a substantial activity in ESD, 
reflecting a shift from environmental education to ESD. Innovation in the content was the most recurrent 
element in the practices including topics from issues linked to globalisation (e.g. human rights, 
north-south relations etc.), to healthier lifestyles and to energy consumption and renewable energy. 
Innovation in the delivery method was illustrated by different multi-stakeholder approaches. 
 
Forging new partnerships and networks facilitated the creation of educational networks at European 
levels, including business communities and experts on the wide variety of topics addressed by these 
projects. Innovation at the institutional level meant to involve ministries in the projects like for example 
for the granting of a national award. 
 
In light of all this, one may say that: 
 

- Europe has made considerable progress in ESD; however, it needs to further develop competence 
within the education sector to better define the role and profile of teachers and trainers. 

 
- Policy makers in education are invited to support capacity building in ESD by embracing the policy 

frameworks and implementing them. 
 
- Forging new partnership between the world of education and training and business and civil society 

fostered the continuous dialogue to draw tangible connections between environmental, social and 
governance practices. 

 
- Europe has been successful in developing good practice cases. This is a main asset, however these 

practice examples need to be shared. The challenge remains to mainstream this good practice into 
existing systems, from primary education to universities. 
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From a European perspective the main key concerns relate to the equity gap and the quality gap. Despite 
all efforts it remains a major challenge to: 
 

- Ensure that systems become more equitable in raising the general level of skills. 
 
- Speed up development of indicators of progress. 

 
Early school drop out, upper secondary attainment and key competences continue to be a problem in 
large parts of Europe. Data shows for example, that about sixth young person aged 18 to 24 in EU-27 
still leaves school with no more than lower secondary education and does not participate in any kind of 
education or training after this. Improving this situation requires: 
 

- to target support for teacher training and boost their skills and to build capacity of decision makers 
and practitioners at regional, national and local levels 

 
- to make a better use of skills and knowledge to ensure a better guidance for Europe. 

 
As long as basic obstacles linked to these challenges are not overcome Europe will not fully succeed to 
implement Education for Sustainable development broadly. 
 

3. National policies related to UNDESD in Europe 

 

Each member states has more or less explicitly embedded environmental education issues in its 
framework curricula in accordance with the recommendations of the UN Decade to training its 
inhabitants to a better understanding and apprehension of SD, even if each member states has developed 
its own schema due to its political and administrative specific construction.  
 
In relation with the UN Decade, but also with reference with both the European Strategy on Sustainable 
Development and national own strategies, as Germany most of European countries have produced 
official documents describing the implementation of the UN Decade for ESD [7]. All these documents 
(National strategies for ESD, National Action Plans for ESD,…) are a very positive contribution to the 
implementation of the UN DESD and, also sometimes, of the initiatives developed under the auspices of 
UNECE.  
        
It is not possible to give an overview of all the processes developed in each member state in the field of 
education, training and research but to give the outlines of the main education systems.  
 
 School education 

 
Considering school education, the diversity of the European education system is extremely wide and 
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complex and it is not possible to retain a single standard model while most of them more or less refer to 
three main models, represented without distinction either in private or public institutions:  
 

• Centralised school systems 

This school system is under the direct supervision of the ministry of National Education. This situation 
greatly contributes to a quick introduction of SD in new syllabus, as in France where the "common core 
of knowledge and competences on ESD" was implemented as soon as September 2006 [8]. This 
top-down functioning also facilitates the coordination between the educational programmes at various 
levels and the assessment of results.    
 
• Regional organisation 

The responsibility for the education system lies with the regional states (for instance, Länder in Germany 
[9], autonomous communities in Spain, cantons in Switzerland,) that are components of the nation. In 
this case, the central government plays only a minor role because each regional state decides its own 
educational policies.  
 
• “Free” school  

This educational system, as illustrated with the constitutional right of ‘freedom of education’ in Holland 
[10], implies a minimum list of educational outcomes set by the ministry of Education but the SD 
education project is not structurally embedded in the school plan. This construction favours networking 
and cooperation between all the actors, especially associations and NGOs, but often implies a lack of an 
overview and also a lack of competency to support educational reforms, as they tend to remain focused 
on messages relating to green issues.  
 
The two first models are the most common, where the third one has been essentially adopted in countries 
characterized both by a strong action of associations and a developed social learning in the attainment of 
sustainable development.  
 
Aside these formal frames for environmental education, several networks and initiatives have developed 
in EU and beyond in the fields of education for environment and sustainable education: 
 

- The ENSI (Environment and School Initiatives) network [11]: an international network that has 
supported educational developments, environmental understanding, active approaches to teaching and 
learning, through research and the exchange of experiences internationally. ENSI was founded in 1986 
under the auspices of OECD; 

 
- The Regional Centres for Expertise (RCEs)[12]: regional networks created for the promotion of 

Education for Sustainable Development. RCEs are very active all around the world and notably in 
Europe. RCEs have recently been acknowledged in the 2009 Bonn Declaration which calls for action to 
“develop knowledge through ESD networking” through “networks that could serve as centres of 
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expertise and innovation”;  
 
- The Eastern Europe, Caucasus and Central Asia (EECCA) [13]: a block of countries supported by 

OECD since the 1990's and carrying out an important work despite a lack of adequate instruction 
materials, a shortage of skilled educators and insufficient awareness-raising. 
      
It is important to note that the countries that are less developed industrially are favouring initial education 
whereas developed countries are also taking into account the education of adults. In other countries the 
trans disciplinary and not politicized nature of the ESD Strategy does not fit the philosophy of the 
national education system, which tends to be based on compartmentalized fields of knowledge, and 
inquiry, which collides with the independence of education and therefore meets resistance. 
(ECE/CEP/AC.13/2012/5) 
 
 Higher education 

 
Remarks about school also apply to higher education. There is no single standard model for Higher 
education institutions that oscillate between a large or complete autonomy (in particular for the private 
ones) and state universities subject to state control.  
 
In spite of all the calls for policy shifts to embrace sustainability education in higher education, the 
integration of sustainability education in higher education sector remains often problematic. Among the 
many hindrances to infusing sustainability education is the fact that, in spite of governments interests in 
sustainability education, specific roadmaps are often lacking to further the infusion of sustainability 
education in the higher Education sector. Moreover, there are still difficulties to go beyond the academic 
frame to really implement SD in curriculums even if ESD is part of in-service training in most EU 
member states, with a tendency to go beyond environmental dialogue. 
 
Besides these various processes at national or European levels, have occurred various initiatives aside or 
complementary of the Lisbon and Vilnius strategies. These initiatives were concerning countries 
belonging to the European Union, such as the Baltic Universities network, the "Euromed" network of 
virtual schools building up bridges between European and Mediterranean countries. A special mention 
can be made to the "Copernicus Alliance" [14], the European network on higher education for SD, which 
role is to promote SD in European higher education to improve education and research for sustainability 
in partnership with society.   
 
 Assessment and Indicators 

 
The question of indicators for education arose when OECD started, in 2000, the first PISA Survey of 
15-year-olds students in the industrialised countries [15]. Later, the development of indicators for ESD 
was discussed in many national and international forums (cf. the School Development through 
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Environmental Education - SEED, 2005), but mainly focussing on school and too often neglecting higher 
education and vocational training. These indicators brought out uneven results.  
 
ESD Indicators are different from SD indicators: SD are focussing on specific themes  (economic, 
social, environmental, cultural) when ESD indicators analyse the implementation of ESD by generally 
using a set of sub- indicators all along the curriculum and make proposal to improve it. 
 
The development of ESD indicators increased during the last years in relation with the launching and 
implementation of the 2005-2014 UN Decade on education for sustainable development (DESD). These 
indicators on ESD were developed on a regional or national basis and were not only, but quite 
exclusively, focussing on initial education in primary and secondary schools. Very few indicators 
specifically apply to higher education or to vocational education or even to lifelong learning. 
  
During the last few years, communities of teachers, trainers and researchers from European, North 
American and Asia-Pacific countries have developed ESD indicators for the UN Decade in response to 
particular ESD strategies or action plans. These indicators were mainly developed through a process 
involving multi-stakeholders working groups. 
      
Recently, the European project ESDinds (ESD indicators) was a two-year (2009-2010) collaborative 
research project, running from January 2009 to January 2011, supported by the European Commission 
under its Seventh Framework Programme [16]. This project�� included Research Organisations (RTDs) 
and Civil Society Organisations (CSOs) who worked together to develop useful value-based indicators to 
be used in ESD projects. The following outcomes have been achieved: a set of localizable values-based 
indicators with broad practical utility, feedback from over 40 CSOs, visual identity for the values-based 
indicators and an open-access web platform. 
 
Aside these many initiatives, the UNECE steering committee on ESD established an ad hoc group of 
experts to develop indicators [17][18]. With the help of this group of experts, UNECE has concluded the 
most substantial set of indicators on ESD up to now with four types of indicators ranging from initial 
measures on governance to possible effects in society: checklist indicators providing information on 
policy, legislation, regulatory and governance measures taken; input indicators describing various 
activities related to DESD; output indicators on the results of teaching and training activities; outcome 

indicators describing the possible impact of the implementation of ESD. 
 
UNECE indicators refer to a large type of activities and range from quantitative to qualitative and include 
sub-indicators. Indicators and reporting mechanisms are not developed to compare countries between 
each other but to bring information to every country as help for developing its own policy.  
 
As a development framework, six objectives are explicitly oriented towards a form of monitoring that is 
accessible for both national review and international comparison: 
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- Ensure that policy, regulatory and operational framework support ESD. 
 
- Promote ESD through formal, non-formal and informal learning. 
 
- Equip educators with the competence to include SD in their teaching. 
 
- Ensure that adequate tools and materials for ESD are accessible. 
 
- Promote research on and development of ESD. 
 
- Strengthen cooperation on ESD at all levels within the UNECE region.  

 
 ESD and ICTs 

 

The use of ICT has initiated a collaborative digital strategy to facilitate access to knowledge and the 
multiplication of tablets and smartphones contributed to innovation in teaching. 
 
In Europe, and more specifically at the university, have developed institutions dedicated to ESD as the 
French digital university on environment and sustainable development (UVED)[19].  These digital 
universities and other open universities facilitate learning and capitalising on knowledge as well as 
accelerating innovation in advanced educational establishments that have integrated the use of mobile 
devices in their courses.  
 
Within the Decade, the use of ICTs was promoted as a tool for enabling ESD.  As digital systems, in 
particular the emergence of Web technologies and wireless infrastructures, increased the possibility of 
interactive learning, the purpose of using ICTs moved from simply reproducing or distributing contents, 
to developing resources, including learning activities and interactive teaching tools, that represented a 
real added value to the learning experience. During this second period of ESD, the integration of Web 
technologies or social media led to a proliferation of user-generated content on SD in connecting citizens, 
opening up debate on sustainable development, in fostering a culture and lifestyle of sustainable 
development and on empowering the sustainable development community.  
 
According to the Bonn Recommendations on Education for Sustainable Development Beyond 2014 [20], 
while a lot of progress has been made in the DESD, ‘the vision and objectives of ESD will not be fully 

achieved by 2014’.  The vision for ESD beyond 2014 is to continue to reorient all levels of education 
(including formal, non-formal and informal) towards sustainable development. Perhaps the greatest 
development in ESD will be a larger use of Web technologies to explore the challenge of SD and to 
harness the collective intelligence to propose solutions to win this challenge. 
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4. Conclusions and perspectives 

 

According to their ancient and recent history, geography, culture and socio-economical development, the 
European Union member states constitute a relatively homogenous ensemble which initiatives in ESD 
contribute to make Europe – and in particular the 27 EU states – one of the major actor of the transition 
between a society of consumption and a society more respectful of the planet, its environment and its 
actual and future inhabitants. 
    
The analysis of numerous reports issued at national and European levels show that the harmonisation of 
the action in all European countries is hard and sometimes prejudicial to the progression of processes, in 
particular when it takes into account some European countries with a pending economic development. 
The implementation of ESD in EU might sometimes appear more or less in rupture with some other 
countries concerned with the Vilnius strategy, either because they are not at the same level of 
development or because they have different view on sustainable development, for instance favouring 
only the economical development.  

While the EU encompasses countries that have established education systems employing professional 
educators, ensured access to basic education and granted equal rights to education for all, there are still 
important inequities in this respect if we refer to UNECE. For instance, in South Eastern and Eastern 
Europe, the poor quality of education for children living in rural areas due to a lack of financial and 
human resources remains an issue. That situation poses a considerable obstacle to introducing education 
for sustainable development effectively in formal education.  
 
On the other hand, it is noted that countries less developed industrially are favouring initial education 
whereas developed countries are also taking into account the education of adults. In other countries the 
trans disciplinary and not politicized nature of the ESD Strategy does not fit the philosophy of the 
national education system that tends to be based on compartmentalized fields of knowledge and inquiry 
which collides with the independence of education and therefore meets resistance [21].  
 
According to all these above remarks, it would be desirable to develop, at European level, new strategies 
intended to overcome these obstacles by implementing new pilot approaches and key actions led by 
some countries member of the European Union which would like to devote themselves more specifically 
to certain part of the ESD. This is in accordance with UNECE that outlines a range of objectives 
underlying the regional implementation of ESD and identifies the following needed key actions: 
strengthening existing regional and sub-regional alliances and networks working on ESD and 
encouraging twinning programmes, bilateral cooperation and partnerships, as well as using existing 
international legally binding instruments such as the Aarhus Convention [22] and other relevant 
agreements. These approaches would improve a better efficiency in the assessment of educational and 
research programmes on sustainable development.           
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These diverse actions can be conceived only in the presence of two conditions that have still not been 
met in Europe: first, the adoption by each European Union member state of a common definition of 

sustainable development and its related educational actions, and second, the definition and the 

application of a real strategy in the field of ESD to bring all the countries members of the European 

Union to a comparable level of knowledge helping to share financial and human means.  

That point is underlined in the European Strategy for Sustainable Development, and more specifically in 
the point 2 of the paragraph “Our commitment to sustainable development”: “(…) the main challenge is 

to gradually change our current unsustainable consumption and production patterns and the 

non-integrated approach to policy-making” 
 
The text of EEC about ESSD (December 2005) already mentioned that Europe should make enhanced 
efforts to maintain sustainability and reminded “education plays an essential part to support the changes 

necessary to SD. Education assures that the citizen has the competencies to adapt to the changing world, 

that the knowledge is diffused and that the actors get involved in that change”. When analysing the 
current situation, these recommendations are even more valid today particularly with the regard to 
growth, employment, preservation of social and natural heritage but also innovation and display of 
knowledge by the implementation of educational and research actions.  
 
The public authorities define the framework of these diverse actions conduced by the citizens and the 
companies, however, sustainable development and related actions in the field of education, training, and 
information cannot exclusively rely on public action and all the involved actors – companies and citizens 
– should be able and stimulated to propose new ideas and to take actions. In the same manner, Europe 
cannot take these diverse challenges alone and should develop a stronger cooperation with the 
international partners. 
 
A key challenge in the region is a lack of competences in ESD, in particular in the education sector, to 
address the interdisciplinary and holistic nature of ESD, which was recognized as a persistent bottleneck 
in advancing ESD by Ministers of Education and of the Environment in Belgrade in 2007 [23][24]. Other 
challenges include: the lack of a consensus on a common understanding of ESD; confusion about 
understanding the difference between environmental education and ESD; institutional, legislative and 
policy frameworks requiring adaptation to the needs of ESD; the lack of appropriate ESD teaching tools 
and research, as well as the need to strengthen the involvement of civil society in governance at multiple 
levels (school, community, region, country). 
 
In such conditions, it might be appropriate to implement in a number of fields relating to education for a 
sustainable development, pilot approaches, key actions, conduced by a number of European countries 
disposed to be involved in particular domains of the ESD. This would allow a better sharing of the 
progresses and a better efficiency in the development and evaluation of the educational programmes and 
research concerning sustainable development with, as a result, the considerable saving of time, financial 
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and human means. 
 
Much has been accomplished, but there is still much to be done, particularly if we consider the field of 
education to consumption and the protection of the resources of our planet, in which the media have a 
prominent role to play provided that they get free – and this is particularly obvious for the TV media - of 
constrains such as advertising, whose role is, contrary to the approach of sustainable development, to 
promote consumption and subsequently to take part in the impoverishment of the resources of our planet. 
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 [Notes] 

 

1) The ECSC, the first core of the EU, was mainly based on “coal and steel” which constituted, with agriculture, the three 

pillars of the European economy. This was 65 years ago. This period was characterized by a strong industrial 

expansion from 1945 to 1975 (refered to as “the Thirty Glorious Ones”), a permanent stage of full-employment but 

also with a strong pollution of our environment. The 1973's oil crisis ended this period when steel and coal more or 

less disappeared as a structuring European pillar and that disappearance caused important socio-economic and cultural 

damages. 

2) In order to confront the disruptions induced by the globalization and the new challenges coming with the new 

economy built on knowledge, the Lisbon European Council (March 2000) has implemented a global strategy to 

provide the European Union from 2010 with “the most competitive knowledge economy, able to bring a sustainable 

economic growth together with the improvement of the employment on a quantitative and qualitative basis and the 

enhancement of the social cohesion”. 
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米国とカナダにおける ESD の過去、現在、そして未来 

Charles HOPKINS＊

 
要旨 

カナダと米国の間には、経済、文化および環境面において多くの結びつきがあるが、ESD に関し

ては大きな違いがある。持続可能な開発それ自体がどのように認識され受容されているかさえ、両

国では全く異なっている。まず、米国で一般的に用いられている用語は “Education for sustainable 
development” (ESD) ではなく、持続可能性のための教育 “Education for sustainability” (EfS) である。

本論では、最初にそれぞれの国で持続可能な開発がそのように始まったかを説明し、持続可能な開

発の社会的影響への対応における両国の積極性の違いを論じ、その後に ESD の始まりを説明する。

1992 年には両国とも強力な環境教育（EE）プログラムを持っていたが、ESD 独自の役割について

はカナダのほうが若干より積極的に全国レベルで取り入れていた。米国での ESD はその黎明期に

EE との強い連携を維持していたように思われるが、カナダでは、定型教育（Formal education）、不

定型教育（Nonformal education）、非定型教育（Informal education）のすべてのシステムを包括し、

それらのシステムの目的を開発から持続可能な開発に書き換えるものとしての ESD のあり方がよ

り良く受容されていた。本論は、ESD を定型的な K-12 教育に限らず、高等教育や企業内訓練など

その他の公共啓発制度の重要な役割について論じる。国連 ESD の 10 年が始まった事は、どちらの

国においても多大な影響を及ぼした。カナダでは ESD についての議論が特に定型教育においてより

高度な透明性を保って行われ、一方で米国でも進歩があった。本論は、10 年間の事業が終了した後

に両国において ESD がどのように進歩しうるかを展望する。 
 
 
Abstract 

 

Although Canada and the USA have many economic, cultural and environmental ties there are some 
major differences when it comes to education for sustainable development (ESD).  Even the perception 
and acceptance of sustainable development itself is quite different in the two countries. To begin with, 
the common term in the USA is often not education for sustainable development (ESD) but rather educa-
tion for sustainability (EfS).  The paper deals with the early beginnings of sustainable development in 
each country and discusses the differing degrees of willingness of each country to address the social im-
plications of sustainable development before describing the emergence of ESD. While both countries had 
strong environmental education (EE) programs in 1992, Canada was slightly more embracing of a sepa-
rate role for ESD at the national level. The early years of ESD in the USA seemed to continue with a 
strong affiliation with EE while in Canada the vision of ESD as embracing all of the formal, non-formal 
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and informal education systems and re-purposing these systems from development to sustainable devel-
opment was more acceptable. The paper is not limiting ESD to formal K-12 education and discusses the 
crucial roles of higher education, public awareness programs and corporate training. The arrival of the 
UN Decade of ESD had a great impact in both countries. While ESD discussions in Canada have 
achieved higher visibility, especially in formal education senior leaders, the USA has made also made 
significant progress. The paper looks at the way forward in the post- Decade era at how ESD may evolve 
in these two countries. 
 
 
1. Prologue: Part 1-Sustainable Development (SD) 

 

Although the two countries have many economic, cultural and environmental ties there are some major 
differences when it comes to education for sustainable development (ESD).  Even the perception and 
acceptance of sustainable development itself is quite different in the two countries. As a result, the ac-
ceptance and implementation of both SD and ESD are unique in some ways. To begin with, the common 
term in the USA is often not education for sustainable development (ESD) but rather education for sus-
tainability (EfS).  However, as the paper is to address ESD, I will continue to refer to both ESD and EfS 
as ESD throughout.  
 
The United States and Canada have over 63 formal educational jurisdictions plus numerous private edu-
cation schools, colleges, and universities all of which are involved in ESD to some extent.  In addition, 
ESD includes the activities of the nongovernmental organizations, their federal/state governments, and 
the plethora of private/public sector training programs. Hence, only limited examples of legislation, poli-
cies, and programs related to ESD can be included in this brief paper and it is not intended to be inclusive 
of all the activity and programs concerned with ESD in the USA and Canada. Selected examples are pro-
vided to give an overview of the numerous, varied, and high-quality activities focused on ESD in parts of 
Canada and USA. The exemplars have been chosen on the basis of geographic representation, client 
groups, types of initiatives, and to illustrate the widespread nature of the involvement in ESD. 
 
The Acceptance of Sustainable Development in Canada and the USA 

 

Some of the difference of the acceptance of sustainable development can be accounted for in the cultural 
foundations of the two countries.  Canada traditionally has a much greater acceptance of government 
and social programs.  Canada also has a history of acceptance of United Nations policy and programs 
amongst the general population.  Contrastingly, American citizens are generally sceptical of all gov-
ernments and the UN is sometimes seen as a “world” government trying to impose global policies upon 
them. Hence, when the 1992 Earth Summit created the global work programme entitled Agenda 21, there 
was concern and suspicion amongst both US business and private citizenry. Even the term sustainable 
development that originally seemed from the Conference title, The UN Conference on Environment and 

Development (UNCED), to aim for a reconciling between economic and environmental issues i.e. be-
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came suspect when Agenda 21, emerged embracing social aspects as well. At the federal level under the 
Bush presidency the term Smart Growth was used as the USA version of sustainable development as it 
only dealt with the two original concerns of environment and economy.  Eventually the term “sustaina-
bility” replaced sustainable development as a suitable terminology in government circles. This slight 
change of wording of using sustainability avoided the use of the term “sustainable development” and the 
implied inclusion of social programs.   
 
This is a simplistic explanation as other factors such as the reluctance of environmentalists in much of 
the developed world to embrace “development” of any kind. In the early days of ESD, it’s conceptualiza-
tion and progress was largely under the influence of environmental educators and as a result, their inter-
pretations of ESD as primarily EE had an impact on the terminology.  
 
Canada on the other hand was firmly behind the Rio process. The Chair for UNCED was a Canadian, 
Maurice Strong, and the Canadian government with its many existing social programs such as universal 
health care had little problem with embracing the “social” sphere within sustainable development.  Both 
sustainable development and sustainability was and is used in Canada.  Although many Canadian envi-
ronmentalists disliked the word, “development”, within the Canadian ESD community the 
UNESCO/international terminology of ESD is used. 
 
The Early Days of Sustainable Development in Canada and the USA 

 

Once the UN accepted the Brundtland Commission Report, Our Common Future, and endorsed sustain-
able development as the new development paradigm, Canada moved to a mode of public consultation 
and sought advice from many sectors on how best to accommodate the shift. The concept of Roundtables 
was introduced by the Conservative government and used widely to engage citizens in inter-sectoral dis-
cussions on future growth and development. At both provincial and federal levels semi-permanent 
roundtables were established. The Federal Roundtable was called the National Roundtable on Environ-
ment and the Economy. From the beginning, the National Round Table was meant to be different. In 1988, 
the NRT was established to bring “leadership in the new way we must think of the relationship between the 
environment and the economy and the new way we must act.” 1) In 1993, The Canadian Parliament legislated 
a new mandate setting out in statute the NRT’s uniquely independent, national policy advisory role on sus-
tainable development and for more than twenty years under a variety of governments, the National Round 
Table on the Environment and the Economy has been at the forefront of some of the most important debates 
on how to sustain Canada’s prosperity and future. However as of 2012, a new Conservative government 
abolished the NRT. 
 
A second major influence on both the acceptance and implementation of sustainable development in 
Canada was the early appointment of a powerful Commissioner of Sustainable Development to oversee 
all departments within the Federal Government requiring them to address the implications for their poli-
cy and practice on sustainable development.  Many provinces and territories followed the lead and have 
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appointed similar oversight. 2) 

 
While the concept of sustainability was being reasonably well endorsed in Canada there was a different 
mood in the USA.  The worldwide recession that began in the early 1990s was top of mind. President–
elect Clinton made his now famous comment regarding sustainability concerns by saying in his election 
campaigns, “it’s the economy stupid” and a tension between either focusing on the economy or the envi-
ronment became widely embedded in the minds of the American public.  Counter sustainable develop-
ment initiatives, financially resourced by the energy and tobacco sector, isolated the environmentalists 
and social activists in the USA. While helped by some federal agencies such as the Environmental Pro-
tection Agency (EPA), The National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) and the National 
Science Foundation (NSF), sustainable development at the state and city level slowly progressed. 3)   
 
Federally in the USA, in 1993 President Clinton convened the Presidents Council on Sustainable Devel-
opment (PCSD) in response to UNCED and Agenda 21. The Presidents Council included representatives 
from government industry and four non-profit/non-government organizations.  The PCSD had no au-
thority to make laws but was quite successful in producing a consensus-based national vision and strate-
gy for sustainability before it was disbanded in 1999. 4)  
 
Some major sustainability achievements were accomplished by the private sector in the form of Corpo-
rate Social Responsibility (CSR) programs and in the protection of water by governments but issues ad-
dressing social aspects of sustainability were largely neglected.  For instance, President Clinton’s at-
tempt on health care reform was defeated.  Little success was made on other social fronts such as pov-
erty, drug-abuse or racism.  
 
Local Approaches to Sustainable Development 

 
In both Canada and the USA, sustainability issues were addressed more successfully at the city or re-
gional level.  While the term “Local Agenda 21” was not endorsed in either country as it was in Europe, 
there was progress made by mayors and local councils to address social, economic and environmental 
issues in a synergistic manner. Fortunately this progress has accelerated significantly as citizens see this 
approach as sustainable community development with direct local impact and not as a global strategy 
being imposed by a distant governing body. 
 
2. Prologue: Part 2-ESD in the Early Years 

 
In both Canada and the United States formal education is largely under state or provincial control. The 
result is that ESD was implemented, if at all, in a very disjointed fashion. While federal help was some-
times available it was usually from the Environmental Protection Agency (EPA) in the USA or Environ-
ment Canada (EC) in Canada.  Both these institutions had a strong environmental mandate and hence 
their funding influence on early ESD projects was predominantly of an environmental nature. Their 
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presence combined with the influence of the major environmental NGOs reinforced the concept within 
formal education that ESD was largely environmental sustainability. The absence of economic or social 
ministries or other NGOs speaking in support of ESD helped to reinforce the perception of ESD as being 
synonymous or closely aligned with environmental education. As a result, before the United Nations 
Decade of Education for Sustainable Development (UNDESD) was declared, ESD was not initially di-
rectly engaged with the core disciplines of formal education but seen by many as a close relative of en-
vironmental education, global education and/or development education etc. Even those engaged directly 
in social issues that were a direct threat to a sustainable future such as racism, poverty or homelessness 
did not feel a part of ESD. School systems usually taught ABOUT sustainable development at times but 
not FOR sustainable development. 
 
In the USA in 1994, the PCSD sponsored the National Forum on Partnerships Supporting Education 
about the Environment.  The intent of the consultation process was to broaden the concept of “educa-
tion” to include sustainable development. This forum and the consultation process resulted in the report 
entitled Education for Sustainability: an Agenda for Action. In this seminal document, EfS was defined 
as: 
 

 “…a lifelong learning process that leads to an informed and involved citizenry having the 
creative problem-solving skills, scientific and social literacy, and commitment to engage in 
responsible individual and cooperative actions”. 5) 

 
NGOs often inserted the most direct influence on EfS efforts in the United States by creating and imple-
menting EfS curricula, disseminating academic standards, and facilitating the adoption of EfS practices. 
One NGO prominent in this regard was the North American Association for Environmental Education 
(NAAEE) who welcomed the synergy and formed an ESD Commission within the organization. This 
allowed ESD to have its own program strand. As early as 1996 the NAAEE conference in California had 
this author as a keynote speaker to clarify ESD. Slowly EfS has developed in the USA, especially within 
the private school systems such as the National Association of Independent Schools (NAIS) and in 
Higher Education guided by The Association for the Advancement Sustainability in Higher Education 
(AASHE). Thanks to the work of these and other associations, EfS is accepted and is gaining in credibil-
ity. However, to date the focus on school performance and testing hurts ESD progress. 
 
Recently there have been signs that the federal government once again wishes to take a leadership role in 
EFS.  At the UNESCO World Conference in Bonn in 2009 the US Secretary of Education, Arne Dun-
can sent a letter affirming the support of the USA towards ESD. Also following Secretary Duncan’s later 
admission that the Department of Education had fallen short of the goals established in the PCSD’s 1996 
report, Duncan in 2010 announced that several new initiatives would be launched such as green job 
training in vocational education programs. He later reaffirmed this at the National Green Schools Con-
ference in Boulder Colorado in 2011.  
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As sustainable development was being conceptualized in the mid 1980’s, the needs of Canadian society 
were changing, especially in the large cities. There, large-scale immigration was shifting from Europe to 
Asia, Africa, and Latin America.  There was also a great influx of refugee migrants from war-torn areas 
such as Chile, Angola, Vietnam and Cambodia. This shift called upon both formal and non-formal educa-
tion to change to address the new social, economic and in some cases urban ecological issues.  As a re-
sult a host of “adjectival educations” were created.  “Adjectival” refers to the need to add a descriptor to 
the word education to signify the special focus. Some examples of adjectival educations are environ-
mental education, anti-racist education, equity education, global education etc.  There were over 100 
such adjectival educations in the province of Ontario where I was a curriculum superintendent.  
 
As it was in the USA it was into this mix of adjectival educations that ESD arrived in 1992. The arrival 
was further problematized by a deepening economic recession that forced many school systems to made 
cuts to their existing budgets at a time when there arose a need for a very costly expansion of their in-
formation technology (IT) systems.  Thus, ESD being poorly understood by school leaders, needing 
considerable teacher professional development and occurring at the same time as IT expansion, ESD was 
sidelined as a subset of their EE program.   
 
Sustainable development itself at the UN level was usually given to the Ministries of Environment.  
This link to ministries of environment, EPA and EC, further projected the perception of ESD as a direct 
offshoot of environmental education making it difficult to not only engage the core subject areas in min-
istries of education but also to widen the possibility of a coalition of adjectival educations to include so-
cial and economic sustainability issues. Often these social and economic issues were being addressed but 
not in the name of ESD.  This issue of the perception of what ESD is, and is not, still exists in both 
countries. North American NGOs and professional development agencies such as the (NAAEE) and the 
Canadian Network for Environmental Education and Communication (EECOM) still have no collabora-
tive ties to other adjectival organizations to facilitate ESD. 
 
In Canada one ESD NGO was established in anticipation of Rio. Learning for a Sustainable Future (LSF), 
is a non-profit organization created to integrate ESD into the curriculum at all grade levels in Canada.  
LSF was founded by a group of youth, educators, business leaders, and government and community 
members in 1991 in anticipation of the need for ESD. 
 
3. Post UNDESD 
 
With the arrival of the UNDESD new attempts were made to link ESD to the formal education systems.  
The Canadian Commission for UNESCO (CCU) played an active role in introducing the concept of ESD 
to its members at their annual conference in 2005 and has included ESD in their programs each year of 
the Decade. The CCU has also facilitated the inclusion of ESD within the Canadian Council of Ministers 
of Education (CCME). This was not the case in the USA. 
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Once formal education systems began exploring the concept of ESD for the UNDESD and understood 
the first of the four thrusts of ESD as the access to and retention in a quality education, ministries saw 
their responsibility as much wider than EE. CCME has identified ESD as one of their priorities and es-
tablished an interprovincial working group to develop an ESD framework to assist the provinces and ter-
ritories to develop their own ESD program.   
 
One of their first goals of ESD in Canada and the USA is to establish the current state of implementation. 
Some attempts are emerging to rectify this isolation of approaches to sustainability issues. Human values 
education, for instance, is one such overarching concept underlying formal education in Canada.  Val-
ues, one of the key components of sustainable development, are being addressed through detailed curric-
ulum documents and extensive resources.  In the Foundation Document for the Development of the 
Common Curriculum Framework for Social Studies Kindergarten to Grade12 …the role of social studies 
is defined in part as “to help students…to become active and responsible citizens, engaged in the practice 
of democratic ideals.”  Specific goals emphasize that students must understand their rights and respon-
sibilities in order to participate fully in society, value the diversity, respect the dignity, and support the 
equality of all human beings, and develop a sense of social compassion, fairness, and justice.  The prin-
ciples and goals of the Framework were used as the basis of curriculum development, teacher training, 
and the provision of resources and tools specific to student needs at different levels in several provinces 
and territories across Canada. 6) 
 
To address ESD in Canada more specifically, a partnership between Environment Canada, the Province 
of Manitoba, and LSF, eight Provincial/Territorial Education for Sustainable Development Working 
Groups have been established across Canada.  Called ESD Canada, their collective purpose is to foster a 
culture of ESD by engaging leaders from provincial and territorial ministries, the federal government, the 
formal, non-formal, and informal education sectors, business, and community organizations in discus-
sions and actions to advance ESD.  To date, the ESD Working Groups have been active in sponsoring 
public forums, providing input to provincial curriculum reviews, developing resources, and creating web 
sites. 7) The long-term objectives of the ESD Working Groups include: 
 
 Integration of ESD into formal, non-formal, and informal education  
 Coordinate implementation of ESD activities (i.e. curriculum, policies, research, teacher training, 

and facilities management) 
 Establishment of strategic collaborations between governments, education sector leaders, busi-

nesses, and non-government organizations to increase their cohesion and leverage in creating a 
culture of ESD 

 Coordination of stakeholders from formal, non-formal, and informal education sectors for policy 
input, debate, exchange, and planning to improve delivery of ESD activities 
 

Integrating ESD Throughout the Elementary and Secondary Curriculum 

If one were to classify the various approaches to ESD found in K-12 schools in the two countries the 
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following categories would serve reasonably well. 
 
1/ the school ignores the need 
2/ there is either a club or a project led by a few students and a teacher. 
3/ there is a school-wide project or focus on energy or recycling or fund raising for the 3rd world. 
4/ Sustainability and global issues are mentioned within in a number of core subjects such as science, 

social studies, civics and geography.  This is seen as teaching about sustainability. 
5/ A whole-school approach leading to certification such as a “Green school”, “Eco-school” “safe school” 

or an “anti-racist/anti-bullying school”.  This is seen as teaching for sustainability. 
6/ A whole-school system approach to education for sustainability. As many issues such as what gets 

taught, what is evaluated and reported upon and policy decisions ranging from purchasing to promo-
tion are system-wide decisions ESD must move beyond the whole-school approach. 

7/ A whole community approach.  Educators do not own the education system. It is a service owned by 
the entire community. With the beginning of the UNDESD the United Nations University developed 
such a community/regional ESD experiment to research the possibility of schools and indeed all the 
formal and non-formal education actors in a region could work collaboratively to build more sustaina-
ble regions.  This project called Regional Centres of Expertise in ESD (RCE) has grown from 7 enti-
ties in 2005 to over 120 worldwide in 2012. (There are currently seven RCEs in Canada and two in the 
USA). 

 
4. Postsecondary Education 
 
Education for sustainable development is included in university and college programs across both coun-
tries.  The databases of the university and colleges list hundreds of degree, diploma, and certificate pro-
grams under the heading of Environmental Science.  Numerous other programs can be found under 
other search terms related to sustainable development as courses are found in numerous faculties, in-
cluding science, education, social sciences, political sciences, arts, environment, and architecture.  
Community colleges in the two countries also offer hundreds of certificate and diploma programs related 
to sustainability issues.  
 

5. Teacher education 

 
While isolated sustainability issues such as quality education or gender equity have been addressed at 
faculties of education and teacher education institutions (TEIs) for decades in both countries the first 
identified UNESCO Chair in ESD was established at York University in Toronto, Canada in 1999. The 
task was to develop global guidelines for UNESCO on reorienting teacher education globally to address 
ESD. Working with 35 other institutions in as many countries this project was completed in 2005. Now 
the Chair leads a network of hundreds of TEIs in 74 countries trying to bring about this reorientation 
process.  
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In Canada a national network of interested TEIs was formed called PANCANnet in 1999. It has raised 
the profile of ESD in Canada by embracing such issues as aboriginal education, equity, and gender. As 
well, the foundation courses in pedagogy and delivering ESD through the core disciplines are explored. 
A similar network of TEIs was begun in the USA in 2010. 
 
While all TEIs are concerned with quality education initiatives, few see these as related to ESD. Many 
have programs on equity, global citizenship and environmental education but again these are not contex-
tually linked to ESD in most cases. A few TEIs have ESD courses at the undergraduate level and even 
others have ESD Degree or Certificate programs at the graduate level. A network of all the TEIs in Man-
itoba, Canada where ESD is a priority goal of the provincial education system is the best example of 
ESD in TEIs.   
Much more needs to be done.  However there is no funding for these teacher education networks in ei-
ther country. Little funding is available for research and progress relies solely on volunteerism and the 
support of the individual institution. 
 
6. Public Awareness  

 
Public awareness and understanding is the third thrust of ESD. Sustainability issues are ever increasing 
in public attention through news broadcasts on such related issues as climate change, or the collapse of 
natural resources such as the cod and salmon fisheries. Unsustainable mining and energy production 
practices are rising in the attention of the broader population. Television documentaries and even popular 
movies now such as Avatar have subtle sustainability themes including social justice embedded within 
them. 
 
This thrust of building public awareness and understanding is hard to capture as it is embedded in com-
munity learning and development.  The following is an excerpt from the Canadian Report on ESD to 
UNESCO in 2010. 8) The situation is very similar in the USA. 
 
Active Community Learning 

1. Not-for-profit, nongovernmental, and civil society organizations lead much of the public and com-
munity based activity linked to sustainable development.  There is always an education component 
to these initiatives – whether through purposeful education with children, youth, and adults or less 
formal learning through public awareness campaigns and project involvement. 

 
Not all public awareness programs regarding sustainable development are helpful.  The term is often 
misused or misrepresented just as the term “green” is often exaggerated.  This leads to a simplification 
of the concept and eventual public mistrust. “Clean coal” is one example of this misuse as little of the 
greenhouse gas emitted when coal is burned is ever captured and stored. 

However, the increasing availability of information, be it product information, the plight of indigenous 
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people, or understanding poverty alleviation policy, leads to a more knowledgeable and understanding 
citizenry and achieving the third thrust of ESD.  
 
7. Training  - public and private sectors 
 
The fourth thrust of ESD is training. In both countries a great deal of work in ESD is devoted to training 
in the public, NGO and private sectors to address sustainability issues.  Some is done to meet compli-
ance. Some is done for increased profitability or efficiency. Some is done for enhancing their reputation 
and some is done because of the company or agency wanting to contribute to their community or con-
stituency. NGOs such as the International Standards Organization (ISO), The Natural Step, and most 
government agencies have training programs in ESD. Many are self-funded through resulting savings in 
energy, water and waste management.  
 
While larger businesses have the capitol to fund these training programs one needed new frontier how-
ever is bringing this training and assistance to small and medium size businesses in both countries. There 
is also a need to more beyond the self-funding environmental programs to address social programs such 
as the training and broader social services available to youth and entry level migrant workers.  
 
Just as public awareness is difficult to capture, training is also embedded everywhere   i.e.  
 

Working in partnership with nine other departments of the Inter-departmental Network on Sustaina-
ble Development Strategies and the Canada School of Public Service, Health Canada negotiated an 
agreement for the development and delivery of sustainable development training materials.  Health 
Canada, Environment Canada, Natural Resources Canada, and Treasury Board Secretariat are 
among participating departments that formally committed to the project in December 2006. 9) 

  
8. Epilogue – The Future of ESD in Canada and the USA 
 
The future of ESD in both countries looks bright. The need for ESD continues to grow both from a rise in 
sustainability related issues such as climate change, biodiversity and social disparities and also the new 
needs of the workplace to build the hoped for “green economy”. 
 
In Canada the emergence of the relationship between ESD and quality education is emerging. No longer 
is ESD seen as solely a moral obligation.  It is a way to build a better life for all. In the USA and Cana-
da, higher education working with programs such as the STAR program developed by the Association for 
the Advancement of Sustainability in Higher Education (AASHE) and the professional development 
network of Canadian universities and colleges’ sustainability officers are bringing the concepts inherent 
in sustainability into HE curricula and operations.  
 
Professional organizations ranging from science, technology, engineering and mathematics (STEM) re-
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lated disciplines to the arts are looking to train their members on the impact and contributions of their 
professions to building a more sustainable future.  For example, purchasing agents are beginning to in-
clude carbon content and CSR data in their purchasing.   
 
In K-12 education the need to address a future “green” labour force requires a new look at technical and 
vocational education that is enhanced by social entrepreneurship skills.  Presently both TVET and qual-
ity education are being considered within an ESD context at many levels including the UNECE and the 
Canadian Council of Ministers of Education. 
 
Yet another area that will see a new relationship with ESD in North America will be the attempt to revisit 
aboriginal education.  This revisit will be both an attempt to assist and improve the delivery of quality 
education to aboriginal people and also to learn from aboriginal traditional, ecological knowledge and 
wisdom.  
 
All of this bodes well for the future need for enhanced education, public awareness and training regard-
ing sustainability. 
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オセアニアとアジアにおける ESD の過去、現在、そして未来 

John FIEN＊

 
要旨 

教育は、アジア太平洋地域の諸国が直面する社会、経済、環境面の困難に対処するための重要な

方法として認められてきた。そして、どの国も、持続不可能な開発の下降スパイラルに自国の教育

制度がどのように対処してきたかを示す事ができる。その対処法として、以下のものがある。カリ

キュラムガイドラインと新しい教材の開発、環境問題の視点を教える事を目的としたシラバスの改

訂、環境教育を目的とする全校統一カリキュラムプランニング法の採用、専門的環境教育センター

の設立。また過去 10 年にわたって、持続可能な開発というより広いコンセプトをこれらの事業に取

り入れる努力も行われてきた。たとえば、UNESCO アジア太平洋地域万人のための教育事業は、こ

の地域における初等教育の普及と非識字の撲滅を社会経済開発の基礎として重視している。その他

にも、女子、路上生活者、難民に教育を提供するための中等教育改革、および職業教育と高等教育、

そして教師教育の分野で多くの事業が行われてきた。この地域での不定型教育（non-formal education）
部門は、人々がより持続的に生活し働くためにどのようにすれば良いかを学ぶ機会を提供する事に

ついて特に強力かつ革新的であり、NGO と企業が重要な役割を果たしている。 

 本論は、この地域で行われている革新的プログラムと事業について例を挙げて説明し、定型 ESD
および不定型 ESD 事業を幅広く概観する。また、この分野での活動が急増した事で生じているコー

ディネーションの問題と効果への脅威も明らかにする。その中で、様々な持続可能性部門および様々

なレベルの行政府を横断して、また関係する行政府、産業界、NGO の間で ESD のコーディネーシ

ョンを行うという難題にも触れる。その上で、本論の最後にコーディネーションと統治を改善する

事によって ESD を 1 つ上の次元に高める可能性を探るために、この地域で行うべき議論とアクショ

ンリサーチ・プロジェクトについての提言を行う。 

 

 

Abstract 

 

Education has been identified as a critical way of addressing the social, economic and environmental 
challenges confronting the countries in the Asia-Pacific region, and all countries can point to ways in 
which their education systems have been responding to the descending spiral of unsustainable develop-
ment. These include: the development of curriculum guidelines and new teaching materials, the revision 
of syllabuses to infuse an environmental perspective, the adoption of whole-school approaches to curric-
ulum planning for environmental education, and the establishment of specialised environmental educa-
tion centres. Over the past decade, efforts have also been made to integrate the wider concept of sustain-
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able development into these initiatives. For example, the UNESCO Asia-Pacific Programme of Educa-
tion for All focuses on universalizing primary education and eradicating illiteracy in the region as a 
foundation for the social and economic development. There have also been many initiatives in secondary 
education reform, to provide education for girls, pavement dwellers and refugees, and in vocational edu-
cation and higher education, and teacher education. The non-formal education sector is the region is par-
ticularly strong and innovative in providing opportunities for people to learn to live and work more sus-
tainably, with NGOs and businesses playing key roles.  
 
This paper provides an overview of the wide range of formal and non-formal ESD initiatives in the region by 
outlining examples of innovative programmes and initiatives. It also identifies the problem of coordination 
and the threat to effectiveness that flows from such proliferation. This includes the challenge of coordinating 
ESD across different sustainability sectors and levels of government and between government, industry and 
NGO actors. Thus, the paper concludes with a recommendation for discussions and action research projects in 
the region to address the opportunities that improved coordination and governance can bring to take ESD to 
the next level. 

 

 Prologue  1.
 
Writing a paper on “The Past, Present and Future of ESD in Oceania and Asia” is a challenging task. 
There are at least two reasons for this. First, this is by far the largest and most populous and most diverse 
region of the world. It covers about 23% of the world’s total land and extends from Mongolia in the north 
to the southern tip of New Zealand in the south, Japan and Tahiti in the east to Pakistan (or is it Leba-
non?) in the west. It contains more than a quarter of all the countries in the world, of which seven are in 
South Asia, ten in South-east Asia, five in North-east Asia and eighteen in the Pacific and Oceania region. 
The region is home to 60 % of the world’s population but over 40% of the region’s population is concen-
trated into five countries: China, India, Indonesia, Pakistan, and Bangladesh. The economy and the live-
lihoods of most people in the region are predominantly rural but urbanisation has been so rapid in recent 
years that the region also contains fifteen of the twenty-five cities in the world with over 10 million peo-
ple, and thirteen of fifteen most polluted cities in the world.1) 
 
Asia and Oceania is also a region of great cultural, economic and environmental diversity. This is re-
flected in the description of the region in UNESCO’s 50th anniversary commemoration publication on 
the region, which described it in the following way: 

 
From the world’s highest city, Lhasa ... to the world deepest Lake Baikal...; from the highest 
mountain to the deepest seas; from the driest deserts to the dampest forests; the Asia-Pacific 
region covers an outstanding array of geography and culture. 
 
The region is one of sharp contrasts. It has two of the world’s most populous countries, 
China and India, and some of the world’s smallest countries, Nauru in the Pacific and the 
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Maldives in the Indian Ocean. It has one of the world’s richest countries, Japan, and the 
world’s poorest, Cambodia and Bangladesh. 
 
With over 700 languages in Papua New Guinea alone, the region’s ethnic and linguistic 
diversity is greater than anywhere else in the world. Great cultures have left legacies such as 
the Great Wall of China - 2350 kilometres long - ... and the legendary temples of Borobodor 
in Indonesia. A wealth of religions criss-cross the region, ranging from Buddhism, Hindu-
ism, Christianity, Islam and Sikhism, to other faiths such as Confucianism, Jainism and Ta-
oism.  
 

This diversity means that it is difficult to be anything but general in an account of the development of 
ESD in the region. 
 
A second reason why it is a challenge to write about ESD in such a diverse region is that ESD needs to 
locally relevant and culturally appropriate. As a result, what counts as ESD in one country is not neces-
sarily relevant in other countries. Thus, ESD in Asia and Oceania is just as diverse as the cultures, 
economies, languages and landscapes in the region. 
 

 ESD in School Education in Asia and Oceania 2.

 
Education has been identified as a critical way of addressing this range of concerns in the Asia-Pacific 
region. Thus, many countries in the region can point to ways in which their education systems have been 
responding to the challenges posed by the descending spiral of unsustainable development. Many of their 
initiatives preceded the Earth Summit and are the result of the active International Environmental Educa-
tion Programme led by UNESCO and the United Nations Environment Programme (UNEP) in the re-
gion. After the 1977 Inter-governmental Conference on Environmental Education in Tbilisi, follow-up 
workshops were held in Asia in 1997 and 1980. These provided for a range of catalytic activities, in-
cluding: the exchange of information among institutions, the collection and dissemination of information, 
publication of materials for use in curriculum development and teacher education, study-visits and at-
tachment programmes, demonstration projects, and the development of a pool of experienced resource 
persons to provide consultancy services to the Member countries. The impacts of this and related pro-
grammes may be seen in the relatively high adoption of forms of environmental education in schools 
across the region. These include: the development of curriculum guidelines and new teaching materials, 
the revision of syllabuses to infuse an environmental perspective, the adoption of whole-school ap-
proaches to curriculum planning for environmental education, and the establishment of specialised envi-
ronmental education centres. 2) 
 
Over the past two decades, efforts have been made to integrate the concept of sustainable development 
into these initiatives. The basic thrust for this began with the 1992 Rio Earth Summit and was further 
encouraged by the Third Ministerial Conference on Environment and Development in Asia and the Pa-
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cific that was held in 1995 under the auspices of United Nations Economic and Social Commission for 
Asia and the Pacific (ESCAP). This meeting decided upon a five year Regional Action Programme for 
‘environmentally sound and sustainable development’ in the region. Actions to catalyse educational re-
form under this plan has promoted sustainable development through education and related capacity 
building initiatives. For example, the UNESCO Asia-Pacific Programme of Education for All (APPEAL) 
focuses on universalizing primary education and eradicating illiteracy in the region as a foundation for 
the social and economic development. UNICEF also plays a major role in this goal. The UNESCO 
Asia-Pacific Programme of Educational Innovation for Development also actively supported ESD 
through the areas of secondary education reform, education for girls, pavement dwellers and refugees, 
vocational education and higher education, including teacher education.  
 
The Association for South East Asian Nations (ASEAN) and the Asia Pacific Economic Cooperation 
(APEC) have had small information, training, and network programmes to support member countries 
while the South Pacific Regional Environment Programme (SPREP) also prepared a draft Action Strate-

gy for Environmental Education and Training in the Pacific Region. Several international NGOs are also 
active in supporting education strategies for sustainable development the region. For example, With the 
UN Decade of Education for Sustainable Development, action plans for ESD have also been developed 
at the regional, Pacific and national levels. The Environment Agency of Japan the Institute for Global 
Environmental Strategies (IGES) and the ESD program of UNU-IAS also are supporting cooperative 
regional efforts to promote sustainable development through education. For example, IGES conducted a 
review of the policies and capacities of NGOs, the media and formal education systems in the region to 
promote sustainable development, while UNU-IAS has initiated many innovative programs, including 
Regional Centres of Expertise in ESD. 
 
As a result of initiatives such as these, many examples of innovative practice may be found across the 
region. The examples in Table 1 are presented in alphabetical order of country name and illustrate the 
range of innovations that may be found in the region and which may become increasingly widespread as 
the innovations are diffused more widely. 
 

Table 1.  Examples of innovative practices in Asia and Oceania3) 

Australia  A tradition of school based curriculum development within broad framework sylla-
buses that encourages local innovation and across-the-curriculum support for envi-
ronmental education. 

 A series of state policies, curriculum guidelines and support materials for environ-
mental education. 

 A national sustainable schools progam 
People’s Republic 
of China 

 Environmental protection is a basic state policy. 
 Chaozhou City was named by UNEP as one of the “500 Best cities in the World” 

for its achievements in environmental education where 200,000 students in over 
1,000 schools underwent an environmental education programme that combined in 
school and out-of-classroom activities. 

 National teacher education for sustainability project sponsored by WWF. 
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India  The National Policy on Education of 1968 and 1986 made environmental themes 
integral aspects of the curriculum. 

 The National Council of Educational Research and Training (NCERT) produced 
model national textbooks for Years 3 - 5 on environmental studies. Beyond Year 6, 
texts of all subjects include environmental education. 

 The Supreme Court of India has made a court order to ensure all education systems 
promote environmental education. 

 Environmental themes are integral to adult and non-formal education. 
Indonesia  A network of Environmental Study Centres in universities and incorporation of en-

vironmental education into national policies on environmental management. 
 A system of non-degree training programmes in environmental impact assessment 

and other topics. 
 Widespread co-operation between schools, universities and community groups in 

local action projects supported by Adiwiyata Awards Program for ESD schools. 
 UNESCO Green Schools program  

Japan  Comprehensive attention to environmental topics in a wide range of primary and 
secondary school subjects and local content periods 

 Identification of issues for the promotion of environmental education. For example:
- the need to relate environmental education to pupils’ lives to improve quality 

of life, and 
- the development of teaching materials, especially on the local environment 

covering the full range of environmental education approaches. 
 Development of links between schools and administrative agencies, eg Ministry of 

Environment and Ministry of Education, produced guidance notes and supplemen-
tary readers for primary and lower secondary schools, and to coordinate in-service 
education and research. 

Malaysia   “Man and Environment” topics integrated into five subjects in primary school; 
Social Science, Health Education, Civics, History and Geography. 

 A wide range of co-curricula activities, eg. nature clubs, Environment Week, camp-
ing, “School in the Garden”, and environmental education projects. 

 Government Agencies, NGOs and media support for environmental education. 
New Zealand  Involvement of the NGO sector in environmental education is strong, eg. New Zea-

land Natural Heritage Foundation and Environmental Education Centre of New 
Zealand. 

 School/University links provide special programmes for teachers and students 
through programmes such as Eco-school and Enviro-school. 

Philippines  Environmental concepts and skills integrated into National Minimum Learning 
Competencies for elementary schools and Desired Learning Competencies for sec-
ondary schools. 

 A national environmental education review gave strong support for development 
strategies for formal and non formal environmental education. 

 A strong curriculum materials and professional development programme in envi-
ronmental education for teachers. 

Republic of Korea  Environmental Conservation Model School programme to provide examples of en-
vironmental education across-the-curriculum. 

 Environmental education is central in the new Sixth Curriculum from 1995. At the 
secondary school level it will be a separate subject. 

 Increasing emphasis on Green Economy and Green Skills 
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Singapore  Environmental Education is central in the government’s plan to become a Model 
Environmental City by 2000. 

 There are at least fifteen different governmental and non-governmental institutions 
that are actively involved in promoting environmental awareness and action na-
tion-wide. 

 Successful “Clean River” campaign and the promotion of the annual “Clean and 
Green Week”. 

 Environmental education is already incorporated in the academic and curriculum 
studies in the pre-service teacher education.  

Sri Lanka  A strong connection between culture and religion and the philosophy of environ-
mental education. 

 National Education Commission requires schools to contribute to “the evolution of 
a sustainable pattern of living”. 

 Strong integration of environmental topics into primary and secondary curriculum, 
and the setting up of “Environmental Pioneer Brigades” and Environmental Clubs 
in some schools. 

 Active NGO involvement in environmental education. 
Thailand  Environmental education is integral to the issues of quality of life and health, and 

policies on social, economic and ecological sustainability. 
 Environmental education is integrated into three units in the Life Experiences cur-

riculum in elementary schools. Life Experience integrates Science, Social Studies, 
and Health and Moral Education. 

 Community development electives in junior secondary social studies provide wide 
opportunities for student participation in working to solve local environmental 
problems. 

 There is a goal to have an accredited environmental park and community resource 
centre in every village. 

Viet Nam  Environmental education is integral to the 1991 National Plan on Environment and 
Sustainable Development. 

 Incorporation of environmental education into three subjects in primary school 
(Finding Nature and Society, Health Education and Moral Education) and three in 
secondary school (geography, biology and moral/civic education). 

 Review of curriculum for 2015-2025 to be undertaken through an ESD Lens 
 

 

 ESD out of School Education (ESD in the local community,  3.

 
ESD through non-formal education is very strong across Asia and Oceania. This is conducted through so 
many individual organisations and networks in government, civil society and industry that it is really 
impossible to provide a summary in a few paragraphs. Instead, I would like to provide a glimpse through 
three brief examples, and then highlight the difficulties that are being experienced because of the large 
number of players and programs involved. 
 
A major leader in non-formal ESD is the network of community-based organisations that form the 
Asia-Pacific Bureau of Adult Education (ASPBAE).4) ASPBAE has developed a framework adult ESD 
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in the region based upon the principles of the Treaty on Environmental Education for Sustainable Socie-
ties and Global Responsibility endorsed at the NGO Global Forum at the Earth Summit in 1992. This has 
led to many innovative programmes in basic education, climate change adaptation, sustainable liveli-
hoods and more recently green skills.  
 
A typical member of community-based ESD organization is Live and Learn.5) Its mission is to reduce 
poverty and foster greater understanding and action towards a sustainable future through education, 
community mobilisation and supportive partnerships. Live & Learn is an international organization with 
offices and programmes spread from The Maldives and Sri Lanka in the west to Fiji and Vanuatu in the 
Pacific. They also work in south-east Asia in Vietnam, Cambodia, Indonesia and Timor Leste. Each 
country office has local non-government registration and autonomy and, where appropriate, works 
through partnerships with the government. Live and learn programs are developed with local sustainabil-
ity issues in mind, and range across themes such as human rights, peace building, health, water and sani-
tation, sustainable sue of biodiversity, disaster preparedness, housing, waste management, sustainable 
energy, climate change and environmental governance. 
Despite the diversity of these country and themes, Live & Learn’s programs are based upon a common 
set of community development and education models that have the capacity to reduce poverty and pro-
mote sustainability. These are practically designed to strengthen participation and learning, use commu-
nity resources and knowledge, promote innovation and simplicity, and benefit marginalised people. One 
model that is commonly used to reduce poverty and promote sustainable development is the MAIA 
Model for Action and Learning: (i) Mobilization, (ii) Anticipation, (iii) Innovation, and (iv) Action.6) 
 
The final example illustrates the work of the private sector in ESD. Increasingly, the private sector is be-
coming an important ESD actor in the region, with  many initiatives undertaken by businesses and their 
partners in the area of sustainable development and CSR contribute considerably to education, training 
and capacity building for sustainable development. This includes training to implement sustainable busi-
ness models, for example in sustainable supply chain management, corporate environmental manage-
ment corporate social responsibility and the development of local sustainable development initiatives. 
Such initiatives could also inform the educational practices of business schools, and the training provided 
by companies and industry/business associations. Examples from the textile, clothing and footwear in-
dustry include:7) 
 

Reebok: Reebok organises training workshops in its worldwide network of factories on strengthening 
the compliance of standards for non-discrimination, acceptable working hours, no forced or compulsory 
labour, fair wages, no child labour, freedom of association, non-harassment, safe and healthy working 
environment, and non-retaliation policy as well as local legal requirements, including such issues as 
worker health and safety, child labor, freedom of association, wages, benefits and working hours. Outside 
experts and NGOS are commissioned to help worker representatives understand their rights and to im-
prove their communication and problem solving skills. 
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H & M: In Cambodia, H & M organises a HIV/AIDS Awareness and Prevention Program. Activities 
include health promotion session, and training of 300 peer educators providing education to 3000 factory 
employees on the issues of HIV/AIDS and reproductive health. 
 
Adidas: In Southeast Asia, Adidas organises activities related to health promotion in the workplace and 
factories. Examples are the attendance of staff in Vietnam in NGO training on managing HIV-AIDS in 
the workplace and the training for operational staff in Vietnam on preventative measures related to Bird 
Flu. 
 

 Epilogue  4.

 

Despite the excitement that comes form considering the many ESD programs in Asia and Oceania, there 
is a problem with there being so many programs in both the formal and non-formal sector, not just at the 
regional level but even also at the national level. This is the problem of coordination and the threat to 
effectiveness that flows from the resultant confusion. There are at least three reasons for this.8) 
First, the scope of ESD is broad and confusing to many. For example, ESD generally developed out of 
the environmental education movement and, thus, there is confusion about the scope of sustainable de-
velopment as an area of learning. Often, it is restricted to a focus on the natural environment and conser-
vation issues rather than their integration and mutual dependence on economic, social, cultural and polit-
ical factors as well. In addition, environmental ministries and agencies of government have generally 
proven more committed to environmental education than education ministries and agencies, and in recent 
years, have continued this support under the name of ESD.  

 

Second, the nature of ‘education’ in ESD is similarly broad and confusing. Many actors in EfD confuse 
‘education’ with ‘schooling’ and thus focus their activities on ESD within the formal education system. 
The resultant irony is that this occurs at the same time as government ministries and agencies for educa-
tion tend to provide less support for ESD than environmental ministries and agencies. ‘Education’ is 
generally seen in broad terms by educationalists as a process for developing higher order cognitive pro-
cessing skills and the clarification of attitudes and values so that people can (i) make up their own minds 
about questions of fact and opinion, controversial issues, and lifestyle decisions; and (ii) make plans to 
collaborate with others to take action on issues that concern them. These goals of autonomy, personal 
efficacy and civic responsibility are much broader than the goal of changing people’s behaviour in many 
ESD programs, especially those motivated by concerns for efficient resource use. 
 
There is also the issue of competence and understanding of contemporary thinking and strategies for 
ESD among non-education organisations involved in ESD. Naturally, there is generally less educational 
expertise in environmental ministries and NGOs than education ones. The lack of expertise in education 
in adult and community education is especially a problem given the great diversity across communities 
in the general public and the difficulty of attracting their attention to opportunities to learn about sus-
tainability. Related to the problem of uncertainty about the nature of education and related expertise is 
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that many actors see the purpose of ESD as bringing about broad cultural change as a necessary 
pre-requisite to sustainability. However, there are few proven strategies for achieving cultural change and, 
indeed, little understanding of what it actually entails and little public acceptance of the role of govern-
ments in promoting cultural change. 
 
The third challenge is the result one of coordination across relevant government departments.  Such is-
sues make the provision of ESD particularly problematic, especially in the non-formal or community 
education sector. Over thirty years of advocacy, research, professional practice and government support 
have resulted in generally sound policy, programs and support for environmental education (and its ESD 
incarnations) in the school sector, with EE/ESD in universities and vocational education and training also 
progressing, albeit at a slower pace than in schools. However, the divided responsibilities between minis-
tries and agencies for education and environment in promoting and supporting school ESD are exacer-
bated at the tertiary level where pressure is also being applied by ministries and agencies for economic 
development, innovation and industry seeking urgent action to prepare future employees for a car-
bon-constrained economy. 
 
The challenges of promoting and supporting ESD for non-formal and informal education are even great-
er than these. Providing education about the multitude aspects of sustainability – water, biodiversity, 
waste, energy, climate change, transport, etc. not to mention the social and economic aspects of sustaina-
ble development such as intercultural respect, anti-racism, religious tolerance, food security and green 
economic futures – is not the realm or responsibility of any one government ministry or agency or any 
one level of government. Local, regional, state/provincial and national governments have responsibilities 
for all these areas to varying degrees and have specialist ministries and agencies looking after each one 
and drawing upon different and, sometimes, conflicting models and methods of community learning. As 
a result, coordination across sustainability sectors and levels of government is a major challenge, with 
overlaps, duplication and mixed and confusing messages often the result.  
 
The next step for the development of ESD in Asia and Oceania is for discussions and action research 
projects to address the opportunities that improved coordination and governance can bring to take ESD 
to the next level. 
 

 

Notes 
 

1) All data are taken from Asian Development Bank, Key Indicators for Asia and the Pacific 2012. See 

http://www.adb.org/publications/key-indicators-asia-and-pacific-2012 

2) Gregario, L. 1993. UNESCO initiatives in environmental education for Asia and the Pacific. Unpublished briefing 

paper for International Experts Meeting on Overcoming the Barriers to Environmental Education through Teacher Ed-

ucation. UNESCO PROAP, Bangkok. 

3) Table updated from Fien, J., Abe, O. & Bhandari, B. (2000) Towards Education for a Sustainable Future in Asia and 
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the Pacific, Prospects: Quarterly Review of Comparative Education, Vol. XXX, No. 1, 41-56. 
4) http://www.aspbae.org/ 

5) See http://www.livelearn.org/ 

6) See (See http://www.livelearn.org/sites/default/files/docs/MAIA%20Model.pdf) 

7) Examples taken from Fien, J. (2007) ESD and Private Sector Engagement, UNESCO-UNEVOC International Centre, 

Bonn; and Welford, R. and Fadeeva, Z. (2006). Education for Sustainable Development: Private Sector Engagement,, 

UNESCO Asia-Pacific Programme of Educational Innovation for Development (APEID), Bangkok. 
8) Examples taken from Fien, J. (2012) Governance and Education for Sustainable Development: An analysis and syn-

thesis of governance and related frameworks, policies and strategies in EfSD across five jurisdictions: England, The 

Netherlands, Germany, Ontario and Victoria. Report prepared for Office of Environment and Heritage, Department of 

Premier and Cabinet, Government of New South Wales 
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The Past, Present and Future of ESD in Japan 

－How to develop and disseminate ESD at School with the Network of the Local Community－ 

日本における ESD の過去、現在、そして未来
－地域コミュニティーのネットワークを活用して学校で ESD を開発・普及する方法－ 

Shigeki KADOYA & Masakazu GOTO＊

 
要旨 

日本の新学習指導要領では、「持続可能な社会の構築」の観点から各教科等の特質に応じた ESD
の指導展開が求められている。国立教育政策研究所では、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）を提供することを

目的に、平成 21 年 4 月から平成 24 年 3 月までの 3 年間でプロジェクト研究「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」を行った。本論文は、その概要と成果について解説

するとともに、日本の ESD の現状、ESD に関連する教師教育、学校教育以外での ESD について簡

潔に説明した。 
 プロジェクト研究では、学校現場に ESD をわかりやすく紹介し、教員が ESD のカリキュラム開

発や実践を行えるようになることを目指して、ESD たらしめている要件は何かということを明らか

にするために研究を進めてきた。その中で、ESD の枠組みとして、持続可能な社会づくりの構成概

念や ESD の視点に立った学習指導で重視する能力・態度などを明らかにした。 
 プロジェクト研究の成果として、「ESD の視点に立った学習指導を進める上での枠組み」を開発

した。それは、ESD の 6 つの構成概念、ESD の視点に立った学習指導で重視する 7 つの能力・態度

を顕在化し、ESD の視点に立った学習指導を進める上での 3 つの留意点を示した。 
(1) ESD の 6 つの構成概念は「多様性」｢相互性｣「有限性｣「公平性｣「連携性」｢責任性｣である。 
(2) ESD の視点に立った学習指導で重視する能力・態度は、「批判的に考える力」「未来像を予測し

て計画を立てる力」「多面的、総合的に考える力」「コミュニケーションを行う力」「他者と協力す

る態度」「つながりを尊重する態度」「進んで参加する態度」である。 
(3) ESD の視点に立った学習指導を進める上での 3 つの留意点を「つながり」というキーワードで

まとめ「教材のつながり」「人材・施設のつながり」「能力・態度と行動のつながり」で示した。 
最終報告書だけでなく、研究成果を簡潔に示した ESD リーフレット（8 ページ）は、全国の都道

府県・指定都市の教育委員会や教育センター等に配布するとともに本研究所のホームページに全文

を掲載している。現在、ESD リーフレットは多様な主体に利用されている。 
  

                                                      
＊ National Institute for Educational Policy Research 
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Abstract 
 
In Japan, as stipulated in the New Course of Study, an instruction development of ESD from view-

points of sustainable social-building is required. Practice of ESD in accordance with characteristics of 
each subject is expected. 

For settlement and enhancement of education for sustainable development in schools (hereinafter re-
ferred to as “ESD”), the National Institute for Educational Policy Research (NIER) implemented the 
project research “ Research of Education for Sustainable Development (ESD) at School” from April in 
2009 to March in 2012. This research would clarify the ideal curricular and teaching materials, as well as 
ideal teaching methods and evaluation, and provide reference documents (including cases) on ESD in-
struction. This paper interpreted the abstract and results of the research and explained the status quos of 
ESD in Japan, teacher training for ESD and ESD out of school simply.  

This research was advanced to clarify what requirements make ESD unique, aiming to introduce ESD 
to schools in an easy-to-understand way and to let teachers develop ESD curricular and practice ESD. 
The research clarified the framework of ESD as follows; the six concepts of sustainable society-building 
and of ESD, the seven abilities and attitudes emphasized by the learning instructions for ESD, and three 
points to note to pursue learning instructions from ESD viewpoints at school. 

(1) The Six concepts: Variety, Interdependence, Limitation, Fairness, Cooperation and Responsibility 
(2) The Seven abilities and attitudes: Critical thinking ability, Ability to predict future image for mak-

ing plan, Ability to think in multifaceted and comprehensive ways,  Ability to communicate, At-
titude to cooperate with other people, Attitude to respect for connections and Attitude to partici-
pate willingly  

(3) Points to note to pursue learning instructions from ESD viewpoints: Linkages in teaching materials, 
Linkages in human and facilities and Linkages from abilities and attitudes to actions 

The final research report and the leaflet for ESD (8 pages) were delivered all over Japan and enlisted 
in the home page of NIER. We hope they will be widely used as a reference document to promote ESD 
in schools.   
 

 
 Prologue 1.
 
The concept of sustainable development was first introduced in international forums in the 1980s. 

“Sustainable Development: SD” is defined as “ development to fulfill the needs of the current generation, 
while assuring abilities that will fulfill the needs of future generations” and “improving the quality of 
human life, while encouraging lifestyles that are within the range of abilities of ecosystem that supports 
humans.” Education for SD is “Education for Sustainable Development (ESD).” That is, ESD is educa-
tion for development and growth to bring a higher quality of life to all people, including the next genera-
tion, from environmental, economic, social and cultural viewpoints. ESD also aims to foster people who 
act to build a sustainable future and society.  
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In 2002 the Japanese delegation to the United Nations proposed designating a 10 year period from 
2005 as the “Decade of Education for Sustainable Development (UNDESD)” to the 57th General Assem-
bly. The proposal was adopted and in March 2006, the direction of implementation and strategy for 
promotion was clarified with the drafting of Japan’s Action Plan for the “United Nations Decade of Ed-

ucation for Sustainable Development.” Furthermore, in July 2008, the Basic Plan for the Promotion of 

Education called for the “promotion of initiatives related to education towards the creation of a sustaina-
ble society” as one key strategy to comprehensively and systematically address in the coming five year 
period. The Revised Courses of Study, or National Curriculum Standards, which were announced in 2008 
and 2009, specified topics related to creating a sustainable society in portions of lower secondary school 
and upper secondary school subject areas; this will become more concrete moving forward.  

 
ESD had been unknown in Japan until recently. According to the questionnaire for the Leader Teach-

ers’ Training for Environmental Education (EE) and Education for Sustainable Development (ESD) at 
the governmental level, only about 20% of them knew ESD in 2008. Given this situation, the National 
Institute for Educational Policy Research (NIER) was requested to start to make a research to dissemi-
nate ESD for all schools in Japan in 2009. NIER decided to launch a project to disseminate ESD and 
show teachers how to implement ESD at schools under the national curriculum standard in Japan. The 
research is based on the trends and issues for ESD, and aims to develop the basic principles for integrat-
ing and implementing ESD in a school setting.  

 
In 2009 NIER collected ESD-related materials in Japan and suggested a hypothesis for achieving the 

aim of NIER’s ESD research that teachers could develop and implement ESD if a good framework and 
guidelines were developed. NIER’s research team tested the hypothesis through examining the structure 
and implementation of actual lessons in 16 different schools from 2009 to 2011. Finally, NIER proposed 
the framework and guidelines for ESD and examined their effectiveness through implementing them in 
classes for three years. 
 

 ESD at School Education in Japan  2.
 

(1) Curriculum for ESD 

ESD involves a wide range of contents and all subjects, and all themes and topics can be related with 
ESD, considering the essence of SD and Sustainability. Therefore, NIER advanced to clarify what re-
quirements make ESD unique, with the aim to introduce ESD to schools in an easy-to-understand way 
and to let teachers develop ESD curricula and practice ESD. The research clarifies the framework of 
ESD, which is composed of the conceptual components of sustainable society-building and of ESD, the 
abilities and attitudes emphasized in ESD and three guidelines from the viewpoints of ESD.  

 
In 2011, ESD had been practiced, based on the final “framework necessary to design and develop the 

learning instruction process of ESD,” which was modified by making use of the results of the study in 
2009 and 2010, and the usability of the final framework was demonstrated with 26 examples in the final 
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report of ESD.  
The aim of ESD is: “All people enjoy the benefits of a high quality education, and principles, values 

and actions, which are required for sustainable development, are taken into all educational and learning 
processes, and transformation of actions is provided so that a sustainable future will be realized in envi-
ronmental, economic and social aspects” (“United Nations Decade of Education for Sustainable Devel-
opment” Liaison Committee among Ministries and Agencies, 2006). 
 
[Aim of the learning instruction from ESD viewpoints] 
 While implementing learning activities by subjects, etc.,  

by “ discovering issues on sustainable society-building,  
and acquiring abilities and attitudes necessary to solve the issues”  

quality and values appropriate for  
builders of a sustainable society are fostered.  

[Concepts for building a 
sustainable society] (ex-
ample) 

I Diversity 
II Interdependence 
III Limitation 
IV Fairness 
V Cooperation 
VI Responsibility, etc. 

 

[Abilities and attitudes emphasized by learning instructions from ESD 
viewpoints] (example) 
(1) Critical thinking ability  
(2) Ability to predict future image for making plan  
(3) Ability to think in multifaceted and comprehensive ways 
(4) Ability to communicate  
(5) Attitude to cooperate with other people 
(6) Attitude to respect for connections 
(7) Attitude to participate willingly , etc. 

  

Class design and improvement of subjects, etc.  
 

Figure 1 Framework necessary to design and develop learning instruction processes of ESD 
 (NIER, 2012) 

 
As the research was based on the premise that classes in each subject were developed from ESD 

viewpoints, the aim of ESD was carefully selected to be the minimum as follows: “To discover issues on 
the sustainable society-building and to acquire the abilities and attitudes necessary to solve the issues.” In 
learning activities in each subject, designing and improving classes aimed at achieving the goal of ESD 
would contribute to enhancing quality and values appropriate for builders of a sustainable society. Figure 
1 shows the suggested framework necessary to design and develop the learning instruction process of 
ESD, based on the idea described above.  

[Guidelines (Points to note to pursue learning instructions from ESD viewpoints)] 
(1) Linkages in teaching materials, (2) Linkages in human and facilities, (3) Linkages from abilities and atti-

tudes to actions 
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  A wide range of elements become intertwined, encompassing many issues with regard to sustainable 
society-building. What is required in ESD is to develop learning, while such issues are addressed in mul-
tifaceted and comprehensive ways. Therefore, to promote ESD in schools, it is important to develop it 
through the entire curriculum of educational activities, such as incorporating it into existing subjects, ra-
ther than establishing a specific subject.  
  To promote ESD in Japan, NIER made use of the strategy to develop a framework for ESD. The 
framework was developed based on the book “Teacher's Guide for Environmental Education (National 
Institute for Educational Policy Research, 2007)”.  

The Framework is composed of six concepts and seven abilities & attitudes for ESD and three guide-
lines for ESD in school education. 
 

1) Concepts of “sustainable society-building” 

It is necessary to clarify the concepts to understand “sustainable society-building” in order to discover 
the issues on sustainable society-building”, which is one of the goals above. 

This research analyzed concepts and keywords listed in Table 1 and categorized them into six concepts 
related to “sustainable society-building” as indicated in Table 2, with a classification into [1] Concepts 
related to the environment (nature, culture, society and economy, etc.) surrounding humans and [2] Con-
cepts related to will and actions of humans (groups, regions, society and country, etc.).  

 
Table 1 Concepts related to “Sustainable Society-Building” (NIER, 2012) 

 
Related concepts, etc. Related keywords 

Japan’s Action Plan for the 
United Nations Decade of 
Education for Sustainable 
Development (Liaison Com-
mittee among Ministries and 
Agencies, 2006) 

Fairness among the generations, Fairness 
among regions, Equality between men 
and women, Social tolerance, Reduction 
of poverty, Maintenance and recovery of 
environment, Maintenance of natural re-
sources, Fair and peace society 

Coexisting, Cycle, Balance, Correla-
tion, System, Diversity, Multifaceted 
nature, Limitation, Future, Limit, Life-
time, Time, change, Conservation, 
Human rights, Respect for life, 
Maintenance of health, Living stand-
ard, Right, Equality, Justice, Equality 
of opportunity, Non-exclusivity, Equi-
ty, Fairness, Voluntary, Autonomy, 
Responsibility, Duty, Future image, 
Decision-making, Citizenhood, Toler-
ance Action, Transformation, Interde-
pendence, Co-existence and 
co-prosperity, Cooperation, Collabora-
tion, Harmony, Non-violence, Peace 

Japan Council on the UN 
Decade of Education for Sus-
tainable Development 
ESD-J(ESD-J, 2006) 

Human dignity, Socially and economically 
fair society, Responsibility for next gener-
ations, Humans are a part of nature, Re-
spect for cultural diversity  

ESD Resource Review Tool 
(Department for Education 
and Skills, 2005) 

Interdependence, Citizenhood and active 
involvement, Needs and rights of next 
generations, Diversity, Quality, equality 
and fairness of life, Environmental capac-
ity, Uncertainty in actions and preventive 
measures  
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Table 2 Concepts for building a sustainable society (example) (NIER, 2012) 

C
oncepts related to environm

ents (nature, cultures, society and econom
y, etc.) 

surrounding hum
ans  

I Diversity 
 

 

There is a variety of 

things. 

[Diversity] 

Nature, culture, society and economy are comprised of a diversity of components whose 
origins, quality and status vary, and a diversity of phenomena (events) occur among them.

Nature, culture, society and economy show different aspects in their formation process and a di-
versity of things and phenomena exists. It is important to respect such ecological, cultural, social and 
economic diversity as well as see and consider things and phenomena related to nature, cultures, 
society and economy in multifaceted ways.  

Example) Living things have different colors, shapes and sizes.  
      Each region has its own characteristics in land features and weather.  
      There are many kinds of nutrient necessary for bodies.  

II Interdepend-
ence 

 

Interdependent 

[Interdependence] 

 Nature, culture, society and economy work with each other, and material objects and 
energy move and circulate and information is transmitted and distributed among them.  

Nature, culture, society and economy are systems where they work with each other. Material ob-
jects and energy move are consumed and circulated in the system. It is important that humans con-
nect with the system and to recognize that they also have connections with each other in the connec-
tion with the system. 

Example)  Living things live connecting with surrounding environment.  
    Electricity can be changed into light, sounds and heat.  

  Some foods are imported from foreign countries.  

III Limitation 
 

 

There is a limitation.  

[Limit] 

 While nature, culture, society and economy are supported by limited environment fac-
tors and resources (material objects and energy), they irreversibly change.  

Environment factors and resources (material objects and energy), which make nature, culture, so-
ciety, economy possible are limited. It is necessary to make use of those limited material objects and 
energy for the next generations. Also, it is important to recognize that society is supported by limited 
resources.  

Example)  The amount that materials dissolve in water is limited. 
 The land changes due to volcanic eruption and earthquakes.  
 Systematic use of materials and money should be considered  

C
oncepts related to hum

ans’ w
ill and actions  

(groups, regions, society and countries) 

IV Fairness  
 

Respect for every 

individual 

[Fairness] 

A sustainable society is based on equity, fairness and equality of the security of 
the basic rights and enjoyment of benefits from nature, etc. among regions and 
generations.  
 The basis of a sustainable society is that a high quality of life and health for all people are guaran-
teed, maintained and promoted. To do that, it is necessary that human rights and life are respected, 
and security of rights and enjoyment of benefits are fair, without the expense of others. These should 
be maintained beyond regions and counties and in generations.  

Example)  Food, exercise, rest and sleep which keep us in good health are guaranteed.  
 To respect mutual rights.  
 To be fair and equitable without discrimination.  

V Cooperation 

 

Together 

 

[Cooperation] 

 A sustainable society is built while various subjects adopt and harmonize in accordance 
with circumstances and interrelationship and the subjects cooperate and collaborate with 
each other.  

Building and maintaining a sustainable society cannot be realized without the cooperation and 
collaboration of various subjects. It is important to solve problems by adjusting to circumstances, 
harmonizing in a tolerant attitude, and cooperating with each other, even in positions where opinions 
differ and interests conflict.  

Example)  Local residents cooperate with each other to prevent disasters.  
   To respect opinions and positions which are different from own opinions and positions with 

a humble heart. 
   To exercise ingenuity in one’s own life in consideration with relationships with neighbors. 

VI Responsibil-
ity 

 

 

Responsibly 

[Responsibility] 

 A sustainable society is built by changes and improvement of various subjects 
toward future images while having a responsible vision of an ideal future.  

To build a sustainable society, it is necessary that each individual is aware of their own responsi-
bility and duties, and willingly acts, not entrusting it to others. To do this, it is important to have a 
responsible vision for an ideal future image based on grasping the current circumstance in rational 
and objective ways while making decisions.  

Example)  Japan has played an important role in the international society. 
  To understand importance of work and willingly work for everyone.  
  To be able to do share of work at home.  

Note 1) The mark “[ ]” means abbreviation of practice cases  

Note 2) The upper area of each section is a definition of concepts and the lower part is its supplementary explanation.  
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2) Abilities (Skills) and Attitudes fostered in ESD, etc. 

To promote and develop ESD through education in schools, it is necessary to link those various abili-
ties and attitudes with a “zest for living” for organization. Table 3 shows simplified relationships between 
the abilities and attitudes, and a “zest for living”. It presents that many composition elements of “a zest 
for living” overlap abilities and attitudes emphasized by ESD. Also, some relate to “Enriched humanness” 
as well as “Solid academic capabilities”.  

 
Table 3 Relationship between abilities and attitudes emphasized by a “ zest for living”  
       and ESD (NIER, 2012) 

“Zest for living” Japan’s Action Plan 
for ESD(2008)  

ESD-J 
(2006)  

ESD
tool kit 
(2002))

Resource review 
tool <U.K.> 

(2005)  

Ability and atti-
tude emphasized 
in learning in-
structions from 
ESD viewpoints 

Solid academ
ic capabilities 

Ability to think 
 

Ability to judge 

Ability to think of 
alternative ways 
(Ability to criticize) 

Ability to feel and 
think for oneself 
 

Ability to see the 
essence of problems

Critical thinking 
ability Critical thought 

→(1) 

Ability to express 
oneself 

Ability to com-
municate 

Ability to express 
feelings and 
thoughts

Ability to com-
municate  →(4) 

Ability to find issues 
 
 

Ability to solve 
problems 

Systematic ability to 
think  

Ability to under-
stand the system 
 

Ability to use vari-
ous inquiring pro-
cess

System thinking  
 
→(3) 
 

 Ability to picture 
own ideal society

Ability to predict 
and plan future Future thinking  →(2) 

 
Ability to re-build 
ways of doing 
things

 Skills to handle 
problems  

Ability to collect 
and analyze infor-
mation

   
 

 
Ability to under-
stand environment 
capacity

  
 

Enriched hu-
m

anness
Aptitude for au-

tonomy  Ability to practice 
willingly Ability to act Action skill →(7) 

Cooperativeness   
Ability to bring 
forward with coop-
eration

Ability to act by 
cooperating with 
others

 →(5) 

Emotional heart   Ability to develop 
sensory reaction   

Others  Respect for diversity 
and non-exclusivity 

Ability to respect 
various values 

Ability to differenti-
ate quantity, quality 
and values

 →(6) 

Note) Original sentences of some of the description of the ability and attitude in the Table are simplified.  

 
This research extracted seven abilities and attitudes and set them as abilities and attitudes emphasized 

in learning instructions from ESD viewpoints. They were organized by connecting the seven abilities and 
attitudes with key competency (Table 4; OECD, 2005) which have received attention as the international 
standard for academic abilities. Table 4 shows its results. Learning instructions from ESD viewpoints 
could be developed through adding or connecting items, which are based on the results, to aims of the 
unit (theme) and aims of the classes for each subject.  
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Table 4 Relationship between abilities & attitudes with examples for ESD and Key Competency  
(NIER, 2012) 

Ability and attitude emphasized by ESD Key competency
 

(1) Critical think-
ing ability 
 
 
<<Criticism>> 
 
 
 
 
 

 Ability to see the essence based on reasonable and objective information 
and fair judgment, and to think and judge things in constructive, cooperative 
and alternative ways.  

Example) ○ Ability to adopt opinions of others and information after due consid-
eration and understanding. 

× Attitude to accept obtained data and way of thinking without ques-
tioning. 

○ Ability to think of better solutions in proactive and constructive 
ways. 

× Attitude to think in passive and negative ways and give up in a short 
time. Attitude to get only answers.  Tools are used 

in interactive 
ways. 

 
(2) Ability to pre-

dict future im-
age for making 
plan 
<<Future>> 

 Ability to predict and expect ideal future images (visions) based on the 
past and future, and to plan things by sharing the ideal future.  

Example) ○ Ability to make plans with prospects and a sense of purpose.  
× Attitude to do things without plans and extemporize. 
○ Ability to make a plan while imaging how others perceive the plan. 
× Attitude to do things in egotistic ways. 

 
(3) Ability to think 

in multifaceted 
and compre-
hensive ways 
 
<<Multifaceted>> 

 Ability to understand connections, involvement and systems of humans, 
things, events, society and nature, and think of them in multifaceted and 
comprehensive ways.  

Example) ○ Ability to see waste materials as resources in some ways.  
× Attitude to think that useless things are unnecessary.  
○ Ability to think by associating various things with each other. 
× Attitude to have perspective in unfocused and disconnected ways.  

 
(4) Ability to 

communicate 
 
 

<<Communica-
tion>> 

 Ability to communicate one’s own feelings and thought as well as respect 
feelings and thoughts of others and proactively communicate with others.  

Example) ○ Ability to organize own ideas and communicate the organized ideas 
elliptically. 

× Attitude to point out faults of opinions of others and not to tell own 
ideas. 

○ Ability to adopt opinions of others into own ideas. 
× Attitude not to listen to opinions of others. 

Interacting in 
heterogeneous 
group.   

(5) Ability to co-
operate with 
other people 
 
 
<<Cooperation>> 

 Attitude to hold the same position as others and sympathize with ideas 
and actions of others as well as to do things in cooperation and in collabora-
tion with others. 

Example) ○ Attitude to act in consideration of positions of others. 
× Attitude to only think about oneself. 
○ Attitude to act in a team while encouraging teammates.  
× Attitude to act in self-centered and non-conformity ways. 

 
(6) Attitude to re-

spect for con-
nections 
 
 
<<Connection>> 

 Attitude to have interest in own connections and involvement in humans, 
things, events, society and nature and to respect and value them. 

Example) ○ Attitude to have interests that we connect with various things. 
× Attitude to have interests in only what surrounds one’s self and is di-

rectly connected to one’s self. 
○ Attitude to appreciate that we exist thanks to various things. 
× Attitude to believe that I live by myself. Acting  

autonomously. 
(7) Attitude to par-

ticipate will-
ingly 
 
 
<<Participation>> 

 Attitude to take responsibility for our words and deeds in groups and so-
ciety and to participate in things voluntary and independently, based on un-
derstanding of one’s own roles. 

Example) ○ Attitude to take responsibility for what I say and keep promises. 
× Attitude to act in irresponsible ways and to disobey rules.  
○ Attitude to willingly act for others. 
× Attitude to only do what will benefit self 

Note) The mark “<< >>” means abbreviation of practice cases. 
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Table 4 indicates concrete examples (“○” means preferable abilities and attitudes, “×” is not preferable 
abilities and attitudes) as well as definitions of each ability and attitude. As with the concepts, it should 
be noted that abilities and attitudes are not limited to the seven elements and these are only examples. 
Transformation of values is needed in ESD; however, it is important to make consideration in classes 
from ESD viewpoints so that students themselves will acquire values on sustainable society-building in 
the processes of discovery, inquiry and solution of concrete issues. 

 
3) Guidelines for ESD 
 As to how to learn and how to teach in line with ESD, “Japan’s Action Plan for United Nations Dec-
ade of Education for Sustainable Development” (“United Nations Decade of Education for Sustainable 
Development” Liaison Committee among Ministries and Agencies, 2006) emphasizes the following: (1) 
To promote concrete actions through development of interest, understanding, attitude and ability to solve 
problems, (2) To have a participatory approach which emphasizes experiences, common sensation, in-
quiry and practice, and (3) To withdraw willing actions of learners during activities. 

These reveal that it is important to link
．．．．

 teaching materials (learning tasks, contents of learning) in 
terms of content, space and time, link 

．．．．
learners with each other, link

．．．．
 learners with people in other posi-

tions and generations, and link 
．．．．

learners with regions and society, and l
．
ink
．．．

 acquired abilities and attitudes 
to concrete actions to pursue learning instructions from ESD viewpoints.  
 This research focuses on “linkages” which is an important keyword featuring ESD, and places great 
importance on development of learning in consideration of the guidelines (points to note (three “linkages” 
viewpoints)) mentioned below.  
 
a) Linkages in teaching materials (Guideline 1) 

ESD requires inquiry of issues on sustainable society-building in multifaceted and comprehensive 
ways. Therefore, it is important to note that the teaching material (things and phenomena, themes and 
issues) dealt with in a subject are connected with teaching materials dealt with in other subjects, and 
other types of schools, or with actual life and society, to have an interest in and recognize such connec-
tions, as well as to see and consider things by associating them with one another. That is, it is neces-
sary to pursue learning while promoting “linkages” of teaching material contents and subjects, spatial 
“linkages” of classrooms and schools and regions, society, countries and the world, and “linkages” in 
time, such past, present and future. 

  
b) Linkages in humans and facilities (Guideline 2) 

In ESD, it is important that we all learn with each other and connect to each other by sharing time 
and space in learning processes. During those processes, students are expected to feel the importance 
of talks and communication and acquire the abilities and attitudes necessary to sympathize with the ac-
tions of others, which will lead to the creation of new ideas and actions. To achieve this, hands-on 
learning in which “linkages” among students are adopted is developed and opportunities where stu-
dents experience “linkages” with people in various positions and generations are prepared, while 
“linkages” with regions (including domestic and overseas, especially developing countries as well as 
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immediate regions) are promoted. In addition, it is necessary to exercise ingenuity in classes so that 
“linkages” with future generations and past generations can be imagined, in accordance with devel-
opmental stages of students.  

 

c) Linkages from abilities and attitudes to actions (Guideline 3) 
In ESD, it is important to put the acquired ability and attitude into action and put them into practice 

in actual life and society as well as increase interests and broaden the recognition. For this, it is im-
portant to promote instructions with continuous and practical “linkages”, to approach classes in a way 
that instructions could be “linkages” with real problem solutions, while responding to issues in ac-
cordance with actual conditions of each school, each region, and each student, and enhancing their 
“linkages” with learning and activities in subjects, etc. and their “linkages” between schools, home, 
and local communities.  

 
(2) Teacher Training (Capacity Building) for ESD  
1)  Pre-Service Level 

 There are a lot of programs for pre-service teachers at many universities but they are not well systema-
tized. 169 universities have departments/divisions that are related to the environment (26.1% of total), 
and 139 universities have schools and programs that include the word “environment” in their name (Na-
tional university directory survey, 2007). While many universities provide environmental courses in 
basic education, they are mainly provided in the form of non-compulsory lectures and seminars. It has 
been pointed out that due to the large number of students attending, such courses are given in the lecture 
style in a large classroom, which is mainly intended to provide information. As a result, the environmen-
tal courses have not been integrated and reached the level of developing the strong motivation and lead-
ership skills that are required to become environmental leaders. It is expected that students will acquire 
specialized knowledge and skills on environment/ sustainability through the courses involving fieldwork 
and field studies that are deemed effective in obtaining expertise in specialized areas. Recently some 
universities promoted Environmental Leadership Initiatives for Asian Sustainability (ELIAS) in indus-
try-university-government-civil society collaboration.  
 
2)  In-Service Level 

 There are numerous in-service teacher training programs at the national, regional, local, and school 
levels. The Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology had carried out a four-day 
intensive teacher training program at national level until 2010. Many prefectural teacher training centers 
had some capacity-building programs for EE and ESD. The prefectural educational centers in Wakayama 
and Aichi implemented the teacher training program in reference to the framework which was developed 
by NIER and developed some case studies from elementary to upper secondary levels. The local teacher 
training programs in Okazaki, Hiratsuka, Kesennuma and Nara cities implemented systematic teacher 
training programs and developed many good practices for ESD. Many teacher training programs for 
ESD in schools have been implemented all over Japan. Recently there has been an increasing trend for 
in-service teacher training programs being supported by social facilities, NPO, NGO and private sectors 



The Past, Present and Future of ESD in Japan 

 57

and so forth.   
 
(3) Partnership and Network between Schools and Out-of-School Organizations for ESD 

  Out-of-school organizations have worked together with schools for ESD and contributed to imple-
menting ESD at schools. There have been recently established good partnerships and networks between 
schools and out-of-school organizations.   
 

 ESD out of School Education 3.
 
 Many NPOs, NGOs, organizations and companies are contributing to ESD. The Asia-Pacific Cultural 
Centre for UNESCO (ACCU) is a non-profit organization for Asia and the Pacific regional activities es-
tablished in line with the principles of UNESCO, working for the promotion of ESD. It has developed a 
lot of teaching materials and collected good practices undertaken by UNESCO Associated Schools. 
Sompo Japan Insurance Company has been promoting internships for undergraduate and graduate stu-
dents in the environmental sectors of civil society organizations (CSOs). It aims to raise awareness about 
environmental issues and improve the state of civil society through internships. Sompo Japan supports 
the development of ELIAS which plays a leading role in the future generations. 
 

 Epilogue 4.
 
NIER hopes that this framework and three guidelines will be widely used as a reference material in 

the promotion of ESD. Recently many schools in Japan have started to make use of the framework and 
guideline to develop ESD. Some teacher training centers and boards of education have implemented the 
teacher training programs on the basis of the framework and guideline, and modified them for improve-
ment. NIER has developed the framework and guideline which are simple, easily understandable and 
user-friendly, and expects many schools all over Japan to make use of them and develop innovative cur-
ricula for ESD without difficulties.   

The ASPnet (UNESCO Associated Schools Project Network) works to achieve the ideals put forward 
in the UNESCO Charter. As of April 2012, 489 pre-schools, elementary schools, lower secondary 
schools, upper secondary schools and teacher training colleges and universities in Japan participate in the 
ASPnet. The Japanese Government provides support for various activities designed to promote ESD, 
primarily at UNESCO Associated Schools. Some UNESCO Associated Schools have developed their 
curricula for ESD by using the framework and guideline developed by NIER.  

Now the framework and guideline have been used in schools and the leaflet for ESD, in particular, has 
begun to be distributed to disseminate ESD in Japan. The framework and guideline will be revised to 
give even more user-friendly explanation in the near future as not only teachers but also other stakehold-
ers put it to use. In the future there will be needs to develop quality education such as ESD. Such educa-
tion needs good teachers who can develop ESD, which is interdisciplinary, children-centered, and in-
quiry-based. It is important and effective to build the educational system to nurture qualified good teach-
ers through their life-long learning activities. It will be necessary for all stakeholders including schools, 
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governments, municipal boards of education, museums and institutes, NPOs & NGOs, corporations to 
cooperate and collaborate with each other to nurture such quality teachers.  
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要旨 

 国立教育政策研究所が提案した「ESD の学習指導過程を構想し展開するために必要な枠組み」を

活用した教育実践の拡大や、その枠組みの有用性の検証を目指して、2 種類の実践研究を行った。

その一つは、小学校における教育課程全体を通した ESD の実践である。年間指導計画として ESD
カレンダーを作成し、その中に ESD 学習の枠組みを取り込んで実践を進めた結果、ESD の視点に

立った教科等の単元の目標や、児童に身に付けさせたい力を明確化することができた。もう一方の

実践は、複数の小・中・高等学校における総合的な学習の時間などでの ESD の実践である。各地域

の特色・特徴を生かした地域学習の中に ESD 学習の枠組みを取り入れて実践を進めた結果、地域学

習にグローバルな視点を加えることや、多様な学習を「持続可能な社会の構築」に関連付けること

ができた。これら２種類の実践研究から、「ESD の学習指導過程を構想し展開するために必要な枠

組み」の活用が効果的であることが検証されるとともに、その枠組みを教育課程全体に織り込むこ

とや、小・中・高等学校を通して体系的に取り入れることの重要性を指摘することができた。 
 
 

Abstract 
 

In order to expand practical utilization of the “Framework Necessary to Design and Develop 
Learning Instruction Processes for Education for Sustainable Development (ESD)” proposed by the Na-
tional Institute for Educational Policy Research (NIER) and to verify applicability of the framework, we 
have implemented two types of practical studies. One of these studies was to practice ESD introducing 
the framework into entire curricula at an elementary school. The practice was promoted by creating ESD 
calendars as yearly teaching plans incorporating the ESD framework for learning. This practice resulted 
in clarifying study objectives of curriculum units and abilities children should acquire from ESD view-
points. In the other study, ESD was practiced during “periods for integrated study” at multiple elementary, 
lower secondary, and upper secondary schools. This approach was implemented by introducing the ESD 
framework to regional studies of sample schools to learn special features of their regions, and they have 
succeeded in adding global perspectives in their regional studies and linking various studies to “devel-
opment of a sustainable society.” These two types of studies have proved that application of the 
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“Framework necessary to design and develop learning instruction processes for ESD” is effective. 
Moreover, they pointed out the importance of incorporating the ESD framework into entire curricula at 
schools and adopting it systematically and consistently from elementary schools to upper secondary 
schools. 
 
 

 Introduction 1.
 

“Education for Sustainable Development (ESD)” has been introduced and implemented in many 
countries in order to pursue development, which can bring high quality of life, from environmental, eco-
nomic, and societal/cultural standpoints, to all members of the societies, including future generations as 
well. 

At the World Summit on Sustainable Development held in 2002 (so-called Johannesburg Summit), 
a proposal was made to designate ten years from 2005 as the “United Nations (UN) Decade of Education 
for Sustainable Development,” and this proposal was adopted in the UN General Assembly at the end of 
the same year. Subsequently, the “Implementation Plan of the UN Decade of Education for Sustainable 
Development in Japan” was formulated in 2006 by the liaison conference of members from relevant 
ministries and agencies under the Cabinet Office. The Basic Plan for Promoting Education, formulated in 
2008, also specified “promotion of efforts on education for building a sustainable society” as one of the 
issues to be addressed comprehensively and systematically for the next five years. Regarding school ed-
ucation, the “Improvement of the Courses of Study for Kindergartens, Elementary Schools, Lower Sec-
ondary Schools, Upper Secondary Schools and Schools for Special Needs Education,” the report of the 
Central Council announced in 2008, emphasized the importance of building a sustainable society in the 
section discussing matters that should be improved transversely in all subjects, in order to respond to the 
changing society. Following this report, the new Courses of Study for the elementary schools and lower 
secondary schools were publicly notified in 2008, and the one for upper secondary schools, in 2009. The 
concept of building a sustainable society was incorporated in many parts of these Courses of Study, and 
realization of learning instruction based on ESD concepts came to be regarded as necessary. 

Against this backdrop, NIER has clarified how curricula, teaching materials, and instruction and 
evaluation methods should be, for the purpose of embedding and strengthening ESD at schools. In the 
2009 academic year, NIER initiated “A Research of Education for Sustainable Development (ESD) at 
school,” aiming to provide materials and sample data that could contribute to ESD instruction, and pub-
lished the ESD interim report (NIER, 2010) and the final report (NIER, 2012) in 2012. In this research, it 
elaborated and proposed the “Framework necessary to design and develop learning instruction processes 
for ESD” (see Figure 1, table 1 & 2) based on the efforts on ESD, which have been made in Japan and 
abroad, and presented plenty of practical cases based on such a framework as well. This research ended in 
the 2011 academic year, but further practical studies on applicability of this framework and issues to be tack-
led were still necessary. 

Therefore, the new research in this document aims to verify the applicability of the “Framework neces-
sary to design and develop learning instruction processes for ESD” (the “ESD framework”), by further pro-
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moting education practice based on it. 

 [Aim of the learning instruction from ESD viewpoints] 
 While implementing learning activities by subjects, etc.  

by “discovering issues on sustainable society-building,  
and acquiring abilities and attitudes necessary to solve the issues”  

quality and values appropriate for  
builders of a sustainable society are fostered.  

[Concepts for building a sus-
tainable society] (example) 

Ⅰ Diversity 
Ⅱ Interdependence 
Ⅲ Limitation 
Ⅳ Fairness 
Ⅴ Cooperation 
Ⅵ Responsibility , etc. 

 

[Abilities and attitudes emphasized by learning instructions from 
ESD viewpoints] (example) 
➊ Critical thinking ability  
➋ Ability to forecast the future plan 
➌ Ability to think in multifaceted and comprehensive ways 
➍ Ability to communicate  
➎ Attitude to cooperate with other people 
➏ Attitude to respect for connections 
➐ Attitude to participate willingly , etc. 

  
 
 
 
Class design and improvement of subjects, etc.  

 
Figure 1. Framework necessary to design and develop learning instruction processes of ESD 

 (NIER, 2012) 
 

[Guidelines (Points to be considered to pursue learning instructions from ESD viewpoints)] 
(1) Linkages in teaching materials 
(2) Linkages in human and facilities 
(3) Linkages from abilities and attitudes to actions 
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Table 1. Concepts for building a sustainable society (NIER, 2012) 

Ⅰ Diversity Nature, culture, society and economy are comprised of a diversity of components whose origins, 
quality and status vary, and a diversity of phenomena (events) occur among them. 

Ⅱ Interdependence Nature, culture, society and economy work with each other, and material objects and energy move 
and circulate and information is transmitted and distributed among them. 

Ⅲ Limitation While nature, culture, society and economy are supported by limited environment factors and re-
sources (material objects and energy), they irreversibly change. 

Ⅳ Fairness A sustainable society is based on equity, fairness and equality of the security of the basic rights and 
enjoyment of benefits from nature, etc. among regions and generations. 

Ⅴ Cooperation A sustainable society is built while various subjects adopt and harmonize in accordance with circum-
stances and interrelationship and the subjects cooperate and collaborate with each other. 

Ⅵ Responsibility A sustainable society is built by changes and improvement of various subjects toward future images 
while having a responsible vision of an ideal future. 

 
 

Table 2. Abilities and attitudes emphasized in learning instructions from ESD viewpoints (NIER, 2012) 

➊ Critical thinking ability Ability to see the essence based on reasonable and objective information and fair judg-
ment, and to think and judge things in constructive, cooperative and alternative ways. 

➋ Ability to forecast the future plan 
Ability to predict and expect ideal future images (visions) based on the past and future, 

and to plan things by sharing the ideal future. 

➌ Ability to think in multifac-eted and comprehensive ways 
Ability to understand connections, involvement and systems of humans, things, events, 

society and nature, and think of them in multifaceted and comprehensive ways. 

➍ Ability to communicate Ability to communicate one’s own feelings and thought as well as respect feelings and 
thoughts of others and proactively communicate with others. 

➎ Attitude to cooperate with other people 
Attitude to hold the same position as others and sympathize with ideas and actions of 

others as well as to do things in cooperation and in collaboration with others. 

➏ Attitude to respect for con-nections 
Attitude to have interest in own connections and involvement in humans, things, events, 

society and nature and to respect and value them. 

➐ Attitude to participate will-ingly  
Attitude to take responsibility for our words and deeds in groups and society and to par-

ticipate in things voluntary and independently, based on understanding of one’s own roles. 

 

 

  Study method 2.
The following two types of practical studies were performed to accomplish the study objective 

above: Practical Study I, in which yearly teaching plans based on ESD framework were formulated and 
implemented at an elementary school, and Practical Study II, in which regional studies based on the ESD 
framework were implemented at selected elementary schools, lower secondary schools, and upper sec-
ondary schools. Practical study I was implemented at only one school but this ESD practice covered the 
whole curricula of the school. The theme of Practical Study II was limited to regional studies, but this 
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study was practiced at some schools. Through these two types of different practices, applicability of the 
ESD framework was examined in depth. 
 

 Details of the practical studies 3.
 
<Practical Study I : “Implementation of curricula based on the ESD framework”> 

Practical Study I was the ESD practice over the whole curricula at an elementary school. The sam-
ple school is an elementary school that is located in the midtown area of Toyama City, with 390 children 
and 14 classes. “To make this school the place where children can realize fun to learn together” is advo-
cated as one of major targets of their school management, and they designate ESD as one of their practi-
cal efforts for such a target. This elementary school was appointed as one of the UNESCO Schools for 
the 2009 academic year (for details, please see: http://www.unesco-school.jp/), and emphasizes provid-
ing children with ample opportunities and experiences to familiarize themselves with their region, nature, 
and the local community. In this environment, the ESD General Plan (the “ESD calendar”) was formu-
lated to introduce and promote ESD. In addition, the division of duties of ESD coordination was classi-
fied in school affairs for the purpose of school-wide promotion of ESD, in order to plan and manage 
ESD training sessions and to undertake coordination with external bodies. Furthermore, in the 2010 aca-
demic year, the “ESD campus promotion committee” was established as a scheme for all teachers and 
staff to share understanding. In the basic model for ESD calendars of this school, curriculum units are 
classified into three categories of “friendly to environment (respect for environment and life),” “friendly 
to people (human rights and welfare),” and friendly to earth (International understanding and regional 
culture),” and they were arranged in timeline according to their timing of implementation. 

In this practical study, the ESD framework was introduced to this ESD calendar. The ESD calendar 
of the sixth grade is shown in Figure 2 as an example. Curriculum units of each subject associated with 
ESD are displayed in timeline, and the important part of the ESD framework for every unit is specified. 
In Figure 2, notes shown under the unit names are from “Concepts for building the sustainable society” 
(Table 1) and “Abilities and attitudes emphasized in learning instructions from ESD viewpoints” (Table 
2). For example, “Diversity/Critical thinking” denotes “Diversity” from Table 1 and “Critical thinking” 
from Table 2. Furthermore, for “Abilities and attitudes emphasized in learning instructions from ESD 
viewpoints,” abilities and attitudes for every curriculum unit of school subjects were additionally created. 
Table 3 describes such additionally formulated abilities and attitudes for each subject of the fifth grade as 
an example. 
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Table 3. “Abilities and attitudes emphasized in learning instructions from ESD viewpoints” 
(for the fifth grade, partially abstracted) 

Japanese
"Let's think about how to explain."

Social studies
"Food production and our future"

Science
"Germination and growth of plants"

Physical education
"Mental health"

Children can talk about impressions on
author's intention, logic, and attached
tables/figures with each other, and
expand or deepen their own thoughts.

Children can come up with better
solutions for improving Japan's food self-
sufficiency ratio.

Regarding germination of plant seeds,
children can perform experiments,
exchange the results with others, and
review the exchanged opinions and
information to adopt them.

Children can recognize that there are many ways
to reduce anxiety and worries, such as consulting
with adults and friends, playing with friends, and
exercising, and can think of better solutions for
them.

Social studies
"Shizuoka: the fishery prefecture"

Science
"Birth of fish"

Home economics
"Active life and foods"

Moral education
"10 years for one letter"

Children can understand that fishermen in the
prefecture are suffering from decreasing fishery
resources and other problems so that they
estimate future figures on fish resources and
increase imports and farming of fish.

Children can anticipate how to make
killifish lay eggs and create adequate
living environment for killifish.

Children can become interested in daily
meals and ingredients used, understand
the functions of nutrition inside body, and
eat well-balanced foods.

Children can understand that destroying
nature is easy but reviving it is difficult,
and become motivated to save nature
and environment.

Japanese
"Preserve our home town 100 years later"

Social studies
Climate in Japan and people's living

Science
"Change of weather"

Music
"Let's listen to various sounds"

Children can think from many directions
and comprehensively on what is happening
to characters in the story and author's
viewpoints and thoughts and have
impressions of them.

Children can think about the differences
of landscapes and climates between
regions of this country.

Children can think comprehensively about
change of weather from shapes and
movement of clouds.

Children can feel characteristics and differences
of various sounds created by overlapping singing
voices and instruments, and express the feelings
with thoughts and intentions and listen to such
music with imagination.

Japanese
"Old Daizo and cancer"

Science
"The rule of pendulum

Arts and Crafts
"I want to let you know what I feel."

Activities in foreign languages

Children can read materials aloud and
dramatically to express feelings and
thoughts and summarize impressions on
excellent parts.

After experiments of pendulum, children
can exchange ideas with friends on how
to change time for one swing of a
pendulum.

  In order to express the excellence of
the scenes they felt, children can use
materials and tools exploiting their
features and elaborate expression
methods.

Children can try to have good
communication with foreigners by
introducing themselves in English and
asking about their conditions and feelings.

Music
"School block association concert"

Physical education
"Tag Rugby"

Moral education
"Hoshino and Sadakane: the story of Senichi

Hoshino"

Homeroom activities
"Let's create plans for expeditions with night

stays"

Children can sing songs and play
instruments with friends, caring for
various sounds created by  singing voices
or instruments overlapping one another.

Children can discuss how to offend and
defend with team mates and play games
thinking about their roles.

Children can trust and strengthen
friendship with each other, and become
motivated to be nice, cooperative, and
helpful to others.

Through expeditions with night stays,
children can become motivated to
organize daily activities by setting group
targets on keeping time and helping
friends.

Japanese
"I'm thirsty."

Social studies
"Shonai Plain: the land of rice production"

Science
"From flowers to fruits"

Moral education
"Morning glory of life"

Children can find common and different
points with friends, notice what cannot be
found by him/herself, and think about
interactions among people.

Children can find that rice production,
which is associated with people's hopes
and notions and is linked to nature and
many lives, is the backbone of daily lives
of Japanese people.

Children can understand that flowers
transform themselves into fruits to
preserve lives and insects and birds are
also involved in pollination processes, and
can be interested in such linkages and

Children come to value precious lives, get
motivated to live their lives fully, and
notice connections between lives.

Social studies
"Shonai Plain: the land of rice production"

Moral education
"Creating the world's first dragonfly sanctuary"

Moral education
"Memories in Singapore"

Homeroom activities
"Posture for upper graders"

Children can think of what to do and act
by themselves for the development of
rice production.

Children can strengthen their willingness
to be involved in what is happening to
nature and protect nature.

Children can become motivated to keep
laws and rules with the sense of public
morality and have willingness to perform
their duties.

Children can become motivated to work
on committee activities starting from the
fifth grade, with awareness and
responsibility as upper graders in their
minds.

➐
Attitude
to
participate
willingly

➊ Critical
thinking
ability

➋ Ability
to
forecast
the future
plan

➌ Ability
to think in
multifacet
ed and
comprehe
nsive ways

➍ Ability
to
communic
ate

➎
Attitude
to
cooperate
with other
people

➏
Attitude
to respect
for
connectio
ns

 
<Practical Study II : “Development of region studies based on the ESD framework”> 

In Practical Study II, various regional studies combined with the ESD framework were implement-
ed. This study was practiced in Wakayama Prefecture. In Wakayama, “Hometown Education (Furusato 
Kyoiku),” the program to study hometowns has been promoted in many elementary, lower secondary, 
and upper secondary schools, with their regional characteristics and features taken as subjects. This pro-
gram aims to notify children how their hometowns are valuable and precious, regarding nature, history, 
culture and industries, and other features, and to nurture motivation and attitudes inside them to love and 
preserve such features. 

In this study, the Prefectural Education Center appointed schools to join, and under instructions of 
the Center, the ESD framework was introduced to the content of regional studies that have been executed 
at such schools (as periods of integrated study or optional subjects in curricula). The ESD framework 
introduced at sample schools are indicated in Table 4, and the practices at such schools are summarized 
below. 
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Table 4. The ESD frameworks selected by participating schools 

 

 
School A: “Regional study -- Project to find Now and Past” project for first- to sixth-grade elementary 

school children 
This elementary school rolled out this practice aiming to enhance knowledge on the region and cul-

tivate regionalism, deploying “learn together, grow together, and create together” as their theme. Chil-
dren carried out the regional study by communicating with local people, through making researches on 
history and cultural heritages of the region, interviewing local people, and making presentations on their 
learning achievements. Children recognized that they are also the members of the local society and were 
able to learn how to be involved in regional matters proactively. In addition, this project helped promo-
tion of partnership between households, the region, and the school to protect and raise children as the 
whole region. 

 
School B: “Truffle is the symbol of healthy pine woods” project for fourth-grade elementary school chil-

dren 
This practice was developed to deepen recognition on the role of “Pine Woods of Enjugahama 

beach,” the symbol of the town, and significance of its preservation activities. With instruction and sup-
port from staff from the Forestry Experiment Station of Wakayama Research Center of Agriculture, For-
estry and Fisheries and with the cooperation of the forestry department of the promotion bureau of the 
Prefecture, the industrial construction department of the town office and groups including the one work-
ing on preservation and cultivation of Enjugahama Beach Protection Forest, children worked on experi-
ments on inducing infestation of truffle, by spraying fungus of the edible mushroom, which can grow 
only in healthy pine woods. Through on-site trainings, children were able to learn the attitude of pre-

School

Main topic I Diversity
II

Interdependen
ce

III Limitation IV Fairness
V

Cooperation

VI

Responsibility

➊ Critical

thinking ability

➋ Ability to

forecast the

future plan

➌ Ability　to

think in the

multifaceted

and

➍ Ability to

communicate

➎ Attitude to

cooperate

with other

people

➏ Attitude to

respect for

connections

➐ Attitude to

participate

willingly

A Elementary school

Culture

B Elementary school

Environment

C Elementary school

Industry/

Food education

D Elementary School

International
understanding

E Lower secondary
school

Tourism

F Lower secondary
school

Disaster management

G Upper secondary

school

Culture

H Upper secondary
school

Culture

I Upper secondary
school

Tourism
Yes Yes

Yes Yes

Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Yes Yes Yes

Yes Yes Yes Yes

Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Yes Yes Yes

Yes Yes Yes Yes Yes

Yes Yes Yes Yes Yes Yes YesYes Yes Yes

Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Yes Yes

Yes

Yes Yes Yes Yes YesYes

Yes Yes Yes Yes Yes

Yes Yes Yes Yes Yes

Yes Yes Yes

Yes

Conceptual components for building a sustainable society Abilities and attitudes emphasized in study guidance from ESD viewpoint

No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Concepts for building a sustainable society 
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serving the precious pine woods and think about what they can do for it. 
 
School C: “My hand-made Soy Sauce” project for fifth-grade elementary school children 

In this practice, children produced soy sauce, one of the special products of this region, by them-
selves using their hands. This practice aimed at cultivating a sense of gratitude for foods and regionalism 
through making them realize that many people from the local community are involved in manufacturing 
soy sauce and letting them understand the efforts and hardship the soy sauce manufacturers experience. 
The school expanded this “My hand-made Soy Sauce” activity that had been limited to inside of the 
school to be the one to exchange with the local people with supports from them. This expansion process 
owed so much to the approval and wide-ranging assistance from guardians and the local community. At-
titudes to collaborate with others, such as ones of solving problems by cooperating with each other, being 
grateful to people involved and working proactively, have been nurtured steadily among children. 

 
School D: “International understanding -- exchange with Turkish people” project for sixth-grade ele-

mentary school children 
This practice is based on the intercourse with Turkey, which had started through the islanders’ res-

cue operation of survivors from the distress accident by Turkish warship that happened in the sea near 
Wakayama in 1890. In order for children to learn gentleness and consideration to people, connections 
between people and their way of living, and to develop feelings of being proud of being brought up in 
this region, it was thought as important in this practice to take over the activities of preserving the histor-
ical memorial monument that had been succeeded by predecessors and their spirit of mourning lost lives, 
and to hand them over to future generations. Through such learning, awareness and a sense of responsi-
bility to succeed and continue the long-lasting preservation activity of the monument began to grow 
among children, and at the same time, they have acquired new relationships with the local community 
and Turkish people. 

 
School E: “Let’s create sightseeing plans of our hometown” project for second-grade lower secondary 

school students 
This practice is to learn how to set up sightseeing plans, aiming to let students recognize their 

hometown and appeal its good features externally. They created tour plans with one-night stay, learning 
how to design tours instructed by tour company staff and collecting materials related to the region fol-
lowing information acquired from town office staff in charge of tourism. In addition, they summarized 
their plans in posters and made presentations in a workshop meeting. Through these activities, students 
were able to attain competence in gathering information and communication skills, which resulted in en-
hancing their attachment to their hometown and uplifting their feeling of pride in it. 
 
School F: “Shinjo seismology” project for third-grade lower secondary school students 

This practice was to learn about important challenges of this region: disaster prevention in case of 
earthquakes and tsunami. Students studied mechanisms of natural disasters and their relationships with 
their own living environment. They thought of damage reduction measures for disasters that could hap-
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pen in the future, disaster management schemes wanted by the regional communities, responses after the 
occurrence of disasters, and reconstruction for the future, which would help students becoming leaders of 
this region and work actively for the community in the future. They recognized that it is important to in-
crease everyone’s awareness of disaster prevention and to learn about efforts made by the local commu-
nity, administrative bodies, and professional agencies for collaboration and cooperation with them, in 
order to minimize damages from earthquakes and tsunami. As well, they were able to increase their con-
sciousness on what they can do to prepare for earthquakes and tsunami through group studies, which put 
emphasis on cooperation among students and importance of responsibility. 
 
School G: “World Heritage Education” project for first- and second-grade upper secondary school stu-

dents 
In this practice, students studied the basic concept of UNESCO World Heritages and conducted 

some research concentrating on the “Sacred Sites and Pilgrimage Routes in the Kii Mountain Range,” a 
world Heritage of the prefecture, as investigative learning. For fact-finding, they also carried out field-
work 2–3 times in groups. In addition, volunteers were gathered from students to work on renovation and 
cleaning of the ancient roads, in order to deepen knowledge and to cultivate persons to be future leaders 
to take part in heritage preservations. Through this learning, students have enhanced their ability to listen 
to opinions of others and to express their thoughts on such opinions, and have acquired good postures 
and attitudes of recognizing existing problems from multiple viewpoints and of engaging voluntarily in 
activities in the local community. 
 
School H: “Learn how to live independently in the 21st century through regional studies” project for 

third-grade upper secondary school students 
This practice is to let students view their hometown comprehensively and from multiple dimensions 

to find that they should be proud of the world heritage that their predecessors have preserved, and make 
them deepen their understanding of the challenges that the local community will face in the future. By 
enhancing knowledge on historical and cultural values of people’s belief in Koyasan and making re-
searches on the region as investigative learning, students contemplated ideal futures of their region and 
community respectively and pondered to find out what they should do by themselves to realize such 
bright futures. This learning prompted them to be aware of the relationship between their hometown and 
themselves, and they could feel that they should be responsible for the future of the local society. 
 
School I: “Participation in ‘Kanko Koshien,’ the sightseeing plan designing contest for upper secondary 

school students” project for third-grade upper secondary school students 
This practice was implemented as part of the subject of “Tourism” designed by the high school. 

People who are working actively and successfully in the region were invited from outside of the school 
and students had on-site trainings, in order to create plans for development of their region in liaison with 
external organizations. In this learning process, their activities were divided to three steps: “notice 
charms of the region,” “find how to attract people to the region,” and “create plans and make presenta-
tions.” One of achievements they made in this learning process was participation in the sightsee-
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ing-plan-designing contest for upper secondary school students called “Kanko Koshien.” The students 
could win high evaluation for their plan in the contest at a national level and in the local community as 
well, and they are now regarded as a good workforce to support and promote recovery and reconstruction 
of the region. 
 

 Results of the practical studies and observation 4.
 

As discussed above, the elementary school in Practical Study I could implement their teaching plans 
with the ESD framework introduced in all curricula. The elementary schools, lower secondary schools, 
and upper secondary schools in Practical Study II have also succeeded in incorporating the ESD frame-
work into their teaching, by selecting subjects specific to such schools or their localities respectively un-
der the common theme of “hometown education.” Figures 3 and 4 show aggregated numbers of times the 
concepts for building a sustainable society (“concepts”) and the abilities and attitudes emphasized in 
learning instructions from ESD viewpoints (“abilities and attitudes”) were adopted in curriculum units by 
the sample schools. In both studies, all of the concepts and abilities and attitudes were covered. 

In practical study I, preparation of the ESD Calendars based on the ESD framework succeeded in 
making objectives of learning activities clear and allowed teachers to identify what kind of abilities chil-
dren should acquire in which activity. The most notable achievement was that the sample school suc-
ceeded in implementing an overlapping and comprehensive teaching approach across subjects, while 
some challenges in each grade were also found out. In Practical Study II, the sample schools were able to 
identify the study goals and evaluation points for regional studies much more clearly, by streamlining the 
conventional “hometown education” they had implemented, from the ESD point of view. Furthermore, 
as a major achievement, it allowed the range of regional studies to be more broad and extensive, adding 
global perspectives to the local features. 

As a consequence, these schools could adopt the ESD framework without difficulties into different 
types of ESD practices, and they could implement practices based on the ESD framework effectively. It 
is possible to say that applicability of the ESD framework is generally verified. At the same time, these 
studies once again stressed the importance of incorporating the ESD framework into the entire curricula 
and adopting it systematically throughout elementary schools and upper secondary schools. Furthermore, 
these schools succeeded in spreading the concept of ESD to whole the schools, because many teachers 
were involved in these ESD practices and taught various subjects in connection with “how to build the 
sustainable society” in classes. 
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Figure 3. Concepts and abilities/attitudes selected in Practical Study I 

 
 

 
Figure 4. Concepts and abilities/attitudes selected for Practical Study II 

 
However, as shown in Figure 3, “Limitation” from the concepts and “Critical thinking” from the 

abilities and attitudes turned out to be selected fewer times than other items in Practical Study I. In addi-
tion, as shown in Figure 4, selection of ESD items at elementary schools is less balanced than at lower 
secondary schools and upper secondary schools, because, as seen in Practical Study I, “Limitation” and 
“Critical thinking” were not selected just small number of times at elementary schools. From these data, 
we could say that it would be necessary to reclassify items of concepts and abilities and attitudes into 
smaller ones to accommodate the development stages of students and pupils, through measures such as 
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setting specific and separate examples of “Limitation” for early, middle, and upper grades of elementary 
schools and elaborating methods to teach “Critical thinking,” and to consider how to ensure linkages 
between these items and subjects consistently from elementary schools to upper secondary schools. 
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要旨 

学校における ESD の取組は、UNESCO の DESD 中間レビュー報告書（UNESCO, 2009）において

指摘されているように、多くの国々においてその進捗が見られていると指摘されつつも、その国々

の歴史的文脈や ESD の国家的枠組と優先課題、主要な取組を踏まえたうえで、比較・考察されてい

る調査研究は少ない。本調査研究は、海外に見られる持続可能な社会づくりの構成概念の比較とと

もに、国別 ESD プログラム 5 事例（ニュージーランド、オーストラリア、ドイツ、スウェーデン、

中国）と、国際 ESD プログラム 4 事例（FEE Eco-Schools の地域別 3 事例, ENSI Eco-Schools）を調

査研究の対象とし、その取組の比較を行った。収集された事例データは、開発された比較マトリク

ス表へ挿入した。不足情報に関しては継続的に入手して加筆する方針を採用した。事例データの解

釈と考察の深化においては、国立教育政策研究所の実施した研究プロジェクト（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、研究代表：角屋重樹）における実践者・専門家と

の議論を経て、調査研究の質的向上を図ったものである。本報告は、海外に見られる持続可能な社

会づくりの構成概念の比較についてその詳細を述べるとともに、国別 ESD プログラム 5 事例と国際

ESD プログラム 4 事例の比較研究に基づく、日本の学校教育における ESD の推進にむけた配慮事

項を整理した。 
 
 
Abstract 

 

The National Institute of Educational Policy Research (NIER) responded to the needs of ESD related 
curriculum development under the educational policy setting, and decided to launch a Research Project 
to disseminate ESD and show teachers how to implement ESD at schools under the national curriculum 
standard in Japan.  The Research Project is based on the trends and issues for ESD, and aims to develop 
the basic principles for integrating and implementing ESD in a school setting.  For the identification of 
the trends and issues for ESD, international comparative studies of: the concepts of sustainable develop-
ment; and ESD school programmes; were conducted as a part of the Research Project.  Sample concepts 
of sustainable development at national and regional level were collected and compared (NIER, 2012).  
Most frequent concepts of sustainable development in the study were “interdependence”, “participa-

tion”, “cooperation and collaboration” and “responsibility”.  On the other hand, some original con-
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cepts to be noted were, “democracy” in Sweden, “scientific perspectives” in China and “uncertainty and 
precaution in action” in UK.  These concepts were reflected to the development of NIER’s conceptual 
components of sustainable society-building and of ESD, which were categorized into six concepts in-
clude: (1) diversity; (2) interdependence; (3) limitation; (4) fairness; (5) cooperation; (6) responsibility.  
Curriculum framework discussion in Japanese schools has conducted by experts of the Research Project 
as well as the discussion of: setting educational conditions for school management; and cooperation and 
collaboration with families and local communities.  Further, some points to be considered were listed 
based on the comparative studies and experts discussion of the Research Project, which include: promo-
tion of whole school approaches, application of PDCA cycle and action oriented learning cycle, linking 
with the existing curriculum, guideline development, consideration of learning achievement linking with 
OECD key competencies, coherence with national curriculum, employment of different teaching and 
learning approaches, doorways for cross curriculum, respecting cultural perspectives, moral education, 
use of hidden curriculum, and consideration of various impacts by the curriculum development. 

1. INTRODUCTION 

In December 2002, the United Nations General Assembly (UNGA) adopted resolution 57/254 to put in 
place a “United Nations Decade of Education for Sustainable Development (DESD, 2005-2014)”.  
UNESCO was requested as a lead agency for the implementation of the Decade, and developed an In-
ternational Implementation Scheme (DESD-IIS) for the Decade (UNESCO, 2005)2).  According to the 
DESD-IIS, the goal of the Decade is to integrate the principles, values, and practices of sustainable de-
velopment into all aspects of education and learning.  Further, it is stated that the educational effort will 
encourage changes in behaviour that will create a more sustainable future in terms of environmental in-
tegrity, economic viability, and a just society for present and future generations.  ESD is regarded as 
more value oriented, respecting change of lifestyles, and collective action for positive social transfor-
mation.  

Pursuit to this resolution, each government has developed related documents, such as National Imple-
mentation Strategy, National Action Plan, Evaluation & Monitoring Scheme, for the implementation of 
ESD at national level.  However, still few countries have developed the framework & guidelines for 
curriculum development in formal education for ESD, in spite of the fact that formal education is recog-
nized as one of leading areas for the promotion of ESD.  According to the mid-term report of DESD, it 
is stated the role of curriculum develop institute in terms of the reorientation of curricula, teaching and 
learning that;  

ESD requires an emphasis on new learning processes and educational methodologies as op-

posed to merely addressing SD topics and focusing on the transfer of knowledge about these 

topics. Schools, curriculum development institutes and educational research organizations 

should be at the forefront of the search for and development of these new forms of learning and 

the kinds of curricula, learning environments and school community relationships that are 
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needed to enable such learning to flourish.     (UNESCO, 2009) 3) 

In case of Japan, “National Action Plan for the DESD” was developed in 2005, and was linked to the 
development of “Basic Plan for the Promotion of Education (2008)” and the revised Courses of Study 
(National Curriculum Standards) (2008-2009) in formal education.  The National Institute of Educa-
tional Policy Research (NIER) responded to the needs of ESD related curriculum development under the 
educational policy setting, and decided to launch a Research Project to disseminate ESD and show 
teachers how to implement ESD at schools under the national curriculum standard in Japan.   

2. STUDY OBJECTIVES 

The Research Project is based on the trends and issues for ESD, and aims to develop the basic principles 
for integrating and implementing ESD in a school setting.  For the identification of the trends and issues 
for ESD, international comparative studies of: the concepts of sustainable development; and ESD school 
programmes; were conducted as a part of the Research Project.  This study is, therefore, designed with 
the following aims: (1) to conduct a qualitative comparative analysis on concepts of sustainable devel-
opment at National and Regional level (study I) 4); (2) to conduct a qualitative comparative analysis on 
ESD school programmes (study II), both are based on the Sustainable School analytical framework 
(Henderson & Tilbury, 2005) 5); and (3) to list some points to be considered for the promotion of ESD in 
Japanese schools (study III).   

3. STUDY METHODS AND APPROACHES 

The literature review has been conducted continuously since April 2010 (until March 2012).  It supports 
the arrangement of information and understanding of the trends and issues for ESD.  Based on the liter-
ature review, two working reports have prepared by the authors.  The first working report (study I) was 
a review of the concepts of Sustainable Development.  In this report, cases of 6 Nations and 1 Region 
were selected for the comparison.  The following statements were mainly refereed by the authors: (1) 
New Zealand (Ministry of Education, 1999) 6); (2) Australia (Commonwealth of Australia, 2007) 7); (3) 
Germany (Transfer-21, 20078) and RSU, 19949)); (4) Sweden (Sasaki, 201210) and Wickenberg and Leo, 
201011)); (5) China (Chan & Ko, 200912), Uemura, 201113)); (6) UK (Defra, 1998) 14) and (7) Baltic Sea 
Region (Baltic21, 2006) 15).  The second working report (study II) was a review of the ESD school pro-
grammes.  In this report, cases of 5 National ESD programmes and 4 International ESD programmes 
were selected for the comparison, which include: (1) EnviroSchools (New Zealand), (2) Australia Sus-
tainable Schools Initiative, AuSSI (Australia), (3) Transfer-21 (Germany), (4) Green School Award 
(Sweden) and (5) Green School Project (China), and (1) FEE Eco School Programme (three areas, South 
Africa, Europe and UK) and (2) ENSI Eco-Schools.  Study II in particular, triangulation was employed 
for the purpose of matrix making for descriptive analysis. This technique could help raise the degree of 
reliability of the data for the analysis.  It could also help enrich the content of each framework based on 
Time-ordered matrix, Role-ordered matrix, and Case dynamics matrix (Robson, 1993) 16).  With regard 
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to the detail list of the references, please see Sato (2012) as a part of NIER final report (Sato, 2012) 17).  
The working reports prepared by the authors were distributed to the participants of the Research Project, 
and some points to be considered for the promotion of ESD in Japanese schools were listed under a se-
ries of discussion (Study III).  

4. DEVELOPMENT OF COMPARATIVE MATRIX 

Based on the Sustainable School analytical framework (Henderson & Tilbury, 2005), the following 
comparative matrix were developed by the authors, which include: (1) programme name; (2) nation/ re-
gion; (3) national policy, strategy, historical context, priority areas; (4) concepts of sustainable develop-
ment; (5) year established; (6) education focus; (7) funding and management; (8) framework of opera-
tion; (9) partnership and stakeholders; (10) institutional capacity – whole school approach; (11) institu-
tional capacity – key focus and principles; (12) curriculum – stages and content; (13) methods for moni-
toring and reporting; (14) accreditation / certification; (15) programme implementation and support; (16) 
programme evaluation; (17) achievements; (18) teacher training; and (19) others.  Qualitative compara-
tive analysis on concepts of sustainable development at National and Regional level (study I) and, on 
ESD school programmes (study II), were reviewed with the comparative matrix developed by the authors.  
In this paper, qualitative comparative analysis on concepts of sustainable development at national and 
regional level (study I), and some points to be considered (curriculum framework in particular) for the 
promotion of ESD in Japanese schools (study III) are mainly selected for the discussion due to the page 
limitation18).  Study methods and approaches of the study (I – III) are shown in the Figure 1. 

 

Figure 1. Study Methods and Approaches 
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There are many documents on the definition and concept of Education for Sustainable Development, 
however, Bonn Declaration defines ESD in “Education for Sustainable Development in the 21st cen-

tury” (UNESCO, 2009) 19), produced at the UNESCO DESD Midterms Conference, i.e. UNESCO 
World Conference on Education for Sustainable Development (Table 1). 

Table 1: Education for Sustainable Development in the 21st century (UNESCO, 2009) 
1. Education for sustainable development is setting a new direction for education and learning for all. 

It promotes quality education, and is inclusive of all people. It is based on values, principles and 
practices necessary to respond effectively to current and future challenges. 

2. ESD helps societies to address different priorities and issues on water, energy, climate change, dis-
aster and risk reduction, loss of biodiversity, food crises, health risks, social vulnerability and inse-
curity. It is critical for the development of new economic thinking. ESD contributes to creating re-
silient, healthy and sustainable societies through a systemic and integrated approach. It brings new 
relevance, quality, meaning and purpose to education and training systems. It involves formal, 
non-formal and informal education contexts, and all sectors of society in a lifelong learning process.

3. ESD is based on values of justice, equity, tolerance, sufficiency and responsibility. It promotes gen-
der equality, social cohesion and poverty reduction and emphasises care, integrity and honesty, as 
articulated in the Earth Charter. ESD is underpinned by principles that support sustainable living, 
democracy and human well-being. Environmental protection and restoration, natural resource con-
servation and sustainable use, addressing unsustainable production and consumption patterns, and 
the creation of just and peaceful societies are also important principles underpinning ESD. 

4. ESD emphasises creative and critical approaches, long term thinking, innovation and empowerment 
for dealing with uncertainty, and for solving complex problems. ESD highlights the interdependence 
of environment, economy, society, and cultural diversity from local to global levels, and takes ac-
count of past, present and future. 

5. Linked to different needs and the concrete living conditions of people, ESD provides the skills to 
find solutions and draws on practices and knowledge embedded in local cultures as well as in new 
ideas and technologies. 

5-2. Whole School Approach 

According to the report (Henderson and Tilbury, 2004), whole school approaches are defined as “to 
sustainability incorporate all elements of school life such as school governance, pedagogical approaches, 
curriculum, resource management, school operations and grounds, whole school approaches can imply 
links and / or partnerships with the local community”.  The approaches are used in some cases, (1) 
“Sustainable School” in UK with 8 doorways, three functions of school, i.e. curriculum, campus and 
community (DfES, 2006) 20); (2) “ENSI sustainable schools” with some quality criteria, i.e. quality of 
teaching and learning processes, school policy and organization, and school’s external relations (Mo-
gensen and Mayer, 2005) 21); (3) “Transfer-21” in Germany with some elements of quality development 
of ESD schools, i.e. learning culture, learning group, abilities and competencies, school culture, opened 
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school for society, school programmes, resources, capacity development of staff and teachers (Trans-
fer-21, 2006) 22).  Sato et.al (2010) pointed that the whole school approaches like “Sustainable Schools 
in UK” can be applied in case of Japan with the existing framework of Japanese formal education, i.e. 
curriculum development and policies, setting educational conditions for school management, and coop-
eration and collaboration with families and local communities (Sato, Okamoto and Goto, 2010) 23).   

6. LIMITATION AND VALIDITY 

This review is not an exhaustive study of all programmes that exist throughout the world, but instead 
captures a range of programmes which reflect variations in focus and methodology.  The review is not 
based on empirical research, but programme documentation sourced through a variety means.  The aim 
of the study is to provide a review of international programmes related to ESD in schools according to 
the “comparative analytical framework for inquiry”, hence it has not evaluated the impact of the selected 
programmes.  This study has been undertaken through a systematic review of literature, which includes 
data on official and related programme websites, journals, theses, evaluation, promotional materials, na-
tional policies, implementation frameworks, guidelines and curriculum materials.  However, the study 
is based on the report by Henderson and Tilbury (2004), information after 2004 of the selected pro-
grammes are updated, and information of newly selected countries i.e. Germany and Australia, are ac-
cordingly added.  In particular, English information on ESD in schools can be easily collected after the 
mid-term of DESD, i.e. 2009, because of activation of national initiatives and formal education activities 
related to ESD, these include national policy development, model project implementation, materials de-
velopment, of the selected countries.  On the other hand, the study has been limited by the degree to 
which programmes have documented their experiences in print and what is available for public access.  
Further studies on the comparative analysis with correspondence to the implementers and coordinators, 
and with programme details on the progress and achievement, are expected. 

7. RESULTS AND DISCUSSION 

7-1. Qualitative Comparative Analysis on Concepts of Sustainable Development at National and 

Regional Level 

Sample concepts of sustainable development at national and regional level were collected and compared 
(NIER, 2012) (Table.2).  Most frequent concept of sustainable development in the study was “interde-

pendence”, “participation”, “cooperation and collaboration” and “responsibility”.  The concept of 
“interdependence” was listed by New Zealand, Australia, Germany and UK.  Australia uses the word 
“relationship” with some implications, it is between issues such as poverty, health, education, security, 
human rights, economic development, and environmental concerns such as climate change, natural re-
source management and water and energy consumption (Commonwealth of Australia, 2007).  With re-
gard to the concept of “participation and collaboration”, New Zealand, Sweden, UK, and Baltic Sea Re-
gion are pointed the importance.  The concept of “responsibility” is put the importance in New Zealand, 
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Germany, Sweden, UK and Baltic Sea Region.  In Baltic Sea Region, “the participation in decision 
making and partnership for change” is used for the connection between the needs of the present and 
those of the future generations.  Some original concepts to be noted were, “democracy” in Sweden, 
“scientific perspectives” or “moderately prosperous society” in China and “uncertainty and precau-

tion in action” in UK.  In details, see Comparative Matrix of Sustainable Development at National and 
Regional level (NIER, 2012, p.241). 
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By referring to the comparative analysis on the concepts of sustainable development at National and Re-
gional level, NIER listed conceptual components of sustainable society-building and of ESD, which are 
the part of “framework necessary to design and develop the learning instruction process of ESD”.  They 
are categorized into six concepts include: (1) diversity; (2) interdependence; (3) limitation; (4) fairness; 
(5) cooperation; (6) responsibility (Table 3) (NIER, 2012) 24).  Similar discussion can be seen in 
UNESCO, the following points have been suggested by UNESCO as sample concepts of sustainable de-
velopment (UNESCO, 2002) 25).  These are important concepts to include in education systems that are 
oriented towards sustainable development.  It can be seen some commonality between the concepts of 
sustainable development stated by the national level and the suggestion by UNESCO (Table 4).  The 
originality of NIER (2012) can be said that: (1) categorization with six concepts; and (2) classification of 
the conceptual categorization with two aspects, i.e. concepts related to the environment (nature, culture, 
society and economy, etc.) surrounding humans, and concepts related to will and actions of humans 
(groups, regions, society and country, etc.). 

Table 3: Concepts of “Sustainable Society-building” (NIER, 2012) 
[1] Concepts related to the environment (nature, culture, society and economy, etc.) surrounding 

humans 
• Diversity: in process of their formulation, nature, culture, society and economy reveal various dimen-

sions, and within which exist a wide variety of things and phenomena. It is important to have a multi-
faceted view of the various aspects and phenomena of nature, culture, society and economy and to re-
spect this ecological, cultural and economic diversity.  

• Interdependence: Nature, culture, society and economy working together in a system, within which 
energy and materials cycle themselves, move and are consumed. It is important that humans are con-
nected with this system and are aware of how they interact. 

• Limitation: the resources and environmental factors (materials, energy) that provide for nature, cul-
ture, society and economy are finite. We must use these limited materials wisely for future generations. 
It is also important to recognize that there are limitations to the development of any society that relies 
on limited resources.  

[2] Concepts related to will and actions of humans (groups, regions, society and country, etc.) 
• Fairness: the foundation of a sustainable society is the security, maintenance and enhancement of in-

dividual health and quality of life. In order to achieve this, human rights and life must be respected, 
our happiness must not come as a sacrifice to others, and rights and amenities must be granted equally. 
This should transcend community, country and generation. 

• Cooperation: a sustainable society cannot be created and maintained without the collaboration and 
cooperation of diverse agents. Even in situations where there are differing opinions or conflicting in-
terests, you need to adjust to the situation, have a generous attitude and cooperate to find a solution 
among yourselves. 

• Responsibility: creating a sustainable society requires that individuals act upon their own will without 
relying solely on others to solve things; each individual must aware of their responsibility and obliga-
tions. In order to achieve this, it is important for individuals to make decisions based on a logical and 
objective understanding of a situation, and have a responsible vision for desirable future. 
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Table 4: Sample concepts of Sustainable Development (UNESCO, 2002) 
• Interdependence: People are an inseparable part of the environment. We are part of a system that con-

nects individuals, their culture, their social and economic activities and their natural surroundings. 
• Diversity: The Earth and all its inhabitants are characterized by great variety - biologically, culturally, 

linguistically, socially and economically. We need to understand the importance and value of each of 
these forms of diversity to the quality of human life and the health of ecosystems. 

• Human rights: Everyone has an inalienable human right to freedom of beliefs, speech, assembly and 
protection under the law, as well as to the conditions that enable them to act on these rights such as ac-
cess to basic education, food, shelter, health and equal opportunity. 

• Global equity and justice: This principle is called “intra-generational equity” and emphasizes that the 
rights and needs of others are met so that a fair and abundant quality of life is provided for everyone 
around the world. 

• Rights of future generations: This principle is called “inter-generational equity”. It emphasizes that the 
lifestyle choices we make today always affect the capacity of future generations to have the same range 
of choices we have. 

• Conservation: The natural world contains a range of renewable and finite resources that humans can 
develop to satisfy their needs. The lifestyle choices we make need to respect the long-term sustainability 
of these resources, and the need for conservation of nature for its intrinsic worth, not only its utilitarian 
value. 

• Economic vitality: Economic growth depends upon a dynamic state of economic vitality in which eve-
ryone has the opportunity and skills to access the resources required for a satisfying quality of life, with-
in a framework of sustainable development. 

• Values and lifestyle choices: Values that reflect concern for human well-being, economic vitality and 
the quality of the environment are required to ensure that we make lifestyle choices that contribute to a 
sustainable future for everyone. 

• Democracy and civic participation: People are more inclined to care for others and the environment 
when they have the right, the motivation and the skills to participate in the decisions that affect their 
lives.  

• Precautionary principle: Sustainable development issues are complex, and scientific advice on an issue 
is often incomplete or divided. In situations of such uncertainty, there is a need to act judiciously and 
with an awareness of potential unintended consequences. 

 
Sato (2011) 26) and, Suzuki & Sato(2012) 27) pointed that the age of globalization could be considered an 
era of “internalizing” corporate activities and human living and so on, that have been “externalized” and 
disposed of as has been the case with natural resources and wastes from industry and daily living.  In 
this age without “externalities,” “global environmental problems” and “poverty and social exclusion 
problems” are no longer separate issues; rather they have an intricate and reciprocal relationship.  Fur-
ther, the authors address “global environmental problems” and “poverty and social exclusion problems” 
created as the outcome of “economic globalization” which has exacerbated the mutually prescribed op-
position of excesses in wealth and the accumulation of poverty.  It can be said that two problems, i.e. 
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“global environmental problems” and, “poverty and social exclusion problems”, pointed by the Sato 
(2011) and, Suzuki & Sato (2012) are linked with the conceptual categorization with two aspects pointed 
by NIER (2012). 

7-2. Points to be Considered for the Promotion of ESD in Japanese Schools 

The working reports prepared by the authors were distributed to the participants of the Research Project, 
and some points to be considered for the promotion of ESD in Japanese schools were listed under a se-
ries of discussion (Study III).  Due to the page limitation of this paper, some points on curriculum 
framework were listed in particular.  Curriculum framework development needs to be discussed in links 
with the concept of “whole school approach”, as the whole school sustainability approaches can assist 
in the implementation of new curriculum.  This is a critical factor in that by aligning programmes to 
national curriculum, schools and teachers can see the relevance of their work to core commitments and 
professional priorities. These concepts can be seen in case of UK Sustainable Schools, ENSI-Eco 
Schools, Transfer-21 in Germany, etc. 

• Application of “PDCA cycle” and “action oriented learning cycle”, there are many cases employed 
the PDCA cycle for the system management, which include: FEE Eco Schools (England, Wales, Scot-
land, South Africa and Europe), Green School Award (Sweden), action oriented learning cycle (Aus-
tralia, New Zealand’s EnviroSchools). 

• Linking with existing curriculum with ESD implications, Australian Sustainable School (AuSSI, 
Australia), Sustainable Schools (UK). 

• Development of programme guidelines, Transfer-21 Programme Guidelines (Germany), Handbook 
for EnviroSchools (New Zealand), Green School Guidelines (China). 

• Linkages with OECD key competencies, Transfer-21 – “Shaping Competence (Gestaltungskompe-
tenz)”, (1) Subject and Methodological Competence, (2) Social Competence and (3) Personal Compe-
tence (Germany). 

• Coherence with national curriculum28), EnviroSchools (New Zealand), Green School Award (Swe-
den), Australian Sustainable School (AuSSI, Australia), Transfer-21 (Germany), Green School Project 
(China), FEE Eco Schools (South Africa) 

• Use of different types of teaching and learning approaches, mentoring, facilitation, participatory 
inquiry, action oriented learning, action research, problem solving, collaborative process, decision 
making process. 

• Use of doorways for cross curriculum, Sustainable Schools (UK). 
• Respecting cultural perspectives, respect of Maori cultures (New Zealand), respect of Chinese cul-

ture and their spirit (China). 
• Moral education, Green School Project (China), EnviroSchools (New Zealand). 
• Use of “hidden curriculum”, FEE Eco Schools (England, Wales, Scotland, South Africa, Europe), 

EnviroSchools (New Zealand). 
• Considerable various impacts by the ESD curriculum development, (1) environmental aspects (e.g. 
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resource management, promotion of bio-diversity, decision making for green purchasing, respect and 
environmental consideration; (2) educational aspects (e.g. knowledge, planning skills, decision mak-
ing, collaborative skills, leadership, project management, materialization of school itself); (3) eco-
nomic aspects (e.g. savings, promotion of environment sound businesses, entrepreneurship), (4) social 
and local aspects (e.g. social inclusion, inter / intra generational communication, reducing bullying, 
reducing anti-social activities, active participation), (New Zealand, Australia, UK). 

 
For the effective development of curriculum, key features which characterize vision of a “sustainable 
school” are identified by the Henderson and Tilbury (2004): (1) school leadership which places sustaina-
bility at the heart of school planning and practice. It engenders democratic and participatory 
whole-school decision making processes; (2) whole-school participation in undertaking school action 
and improvement plans; (3) reciprocal community, family and stakeholder partnerships; (4) participatory 
learning approaches which engender students skills and competencies for critical thinking, intercultural 
perspectives, participation and citizenship; (5) integration of Environmental Education (EE) and Educa-
tion for Sustainability (EfS) 29) across key learning areas in the curriculum; (6) regular professional de-
velopment for teachers, school management and programme partners and facilitators; (7) ‘greening’ of 
the school and physical surroundings; (8) classroom within and outside school boundaries; (9) reduction 
in a school’s ecological footprint (through resource consumption and environmental improvements; (10) 
regular monitoring, reflection and evaluation procedures which inform future actions. The school is not 
just the centre of learning but is also a ‘learning organisation’ itself; (11) practitioner research which en-
courages reflective practice of teachers and promotes improved performance.  As well as some points 
by NIER (2012), key features identified by Henderson and Tilbury (2004) needs to be further discussed 
in the context of Japanese formal education systems. 
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青少年教育施設における ESD の実践 
－ジオパークを利用した体験活動－ 

ESD Practice at The National Shinshutakato Youth Outdoor Learning Center 
－Hands-on Experience Using A Geopark－ 

山本 裕一＊1，酒井 憲一＊2，寺中 拓也＊3，五島 政一＊4 
Yuichi YAMAMOTO, Ken’ichi SAKAI, Takuya TERANAKA and Masakazu GOTO 

 
要旨 

In August 2012 at the Shinshutakato Youth Outdoor Learning Center, a social education program 
was developed and put into operation. The program – Let’s Think Living Our Lives in Harmony 
with the Earth at Southern Alps Geopark Camp – is aimed for pupils at 4th to 6th years of elemen-
tary school, and was planned as a 4-day 5-night event at the Southern Alps Geopark. The program 
uses the ESD framework devised by the National Institute for Educational Policy Research in 2012. 
Questionnaire surveys were carried out before the event, directly after, and one month after, and an-
alyzed using t-tests. Results showed significant differences on the three points in the ESD frame-
work, namely critical thinking ability, the ability to predict future image for making plan, and the 
ability to think in multifaceted and comprehensive ways. 
 
 

１．はじめに 

わが国の地質遺産であるジオパークについて広く関心を高めるとともに、国立青少年教育施設を

活用した社会教育の実践を行う。2011 年度は、花山、磐梯、妙高、室戸、諫早、阿蘇、大隅、信州

高遠などの国立青少年教育施設で行ったジオパークを利用した体験学習プログラムを伊那市生涯学

習センターでジオパーク交流会で発表仕合い交流した。基調講演では高木秀雄氏（早稲田大学教授・

日本ジオパーク委員会委員）が「ジオパークでつなぐもの」というテーマで基調講演を行い、諫早、

妙高、信州高遠の国立青少年自然の家からジオパーク関連事業の発表があり、そして、五島政一（国

立教育政策研究所総括研究官・ESD プロジェクト担当）から「ジオパークを利用した ESD」という

テーマで基調提案があった。最後に、「次世代に継承するジオパーク、その方策とは」というテーマ

でシンポジウムが行われた。2012 年 8 月に信州高遠青少年の家では、ジオパークを利用した教育事

業「南アルプスジオパークキャンプ～考えよう 大地と共に生きる私たちの命～」を小学 4 年生か

ら 6 年生を対象に、4 泊 5 日の日程で企画し、ESD を利用した社会教育プログラムを開発し実践し

た。その活動について報告する。 
 

                                                      
＊1  国立教育政策研究所社会教育実践研究センター、元国立信州高遠青少年自然の家 
＊2  国立信州高遠青少年自然の家 
＊3  国立信州高遠青少年自然の家 
＊4  国立教育政策研究所教育課程研究センター 
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２．ESD フレームワークの利用 

 国立教育政策研究所（2012）では「学校教育における持続可能な発展（ESD）のための研究」を

行い、その成果として ESD フレームワークを開発した。信州高遠青少年の家ではその ESD フレー

ムワークを社会教育に応用し、体験学習プログラム「南アルプスジオパークキャンプ～考えよう 大

地と共に生きる私たちの命～」を開発した。 
 

３．評価フレームワークの開発と評価 

 信州高遠青少年の家では、平成 23 年度開発した体験学習プログラムの評価を「生きる力」の評価

フレームワーク（国立青少年教育振興機構，2007）と、学ぶ意欲を測定するフレームワーク（栃木

県総合教育センター，2012）を参考に行ってきた。しかし、平成 24 年度は、ジオパークを利用した

体験学習プログラムでは、昨年度実施した評価枠組みと、国立教育政策研究所の開発した ESD フレ

ームワークで育成する能力・態度の評価枠組みを利用し、それらを統合して、新たな評価枠組みを

開発し、評価に利用した。 
 本体験学習プログラム「南アルプスジオパークキャンプ～考えよう 大地と共に生きる私たちの

命～」の評価を行うため、事前、事後、1 ヶ月後の 3 回アンケートを実施した。前後のｔ検定で分

析した結果、ESD フレームワーク「批判的に考える力」、「未来像を予測して計画を立てる力」、「多

面的、総合的に考える力」の 3 つについて有意差が認められた。また、「未来像を予測して計画を立

てる力」の 6 つの下位項目の中で「環境に配慮した生活について、自分なりに考えて工夫している」、

「自分が住む地域について、どのような災害が起きる可能性があるかを知っている」、「テストがあ

れば、自分で計画を立てて勉強する」の 3 つの下位項目で有意差が認められた。 
 

４．おわりに 

 本体験学習プログラム「南アルプスジオパークキャンプ～考えよう 大地と共に生きる私たちの

命～」を行い、その概要を国立教育政策研究所の「学校における ESD の研究」（最終報告書）の書

式で、本実践を以下にまとめた。本報告が、今後、社会教育施設における ESD 実践、ジオパークを

利用した教育プログラムの開発に参考になることを期待する。 
 

文献 

国立教育政策研究所，2012，『学校教育における持続可能な発展（ESD）のための研究』（最終報告書）． 

国立青少年教育振興機構，2007，平成 18・19 年度調査研究事業『事業プログラムの効果測定方法の開発研究』」

報告書． 

栃木県総合教育センター，2012，学ぶ意欲をはぐくむ－「学習に関するアンケート」を活用して－ 
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１ ESD の視点を生かしたキャンプづくり 

（１） キャンプ名・学校種と学年 

 「南アルプスジオパークキャンプ 
～考えよう 大地と共に生きる私たちの命～」 小学校 第４～６学年 
 

（２） キャンプの概要とねらい 

 本キャンプは、国立信州高遠青少年自然の家を含む「南アルプス（中央構造線エリア）ジオパー

ク」（以下「南アルプスジオパーク」と言う。）を舞台に展開する。ジオパークとは、地球活動の遺

産を主な見所とする自然の中の公園で、ユネスコの支援を受けて２７カ国８７地域が「世界ジオパ

ーク」に認定されている。日本には２５地域が「日本ジオパーク」に認定され、そのうち５地域が

世界ジオパークに認定されている。 
南アルプスジオパークも、日本ジオパークに認定され、現在、世界ジオパークの認定に向けて、

行政や民間、学術機関が連携して活動を進めている。また、ユーラシアプレートと太平洋プレート

の境となる中央構造線が通っていて、地質学的にも価値のある場所である。地質に興味のある人々

は、大地の悠久の営みに思いを馳せ、その他の人々も大地の恵みである温泉に浸ったり、地殻変動

が織りなした景観に美しさを感じたりして、自然の恩恵に浴している 
一方、平成２３年３月１１日に起きた東日本大震災を機に、人々の間には「防災への意識」「地質・

地盤への関心」が高まっている。目に見えない大地の下では、今何が起こっているのか。いつ地震

が起きるのか。自分が住んでいるところは大丈夫なのか。考えれば考えるほど、自然の驚異に不安

を感じていることも事実であり、災害から被害を少なくしようと知恵を絞っている。 
このように、地震や津波だけでなく、台風や竜巻、土砂崩れなど、自然災害が起こりやすい我が

国においては、自然の驚異を正面から受け止め、将来にわたり「自然と共に生きる力」を育む必要

がある。 
そこで、本キャンプでは、南アルプスジオパークの地質的な価値に触れたり、自然の恩恵に浴し

たりするとともに、自然災害の爪跡を見学することで自然の脅威を感じ、「自分たちは自然の正と負

の両面とどのようにつきあい、生きていくのか」を自分自身に問うていく。そして、自然の驚異に

対する防災意識を高めることで、自分たちの住む環境を見つめ直し、将来に希望を持てる自然との

共生を目指していくことをねらいとした。 
 

（３） ジオパークの目標と ESD とのかかわり 
ジオパークが定めた目標は、以下の通りである。 
 
 
 

【青少年教育施設における教育事業キャンプの事例】 

「南アルプスジオパークキャンプ 

～考えよう 大地と共に生きる私たちの命～」（小学校４～６年生） 

国立信州高遠青少年自然の家 

① 地域の伝統と法に基づき、地質遺産を確実に保護する。 

② 地球科学や環境問題に関する教育・普及活動を行う。 

③ ジオツーリズムなどを通じて、地域の持続可能な社会・経済発展を育成する。 
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本キャンプに参加する子どもたちは、今自分たちが生きている「地域」＝「大地」を知り、見つ

め、課題を見出し、解決していく過程を通る。そして、これからどのように自然とともに生きてい

くかという知恵を育む。これらは、ESD が目指す持続可能な社会の発展を目指すことにつながると

ともに、ジオパークの目標に迫り、教育的な成果を得ることができると考える。 
 

（４） ESD の視点の明確化 

本キャンプを進めるにあたって、「体験する」「不思議に思う」「課題解決する」「発信する」の４

段階を設定し、４泊５日のキャンプを行う。 
「体験する」とは、日本の大地を東西に二分する中央構造線のダイナミックな大地の境界線を見

たり、海の底から隆起した岩や塩泉に触れたりする「出会い」である。また、温泉に入ることで、

火山活動の人間への恵みを感じたり、野生動物からの山の幸であるジビエ料理を味わったりするこ

とで、自然を「楽しむ」ことである。逆に、山肌が崩れた「大西山の大崩落跡地（現：大西公園）」

を見学することで「驚く」ことである。地質的な価値や自然の恵みに触れたり、自然災害の爪跡を

見学したりすることが自然に関する【多様性】の概念を構成している。 
また、キャンプに参加する子どもたちは、ほとんどが初対面で、異年齢集団である。この出会い

を出発点にキャンプはスタートする【公平性】。 
「不思議に思う」とは、大西山の大崩落跡地の見学を通して、「なぜ、川を挟んで片方だけの斜面

が崩落したのか」「なぜ、滑るように崩れるのではなく、壁が倒れるように崩落したのか」「当時の

人々は、どのような恐ろしさを感じたのだろうか」という疑問を持つことである。特に、片方の斜

面だけが崩れたことは、川の位置が中央構造線に近く、その東側と西側では、地質が違うため、片

方だけが崩落したという事実に迫る【相互性】。 
「課題を解決する」とは、抱いた疑問を解決するために、再び現地を訪れて新しい発見をしたり、

専門家への質問や、大西山の崩落を当時知っている人たちへの聞き取りをしたりすることである【連

携性】。 
「発信する」とは、キャンプの仲間と話し合う中で、考えをまとめ、これから自然と共に生きる

ために自分はどのように取り組むかを発表することである。そこでは、自然のよさをあらためて感

じたり、自然は人間の力で自由にならないことに気づいたりする【有限性】。そして、自然災害を防

ぐための植林活動の大切さに気づいたり、自分の住む環境を見つめ直して防災対策を考えたりする

ことで、防災意識を高めていく【責任性】。 
 

 【持続可能な社会づくりの構成概念】 

  構成概念Ⅰ 多様性･･･自然には、美しさや恵みとともに脅威が存在すること【多様】 
  構成概念Ⅱ 相互性･･･自然災害と地質には関係があること【相互】 
  構成概念Ⅲ 有限性･･･自然は人間の力では自由にならないこと【有限】 
  構成概念Ⅳ 公平性･･･寝食を共にするには、互いに尊重し合うことが大切であること【公平】 
  構成概念Ⅴ 連携性･･･災害を乗り越えた人々の知恵や地質学の知識を融合し、次の防災へ生か

すこと【連携】 
  構成概念Ⅵ 責任性･･･自然を守ったり、被害を少なくする防災への自分の考えを持ったりして、

行動すること【責任】 
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《重視する能力・態度》 

 能力・態度① 批判的に考える力･･･抱いた疑問に対する様々な情報に対して、取捨選択し、自

分の考えを構築しながら課題を解決することができる。《批判》 
 能力・態度② 未来像を予測して計画を立てる力･･･過去の災害や現実の地質に目を向け、自分

の地域における災害を予測し、防災対策に生かすことができる。《未来》 
 能力・態度③ 多面的、総合的に考える力･･･自然のよさと脅威を照らし合わせ、その中から将

来自分が行動する内容を見出すことができる。《多面》 
 能力・態度④ コミュニケーションを行う力･･･キャンプに参加した仲間と話し合ったり、自分

の考えを発表したりできる。《自信》 
 能力・態度⑤ 他者と協力する態度･･･寝食を共にすることを通して、お互いのよさを見つけ、

協力して生活することができる。《尊重》 
 能力・態度⑥ つながりを尊重する態度･･･キャンプを通して、参加した仲間どうし、自然の恵

み、専門家や地域の人々に対して、感謝の気持ちを持つことができる。《感謝》 
 能力・態度⑦ 進んで参加する態度･･･見学や体験活動に対して、興味を持って意欲的に参加で

きる。《意欲》 
 

（５） 留意事項 

① 教材のつながり 

本キャンプは、地質という視点から、小学校６年生の理科の「土地のつくりと変化」と関連

が挙げられる。 
防災という視点からは、小学校５年生の社会の「自然災害を防ぐ」や「国土の地形の特色と

人々のくらし」との関連が挙げられる。 
② 人のつながり 

山地環境防災研究所長や中央構造線博物館の学芸員による解説や質問会、大西山大崩落を知

る人々への聞き取り調査を行う。また、キャンプ初日に、南アルプスジオパークに詳しい地元

小学校の教員からガイダンスを受け、再び最終日の発表会に来訪していただき、キャンプ全体

の評価を行う。 
③ 能力・態度のつながり 

自然体験やキャンプといえば、自然の美しさを感じたり、その恩恵に浴したりして、自然の

「よさ」を学ぶ。本キャンプでは、その「よさ」を学ぶ能力と態度を生かし、自然災害の爪跡

を見学することで、自然の「負」の部分にも気づかせる。そして、防災意識を高めて生きてい

こうとする態度を養う。 
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２ ESD の視点を生かしたキャンプの実践 

（１） 各活動と「構成概念（解決する課題）」「重視する能力・態度」との関係 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

自然には、美しさや恵

みとともに脅威が存在

すること【多様】 

多面的、総合的に考える力･･･自然

のよさと脅威を照らし合わせ、その

中から将来自分が行動する内容を

見出すことができる。《多面》 
自然災害と地質には関

係があること【相互】 

自然は人間の力では自

由にならないこと 
【有限】 

批判的に考える力･･･抱いた疑問に

対する様々な情報に対して、取捨選

択し、自分の考えを構築しながら課

題を解決することができる。《批判》

災害を乗り越えた人々

の知恵や地質学の知識

を融合し、次の防災へ

生かすこと【連携】 

自然を守ったり、被害

を少なくする防災への

自分の考えを持ったり

して、行動すること 
【責任】 

未来像を予測して計画を立てる

力･･･過去の災害や現実の地質に目

を向け、自分の地域における災害を

予測し、防災対策に生かすことがで

きる。《未来》 

寝食を共にするには、

尊重し合うことが大切

であること【公平】 

コミュニケーションを行う力･･･キ

ャンプに参加した仲間と話し合っ

たり、自分の考えを発表したりでき

る。《自信》 

他者と協力する態度･･･寝食を共に

することを通して、お互いのよさを

見つけ、協力して生活することがで

きる。《尊重》 

つながりを尊重する態度･･･キャン

プを通して、参加した仲間どうし、

自然の恵み、専門家や地域の人々に

対して、感謝の気持ちを持つことが

できる。《感謝》 

進んで参加する態度･･･見学や体験

活動に対して、興味を持って意欲的

に参加できる。《意欲》 

人
を
取
り
巻
く
環
境
に
関
す
る
概
念

人
（
集
団
・
地
域
・
社
会
）
の
意
思
や
行
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に
関
す
る
概
念

・ 露頭見学や温

泉、ジビエ料理

・ テント泊 
・ 災害の爪跡 

・ 災害の爪跡 
・ 専門家の話 
・ 模型実験 
・ 災害を知る人

たちへの聞き

取り 
・ 二度目の現地

見学 
・ 話し合い 
・ まとめ 

・ 異年齢集団 
・ テント泊 
・ 話し合い 
・ 発表 

学習指導で重視する能力・態度と《自信》《尊重》《感謝》との関係 
・ 《自信》→自信を持って発表することが、地域や家族にも自分の考えを広げることができる。

・ 《尊重》→他者とのかかわりを通して、尊重する気持ちを持つことが、協力につながる。 
・ 《感謝》→キャンプでかかわった人々との交流を通して、感謝の心を育み、さらに自然への 
     感謝と畏敬の念を育てる。 

＊解説 
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（２） キャンプのプログラム（４泊５日） 

日 活動プログラム ◇指導者の支援の概要  ◆評価 

１

日

目 

１ 開会式 

アイスブレイク【公平】 

 
 
 
 
 
 

２ ガイダンス【多様】 

 
 
 
 
 

３ ナイトハイク【多様】 

◇ 無事故を心がける緊張感とキャンプに臨む意欲を高

めるために、キャンプの概要と目的を説明する。 
◇ 初めて出会う仲間と打ち解けるために、楽しいゲー

ムをする。また、ボランティアには積極的にかかわ

らせる。 
◆ ５日間のキャンプを、仲間と仲良く協力していこう

と、楽しく積極的に参加できる。《意欲》 

 
◇ 地質的な価値や見学の視点を持たせるために、南ア

ルプスジオパークに詳しい地元の教員に説明しても

らう。ただし、子どもたち自身の視点で、自然災害

の恐ろしさに着目させるために、大西山の大崩落に

ついては触れない。 
 

◇ 五感を使う大切さに気づかせるために、生き物や川、

風の音、匂い、自然の暗さがわかりやすい場所を設

定する。 

２

日

目 

１ 露頭等の見学【多様】 

・ 板山露頭 ・三義の地形 
・ 美和ダムの地形 ・溝口露頭 
・ 北山露頭 

 
２ 南アルプス林道バス【多様】 

・ 幕岩 ・北沢峠 
・ 鹿窓 ・仙水峠 

 
 
 
 
 
 

３ 大池高原キャンプ場 

【多様】【公平】 
・ テント設営 
・ 野外炊飯(ジビエ料理)  
・ テント泊 

◇ 南アルプスジオパークの地質的価値を知るために、

地図と照らし合わせたり、露頭に触れたりする。 
 
 
 

◇ ガイドの方による説明を聞く。ただし、子どもたち

が疑問を持ちやすいように、詳しい説明をせず、難

解な専門用語を使用しない。 
◇ 長い年月による大地の隆起や地盤を動かす大きな力

に感動させるために、縦になっている地層や大きな

礫岩などがある場所を設定する。 
◆ 質問したり、露頭や地面に触れたりして、意欲的に

活動に参加できる。《意欲》 

 
◇ 南アルプスジオパークの中にいるという実感を持た

せるために、テント泊（野営）を行う。 
◇ ジオパークの恵みを味わわせるために、鹿肉を焼い

て食べる。 
◆ テント設営や野外料理を通して、お互いのよさを見

つけ、協力して活動できる。《尊重》 
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３

日

目 

１ 大西公園見学【多様】【有限】

・ 塩水採取や塩泉 
・ 地滑り跡地見学 
・ 崩落跡地見学 

 
 
 
 
 
 

２ ２日間の見学のまとめ 

【多様】【有限】 

 
 
 
 
 

◇ ジオパークの恵みを味わったり、海からの隆起を実

感したりするために、塩水や塩泉に触れる。 
◇ 自然災害が地質と関係していることに気づかせるた

めに、崩落跡地と地滑り跡地の２カ所を見学する。 
◇ 子どもたちが素直な疑問を持つことができるため

に、詳しい説明はせず、様々な角度から見たり、触

れたりする時間を多くとる。 
◆ 長い時間をかけて、見たり触れたりすることで、自

然災害の脅威を感じることができる。《意欲》 

 
◇ 自然の美しさや恵みと、脅威という両面から、自分

の課題を見つけるために、「よさ」と「恐ろしさ」と

いう両面からまとめる。 
◆ 「恐ろしさ」という面から、将来における自然との

かかわり方や防災について疑問を持つことができ

る。《多面》《批判》《未来》 

 

４

日

目 

１ 中央構造線博物館 

【相互】【有限】【連携】 

・ 学芸員の方の説明や質問会 
・ 山地環境防災研究所長の方の

模型実験や質問会 
・ 崩落災害経験者の方の話や質

問会 
 
 
 
 
 
 

２ 話し合いや今日のまとめ 

【相互】【有限】 

【連携】【責任】【公平】 

◇ 崩落と地滑りの違いには地質が関係していることを

知るために、学芸員の方の説明を聞いたり、質問し

たりする。 
◇ 自然災害の力は人間の力では防ぐことができないこ

とを認識するために、様々な山地災害の模型実験を

見たり、質問したりする。 
◇ 自然災害の恐ろしさを感じるために、大西山崩落時

に村内に住んでいた方を招き、話を聞いたり質問し

たりする。また、話や質問会の後に、再び崩落跡地

を見学する。 
◆ 説明や模型実験を通して、積極的に質問したり、自

分の疑問を解決したりできる。《批判》《意欲》 

 
◇ 自然災害に対して、これからの自分の行動や防災対

策の考えを構築するために、話しやすい同学年の集

団を構成して、その仲間と話し合う。 
◆ 話し合いを通して、自信を持って自分の考えを述べ

たり、お互いの考えのよさを見つけたりして、将来

の自分の行動や防災対策について考えをまとめるこ

とができる。 

《多面》《批判》《未来》《自信》《尊重》
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５

日

目 

１ キャンプ全体のまとめ 

【多様】【相互】【有限】 

【連携】【責任】【公平】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 発表・閉会式 

【連携】【責任】【公平】 

◇ キャンプをふり返りやすくするために、たくさんの

写真を用意する。 
◇ 自然のよさと恐ろしさを照らし合わせながら、将来

の自分の行動を見出すことができるように、下図の

ようなレイアウトを基本としたまとめを作成する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆ まとめを通して、自然との共生のために将来の自分

がとる行動を見出し、ここに至るまでかかわってく

ださった方々に対して感謝の気持ちを持つことがで

きる。《多面》《未来》《感謝》 

 
◇ 自信を持って発表できるために、まとめを掲示し、

図示して話す。 
◇ お互いの考え尊重するために、全員発表する。 
◇ キャンプを通して得たことに自信を持ち、将来の行

動に結びつけることができるように、ガイダンスを

してくださった地元教員の方に講評していただく。 
◆ キャンプ全体を通して、自分の考えや将来の行動に

自信を持ち、お世話になった方々や仲間に感謝の気

持ちを持つことができる。 

《未来》《自信》《尊重》《感謝》 
 
 
３ ESD の視点を生かしたキャンプの成果と課題 

本キャンプ（事業）の実践にあたり、「事業前」「事業終了直後」「１ヶ月後」の３回にわたりアン

ケート調査を行った。調査内容は、ESD の７つの要素に「自然や防災への関心」「その他」の要素

を加え、それぞれの要素に６～７項目を設定して、合計５５項目にした。 
アンケートの調査項目は以下の表のとおりである。 
 
 
 
 

自然のよさ 
↓ 

自然を守る 
 

自然の恐ろしさ 
↓ 

防災対策 
 

自然との共生 
将来の自分の行動 

かかわる人々の様子 
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調査No. 質問項目

1 No.1 地震、津波、台風などの自然災害に対して興味を持っている。

2 No.10 学校の授業で好きな科目は「理科」である。

3 No.19 自然災害が起こる原因は何か調べたことがある。

4 No.28
テレビで地震速報が出ると、どこで地震が起きたかやどれくらいの規模の地震なのかに関心が
ある。

5 No.37 台風が接近すると、自分の住んでいるところに来ないか心配になる。

6 No.46 海や山、川など、自然がある場所に出かけることが好きである。

7 No.2 友達のアドバイスを積極的に取り入れる。

8 No.11 データやグラフを正しく読み取ることができる。

9 No.20 むずかしい問題にであっても、かんたんには先生や友だちの助けは求めない。

10 No.29 もっとうまい解き方や別の考え方はないかと考える。

11 No.38 よくわからないことは、わかるまで調べたい。

12 No.47 様々な情報の中から，正解を見つけることが出来る。

13 No.3 災害が起こった時に、どのような行動をすればよいか分かる。

14 No.12 環境に配慮した生活について、自分なりに考えて工夫している

15 No.21 将来の夢をかなえるために、努力していることがある

16 No.30 自分が住む地域について、どのような災害が起きる可能性があるか知っている。

17 No.39 テストがあれば、自分で計画をたてて勉強する。

18 No.48 友達と協力して、計画通りものごとを進めることが出来る。

19 No.4 友達の発表の中で，自分の見方・考え方と違う点に気付くことができる。

20 No.13 授業では友だちと話すことで、より深く考えることができる。

21 No.22 わからないことがあると、いろいろな方法で調べている。

22 No.31 興味のあることは調べずにはいられない。

23 No.40 その場にふさわしい行動ができる

24 No.49 思い込みで判断せず、多くの人の意見を聞いて行動している。

25 No.5 自分の気持ちや考えを相手に伝えることが出来る。

26 No.14 相手の意見や考えを受け入れ、自分に取り入れることができる。

27 No.23 自分の気持ちや相手の気持ちを大切にすることができる。

28 No.32 友達のいいところを見つけることができる。

29 No.41 毎日、明るく元気に生活している。

30 No.50 毎日の生活が充実していると感じている。

31 No.6 友達の考えや意見を受け入れ、話し合いを進めることが出来る。

32 No.15 相手の立場に立った言葉づかいや行動をすることができる。

33 No.24 仲間と励ましあいながら、 後までやり遂げることが出来る。

34 No.33 友達と一緒に学ぶことは楽しい。

35 No.42 友だちと協力して学ぶことも多い。

36 No.51 授業では友だちに教えたり、教わったりすることも多い。

37 No.7 人同士、人と地域のかかわりは、災害の被害を少なくすることにつながると思う。

38 No.16 人と自然は多くのことにつながっている。

39 No.25 いろいろなことを学ぶことは楽しい。

40 No.34
自分が毎日を生きていくことができるのは、服を作る人、米や野菜を作る人、家を作る人など、
たくさんの人たちが努力をしているおかげである。

41 No.43 これまで関わってきた人に、感謝の気持ちを持っている。

42 No.52 政治やスポーツ、社会問題や自然災害など様々な分野の出来事に興味がある。

43 No.8 今までよりもむずかしい問題に取り組むことが多い。

44 No.17 失敗しても学ぶことはおもしろい。

45 No.26 自分から勉強に取り組んでいる。

46 No.35 疑問（ぎもん）やふしぎに思うことは、わかるまで調べたい。

47 No.44 身のまわりの自然や科学に関心がある。

48 No.53 自分が住んでいる地域に災害が起きたら、進んでお手伝いしたい。

49 No.9 できるだけ自分ひとりの力で課題を解決しようとしている。

50 No.18 早寝早起きができる。

51 No.27 多くの人に好かれている。

52 No.36 自分のことが大好きである

53 No.45 科学番組（ニュース）または科学雑誌をよく見る。

54 No.54 家の中より外で遊ぶことが多い。

55 No.55 食べ物の好ききらいがある。

その他
（H23実施の質問項目より、上記8つ

の要素に該当しなかったもの）
9

7

つながりを尊重する態度
（人・もの・こと・社会・自然などと自
分とのつながり・かかわりに関心を
もち，それらを尊重し大切にしようと

する態度）

8

進んで参加する態度
（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
踏まえた上で，ものごとに自主的・
主体的に参加しようとする態度）

6

他者と協力する態度
（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）

多面的，総合的に考える力
（人・もの・こと・社会・自然などのつ
ながり・かかわり・ひろがり（システ

ム）を理解し，それらを多面的，総合
的に考える力）

コミュニケーションを行う力
（自分の気持ちや考えを伝えるとと
もに，他者の気持ちや考えを尊重

し，積極的にコミュニケーションを行
う力）

5

要素

1

4

自然や防災への関心
（私たちが暮らしている地球の成り
立ちや自然、またその変化の中で
起こる自然災害についての備えや

対応についての興味・関心）

2

批判的に考える力
（合理的，客観的な情報や公平な判
断に基づいて本質を見抜き，ものご
とを思慮深く，建設的，協調的，代

替的に思考・判断する力）

3

未来像を予測して計画を立
てる力

（過去や現在に基づき，あるべき未
来像（ビジョン）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）
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（１） ESD の視点を導入した成果 

前述のアンケート項目を９つの要素ごとに分けて、平均値を算出すると、以下のグラフのような

結果が出た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
すべての要素において、「事業終了直後」は「事業前」より態度や能力の向上が見られる。「１ヶ

月後」は「事業終了直後」より下がっているが、「事業前」より向上した姿を維持している。これら

は、「２ ESD の視点を生かしたキャンプの実践」の「（１）各活動と『構成概念（解決する課題）』

『重視する能力・態度』との関係」で図示したように、「重視する能力・態度」に ESD の７つの要

素すべてを導入し、「構成概念」と「重視する能力・態度」を結びつける活動プログラムを設定した

ことが効果的であったと考える。 
特に変容が大きかったのが、「未

来像を予測して計画を立てる力」

の要素の調査項目である。 
右に上記の要素のアンケート項

目別調査結果を載せた。 
「災害が起こったときの行動」

や「自分が住む地域について知る」

の数値が向上したのは、災害現場

を見学した後、災害のメカニズム

を知る模型実験を体験したり、被

害に遭われた方の話を聞いたりす

ることで、自分たちの生き方に具

体性と災害への切実感を持つこと

ができ、意識が高まったと考える。 

H24南アルプスジオパークキャンプ調査結果（平均比較）
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また、「環境に配慮した生活」の能力・態度が向上したのは、キャンプ４日目の最後の夜、一人一

人が自分の考えを出し合い、共通理解を図ったことが影響している。そこでは、自然のよさと恐ろ

しさを実感し、これからどのように自然との共生を図っていくかということで、「恐ろしさから逃げ

るのではなく、自然のよさもあるから、自然を守っていこう」という「環境を配慮した生活」を心

がける意識が高まったと考える。 
これらは、下の参加者の感想からも伺える。 
 
 
 
 
 
 

（２） ESD の視点を導入する際の課題 

今回の実践は、ESD の７つの要素をすべて導入して行った。その結果、すべての要素において結

果が出たが、要素が多すぎて検証する際に焦点が不明瞭になってしまった。また、参加者が小学校

４～６年生と学年の幅が広かったことも原因と考える。 
今後、ESD の視点を導入する際は、要素を絞り、どの要素において子どもたちの能力・態度を育

てたいかを明確にし、事業運営に反映させるべきだと考える。 
 

 

参加者の感想（抜粋） 
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ESD における「自分自身と社会を変容させる学び」に関する一考察 

―システム思考に着目して― 

A Study of “Learning to Transform Oneself and Society” in ESD:  
Focusing on Systems Thinking 

曽我 幸代＊ 

  SOGA Sachiyo 

 

Abstract 
This paper focuses on “learning to transform oneself and society” and aims to view ESD as Ed-

ucation for Transformation using “Theory U” as a type of ‘systems thinking’. 
To address global issues in ESD, UNESCO emphasized systems thinking as an important ability 

for dealing with complex problems. It refers to a way you can see the relation of events within a 
system and this is necessary for building a sustainable society. 

ESD aims to change values, behaviors and lifestyles that are integrated with sustainable devel-
opment, and promotes learning to transform oneself and society. In systems thinking, it is neces-
sary to question oneself, “who, where and when I am”, to give a second thought to your own life, 
and to generate an alternative lifestyle. It is not only a problem-solving skill, but a process that 
helps to create new ways through encountering uncertainty, poorly defined situations and conflict-
ing values. The key is to stop, reflect, and question our current behavior. ESD has to create an en-
vironment where learners can encounter various values in order to rethink about themselves. It is 
not a linear process where learners are educated for the purpose of “sustainable development,” but 
a complex and contextualized process in which learners can face and internalize their the differ-
ences, conflicts, and uncertainty. 

ESD requires a transformation in the culture of education. Education system must shift away 
from the future-dominated, linear sense of time where they see learners as human resource for the 
nation’s economic growth. Although ESD needs future-oriented learning, that future should not be 
idealized by adults, but should be envisioned by learners themselves. ESD should be an education 
that encourages learners to transform themselves and society toward their own future. 

 

                                                      
＊ 聖心女子大学大学院文学研究科博士後期課程 
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はじめに 

 近代科学技術の進歩や経済発展によって、私たちはさまざまな恩恵を得てきたが、現在私たちが

直面しているのは、環境、経済、政治などに関わるさまざまな諸問題である。経済成長によって豊

かさや便利さ、安全性が享受されるという「神話」は根底から揺さぶられ、不確実な時代が到来し

たと言われる（例えば、バウマン、2001; 大澤、2011）。現代社会が抱えている、経済開発、環境保

全、人権保障などに関わる諸課題は、当事国や地域コミュニティで議論されることが多かったが、

私たち一人ひとりの行動がそのような地球規模の諸問題に関わっていることに気づき、自らの行動

やライフスタイルを省みることが求められている。 
 ESD（Education for Sustainable Development: 持続可能な開発のための教育、持続発展教育）は、

1992 年のリオ・サミットで採択された行動計画である「アジェンダ 21」第 36 章にその誕生を見る

ことができる。持続可能な開発の実施手段の一つに「教育、人々の認識、訓練」が示され、「教育は、

持続可能な開発を促進するために不可欠である。」(1)として、実施プログラム領域の一つに「持続可

能な開発に向けた教育の再方向付け」と提示された。その後、2002 年のヨハネスブルグ・サミット

で ESD を世界的に促進するために、国連 ESD の 10 年（UN Decade of ESD：以下、UNDESD）が

採択された。ESD では、教育と学習のあらゆる側面に持続可能な開発の原則と価値観、実践を統合

し、持続可能な未来や積極的な社会変容に求められる価値観や行動、ライフスタイルを学ぶことが

目標とされた（UNESCO, 2005a: 6）。その主導機関であるユネスコは、ESD で取り扱われるべき重

要課題を、３つの視点から挙げる。一つは、社会・文化の視点―人権、平和と人間の安全保障、ジ

ェンダーの平等、文化的多様性と異文化理解、健康、HIV/AID、ガバナンス―であり、二つ目は環

境の視点―天然資源、気候変動、農村の変容、持続可能な都市化、防災・減災―、そして 後に、

経済の視点―貧困削減、企業責任と説明責任、市場経済―である(2)（UNESCO, 2006:18-21）。これら

は関連して取り扱われるべきとされ、このような地球規模の諸課題を扱うことが ESD の特徴である

とも UNDESD 国際実施計画（International Implementation Scheme: 以下、IIS）の枠組みに記されて

いる（UNESCO, ibid.）。さらに、「自分自身と社会を変容させる学び」がその特徴の一つであること

が示された（UNESCO, 2009a; 2010）。ESD の目標と特徴から、グローバルな諸問題に取り組むこと

を通して、自己変容と社会変容をもたらすことを目指していることがわかる。 
しかしながら、上記のような地球規模的な諸問題を扱った教育実践は、UNDESD の以前にも環境

教育や国際理解教育、開発教育などのような「○○教育」と称される「形容詞付きの教育（adjectival 
education）」でも取り組まれていた（UNESCO, 2009a:37）。「形容詞付きの教育」は、これまでにも

時間割の中のどの授業時間を使うことができるのか、また既存の教科内のどこの単元に組み込めら

れるのかなどの議論が行われてきた（McKeown and Hopkins, 2007）。ESD においても、既存の教科

―国語・算数（数学）・理科（化学・物理・生物）・社会科（公民・地理・歴史・倫理・政治経済・

現代社会）・英語・家庭科など―内で関連する単元の中で扱われたり、総合的な学習の時間等を使っ

て、分野横断的な学習が行われたり、また学校全体で取り組んだりと多くの実践が積み重ねられて

きている（永田他、2012）。 
ESD は、その誕生までの経緯から考えても(3)、「形容詞付きの教育」、なかでも環境教育との親和

性は高く、どこに違いを見出すことができるのか定かではない（UNESCO, op.cit: 28-30）。ESD を推

進する民間ネットワーク団体である ESD-J（「持続可能な開発のための教育の 10 年」推進会議）は、
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ESD を図 1 のように示し、「形容詞付きの教育」に ESD のエッセンスが含まれていると説く。図 1
をみても、ESD が既存の「形容詞付きの教育」とまったく異なる教育ではないことがわかる。では、

ESD-J が示すように、「ESD のエッセンス」と呼ばれるコアな部分の教育とは、どのような特徴を

もつのか検討する必要がある。そこに、ESD 独自の特徴を見出すことができよう。 
 

 
図 1 ESD のエッセンス 

 
 
本論では、システム思考の視点から ESD が個人の変容と社会の変容をもたらす教育であることを

明らかにする。システム思考は、地球規模の諸問題に取り組むための一つの思考様式である。また、

それは事象を関係性のある全体として捉える考え方であり、持続可能な社会を形成する上で必要と

されている(4)。先にあげたグローバルな諸問題は、さまざまな原因が複雑に絡み合い、引き起こさ

れている。一つひとつの原因に反応し解決策を見出すような対処療法的な思考ではなく、それらの

関係性を捉え、問題に包括的な対応をしようとする思考様式が求められる（例えば、メドウズ、1972；
1992；スターマン、2009；センゲ、2011）。そのため、UNDESD においても、ESD を特徴づけるキ

ーワードとしてシステム思考は強調されている（UNESCO, 2009a）。部分やパターンなどの互いが有

機的に関わり合う全体を捉えようとするシステム論の考え方は、特に UNDESD の中間年以降、ユ

ネスコの文書・資料で重要視され、注目されている（UNESCO, 2010; 2011）。実際の取り組みをみて

も、一つの問題に焦点化するのではなく、さまざまな問題を関連させて統合的に扱っている。人権、

平和、減災・防災、環境破壊、世界遺産、食などをテーマにして、私たちが直面している危機的な

状況を社会・環境・経済の側面から横断的に捉えた実践が報告されている。（例えば、ACCU, 2009; 
UNESCO, 2005b; 2008; 2009b; 2011）このような取り組みでは、産官民連携や地域社会での実践など

を通して、普段学校生活で出会うことのない他者や諸課題に対応することが促される。異なる他者

や、地域または地球規模の諸課題を通して、児童・生徒・学生のみならず、教員や地域の人々、そ

の他の関係者を含める学び手がどのように変容し、社会の変化に関わることができるのかについて

検討する必要があると筆者は考える。システム思考が問題を全体的に捉え、解決策を見出そうとす

る能力であることを考慮すれば、その問題とどのように自分自身の意識や行動が関わり、社会変容

につなげることができるのかについて捉えるべきであろう。 
したがって、本論はシステム思考の特徴に準拠しながら、ESD がどのような変容をもたらす教育

出典）ESD-J のウェブサイト「シナリオプロジェクト」 
   http:///www.esd-j.org/j/scenario/index.html (2012 年 9 月 16 日参照) 
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であるのかについて考察していく。「意識変容の学び」を提唱したメジローの学習論をはじめとする

先行研究から変容をもたらす教育について概観した上で、事象の全体性を見ようとするシステム思

考が、「自分自身と社会を変容させる」こととどのように関連しているのかについて、システム思考

の一つである U 理論を用いて検討し、自己変容と社会変容の接点を捉える。次に、教育におけるシ

ステム思考の扱われ方の課題と可能性を確認した上で、ESD を通して目指される変容について ESD
に関連する宣言文や先行研究から検証し、ESD における「自分自身と社会を変容させる学び」の特

徴を示して、ESD を改めて定義づけることを試みる。 

１．システム思考にみる変容のプロセス 

ジャック・メジローはフレイレの批判的教育学に影響を受け、成人教育における「解放の教育」

を唱えた。学習者は、社会的背景によってつくられた、もしくは強化されている前提や世界観によ

って偏った認識をしているため、その状況から抜け出すことができない。そのため、メジローは、

それまでの経験を自己批判的に振り返ることで、抑圧されていた認識から解放され、より包括的な

見方で物事を捉えられるようになると説いた。彼は、このような学習者が持っている前提や価値観

を問い直す学びのプロセスを「意識変容の学習（transformative learning）」と呼び、学習目標として、

個人の変容と社会の変化を掲げている。（クライトン、2005: 203-210; メリラム・カファエラ、2005: 
374-398）個人的な変容に重点が置かれていると指摘されるこの理論において、メジローは、個人の

社会的存在に着目し、個人の変容によって「文化的な変化（cultural change）、つまり、支配的な文

化的パラダイム、もしくは集合的な準拠枠を変容させること」(5) が可能であると、個人変容が優先

されることを含みながら、社会変容と関連していることを強調する（Mezirow, 1998）。 
確かに、メジローの理論には、個人の変容と社会の変化が相互関連している関係を読み取ること

ができる。しかしながら、メジローが示す社会的な準拠枠の変容とは、問題が生じている異なる社

会文化間に共通する価値観を通して連帯し、当然視している習慣や考え方を問い直すことである。

例えば、障がいがあることで虐げられている人と民族間の違いによって排除されている人は、「共生」

や「正義」という共通する価値観を通じて連帯することができ、差別された人たちは、「排除される」、

「虐げられる」といった習慣から解き放たれることができる（Ibid.）。このことから、メジローの理

論では、学習者が自分自身と関係している文化的背景をもつ他者との連帯を通した社会変容を意味

していることがわかる。 
一方、一個人の変容に力点が置かれるのではなく、各組織を単位として学習体と見なし、集団・

組織が継続的に学びながら変容していくことを説く「学習する組織（Learning Organization）」論が

展開された（メリラム・カファエラ、前掲書:48-52; Jarvis, 2007: 96-121; センゲ、2011 など）。特に

注目されたのは、個人変容と社会変容の関わりを説明したセンゲの『学習する組織』（2011）である。

そこで重点が置かれたのが、システム思考である。 
システム思考は、経営工学の分野で組織やプロジェクトをマネージメントする手法として注目さ

れてきた。組織のシステム全体を捉え、プロジェクトなどの流れがどこで滞っているのかというレ

バレッジ・ポイントを探し、流れを取り戻すために用いられる（スターマン、2009）。システムとは、

さまざまな部分が有機的に関わり合う全体性であり、それは私たちが問題を解決するために取った

方策に反応する。つまり、それは、これまでの経済成長のプロセスにおいて取ってきた決断が今日

のさまざまな問題を引き起こす原因になっているということを示しており、私たち一人ひとりも、
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システムの中に生きていることを含意している。複雑化する問題に対して、システム思考は、ます

ます事細かで複雑な解決方法を見出し、「複雑性をもって複雑性と格闘すること」(6)と考えられる傾

向にあるが、これはシステム思考とは真逆である。システム思考は、相互関係に注目し、行動と結

果との間にある「遅れ（delay）」に目を向ける。遅れは、事象間をつなげていた流れを滞らせ、シ

ステムのバランスを崩す要因となる。このような遅れには、「レバレッジ（leverage）」と呼ばれる持

続的で大きな変化を生み出すポイントがある。しかしそれは、普段見えにくいところに存在するた

め、表にあらわれている出来事や事象に直接対応するのではなく、その根底にある構造を見ること

を学ぶことがレバレッジを見つける第一歩である。（センゲ、2011） 
システム思考とは、私たちが近代以降分断し、二項対立図式のなかで捉えてきたさまざまな事象

を、相互関連する関係性から捉える見方であり、目前にある問題の原因を部分的ではなく、全体的

な視野から見ようとする考え方である。またそれは、自分自身と社会との関わり、現在と過去・未

来とのつながりについて考え、システムの中で、個人がどのように位置づけられ、どのように関わ

っているのかを捉え、次なる一歩を踏み出すまでの一連の思考のプロセスである。換言すれば、私

たちは、システム思考を通して、これまで持っていた習慣や考え方を問い、自分自身と身のまわり

の事象との関係に気づき、次にどのような行動をとるのかを感じ取り、考え、実践に移し、新たな

習慣や考え方を身につけていくということである。また、それは、事象を多角的に捉え、その全体

性を見ようとすることで、私たちが当然視していたことを一度手放し、見落としたり、切り離した

りしてきた部分にも目を向け、それらを受け入れるということを示している。それは、何か別のも

のを外から与えられて、取って換えられる枠組みではなく、従来のものを使いながら組み立て直し、

新たなものを創り出すという変容のプロセスと見なすことができる。 
このような変容のプロセス、すなわち、前提としている枠組みを崩し、組み立て直すプロセスと

いう点において、先に述べたメジローの理論との相違は見られない。しかしながら、ESD で注目さ

れているシステム思考は、例えば、気候変動による貧困の悪化と自分自身の生活のように、一見関

わりのないように見受けられる事象との関連を捉える思考様式である。そのため、システム思考は

複雑に絡み合った地球規模の諸問題のように、自分自身とは直接関係のないような社会との関連性

を見出すことを通して、個人と社会の変容を促す考え方である。 
成長志向の社会では、「強い」、「速い」など競争に「勝つ」ことが奨励され、その過程で落ちこぼ

れた人、虐げられた人の存在は社会の辺縁に追いやられてきた。権利保障が法的に認められても、

例えば、障がい者や先住民、女性、子どもなどの社会的弱者と呼ばれる人々は、実生活を送る上で

さまざまな困難さや辛苦を抱えている。また、近年頻繁に起きている凶悪犯罪の加害者である青少

年らに見られるように、彼らは他者の視線を得ようとしたり、良好な人間関係を築くために「装っ

た自分の表出」を強いていたりするなど、過剰な配慮をしながら周囲から浮かないように日常生活

を送っている（土井、2004; 2009）。両者の困難さや辛苦の中身は異なるが、現代社会の人々は、生

きづらさを抱いていることは共通している。この生きづらさの声は日常表出されることはない。目

に見えない、隠れたところにレバレッジ・ポイントがあると考えるのであれば、それは、人々の痛

みやつらさ、苦しさなどの生きづらさにあると考えられよう。システム思考は、その生きづらさを

生み出す社会構造を捉え直す必要があることを示していると言える。 
 センゲによる「学習する組織」論を発展させ、変容のプロセスについて時間軸を加えて説明して

いる「U 理論」は、マサチューセッツ工科大学（MIT）の C・オートー・シャーマーによって提唱

されたシステム思考の一つの技法である。U 理論は、過去・現在・未来という時間意識を導入して、
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個人と集団の変容のプロセスを示したことに特徴をもつ。そのプロセスは、地球規模の諸問題を自

分自身と照らし合わせて、共通する「生きづらさ」を見出し、自分自身と社会の問題を考えさせる

システム思考である。個人や集団が他者や状況などの事象をどのように捉え、受け止め、そして、

どのように行動するかについて、意識の向け方、行動の起点、時間、空間、知識、自己、社会のメ

カニズムなどから解説している。 
U 理論において、変容のプロセスは大きく３つの動き―「観察」・「内省」・「行動」―で表される。

私たちは、何かある状況や問題に直面すると、日頃用いている対応を行う傾向にある。それは、ダ

ウンローディングと呼ばれ、習慣になっている行為や考え方であり、その繰り返しが私たちの生活

を形成しているのである。しかし一度立ち止まって、状況を「観察」することで、それを多角的に

認識することができ、従来とは異なる見方で事象を捉えることができるようになる。また、その事

象と一度距離を取って「内省」することで、そのときに生まれた次のイメージを受け取ることがで

きる。その後速やかに「行動」に移すことで変容をもたらすことができると説かれている。 
しかしながら、シャーマー（2010: 68-69）は、普段の生活や仕事で旧態依然としたダウンローデ

ィングの方法を取り、状況に「反応（reaction）」していることを問題視し、この３つの動きでは、

変容をもたらすことができないことを指摘した。３つの動きに修正を加え、「U」の字を用いて自分

自身の内側に向かっていく過程（U の左側の下降線）と、そこから表に出していく過程（U の右側

の上昇線）を表した（図２参照）。このプロセスは変化に対応する４つのレベル―「反応」・「再設計

（redesigning）」・「枠組みの再構成（reforming）」・「プレゼンシング（presencing）」―と６つの変曲点

―「保留（suspension）」・「転換（redirection）」・「手放す（letting go）」・「迎え入れる（letting come）」・
「具現化（crystallizing）」・「実体化（embodying）」―から成る。 

ダウンローディング 実践

実践とインフラを通
して結果を出す過去のパターン

保留する 実体化

手放す 迎え入れる

視座を転換する 具現化

反応

再設計

枠組みの
再構成

プレゼンシ
ング

「私」という存在の源：私は誰で
あるのか、何をなすべきかを問う

 
図 2 U のプロセス 

出典）シャーマー（2010:73）をもとに筆者作成。 
 
まず、変化の 4 つのレベルは、個人の「意識の領域構造（field structure of attention）」に対応し、

意識と行動の変容過程を表している。 初の「反応」は先述したように、過去の習慣や繰り返して
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いる方法で対処することである。このときの個人の意識の層は自閉的な「私の中の私（I in me）」の

状態であり、自身の考えを言わず、あたりさわりのない発言をして状況を取り持つことを示す。レ

ベル２の「再設計」は、これまで取ってきた方法の仕組みやプロセスを変えることである、つまり、

個人は自閉的なシステムから開かれて、自身の意見を主張し、状況に適応していく「それの中の私

（I in it）」の状態となる。レベル３の「枠組みの再構成」は、根底にある私たちの思考のパターン、

前提そのものを見直し再考することである。それは、他者との対話によって、自分自身の考え方の

枠を外し、システムの一部としての自身に気づき、異なる意見を受け入れていく内省的な段階、「あ

なたの中の私（I in you）」の状態となる。レベル３までは過去の経験知から判断し、課題を分析し

て解決しようとする対応である。 後のレベル４の「プレゼンシング」は、現在自分たちが置かれ

ている状況に目を向け、何をすべきかを自身に問いかけ、次のステップを創造する生成的な段階で

あり、「今の中の私（I in now）」の状態にあるとシャーマーは説いている。 
このような４つのレベルの間にあるのが、上記の変曲点である。その始めにくるのが「保留」で

ある。目の前にしている状況や問題に対して、過去のパターンである習慣に従うのではなく、現状

を認識する時間を取る―「保留」―ことで、過去のパターンとは異なる新しい見方で観ることがで

きるようになり―「視座の転換」―、視野が開かれていくことを感じ取る。次に、習慣として当た

り前になっている枠組みを捨て―「手放す」―、一度、私とは何者であるのか、何をなすべきか等

を問い、内なる声に耳を傾け、「今の中の私」という自分自身の存在の「源（source）」につながる。

シャーマーはこの段階を、現在を意味する名詞「プレゼンス（presence）」と感じ取るを表す動詞「セ

ンス（sense）」を組み合わせた造語であるプレゼンシングと呼んでいる。つまり、プレゼンシング

の段階では、＜いま、ここに在る私＞を感じ取るということであり、自分自身にその存在意義や次

の行動などについて問いかけることで、自身の内から現れる未来のイメージにつながることができ

るということである。プレゼンシング―「いま、ここ、わたし」―を通して出現しようとしている

未来の自分を「迎え入れ」、それにつながることが重要である。プレゼンシングで現れた未来のイメ

ージをより具体的なビジョンにしていき―「具現化」―、実際にそれを実践しながらプロトタイプ

を構築し、「実体化」していく。 
同じ変化レベルにある変曲点は、「保留」と「実体化」が習慣の変化、「視座の転換」と「具現化」

は行動の変化、「手放す」と「迎え入れる」は、意識の変化と見ることができる。この一連のプロセ

スは、崩壊と創造のプロセスと捉えられよう。U の左側を降りていくことは、古い枠組みを手放し、

崩していくプロセスであり、もう一方の U の右側を上っていくことは、失敗を経験しながら、新た

な習慣や価値観などがつくられていく再創造のプロセスと言い換えることができる。２つのプロセ

スの接点は存在の「源」という根源的な部分である。それは、時間と空間と自己が関連し合ってい

る「いま、ここ、わたし」(7) という源を意味している。 
プレゼンシングの段階におけるこの２つのプロセスの転換は、２つの自己の転換とも言える。個

人においても集団においても、過去の経路を経て現在に至った自分―習慣的な自己（self）―と、今

後を通してそうなり得る可能性のある未来の自分―大いなる自己（Self）―、この２つの自己の存

在が互いに対話することが必要となる。（シャーマー、前掲書: 541-544）この２つの自己の関係は、

ユング心理学やトランスパーソナル心理学で言われる自我（ego）と自己（Self）との関係に見るこ

とができる。私たちは成長するにつれ、社会に適応するために現実社会との接点として社会的自我

を発達させていき、本来区別のなかった自我と自己の関係に距離をつくっていく。それは、自己を

コントロールしながら、社会に適応していくために必要な発達過程である。しかしながら、外的社



 108

会からの要請や課題等が過剰になると、両者の距離がかけ離れ、「本当はこうしたい、ああなりたい」

という自己からの応答に応えきれなくなり、コンプレックスとしてむかつきや生きづらさなどの否

定的な感情が沸き起こってくる。（吉田、1999:45-47）立ち止まって「自我」―過去からの現在に至

る自己―を振り返り、コンプレックスを抱えた「いま、ここに在る私」を認めることで、未来に向

かう自己を受け入れることを可能にしていると考えられる。 
 さらに、U プロセスでは、目の前にある何らかの問題、例えば、先述した地球規模の諸問題や、

自分自身や集団が抱えている課題などに取り組みながら、その問題との距離を縮めていき、自分自

身との関わりを考えていくことが可能である。それは、自分自身と社会の変容を手助けする思考様

式とも言えよう。さまざまな問題の渦中に存在する他者や自然が傷ついているという状況と、自分

自身の中にある苛立ちやむかつき、つらさや苦しさなどの「傷み」として記憶されている否定的な

感情を照らし合わせて、共通する「生きづらさ」を感じ取ること、そして、自分自身が本当にすべ

きことや欲していることを問いかけ、内から湧き上がる気持ちや考えに従うことが説かれている。

この「生きづらさ」にこそ、「いま、ここ、わたし」という存在の源に通じる＜普遍性＞を見出すこ

とができる。ここでいう＜普遍性＞は、メジローが指摘した、異文化を背景にもつ人々が連帯でき

る「民主主義」や「正義」などの価値観を示しているのではない。そのような価値観と照らし合わ

せたとき、また、それらが語られる文脈の中に収まりきらないとき、どこか違和感や葛藤を覚える

ことがある。このような文脈化できないときに抱く「否定性の経験」(8) に＜普遍性＞が貫かれてい

る。（大澤、2011）そこには、一人ひとりが感じる違和感がそれぞれ異なるという個別性と、違和感

を抱くということ自体に＜普遍性＞を見ることができる。現代社会に生きている人々が感じている

生きづらさは、このような個別性かつ＜普遍性＞をもつ「否定性の経験」にあると言えよう。この

ようなアンビバレントな経験を通して、他者の生きづらさと共鳴し、個人の生きづらさは「外へと

開かれる可能性」(9) をもち、個人と社会の変容へと導かれると考えられる。 

２．ESD とシステム思考 

⑴ ESD で求められるシステム思考 
価値観・行動・ライフスタイルの変容を目的にし、また自分自身と社会を変容させる学びを特徴

とする ESD において求められるシステム思考とは、U プロセスのような「いま、ここ、わたし」に

問いかけ、自分自身の生活のあり方を見直し、これまでとは異なる生活様式に基づいた社会を形成

していこうとする思考様式であろう。 
システム思考は、ESD においても、地球規模の問題と個人のライフスタイルとの関係性を捉える

思考様式として強調されたり、身につけるべき能力の一つとして挙げられたりしている（UNESCO, 
2010; 2011）。しかしながら、そこでの指摘は、「問題解決」することが目標とされるため、対処療法

的な対応として解決策を見出すことに集約されて、私たちの生活のあり方自体、考え方自体を根本

的に問い直すきっかけとはなっていない（辻、2012）。それは、U プロセスにみたプレゼンシングの

段階、つまり「いま、ここ、わたし」を通らず、目標を未来に掲げ、その達成のために必要な現在

と捉える未来優位の直線的な時間観に依っている。「既存の社会システムや豊かさを価値づける基準

が将来にわたって変わらないことを前提としている」(10) 時間観に基づいた思考様式では、社会に表

層的な変化をもたらすことができても、根本的な変革にはならなく、また一個人の変容をもたらす

ことは難しい。 
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ESD で扱われているシステム思考を捉え直してみると、次の２つに分けることができよう。自分

自身と問題になっている事象との関係が二項対立的で、「問題解決」に集約されるシステム思考を「浅

く閉じたシステム思考」と言い換えられ、もう一方の、自分自身と社会に通底する＜普遍性＞に問

いかけるシステム思考を「深く開かれたシステム思考」と呼ぶことができる。ESD において求めら

れているのは、「深く開かれたシステム思考」である。そこでは、プレゼンシングの段階にある「い

ま、ここ、わたし」に「問い」、そこでの応答を「聴く」ことが必要である。 
岡部（2012）は、未来優位の直線的な時間観に基づいて行われている営みを「いったん宙吊りに

する」ことの必要性について論じている。「いったん宙吊りにする」ことで、そこに関わる他者を一

方的に同一化することなく、多様な他者が関わり合っている状態を静観して、その場に立ち現れる

他者と「共に在る」ことができると説く。そのために私たちが為すべきこととして、「問い続けるこ

と」を岡部は提唱する。「問う」ということにおいて、対象としている問題の全体性を捉えることを

可能にし、また、そこには現在世代の他者だけではなく、未来・過去世代の他者も立ち現れ、世代

間公正・世代内公正を考えることを可能にするのである。また、それによって、「それぞれ異なる取

り組みを深いところでつなぎ合わせる共通の理念や理想、あるいは相互の連携を深いところで支え

る共通の価値といったものが存在すること」(11) に気づくのである。つまり、それは、先に述べた「否

定性の経験」という「生きづらさ」に見られる＜普遍性＞である。 
シャーマーは U プロセスで、「混沌と破綻のさなかで、冷静に進むべき道を見分ける能力」(12)、

つまり、「古い仕組みが崩壊し、新しい仕組みがいまだ現れていない状況下で、何もない『無』から

行動する能力を育み、次のステップを見分けて進んでいく能力」(13) を身につけていく必要があると

述べる。「いったん宙吊りにすること」で、既存のシステムの全体像を見ることができ、「古い仕組

み」では対応できないことに気づく。このことは、U プロセスでみた「手放す」(14) に当たり、手放

したことで、崩壊したシステムは「混沌と破綻」のなかで新たに組み立て直される。このとき、他

者と共に在ることを具現化させる「問い続けること」が求められる。問いかけることで、他者と自

分自身に共通する「生きづらさ」を「迎え入れ」、「次のステップを見分けて」いくことができる。

それは、「生きづらさ」を通して他者とつながり、「外へと開かれる可能性」をもつことを示唆して

いよう。 
 
⑵ 変容をもたらす教育としての ESD 
ユネスコは、ESD に関連する文書の中でシステム思考の重要性を説いている。持続可能性には多

くの学問領域からの知識が求められており、また、持続可能な開発には、学生たちにエコロジカル

で、経済的・社会的な、グローバルなシステムが相互に関連しており、その全体像を見る能力を身

につけることが期待されていると、その必要性を強調する。しかし、そのことは、専門性を身につ

けることを促進してきた公教育へのチャレンジであるとも述べている。（UNESCO, 2010: 22）「学習

する組織論」を提唱したピーター・センゲも、私たち個人には「システム思考家」としての潜在性

を持ち合わせていることを指摘したうえで、その技能は未発達のまま、「線形の思考にどっぷりと浸

った学校教育によって抑圧されているようだ」(15) と、従来型の教育の問題点について指摘している。 
ESD は「線形の思考にどっぷりと浸った」公教育に対して、教育に対する見方の変化を促してい

る。このことは、アーメダバード宣言に見ることができる。UNDESD が始まり、前半期の半ばとな

る 2007 年 11 月にインドのアーメダバードで第４回環境教育国際会議が開催された。そこで採択さ

れた同宣言には、私たちが直面している地球規模の諸問題の原因となっているのは、「持続不可能な
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開発モデルとライフスタイル」であることが指摘され、私たちの日常の生活様式や行動を問いなお

すことが求められたのである（ICEE, 2007）。また、「持続可能な未来に向けたオルタナティブなモ

デルとビジョン」を実現するために ESD が必要であり、それは変容をもたらすために重要な教育で

あることが示された。マハトマ・ガンジーの言葉である「私の人生そのものを私のメッセージとし

なさい。」が引用された宣言文では、行動を通して、持続可能な社会の構築が実現されることの重要

性が示され、そのためには、そのもとにある価値観の変容が必要であることが明記された。（Ibid, 

Article 3）さらに、ESD は「機械論的な伝達手段としての教育から生涯にわたるホリスティックで

包括的なプロセスとしての教育への変化」を促進すべきと指摘された（Ibid, Article 6）。機械論的な

世界観を基盤にした近代社会の価値システムの確実性が見えなくなっている今、教育観そのものの

転換が求められており、「ホリスティック」なパラダイムによる教育の方向付けや人間形成の営みの

見直しが必要とされている（吉田、1999; 永田、2011）。 
 「持続可能な教育（サステナブル教育 sustainable education）」を唱えるスティーブン・スターリン

（2001:50-61; 2004; 2007）は、教育そのものの持続可能性を説き、「教育文化そのものを根底から捉

え直すこと」（永田、2009:79）を求めている。持続不可能とも思える危機的な状況に対応するため

には、教育それ自体の変容が必要であるとして、土台となっているパラダイム（精神 ethos）、学び

の環境をつくる枠組み （構造 eidos）、そして学習と教授法（実践 praxis）という関連する３領域の

変化を求める。これに関連して、持続可能性に関わる危機的な状況への対応を４段階で表し、対応

が何も見られない無反応 （no response）の段階、実践レベルでの変化を適用（accommodation）、枠

組み段階を改革（reformation）、パラダイム段階を変容（transformation）とする。この４段階につい

て、持続可能性の度合い、その状態、持続可能性に対する社会の反応と教育改革の関係に関連づけ

て、表 1 が示された。（Sterling, 2004:57-60）例えば、持続可能性が「とても弱い」場合、社会は持

続可能性に「否定・拒否、または 低限」の反応を示す。そのため、持続可能性と教育は、「変化な

し」または「名ばかり」の活動がなされる状態である。 
 

表１ 持続可能性への段階的な反応 

持続可能性の移行 社会的反応 持続可能性の状態 教育の状態 

 １ とても弱い 否定・拒否、 
または 低限 

変化なし 
（または名ばかり）

変化なし 
（または名ばかり） 

２ 弱い 補足 うわべだけの改革 持続可能性についての教育

３ 強い 組み入れ 本格的な緑化活動 持続可能性のための教育 

４ とても強い 組み立て直し、再設計 全体的な統合 持続可能な教育 
出典）Sterling (2004: 58)より抜粋して、筆者訳・作成。 

 スターリンが重要性を指摘する第４段階の変容は、抜本的な改革を意味する。そのために、組み

立て直し（rebuild）や再設計（redesign）という対応が行われ、それぞれの部分が完全に関連し合う

「全体的な統合（wholly integrative）」状態を生み出すことが求められる。そこでの教育を「持続可

能な教育」とした。それは、創造的かつ内省的に学び、学習主体として参加することが促されるよ

うな教育であり、プロセスや学びの質を強調し、曖昧さや不確実性（ambiguity and uncertainty）に対

応する能力や出現するものへの鋭い感覚を求める。また、全人格あるいは学習する組織全体をよび

起すような変容の学びを促進すると説く。（Sterling, 2001:61）  
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ここで、変容を表す transformation の意味について語源から確認したい。その原型である動詞「変

容する（transform）」は、transformare というラテン語の「変形させる」という語源をもち、「別の状

態へ」という意味を持つ接頭語 trans と、「形作る」の form が合わさった語である。そこから「変

形させる・変質させる・変容させる」という意味をもつ。一方、同じ「変化」を意味する change は、

ラテン語 cambire「交換する」という語源をもち、取り替えるという意味を含んでいる。（New Oxford 
American Dictionary, 2005） 
この２つは同じ意味を持ってはいるが、その内容は大きく異なる。change には、変化のプロセス

が見出せなく、誰かによって変えられる行為が含まれる。このことは、ESD を「自分自身と社会を

変容させる学び」とするユネスコによる特徴づけや「生涯にわたるホリスティックで包括的なプロ

セスとしての教育への変化」を主張したアーメダバード宣言に相反すると読み取れよう。私たちは、

社会や自分自身を変えることができると信じているが、取り替えることはできない。今ある社会、

組織、自分自身をどのように別の状態へと質を変え、形（生活や開発）を変えられるかを問い、考

え、行動に移していくことが求められている。この過程に「持続可能な教育」の重要性を見出すこ

とができる。表 1 の第４段階で、反応として組み立て直しや再設計が挙げられているように、課題

となっている事象―他者や自然との関わり―を根本的に捉え直すための既存の価値観の「組み立て

直し」が必要である。それによって、新たな価値観が生まれることに気づき、それを受け入れ、自

分自身の中に多様な価値観を生み出していくことが重要となろう。それは、他者との関わりの中で

行われる内省と言える。永田（2011: 65）は、この過程を「変容を遂げようとする自己と他者が交わ

る場を通して自己も他者も内発的に変わっていくようなプロセス」と述べる。これは、社会変容の

萌芽と捉えることができる。また、先の考察を踏まえれば、「深く開かれたシステム思考」を通した

「教育文化の変容」と見ることもできよう。 
しかしながら、ここで注意すべきは、ウォルスの指摘（2011:177-180）である。それは、ESD が

学習者にどのような変化を求めているのか、また、変化に対応できるような状況や仕組みをどのよ

うにつくり、支援していくのかという問いかけである。換言すれば、持続可能な開発に向けて、子

どもたちは教育されることを望んでいるのか、また、持続可能な開発に求められる行動と思ってい

たことが、ともすれば、後に持続不可能な状況を生み出すことがあり得るのではないかという疑問

である。ウォルスはこのような問いが出される背景として、次のことを挙げる。それは、環境教育

も含めて ESD において、その持続可能性の焦点が民主主義や公正、参画の問題に「自動的に

（‘automatically’）」関わることを前提としていること、また、これらに関する知識を獲得し、自然

環境に対する気づきを得て、何を学んだかが評価されることが基本的な学びの流れであると考えら

れていることである。つまり、情報を提供し、気づきを促し、態度を変えることが、人々の行動を

変えるという目的を達成するには十分ではなく、行動変容は「単純で偶発的なモデル（a simple casual 
model）」で得られるものではない。それには、「複雑で文脈的な（complex and contextual）」モデル

が必要であるとウォルスは指摘する。ESD は、学習者が「批判し、構築し、また高次の自律と自己

決定を持って行動するダイナミックな資質を身につける」役割を担っており、そこでは不確実性や

不明瞭な辺縁（poorly defined situations）、相違する価値観・規範などに立ち向かう能力を身につける

ことが求められている(16)（Ibid: 179）。 
ウォルスの指摘にあるように、ESD においても、これまでの「形容詞付きの教育」で扱われてき

た正義や公正、環境への気付きなどの価値観は重視されてきた。それは、IIS やボン宣言（UNESCO, 
2009c）にも記されている価値観の具体例である。しかしながら、これらが議論されてきた近代社会
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の文脈とは異なり、複雑性や不確実性に満ちた現代社会の文脈では、上記のような価値観を改めて

読み解く必要がある。本論で取り上げたシステム思考のように、自分自身との距離が狭まらない「浅

く閉ざされた」ままの価値観では、自分自身の中に内在化させることは容易なことではない。ウォ

ルスが挙げる不確実性や不明瞭な辺縁、相違する価値観・規範などに出会い、そこで生まれる違和

感や葛藤といった否定性を通して、自分自身に内在化させていくことが求められていよう。それは

「深く開かれたシステム思考」で指摘した、一度立ち止まって考え、内省することであり、事象と

自分自身との間を往還しながら距離を狭めていく「複雑で文脈的な」学びである。行動変容につな

げるためには、原因と結果が単純明快に用意されている「直線的な」学びのプロセスではなく（Wals, 
op cit.: 178）、不確実性に向かい合いながら、他者との関わりの中で社会を変えていくことを現実に

していくこと、また同時にさまざまな状況に出会うなかで、内省し、多様な価値観を内在化させて

いく非線形のプロセスが求められる。 
非線形のプロセスを生み出すためには、教育においても教育方法、教育内容にとどまらず、ヒエ

ラルキーな教育行政、固定された時間割などを含む「教育文化そのもの」の変容が必要である。そ

れは ESD と「形容詞付きの教育」との相違点として次の２つにまとめることができる。例えば、

ESD の誕生に深く関わる環境教育においても、協働型および参画型の学びの優良実践は、これまで

にも報告や検証がなされてきた。しかしながら、それらは社会変革に強調点が置かれていたために 
（小澤、2008; 佐藤・阿部・アッチア、2008; 鈴木・佐藤、2012）、ウォルスが投げかけた疑問が解

決されないまま議論が進められ、個人変容の側面及び、個人と社会との接点についての検討が不十

分であった。一個人と社会との間に一線を引いたままの「ダウンローディング」ないし、「うわべだ

けの改革」からもう一段進めるためには、個人変容ないし、その集団・組織自体の変容、つまり「持

続可能な教育」に見られる「全体的な統合」について検討することが求められる。このことから、

ESD は学校自体が変容することを受け入れる必要性を説いていると言えるだろう。 
もう一つは、経済成長という目的のために、取り換え可能のように資源として子どもを見るので

はなく、「生きる意味や価値、アイデンティティを感受する文化の土壌」に根ざし、子どもの「全人

的な成長に配慮した学習環境を整える営み」への転換である(17)（吉田、2008: 211-212）。それは、未

来優位の直線的な時間観に基づいた教育観、つまり、児童・生徒・学生らを経済成長のための人的

資源とみなす教育観からの脱却である。ESD が「持続可能な開発」という目的のために子どもたち

を教育していくならば（Wals, op.cit: 179; 吉田、前掲書: 212）、教育は社会に適合させる「道具」に

すぎなくなる（永田、2009: 80）。大人や社会が提示する理想に向けて、必要とされる知識や規範を

獲得していく教育では、学習者は「人材」としてしか見なされないだろう。社会変革のために未来

の担い手や将来を見通せる人間の育成が強調されるのではなく、学習者自身が設定した理想に向か

って自分自身を変容させていくことを支える教育が必要である（吉田、同上書; 石戸、2011）。 
本論では、システム思考の一つである U 理論を用いて、個人変容と社会変容の接点について検討

し、ESD の特徴である「自分自身と社会を変容させる学び」が、異なる価値観と対峙し、それを内

在化させ、新たな社会像をイメージして具現化していくプロセスであることを言及した。また「教

育文化そのもの」の変容を促す ESD が社会変革のみに重点が置かれるのではなく、個人と、個人が

属する集団・組織の変容も不可欠であることを指摘した。ESD の取り組みを通して子どものみなら

ず、教員や関係者といった一人ひとりの変容が、集団・組織の変容、または社会の変容へとつなが

り、その取り組み自体も状況に応じて変容を遂げていくことが望まれる。さらに、個人が自分とは

まったく関わりがないかのように思える地球規模の諸問題に対応する手段として ESD が一条の光
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となるためには、「深く開かれたシステム思考」を通して、人々の内面にある生きづらさに普遍的価

値を見出し、多様な他者の「否定性の経験」を内在化させ、新たな価値システムに基づく社会を具

現化していくことが求められている。 
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12) シャーマー、C・オットー (2010)『U 理論：過去や偏見にとらわれず、本当に必要な「変化」を生み出す技術』中土

井僚・由佐美加子訳、英治出版、507 頁。 

13) 同上。 

14)「手放す（letting go）」ことは、学びのプロセスにおいて「学びほぐす（unlearn）」に、「迎え入れる（letting come）」は

「学びなおし」に置き換えることができると考えられる。「学びほぐす」の原語である unlearn は、ポストコロニアル論

者の G.C.スピヴァックが主著『サヴァルタンは語ることができるか』で提案したことで知られているが、それより以前

にその言葉に出会い、その訳語として「学びほぐす」を用いた鶴見の見解も参考になろう（鶴見俊輔（2010）『教育再

定義への試み』岩波書店）。またスピヴァックの「unlearn」を用いた ESD に関する議論は、次の論文を参照されたい。

朝岡幸彦（2005）「グローバリゼーションのもとでの環境教育・持続可能な開発のための教育（ESD）」日本教育学会編

『教育学研究』第 72 巻第 4 号、112-125 頁。 

15) センゲ、前掲書、130 頁。 

16) ウォルスは辺縁にある価値観として「多元性と異質性（pluralism and heterogeneity）」を挙げ、他者との関わりを通して

自分自身の価値観等を反映する学びとしてソーシャル・ラーニングを唱える。詳しくは、Wals, A. E. J. (2007) Social 

Learning towards Sustainable World. Wageningen Academic Publishers. を参照されたい。 

17) 吉田（2008: 211-212）は、「ホリスティック ESD 宣言」の第１項の解説において、ESD には「持続可能な教育のため

の開発」が重要であることを強調した。また、永田（2009: 80）は ESD が「持続可能な開発」のために教育が想定され

ているため、ともすれば教育が開発のツールになりかねないことを指摘し、「サステナブルな教育」に資する開発の必

要性を説き、ESD の捉え直しを改めて強調している。 
（受理日：平成 25 年 3 月 20 日） 
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中学生の長期欠席に対する学校教育政策および教職員政策の影響 

―地方自治体質問紙を用いた分析― 

Do schools’ education and teacher policies affect the long-term absenteeism rate 
of their junior high school students? 

―Analysis of a questionnaire survey of education boards― 

日下田岳史＊、末冨 芳＊＊ 

HIGETA Takeshi and SUETOMI Kaori 

 

Abstract 
This paper aims to determine the relationship among the long-term absenteeism rate of junior 

high school students and educational and teacher policies, focusing on the long-term absenteeism 
rate as a reference index of school life adjustment. Cross-section and panel analyses of the results 
of a questionnaire survey administered to education boards in November 2011 by the National In-
stitute for Educational Policy Research show the following three findings. 

First, establishing special support classes and allocating more teachers are significantly corre-
lated with the long-term absenteeism rate. This implies that education boards of municipalities 
manage to deal with students’ long-term absenteeism. School-provided lunches and supervisors 
have no significant correlation with the long-term absenteeism rate. 

Second, the higher the ratio of the number of elementary schools to junior high schools in a 
municipality, the higher the long-term absenteeism rate. In municipalities that have higher ratio,  
junior high school districts are merged more intensively. It is thought that students in such munic-
ipalities tend to undergo greater changes in their school environments such as their classmates 
when they transfer to junior high school from elementary school. The ratio changes if schools or 
school districts are merged. A merger of schools or school districts might affect the students’ 
school life adjustment. It could cause students’ long-term absenteeism in some way. 

Third, municipalities’ unique factors, which are their “social and cultural contexts,” have a 
significant effect. This implies that a uniform educational policy dealing with the long-term ab-
senteeism rate throughout the country has limitations. It is true that the first and second findings 
are important. However, it is necessary to value the extent to which a uniform educational policy 
throughout the country can deal with the long-term absenteeism rate. 

The relationship among class size, school size, school location, and school life adjustment re-
mains to be solved. 

 

                                                      
＊  東京大学大学院教育学研究科博士課程院生、日本学術振興会特別研究員、研究協力者 
＊＊   日本大学准教授、客員研究員 
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１．目的 

 児童・生徒は、学校で学力をどの程度獲得しているのか。児童・生徒の学力は、家庭の影響をど

の程度受けているのか。近年はわが国でも、学力の生産関数に関する研究蓄積が進んできている。

この問いは、限りある資源を学校に投入するべきか、それとも家庭の支援のために投入するべきか

という資源配分の決定に関わるという点で、政策上の意義を持っている。しかし、児童・生徒が学

校で学力を獲得していくに先立ち、あるいはそれに並行して、児童・生徒の学校適応の程度もまた

問われる必要がある。児童・生徒は、学校適応を経て、あるいはそれに並行して、学校で学力を獲

得していくと考えられるからである。 
そこで本稿は、学校適応の指標として、児童・生徒が学校に行かないという現象に着目する。そ

して、中学生の長期欠席の出現量と、学校教育政策および教職員政策との関連を把握しようとする

ものである。 
 
⑴ 用語の定義 
 本稿では、学校基本調査の定義を参考にして、年間 30 日以上の欠席を「長期欠席」と定義する。

学校基本調査上、長期欠席の生徒数はその理由別に「病気」、「経済的理由」、「不登校」、「その他」

の 4 つに分類されている。ただしこの分類は学校基本調査に回答する学校現場の主観を反映するこ

とも多く、また低所得世帯出身の子供の場合には「経済的理由」、「病気」、「不登校」など複数の理

由が混在している。こうした問題をクリアするために公式統計の利用にあたっては、「『まなざし』

の指標として『不登校』統計を用い、『実態』の指標として長期欠席統計を用いることが、統計の主

観的分類にまつわる妥当性の問題を回避」（山本 2008，p.142）するという指摘も踏まえ、理由別

に分類することなく、年間 30 日以上の欠席を「長期欠席」と位置付けて分析する必要がある。つま

り、本稿では、子どもが学校に行かないという現象を、「長期欠席」と定義するものである。無論、

例えば先天的な病気のように学校に直接起因しない長期欠席理由を学校（不）適応に含めることに

ついて、異論があるかもしれない。しかし、前述の山本（2008）の指摘を考慮する必要があること

も確かである。また、病気等で年間 30 日以上欠席せざるを得ない生徒は学校に適応していない、と

位置付けているわけではないことも強調しておきたい。 
 なお、先行研究との関連上、本稿では「長期欠席」という用語は「不登校」という用語と互換的

に用いることに留意されたい。桜井（1988）や保坂（2000）、山本（2008）の指摘を踏まえ、公式統

計上の長期欠席のうち「不登校」のみに着目するのではなく、長期欠席全体を捉えるというアプロ

ーチを採る。 
 
⑵ これまでの不登校研究との関連 
 子どもが学校に行かないという現象に着目していることから、本稿はいわゆる不登校研究の一つ

に位置付けることができるだろう。 
 子どもが学校に行かないという現象は、古くから問題とされてきたという歴史があり、かつ、そ

の位置付けと呼称が何度かの変遷を経てきたものである（伊藤編 2007, p.9）。子どもが学校に行か

ないという現象に対して様々な用語が与えられているという事実は、不登校現象の認識と原因帰属

と対応方法が、多様に存在している（樋田 1997, p.185-186）ことを示している。1992 年に文部省
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は「登校拒否（不登校）問題について（報告）」で、「不登校は特定の子どもに特有の問題があるこ

とによって起こることではなく『誰にでもおこりうる』、『登校への促しは状況を悪化させてしまう

場合もある』」と述べている（文部科学省ウェブサイト）。 
 長期欠席が「誰にでもおこりうる」現象だとすれば、学校へ行きたくないという登校回避感情の

広汎化を背景に、問われるべき問いは「子ども達は、登校回避感情をもちつつもなぜ登校するのか」

（森田 1991, p.239）というものかもしれない。 
 他方で、濱野（2001）が指摘しているように、「誰にでもおこりうる」現象の出現傾向に地域差が

認められるとすれば、当該地域の社会経済的要因と当該現象との関連の有無について、市区町村を

単位として実証的に検証する必要があることも事実である。 
 さらには、不登校が社会経済的要因と関連している可能性があること（久冨 1993、渡邉 1993）、
当事者は不登校であることによって社会経済的不利益等を被っている（濱野 2001, p.225）こと等(1)

の指摘を踏まえれば、不登校は貧困の世代間連鎖を説明する鍵要因となっている可能性は否定でき

ない。この点においても、不登校と政策との関連の有無が問われる必要があると言える。 
 そこで本稿は市区町村別データを活用し、①中学生の長期欠席の出現量の地域差を確認し、②社

会経済的要因をコントロールの上、学校教育政策および教職員政策と長期欠席の関連を把握するこ

とを通じて、近年のわが国の長期欠席の代表的な姿を描き出すことの可能性を探る。長期欠席が「誰

にでもおこりうる」現象だとすれば、この現象と関連すると見られる変数や、当該変数の関連の仕

方を事前に予測することは難しいもしれない。しかし、利用可能な変数と長期欠席との関係を探索

的に検討し、諸変数の関連の有無を発見することは、今後のわが国の教育研究ならびに教育政策に

資する面があると考えるものである。 

２．地方自治体質問紙データの概要と分析方針 

⑴ データ 
 国立教育政策研究所が平成 23 年 11 月に全国市区町村教育委員会(2) を対象に実施した質問紙調査

（「公立小中学校の管理・運営等に関する実態調査」）から得られたデータを利用する。この調査は、

『全国教育委員会一覧（平成 23 年版）』に記載の 1773 市区町村教育委員会を対象に実施された悉皆

調査で、郵送法により実施された。455 市区町村教育委員会から回答があった。 
この調査は複数時点に渡って縦断的に行われたものではなく、一時点のみで実施されたものであ

る。平成19～22年の4年間に渡るデータが当該調査によって収集されていることに注目することで、

当該データを市区町村別パネルデータとして取り扱うことができる。分析に際しては、後述の独立

変数の値が特異値を取るケース（比率が 100%を超える市区町村や、回答値が極端に大きく記入間

違い等があると見られる市区町村、1 学級あたり生徒数が 41 人以上の市区町村）を、サンプルから

除外した。 
なお、本稿が扱うサンプルはもともと、一部の都府県の自治体が統計的に有意に多いという偏り

を持つ(3)。このような限界があるため、知見の一般化には慎重を期する必要があることをあらかじ

め断っておく。 
 
⑵ 分析方針 
 中学生の長期欠席の出現量と関連があると予想される社会経済的要因、学校教育政策変数および
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教職員政策変数を、質問紙調査に含まれている変数から選定する。中学生の長期欠席の出現量とし

て、全生徒数（特別支援学級の生徒数を含む）に対する比率をとる。 
 
 【社会経済的要因】 
 ○全児童・生徒数に対する、（準）要保護世帯の児童・生徒数の比率（%） 
 
 【学校教育政策】 
 ○全児童・生徒数に対する、特別支援学級の児童・生徒数の比率（小・中学校別、%） 
 ○一学級あたり生徒数（中学校、人、ただし特別支援学級およびその生徒は除く） 
 ○一校あたり生徒数（中学校、人、ただし特別支援学級の生徒は除く） 
 ○全生徒数に対する、完全給食実施校の生徒数の比率（中学校、%） 
 ○全生徒数に対する、コミュニティスクールの生徒数の比率（中学校、%） 
 ○全生徒数に対する、研究指定校の生徒数の比率（中学校、%） 
 ○全生徒数に対する、冷房設置校の生徒数の比率（中学校、%） 
 
 【教職員政策】 
 ○教員加配率（都道府県標準定数教員に対する加配教員数（県費と市費を含む）の比率（中学校、%）） 
 ○指導主事（充て指導主事を含まない）一人あたり担当小中学校数 
  
 上記の諸政策変数と中学生の長期欠席との関係を明らかにしようとする時、市区町村ごとの学校

配置状況のバラつきを考慮する必要があるだろう。小学校 1 校、中学校 1 校のみの自治体から、多

数の小中学校を抱える自治体まで、かなりの差がある。後者の自治体では、前者の自治体に比べれ

ば、小学 6 年生が中学校に進学する際に大きな環境の変化を伴いやすいと考えられる。すなわち、

市区町村の学校配置状況は、子どもが中学校へ進学する際に経験する環境変化の大きさの代理指標

と位置付けることができるだろう。 
 
 【学校配置状況】 
 ○相対小学校数（中学校 1 校あたりの小学校数） 
 
 長期欠席の一因が貧困等の社会経済的要因にあるとすれば、（準）要保護世帯の児童・生徒数の比

率は、従属変数と正の相関を持つと予想される。ただし、北條（2012）が指摘しているように、（準）

要保護世帯が対象となる就学援助は、単に経済的な困窮度を示すばかりでなく、児童・生徒の学習

に対する意欲・関心や生活習慣等に幅広く関連する変数である。本稿では他の変数のコントロール

に限界があることになる。 
  特別支援教育とは、「障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援する

という視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や

学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うもの」（文部科学省ウェブ

サイト）とされている。長期欠席の一因が、そのような指導や支援を学校で受けられないことにあ

るとすれば、特別支援学級の児童・生徒数の比率が高い市区町村ほど長期欠席は少ないと予想され

る(4)。 
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 一学級あたり生徒数や一校あたり生徒数も、長期欠席と関連を持つ可能性があるが、符号条件の

予想は難しい。例えば、一学級あたり生徒数が少ないほど教員の目が行き届きやすいがために生徒

は手厚い保護を受けやすいとすれば、その市区町村の長期欠席は少ないと予想することもできる（す

なわち当該変数の符号条件は正）。他方で、一学級あたり生徒数が少ないほど生徒間の人間関係が固

定化しやすく、このことが長期欠席と関連があると予想することもできるかもしれない（この時の

符号条件は負）。とはいえ、一学級あたり生徒数や一校あたり生徒数は、教員を何人配置するか、学

校を何校設置するかという資源配分に関わる点で重要な変数であることには変わりないだろう。そ

の点で、これらの変数が長期欠席とどのような関連があるか、探索的に検討するものである。 
 その他、学校教育政策として変更可能な完全給食実施校、コミュニティスクール導入校、研究指

定校、冷房設置校という諸条件の影響も考慮することにしたい。 
 また、教職員政策も長期欠席との関連性で注目される必要がある。とりわけ生徒指導の課題の多

い中学校段階では、国庫負担による加配措置のほか、各都道府県や市町村が独自に教員加配が実施

されており、不登校生徒の登校再開等への効果も質的調査では指摘されている（東京都教育委員会

2012，p.202）。 
 指導主事一人あたり担当小中学校数は、市町村による学校支援体制の手厚さの指標の 1 つである。

ここでいう指導主事とは、教員を兼ねる充て指導主事を除く、市町村教育委員会に置かれる行政職

員としての指導主事であり、その配置体制は市町村が長期欠席を含む教育課題を改善しようとした

り、学校に対する支援を手厚くする政策的志向性が具現化されるときに充実される傾向にある（押

田 2009）。 
指導主事一人当たり担当学校数は、通常であれば長期欠席が多い等の教育上の困難な課題をかか

える市町村で指導主事の配置数を手厚くする（指導主事一人あたり担当学校数が小さくなる）マイ

ナスの関連性がみられると想定されるが、これらの政策効果を上げていれば長期欠席が抑制される

ため正の関連性になる可能性も想定される。 
 以上の諸変数を用いて、3 節では、年度ごとに、市区町村と学校規模等との基本属性、学校教育

政策および教職員政策に関する諸変数との関連性を検証する。4 節では 3 節の分析結果を受けて、

各年度の市区町村データを合併したパネルデータを用いた分析を行う。パネルデータを用いる利点

は、市区町村の特性のうち、時間と共に変化しない変数の全ての影響を一括して取り除き、関心の

ある独立変数と従属変数との直接的な関係を推定できることにある。時間と共に変化しない変数を、

本稿では、市区町村に固有な要因群と呼ぶものとする。 後の 5 節で、これまでの分析結果を総括

し、政策的含意等について考察する。 

３．中学生の長期欠席のクロスセクション分析 

本節では、中学生の長期欠席について、年度ごとのデータを検証するクロスセクショナルな分析

を行う。まず長期欠席（不登校等）生徒比率および 2 節で述べた分析に用いる変数の間の相関係数

を確認したものが、表 1 である。紙幅の都合上、平成 22 年度データのみを示しているが、分析対象

期間（平成 19～平成 22 年度）を通じて、各年度の結果は同様の傾向を示した。 
統計的に有意な結果をみていくと、相関係数では学校での長期欠席（不登校等）生徒比率と、比

較的強い正の相関（平成 22 年度では 0.518、1％水準で有意）を示すのが小学校での長期欠席（不登

校等）生徒比率、また相関係数が 0.3 程度と中程度の正の相関がみられるのが中学校 1 学級あたり
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生徒数と、中学校 1 学校あたり生徒数である。（準）要保護世帯の児童生徒比率も 0.2 程度と弱い相

関が確認できる。また完全給食実施率は-0.3 程度と中程度の負の相関がみられ、また指導主事あた

り担当小中学校数は-0.1 程度の弱い負の相関となる。 
各年度のクロスセクショナルなデータを確認する限り、中学校の長期欠席生徒比率は、小学校の

長期欠席児童比率、自治体全体の平均的な学級規模、学校規模との関連性が高いということになる。 
単純にいえば、中学校の長期欠席生徒比率は、小学校の長期欠席児童比率が高い自治体ほど、要

保護・準要保護世帯の児童生徒比率が高いほど、学級 1 人あたり生徒数が多いほど、学校 1 校あた

り生徒数が多いほど高くなる傾向にある。完全給食実施率が高いほど、指導主事あたり担当小中学

校数の少ない自治体ほど中学校の長期欠席生徒比率は高くなる傾向にあると言える。 
 

表 1 分析に用いた変数間の相関係数 
 平 成 22

年 度 中
学 校 長
期 欠 席
（不登校
等）生徒
比率 

平 成 22
年 度 小
学 校 長
期 欠 席
（不登校
等）生徒
比率 

平 成 22
年 度
（準） 要
保 護 世
帯 の 児
童 生 徒
比率 

平 成 22
年 度 特
別 支 援
学 級 の
児 童 比
率（小学
校） 

平 成 22
年 度 特
別 支 援
学 級 の
生 徒 比
率（中学
校） 

平 成 22
年 度 中
学校1学
級 あ た
り 生 徒
数（人）

平 成 22
年 度 中
学校1校
あ た り
生 徒 数
（人） 

平 成 22
年度(中
学校)完
全 給 食
実 施 校
の 生 徒
比 率
（％） 

平 成 22
年度（中
学校）コ
ミュニテ
ィスクー
ル の 生
徒比率

平 成 22
年度（中
学校）研
究 指 定
校 の 生
徒比率

平 成 22
年度（中
学校）冷
暖 房 設
置 校 の
生 徒 比
率（％） 

H22 中
学 校 加
配率（加
配/定数
の％) 

H22 年
度 指 導
主事1人
あ た り
学 校 数
（ 小 中
計） 

平 成 22
年 度 相
対 小 学
校数（中
学 校 ＝
1） 

平成22年度中学校長期欠席
（不登校等）生徒比率 

1 .518** .218** .025 -.037 .370** .379** -.336** .019 .039 .028 .119 -.138** .024

平成22年度小学校長期欠席
（不登校等）生徒比率 

 1 .161** .042 .083 .267** .307** -.269** .04 .053 .035 .085 -.205** -.016

平成22年度（準）要保護世帯
の児童生徒比率 

  1 -.056 -.075 .163** .088 -.086 -.052 -.008 -.008 .156* -.011 -.079

平成22年度特別支援学級の
児童比率（小学校） 

   1 .490** -.210** -.177** .184** .031 .010 .099 -.036 -.113 -.012

平成22年度特別支援学級の
生徒比率（中学校） 

   1 -.357** -.293** .328** .114* -.057 -.024 .020 -.009 -.115*

平成22年度中学校1学級あ
たり生徒数（人） 

   1 .749** -.758** -.011 .085 -.034 .078 -.283** .254**

平成22年度中学校1校あたり
生徒数（人） 

   1 -.534** -.052 .079 -.075 .04 -.383** .230**

平成22年度（中学校）完全給
食実施校の生徒比率（％） 

   1 -.007 -.080 .056 -.075 .258** -.237**

平成22年度（中学校）コミュニ
ティスクールの生徒比率（％） 

   1 .115 -.057 -.023 .037 -.058

平成22年度（中学校）研究指
定校の生徒比率 

   1 -.034 .138* -.144* .152**

平成22年度（中学校）冷暖房
設置校の生徒比率（％） 

   1 -.051 .043 -.047

H22中学校加配率（加配/定
数の%) 

    1 -.099 .074

H22年度指導主事1人あたり
学校数（小中計） 

     1 .025

平成22年度相対小学校数
（中学校＝1） 

      1

**は p<.01,*は p<.05で有意 

 
加えて相関係数分析から、注目しておくべきは、学級規模（中学校 1 学級あたり生徒数）と学校

規模（中学校 1 校あたり生徒数）とが強い相関（0.749）を示すことである。本分析に用いた変数の

うち、学級規模と学校規模は、各市区町村の教育条件を検討するうえでもっとも基礎的な変数と言

える。 
長欠率と学級規模、学校規模との関連性をクロス集計すると、図 1 では学級規模が大きいほど長

期欠席比率が高くなる傾向が、図 2 では学校規模が大きいほど長欠率が高くなる傾向が確認できる。 
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図 1 学級規模と長欠率の関連性（平成 22 年度） 図 2 学校規模と長欠率の関連性（平成 22 年度） 
    （カイ 2 乗検定 0.1%水準で有意）        （カイ 2 乗検定 0.1%水準で有意） 

 
しかしながら、三重クロス集計を行い、学校規模別に学級規模の効果を検証すると、学級規模の

効果がカイ 2 乗検定で有意ではなくなる（図 3、図 4）(5)。 
 

     

  図 3 生徒数 200 人未満の学校における        図 4 生徒数 500 人以上の学校における 
   学級規模と長欠率の関連性            学級規模と長欠率の関連性 
 
すなわち自治体の平均的な学校規模が 500 人以上と大きければ、そもそも自治体の平均的な学級

規模も 35 人以上と大きく、学級規模と長期欠席生徒比率との間に統計的に有意な関連性はなくなる。

また学校規模が 200 人未満と小さい場合には、自治体あたりの平均的な学級規模は 35 人未満学級の

みとなる。また図 3 と図 4 の 1 学級あたり生徒数 30～35 人のグラフを比較すると、同程度の学級規

模でありながら長期欠席生徒比率は、学校規模が 1 校あたり生徒数 500 人以上となる自治体のほう

が高くなる傾向にある。 
それゆえに、学級規模が長期欠席比率に影響をもたらすというよりは、学校規模に依存する可能

性を考慮する必要がある。長期欠席比率に対する学校規模と学級規模の影響は、次節のパネル分析
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を通じてより詳細に検討される。 

４．市区町村別パネルデータから見える、中学生の長期欠席の平均的な姿 

 本節では、市区町村別パネルデータの特性を活かして、市区町村に固有な要因群の影響を取り除

いた重回帰分析を行い、3 節の検証結果を改めて確認してみたい。変数に欠測がある場合の取り扱

い方としては、リストワイズ除去法を採用する(6)。本節で分析対象となる各変数の記述統計量をあ

らためて示すものが、以下の表 2 である。 
 

表 2 市区町村別パネルデータ分析に用いる各変数の記述統計量 

 
 
 表 2 から明らかなように、長期欠席比率は、小学校から中学校にかけて、市区町村間のバラツキ

の拡大を伴いながら増加していることが読み取れる。「誰にでもおこりうる」現象とされる長期欠席

という現象は、特に中学校段階において、地域差を伴って生じていることが確認できる。 
 このことを踏まえて、中学校の長期欠席生徒比率を従属変数とする重回帰分析の結果（表 3）を

読み取っていきたい。 
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平成19年 度数 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
小値 0.50 0.00 3.06 0.38 0.25 16.94 59.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.33

大値 7.70 1.86 39.88 3.64 3.39 37.76 730.00 100.00 100.00 100.00 100.00 77.45 36.33 4.00
平均値 3.83 0.81 13.56 1.20 1.03 32.93 382.67 70.11 3.34 39.27 20.77 13.13 6.50 2.25
標準偏差 1.30 0.37 9.09 0.62 0.49 4.25 144.56 44.96 17.12 34.27 37.96 9.93 6.61 0.46

平成20年 度数 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74
小値 0.81 0.16 3.02 0.63 0.27 16.86 55.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.33
大値 6.74 2.06 37.65 4.09 4.00 37.31 735.67 100.00 100.00 100.00 100.00 77.14 38.00 4.00

平均値 3.83 0.75 13.33 1.36 1.20 32.56 368.40 70.80 3.17 32.88 20.39 13.67 6.49 2.25
標準偏差 1.18 0.37 8.89 0.66 0.56 4.27 145.62 44.27 16.52 34.60 37.95 9.60 6.55 0.49

平成21年 度数 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83

小値 0.64 0.00 3.22 0.26 0.00 16.62 52.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.42
大値 7.34 1.84 38.92 4.49 4.32 36.94 720.33 100.00 100.00 100.00 100.00 74.76 38.00 4.00

平均値 3.61 0.72 13.96 1.49 1.29 32.41 377.96 75.25 3.17 32.98 22.82 13.76 6.52 2.30

標準偏差 1.29 0.35 9.34 0.71 0.62 4.09 150.19 41.10 15.90 36.06 40.09 9.02 6.52 0.56
平成22年 度数 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92

小値 0.72 0.00 3.41 0.68 0.00 15.90 52.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.94 1.00

大値 6.63 1.91 41.41 4.83 4.27 38.83 708.83 100.00 100.00 100.00 100.00 75.73 38.00 4.00
平均値 3.58 0.73 14.26 1.60 1.41 32.26 378.93 77.62 2.99 34.82 24.40 14.50 6.14 2.29
標準偏差 1.14 0.42 9.77 0.77 0.65 4.17 147.29 40.18 15.33 35.87 40.74 9.39 6.24 0.60
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表 3 中学生の長期欠席比率への重回帰分析（固定効果推計） 

 
  ※ 統計的に有意な回帰係数について、当該係数の符号を表示している。 

  ※ **p<.01  *p<.05  †p<.1  ns 非有意 

  ※ 利用したデータはアンバランスド・パネルデータで、観測期間は H19-22 の 4 年間である。 

  ※ F 検定、Breusch and Pagan のラグランジュ乗数法検定およびハウスマン検定の結果から、固

定効果推計の利用が支持されることを確認した。 

 
 小学校の長期欠席児童比率は、3 節のクロスセクション分析では有意に正の相関を持っていた。

しかし、パネルデータによる重回帰分析で、市区町村に固有な要因群の影響を除去すると、当該比

率は有意でなくなる。市区町村に固有な要因群の全容を特定することは困難であるため、あくまで

も解釈の一つに留まるけれども、小学校の立地や歴史、文化が、地域性をよく反映していることが

ある。小学校が地域に密着した存在であるとすれば、小学校の特徴のかなりの部分が、時間に関わ

らず一定の地域性に吸収されるということも考えられるのではないか(7)。 
（準）要保護世帯の児童・生徒数の比率にも、クロスセクション分析では有意な正の相関が見ら

れたが、パネルデータでは非有意となっている。当該比率が、市区町村に固有な要因群に吸収され

てしまっている可能性が考えられるだろう。しかしながら、この点の解釈に際しては、観測期間が

平成 19～22 年の 4 年間のみであることに十分注意する必要がある。（準）要保護で就学援助対象と

なっている児童・生徒の比率は、1997 年度（6.6％、約 78 万 5 千人）から 2006 年度（13.6％、約

141 万人）にかけて、大幅に増加している（鳫 2009, p.30）。観測期間中の（準）要保護世帯の児童・

(1) (2)

（小学校）長期欠席児童比率(%) ns ns

（小中学校）（準）要保護世帯の児童・生徒比率(%) ns ns

（小学校）特別支援学級の児童比率(%) ns ns

（中学校）特別支援学級の生徒比率(%) (－) * (－) **

（中学校）一学級あたり生徒数（人） (＋) ** ns

（中学校）一学級あたり生徒数（人）の二乗項 (－) ** ns

（中学校）一校あたり生徒数（人） (－) * (－) **

（中学校）完全給食実施校の生徒比率(%) ns ns

（中学校）コミュニティスクールの生徒比率(%) ns ns

（中学校）研究指定校の生徒比率(%) ns ns

（中学校）冷房設置校の生徒比率(%) ns ns

（中学校）教員加配率(%) (＋) †

 指導主事一人あたり担当小中学校数 ns

 相対小学校数（中学校数=1） (＋) *

 年度ダミー（平成19年度基準） ns ns

 定数項 ns ns

 決定係数  overall .105 .043

           within .167 .219

           between .130 .049

 サンプルサイズ 317 317
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生徒数の比率は 13～14%前後である。過去の趨勢と照らし合わせると、観測期間は、（準）要保護

世帯の児童・生徒数の比率の高止まりの時期に相当する。観測期間中に変動が小さい変数は、固定

効果に吸収されがちである。有意でないからといって、中学生の長期欠席の出現量と社会経済的要

因とを関連付けて考える必要はないと判断するべきではないだろう。 
中学校の特別支援学級の生徒比率は、モデル（１）および（２）の双方で有意に負と推定される。

特別支援学級における手厚い支援は、中学生の学校適応と関連していると解釈することができる。 
中学校の一学級あたり生徒数（クラスサイズ）は、モデル（１）において、二乗項が有意に負と

推定される。つまり、クラスサイズが大きくなるほど長期欠席の出現量は大きくなるが、その関係

は直線的ではないと言える。ここまでは、3 節のクロスセクション分析と類似の結果と言える。し

かし、教職員政策変数および相対小学校数を追加したモデル（２）においては、クラスサイズは有

意ではなくなる。クラスサイズと長期欠席の出現量との関係は、3 節で示唆されたように、疑似相

関が疑われる。それと同時に、クラスサイズは特に相対小学校数と関連があることも、重要である。 
中学校の一校あたり生徒数（学校規模）は、モデル（１）および（２）の双方で有意に負と推定

される。3 節では学校規模が有意に正と推定されているが、パネルデータ分析では符号が逆転して

負となる。これは、パネルデータが以下の図 5 のような状況を呈しているために生じるものである。 
 

 
図 5  市区町村に固有な要因群の影響を踏まえた場合の 

学校規模と長欠率（中学校） 
 
図 5 は、中学校の一校あたり生徒数（学級規模）を横軸にとり、中学生の長期欠席比率（%）を

縦軸にとった散布図である。プロットされた数字は市区町村を表し、同一数字は同一市区町村を意

味している。観測期間（H19～22）を全てプールした場合、2 変数の相関は確かに有意で正となる。

しかし、同一市区町村の時系列変化に注目すると、その傾きは負となっていることが分かる。市区

町村に固有な要因群の分だけ、切片（定数項）が上下にシフトするのである。 
 中学校の完全給食実施校の生徒比率は、3 節のクロスセクション分析では有意に負の関係が見ら

れた。完全給食の拡充が、長期欠席の減少への努力を示すものと思われた。しかし、他の変数をコ

ントロールすることで、有意な関係は消えてしまっている。 
 中学校の教員加配率は、3 節のクロスセクション分析では明確な関係は見られなかった。しかし、
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他の変数をコントロールすることで、有意な正の相関が表れていることが分かる。学校適応に課題

がある市区町村ほど、手厚く教員を加配するという対応が取られている様子が窺われる。 
 指導主事一人あたり担当小中学校数は、3 節のクロスセクション分析では有意に負の関係が見ら

れた。中学校の長欠比率が高い市区町村ほど、指導主事を多数配置して一人当たり担当小中学校数

を少なくするといった措置が採られている様子が窺われたが、他の変数をコントロールすることで、

有意な関係は見られなくなる。 
 相対小学校数は、他の変数をコントロールすることで、有意な正の相関が表れている。他の市区

町村と比べて中学校の学区が集約されているところほど、長期欠席の出現量が多いと言える。 

５．考察 

⑴ 政策的含意 
  学校教育政策および教職員政策と中学生の長期欠席との関連を分析した結果、平成 19～22 年のデ

ータに関する限り、以下のことが明らかとなった。 
 第一に、中学校の特別支援学級の設置および教員の加配といった学校教育政策および教職員政策

は、中学生の長期欠席の出現量と有意な相関を持つことが分かった。これらは、市区町村が中学生

の長期欠席への対応に向けて努力している様子を表していると解釈することができる。 
 第二に、相対小学校数が多い市区町村ほど、中学生の長期欠席率が高い。相対小学校数が多い市

区町村は、中学校の学区の集約が進んでいると言える。そのような市区町村は、子どもが小学校か

ら中学校へ進学する際に、環境の変化を経験しやすいという特性を持っていると考えられる。この

ような環境の変化が、何らかの要因で中学生の長期欠席の出現量を規定している可能性が示唆され

る。相対小学校数は、学校統合や学区再編の影響を受ける。学校統合や学区再編時の課題として、

生徒の学校適応をあらかじめ念頭に置いておく必要があると言える。 
 第三に、市区町村固有の要因群が中学生の長期欠席に与える影響も、無視できない。濱野（2001, 
p.225）は、「不登校が『誰にでも起こり得る』にも関わらず、出現率に明らかな地域差があるとす

れば、そこには地域社会における社会的・文化的コンテキストと不登校の発生メカニズムとの関連

が見出される可能性がある」と述べている。各市区町村に固有な「社会的・文化的コンテキスト」

の内容を把握することの重要性(8) は、長期欠席への全国一律的な政策対応には限界があることを含

意しているのかもしれない。 
 もちろん、既に述べた特別支援学級の設置や教員の加配、さらには相対小学校数が、中学生の長

期欠席の出現量と有意な関連を持つ可能性があることの重要性を過小評価するものではない。しか

し、各市区町村に固有な歴史や文化等、さらには、各市区町村が長年に渡って行ってきた施策で、

観測期間中に変化しないものもあるだろう。計量分析には表れないこれらの要因について、吟味し

ていくことも求められているのではないだろうか。全国一律的な政策的対応が可能な射程を見極め

る必要があると言える。 
 ただし、本稿が分析に用いたサンプルには地域的な偏りがあり、全国の正確な縮図となっている

とは言えない。これらの知見の一般化の可能性については、今後の研究蓄積と照らし合わせた上で

慎重に判断する必要があることを強調しておきたい。 
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⑵ 今後の研究の課題 
 本稿は、学校適応の指標として中学生の長期欠席に着目し、学校教育政策および教職員政策との

関連を探ってきた。全国市区町村教育委員会を対象とした量的データから、全国の傾向を概括的に

描き出すという課題は、ある程度達成されていると思われる。ただし、生徒が長期欠席に至るミク

ロな因果関係の把握は、今後の検証課題となるだろう。例えば、各市区町村固有の「社会的・文化

的コンテキスト」を踏まえて長期欠席（不登校等）の研究を進めていく場合、長期欠席（不登校等）

の顕著な増加や減少を経験した市区町村に着目することは、残された課題の一つと言えるだろう。 
 試しに、本稿が利用したデータに基づき、平成 19 年および 22 年における中学校の長期欠席比率

の関係を示したものが、以下の図 6 である。 
 図 6 の直線は回帰直線を表し、破線に囲まれた区

間が 95%予測区間である。95%予測区間より上方（下

方）に位置している市区町村は外れ値であって、平

成 19 年から 22 年にかけて長期欠席（不登校等）の

出現量が顕著に増加または減少していると言える。 
 また、教育政策上の資源配分の決定に資する知見

を得るという観点から言えば、今後の課題として、

学力をはじめとする教育の生産関数の具体像を明ら

かにする上で、子どもの学校適応を考慮する必要性

が挙げられる。この時、クラスサイズと学校規模、

および相対小学校数との関連を含めて、詳細に検討

していくことが求められる。 
 

 
【注】 
(1)  学校に行かなかった者は非正規就労者等になることが多いことが明らかになってきた（伊藤編 2007，p.12）との指

摘がある。 

(2)  組合教育委員会を含む。 

(3)  本稿が用いるサンプルは、先述の通り 455 市区町村教育委員会から得られた回答によるものである。2 つの組合教育

委員会を除いた 453 市区町村の対全国比率を都道府県ごとに確認すると、次の図 7 のような結果が得られる。 

  例えば、平成 24 年 4 月 1 日現在の市区町村数 1742 のうち 10%強が北海道に位置しているのが現実の姿である。他方、

本稿が用いるサンプルによると、北海道に位置している自治体数の比率は 6%強である。この%の値の差異は統計的に有

意だと判断してよいのであろうか。 

  そのための判断材料となるのが、図中の標準化残差である。標準化残差は標準化正規分布に従うので、その絶対値が

1.96 以上であれば 5%水準で有意差があると判断される。ただし、この 5%という有意水準に基づく統計的検定を 47 都

道府県分繰り返すと、「サンプルは母集団から乖離していない」という全体の帰無仮説の統計的検定に関する有意水準

が 5%を超えてしまう。このため、ボンフェローニの補正を用いて、県ごとの統計的検定に係る有意水準を 0.1%とした。

すなわち、すべての県の標準化残差の絶対値が 3.27 以下のとき、サンプルは母集団から統計的に有意な乖離がない（有

意水準は 5%）と判断される。 

  この基準に従うと、標準化残差の絶対値が 3.27 以上を取るのは千葉県、東京都および大阪府であることがわかる。つ

まり、本稿が取り扱うデータは必ずしも全国の正確な縮図であるとは言えず、当該都府県の傾向が強めに反映されてい

ると解釈できる。だからといって、以下の分析が即座に無意味なものと化すわけではない。例えば、パネル推定を行う

ことにより、当該都府県に固有な効果は除去される。また、社会調査のデータは歪んでいることが一般的であるとすれ

ば、様々な歪みを持つデータの蓄積から共通して見出される傾向を掬い取ることは、重要である。 

= .507 

図 6 長期欠席の増減があった市区町村
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図 7  市区町村数の対全国比率 

 

(4)  障害を持つ児童・生徒の地域的偏在はないものと仮定する。 

(5)  生徒数 200 人未満では中学校の 1 学級あたり生徒数が 35～40 人以下となるケース 1 を、生徒数 500 人以上では中学

校の 1 学級あたり生徒数が 25～30 人未満となるケース 1 を外れ値として除外して統計処理している。なおこの措置を

行っても、三重クロス集計におけるカイ二乗検定の結果に大きな変動は生じない。 

(6)  この手続きの結果、4 節の分析に用いるサンプルには、大阪府の自治体が有意に多いという偏りを持つようになるこ

とが分かっている。なお、文部科学省『学校基本調査』に基づく全国の中学校の長期欠席生徒比率の推移は、平成 19

～22 年度にかけて、4.02%→3.96%→3.73%→3.67%となっている。 

(7)  中央教育審議会答申『公立小・中学校の統合方策についての答申』（昭和 31 年 11 月 5 日）によれば、公立小・中学

校は「地域の文化的中心であり精神的結合の基礎」であるとの認識が示されている（文部科学省ウェブサイト）。 

(8)  山本（2008）は、「長期欠席の発現には当該地域の社会・文化的文脈が介在している可能性が示唆される」（p.143）と

述べている。 
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合併市町村における児童の集積・分散施策に関する考察 

 

Consideration of policies regarding the concentration  
and distribution of student numbers in merged cities 

山中 秀幸＊ 

YAMANAKA Hideyuki 

 

Abstract 
The population dynamics of Japan’s decreasing birthrate is a key element in the maintenance of 

the public school education. The results of the School Basic Survey conducted by the Ministry of 
Education, Culture, Sports, Science and Technology show that some communities are currently 
losing their public elementary schools. 

Meanwhile, public schools in certain other areas are getting larger, as a result of population 
concentration. This bipolarization, with large and small schools mixed together in the same city, is 
now recognized as a topic for concern. 

In present-day Japan, where falling birthrates and population concentration are continuing phe-
nomena, many cities have problems either of falling numbers of students in schools as a whole, or 
of huge imbalances between students in different schools. These problems are likely to get worse. 

This paper looks at the public school situation in a city which experienced large-scale mergers 
in recent years, where the above-mentioned problems can easily be seen. It investigates both poli-
cies regarding the high concentration of students in particular schools, and regarding the distribu-
tion of students in order to have a more balanced spread.  

The analysis shows that the public elementary school situations can be classified into three 
types: “one-pole”, “condensed”, and “multi-pole and spread” types. The analysis confirms that 
“the tendency for policies regarding concentration of students to be implemented is regardless of 
the public elementary school situations” and that “policies regarding distribution of students are 
tend to be implemented in “one-pole type” cities, next in “condensed type” cities, and compara-
tively not tend to be in “multi-electrode type and spread type” cities.” 

 

                                                      
＊ 教育政策・評価研究部研究補助者／技術補佐員 
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１．はじめに 

現代の日本社会における「少子化」という人口動態が、公立学校を場とする教育の維持に大きな

課題を投げかけていることは疑いようのな

い事実である。文部科学省が実施する学校

基本調査によると、図表 1 に示されるよう

に、平成 12（2000）年度に 23,328 校あった

全国の公立小学校は、平成 22（2010）年度

には 21,443 校と、10 年間に 8.1％（1,885
校）も減少している。また、総数に含まれ

ている「児童数 0 人（休校中など）」の小学

校も 183 校から 254 校へと 38.8％（71 校）

の増加となっている。これらの数値は、公

立小学校という公共施設が地域社会から失

われつつある現状を示している。 
国立社会保障・人口問題研究所が平成 24 年 1 月に公表した「日本の将来推計人口」によると、平

成 22 年において 1,683.9 万人とされる全国の年少（0～14 歳）人口は、50 年後の平成 72（2060）年

には、 も人口が維持される「出生高位・死亡低位仮定」によると 64.6％（1,087.5 万人）に、 も

人口が減少する「出生低位・死亡高位仮定」によると 33.3％（561.1 万人）にまで落ち込むと予測さ

れており、この少子化傾向が公立学校における教育の質・量の水準維持に対するさらなるプレッシ

ャーとなることは不可避の情勢であると推察される。「中長期的な人口動態予測を見つめた場合、こ

れまでの我が国の学校制度のあり方で乗り切れるかどうか、というのが『少子化時代の教育』とい

うテーマに潜むもっとも根本的な課題と言ってよい」（葉養、2012）という指摘に代表される「従来

の学校教育のイメージの転換」という議論も広がりを見せており、「全国規模で進む人口減少。学校

の小規模化と統廃合が進み、学校教育はこのまま先細りを続けるのか」（日本教育新聞、2012 年 11
月 5 日）と問題を提起するメディアも現れている。 
 しかしながらその一方で、公立学校の大規模化が同時に進行していることはあまり論じられてい

ない。図表 2 に示すように、「児童数 1 人～

299 人」（1 学年 50 人未満）の小学校が平成

12 年度の 12,459 校から平成 22 年度の

11,170 校へ、「児童数 300 人～899 人」（1
学年 50 人以上 150 人未満）の小学校が

10,295 校から 9,501 校へと、10 年間でそれ

ぞれ 9 割程度に数を減らしているのに対し、

「児童数 900 人以上」の大規模校が 391 校

から 518 校へと、32.5％（127 校）の増加と

なっていることが指摘されるのである。 
 平成 12 年度と平成 22 年度の公立小学校

総数に占める児童数別学校数の割合を詳細

図表 1 全国の公立小学校数の推移 

（出典：「学校基本調査」平成 12 年度～22 年度）

図表 2 児童数別公立小学校数の推移 

（出典：「学校基本調査」平成 12 年度～22 年度）
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に比較すると、図表 3 に示すように、「1 人

～149 人」「150 人～299 人」「300 人～599
人」の学校の割合は減少しているのに対し、

「0 人」「600 人～899 人」「900 人以上」の

学校の割合は増加していることが確認され

る。 
 この現象については 2 つの要因が指摘さ

れる。1 つには、公立学校に対する諸施策

の結果と見るものである。例を挙げると、

公立小学校の総数が減少している中には、

複数の学校が 1 つの学校へと統廃合されて

いる状況が多く含まれているということが

考えられる。統廃合が実施されると、1 校にまとめられた当該校の児童数は増加することになる。

また、公立学校選択制度によって、人気校に児童が集中して大規模化したという可能性も考えられ

る。 
 もう 1 つの要因として、日本における人口そのものの集積が進んでいることが挙げられる。国勢

調査によると、日本の総人口は平成 7（1995）年から平成 22 年までの 15 年間で 1 億 2,557.0 万人か

ら 1 億 2,805.7 万人へと 2.0％（248.7 万人）増加しており、そのうち人口集中地区 1) （DID：Densely 
Inhabited District）の人口は 8,125.5 万人から 8,612.1 万人へと 6.0％（486.7 万人）増加している。DID
人口の増加が日本の総人口増加を実数でも割合でも上回っており、日本の人口の集積が進んでいる

ことが指摘される。都道府県別に見ると、平成 7 年から平成 22 年までの 15 年間で、人口総数に占

める DID 人口の割合が減少しているのは、2.9 ポイント減少した和歌山県をはじめとする群馬県、

富山県、山梨県、岐阜県、香川県、佐賀県の 7 県のみであり、その他の 40 都道府県においては、滋

賀県の 9.1 ポイントを 大として増加していることが確認される。人口の集積が進む地域において

は、設置されている小学校の児童数も増加すると推測されることになる。平成 22 年の時点における

各都道府県の人口の集積状況は、次節において詳しく確認することとする。 
 人口集積が進む地域を含む自治体においては、全体的に少子化が進むのとは異なる課題を抱える

ことになる。大規模校と小規模校が同時に存在し、その児童数の差がさらに拡大していく、いわゆ

る「二極化」の問題である。二極化を抱える自治体においては、教育環境の格差是正などの視点か

ら学校の配置や児童生徒数のバランスに関する施策が求められることになる。そもそも、二極化を

引き起こす人口不均衡の問題は「昭和の大合併」の頃から存在していたものである。総務省統計局

は「市及び区はまとめて市部として、町及び村は郡部として、それぞれ都市的地域又は農漁村的地

域を表すものとして慣用されていた。しかし、昭和 28 年の町村合併促進法及び昭和 31 年の新市町

村建設促進法により、多くの町村が新たに市制を施行し、又は既存市に合併されるに至って、市部

の地域内に、農漁村的性格の強い地域が広範囲に含まれるようになった。この結果、市部の地域は、

その面積が著しく広大となった反面、人口密度は低下し、統計上、『都市的地域』としての特質を必

ずしも明瞭に表さなくな（った）」と指摘している。特に「平成の大合併」によって人口規模が不均

衡な市町村間の合併が進んだ現在では、上記の総務省統計局の指摘にある状況がより一層進行した

と考えられ、学校教育行政においても二極化の問題への対応が喫緊の課題であろう。 
 これらの状況をふまえ、本稿では以下のように研究課題を設定する。すなわち、「少子化」と「人

図表 3 公立小学校総数に占める児童数別学校数の

割合 

（出典：「学校基本調査」平成 12 年度・22 年度）
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口集積」が同時に進行する現代日本において、多くの市町村はその設置する義務教育段階の公立学

校に関する教育行政において「設置校全体の児童生徒数が減少する」あるいは「設置校の一部は大

きな規模を維持し、その他の設置校は児童生徒数が減少する」という問題を抱え、今後さらに深刻

化していくものと考えられる。特に平成の大合併を経験した合併市町村においては、人口規模が小

さい自治体間で合併が行われたケースについては前者、人口規模が大きい自治体と小さい自治体の

間で合併が行われたケースについては後者の問題が表出していると推察される。それらの市町村に

おいて現在どのような施策が採られているのかを明らかにすることによって、児童生徒の集積と分

散の視点から、今後の日本の公立学校のあり方に資する知見を得ることを目的とするものである。 
 具体的には、公立の小学校に対象を絞り、次の 3 点の分析を行う。 
 第 1 に、公立小学校における児童の集積と分散の実態に関わる基礎データとして、各合併市町村

の学校の配置及び児童数を「ばらつき」の視点から確認することが重要である。「児童数のばらつき」

は、大規模校と小規模校の児童数の差、すなわち二極化の進行度を示すものである。また、「学校配

置のばらつき」は、学校間の距離という視点から児童の集積と分散に関わる諸施策の必要性及び難

易を捉えるものである。配置の問題については、例えば「市役所や市民会館など個々の施設立地と

いうミクロな視点からの分析」を試み、「一極集中型」「一極集中＋外縁拡大型」「一極集中＋周辺分

散型」「全域分散型」「二極集中型」という 5 つの類型を示した研究（福田・佐保、1999）が挙げら

れる。公立小中学校に関しても、適正配置の数理モデルとして「GIS（地理情報システム）技術を

活用して」「削減しても良い学校の特定や削減の規模を導出」する研究の重要性をふまえた上で「大

都市にも近隣の小規模町村の小規模小中学校が取り込まれている」場合に「学校統合を考えるのか、

それとも存続を前提に小規模校マネジメントの工夫を進めるか、という際どい問題が出現すること

になる」との指摘がなされている（葉養、2011）。今後の公立学校のあり方を問うにあたり、学校の

空間的分布と学校規模をどのように結び付けて論じるのか、という視点は不可欠であろう。 
 第 2 に、合併市町村の教育委員会に対して行った質問紙調査に基づいて、「少数の学校に児童生徒

を集積する」施策及び「多数の学校に児童生徒を平準的に分散配置する」施策の実施状況を明らか

にする。それは「公立小学校の通学区域」のあり方をどのように考えるか、ということと同義であ

る。また、合併市町村においては同時に「旧市町村の境」というもう 1 つの境界線の存在もクロー

ズアップされることになる。市町村合併による行政サービスの枠組みの再編という問題については、

例えば茨城県の消防行政における一部事務組合に着目し、「市町村合併による消防本部の管轄区域の

変更が、どの程度サービス水準に影響を与えるのか」を論じた研究（加藤・糸井川、2006）などが

ある。小学校に関わる教育行政においては、まず、かつての市町村境を超えて小学校の通学区域に

対する再編などの諸施策を実施しているのか、という視点からアプローチを試みる必要がある。 
 第 3 に、「公立小学校の通学区域」と「旧市町村の境」という 2 種類の境界線が、児童生徒の集積

と分散、さらには学校教育行政そのものに対してどのような影響を及ぼしているのかについて、合

併市町村の教育委員会に対して行ったヒアリング調査に基づいてその実態を明らかにし、今後の学

校教育を展望する。 

２．都道府県の人口集積の実態 

 先に述べたように、平成 22 年の国勢調査では、日本の総人口は 1 億 2,805.7 万人であり、DID 人

口はその 67.3％（8,612.1 万人）である。また、日本の総面積 37.8 万平方キロメートルに占める DID
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面積は 3.4％（1.3 万平方キロメートル）である。すなわち「総面積の 3.4％に総人口の 67.3％が居住」

しているというのが日本の人口集積の実態である。 
 さらに都道府県レベルにおいて概観すると、例えば北海道は「面積の 1.0％に人口の 74.0％が居住」

しており、日本全体の傾向よりも人口の集積が進んでいることが分かる。対して香川県は「面積の

4.2％に人口の 32.8％が居住」しており、人

口の集積が進んでいない、すなわち人口が

分散していることが指摘される。 
 このように、各都道府県について面積と

人口に着目し、X 軸に「総面積に占める DID
面積の割合」を、Y 軸に「総人口に占める

DID 人口の割合」を指定して作成した都道

府県の散布図が図表 4 である。さらに階層

的クラスタリング 2) を行って都道府県を 2
つの群に分類すると、図表 4・図表 5 に示

すように、「DID に総人口の 55％以上の人

口が集中している」すなわち人口集積型の

I 群（15 都道府県）と、「DID 面積が総面積

の 5％未満であり、かつ DID 人口が総人口

の 55％未満である」すなわち人口分散型の

II群（32県）に分けられる 3) こととなった。 
次節以降では、抽出調査とその分析を行

うにあたり、日本の人口集積状況を鑑みて

各群より 2 道県ずつ任意に抽出した計 4 道

県、すなわち北海道（I 群、DID 人口割合

74.0％、DID 面積割合 1.0％）、青森県（II
群、DID 人口割合 46.0％、DID 面積割合

1.7％）、長野県（II群、DID人口割合 34.8％、

DID 面積割合 1.3％）、奈良県（I 群、DID
人口割合 64.8％、DID 面積割合 3.9％）に

存在する「平成の大合併」経験市町村を対

象とすることとする。 

３．公立小学校の児童数と学校配置の「ばらつき」 

「少子化」と「人口集積」の同時進行は、小学校教育においては「設置校全体の児童数の減少」

あるいは「一部の設置校の大規模化と、その他の設置校の児童数の減少」という問題を市町村に突

きつけることになる。この問題への対応を探るにおいて、公立小学校の空間的分布とそれぞれの学

校規模を把握することが必要である。図表 6 は、公立小学校の「児童数のばらつき」と「学校配置

の空間的ばらつき」の2つに着目することで、各市町村の公立小学校の設置状況の類型化を試みた 4) も

のである。 

図表 4 都道府県の人口集積の実態（平成 22 年） 

図表 5 「Ｉ（人口集積）群」と「Ⅱ（人口分散）群」

北海道 奈良県 青森県 福井県 徳島県

宮城県 広島県 岩手県 山梨県 香川県

埼玉県 福岡県 秋田県 長野県 愛媛県

千葉県 沖縄県 山形県 岐阜県 高知県

東京都 福島県 三重県 佐賀県

神奈川県 茨城県 滋賀県 長崎県

静岡県 栃木県 和歌山県 熊本県

愛知県 群馬県 鳥取県 大分県

京都府 新潟県 島根県 宮崎県

大阪府 富山県 岡山県 鹿児島県

兵庫県 石川県 山口県

I群 II群
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 まず、Y 軸にある公立小学校の児童数に

着目すると、このばらつきが小さいという

ことは「各学校の児童数が平準化されてい

る」すなわち学校規模に大きな差がないこ

とを示している。その場合には、学校が空

間的にどのように配置されているかによっ

て、狭い範囲に密集している「凝集型」と

広く分布している「拡散型」に分かれるこ

とになる。対して児童数のばらつきが大き

いということは「大規模校と小規模校が混

在している」すなわち二極化の問題が表れ

ていることを示すことになる。この場合に

は、核となる大・中規模校が狭い範囲に集

中している「一極型」と、いくつかの地点

に極が分散する「多極型」に分かれること

になる。 
 では、実際の市町村がそれぞれ、これら

の類型のどこに属することになるのか。そ

れを明らかにするために、「公立小学校の配

置のばらつき」については、平成 22 年度の

地図上の各小学校の位置に児童数による重

みを付加して標準偏差楕円 5) を作図し、そ

の面積が小学校通学区域 6) の総面積に比す

る割合を算出し、その割合が大きければ「配

置のばらつきが大きい」自治体、小さけれ

ば「配置のばらつきが小さい」自治体と捉

えることとした。また、「公立小学校の児童

数のばらつき」については、平成 22 年度の

各小学校の児童数 7) を元に市町村単位で標

準偏差を計算し、標準偏差の値が大きけれ

ば「児童数のばらつきが大きい」自治体、

小さければ「児童数のばらつきが小さい」

自治体と判断 8) することとした。X 軸を「各

市町村に存する公立小学校の総通学区域面

積に比する標準偏差楕円の面積の割合」と

し、Y 軸を「各市町村に存する公立小学校

の児童数の標準偏差」として作成した 59
の合併市町村 9) の散布図は図表 7 となる。

さらに階層的クラスタリング 10) を行って

市町村を 3 つの群に分類すると、図表 7 及

図表 6 各市町村の公立小学校の設置状況の類型化 

 

図表 7 各合併市町村の小学校の設置状況 
（平成 22 年度） 

図表 8 「A（一極型）群」「B（凝集型）群」「C（多

極型及び拡散型）群」 
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十和田市 葛城市 枝幸町 藤崎町 筑北村 深浦町

長野市 遠軽町 七戸町 飯綱町 中泊町
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び図表 8 に示すように、「公立小学校の総通学区域面積に比して標準偏差楕円の面積が 14％未満で

あり、かつ公立小学校の児童数の標準偏差が 185 以上である」A 群（18 市）、「公立小学校の総通学

区域面積に比して標準偏差楕円の面積が 14％未満であり、かつ公立小学校の児童数の標準偏差が

185 未満である」B 群（32 市町村）、そして「公立小学校の総通学区域面積に比して標準偏差楕円の

面積が 14％以上である」C 群（9 市町）に分けられる 11) こととなった。 

 図表 6 の類型と図表 7 の散布図を照らし合わせ、「A 群 = 一極型」「B 群 = 凝集型」「C 群 = 多
極型及び拡散型」として捉え 12) 、以降の分析に反映させるものとする。 

４．合併市町村の公立小学校児童の集積・分散施策 

 市町村内の小学校の児童数が全体として減少あるいは二極化する問題に対して、公立小学校を設

置している市町村は現状でどのような対応策を採りうるのか。大きく 2 つの方向性が指摘されるで

あろう。1 つは児童の「集積」施策である。すなわち、一部の学校に市町村内の児童を集中させ、

量的な水準の維持を図るものである。もう 1 つは児童の「分散」施策である。市町村内の全学校の

児童数の平準化を図り、児童数の多い学校から少ない学校へ児童を移動させるというものである。

児童の集積・分散を行うということは、従来設定されていた小学校の通学区域の境界を越えた就学

を施策化するということであり、すなわち前述したように「公立小学校の通学区域」のあり方をど

のように考えるか、ということと同義である。 
 その施策の実態を明らかにするために、分析対象である 4 道県の「平成の大合併」経験市町村に

対して、通学区域に関わる次の 3 つの施策について、質問紙調査を行った 13) 。回収期間を 2012 年

9 月 13 日～10 月 12 日の 1 ヶ月間と定めており、本稿の分析対象である 59 自治体のうち、回収期間

内の有効回答数は 35 であった。 
 第 1 に、学校選択制度の導入状況である。学校教育法施行規則第 32 条第 1 項により、市町村の教

育委員会は就学校を指定する際に、あらかじめ保護者の意見を聴取することができるとされている。

一般に公立学校選択制度と呼ばれているものであり、この制度を市町村の教育委員会が導入した場

合、児童の従来の通学区域の境界を越えた就学を、その保護者が要望することが可能となる。 
 第 2 に、学校の統廃合の実施状況である。特定の学校において児童数の減少が進行した場合、集

団教育の維持などを目的として、他の学校との統廃合が議論の俎上に載せられることになる。すな

わち、児童の集積につながる施策であると指摘される。 
 第 3 に、統廃合のケースを除き、通学区域の境界線そのものを引き直す施策の実施状況である。

例を挙げると、大規模校の通学区域を狭く再設定することにより周辺の小学校に児童を移動させる

などのケースが考えられ、児童の分散につながる施策であると推察される。 
 以上 3 つの施策についての回答状況を、先の「小学校の設置状況の類型」をふまえて整理し、そ

の実態を明らかにすることを試みる。 
 
4.1. 学校選択制度の導入について 
 図表 9 は、平成 24 年度における公立小学校の学校選択制度の導入状況について尋ねた質問紙調査

の結果を示すグラフである。回答した市町村全体の 34％（12 自治体）が「公立小学校において学校

選択制度を導入している」と回答している。各群を比較すると、フィッシャーの正確検定による p
値は 0.1017 であり、必ずしも統計的に有意の差とは言えないが、A 群では 54％（7 自治体）、B 群
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では 29％（5 自治体）が学校選択制度を導

入しており、C 群においては導入している

と回答した自治体は無かった。その要因と

して、学校配置の空間的ばらつきが大きい

C 群に分類される市町村では、小学校間の

距離が大きく、小学生の徒歩通学圏を考慮

すると、学校選択制度の導入が困難であっ

たことが指摘される。 
 さらに、導入されている学校選択制度が、

文部科学省による学校選択制度の 5 類型、

すなわち（a）当該市町村内の全ての学校の

うち、希望する学校に就学を認める「自由

選択制」、（b）当該市町村内をブロックに分

け、そのブロック内の希望する学校に就学

を認める「ブロック選択制」、（c）従来の通

学区域は残したままで、隣接する区域内の

希望する学校に就学を認める「隣接区域選

択制」、（d）従来の通学区域は残したままで、

特定の学校について、通学区域に関係なく、

当該市町村内のどこからでも就学を認める

「特認校制」、（e）従来の通学区域は残した

ままで、特定の地域に居住する者について、

学校選択を認める「特定地域選択制」のいずれに該当するのかをまとめたのが図表 10 である。なお、

質問にあたって類型の複数選択を可としていたが、複数の類型を選択する回答は見られなかった。 
 回答市町村全体では、学校選択制度を導入している 12 自治体の 17％（2 自治体）が（c）の隣接

区域選択制を、75％（9 自治体）が（d）の特認校制を、8％（1 自治体）が（e）の特定地域選択制

を採用している。 
 特認校制を採用する 9 自治体の公立小学校において、特認校に指定されているのは 15 校であり、

A 群の自治体が設置する 4 校及び B 群の自治体が設置する 5 校の計 9 校が「総児童数 30 人未満（1
学年平均 5 人未満）」、A 群の自治体が設置する 5 校及び B 群の自治体が設置する 1 校の計 6 校も「総

児童数 30 人以上 90 人未満（1 学年平均 5 人以上 15 人未満）」の小規模校である。児童数のばらつ

きが大きい A 群及びばらつきが小さい B 群の両群において、これらの小学校は各自治体の中で特に

児童数が少ない学校であり、特認校指定によって周辺の小学校から児童を移動させて学校の存続を

図っている、すなわち自治体内の学校の児童数の平準化を図る「児童分散」施策であることが指摘

される。 
 また、特認校指定を行っている 9 自治体のうち 6 自治体が合併前に市であった地区の小規模校に

対してのみ指定を行っている。これら 6 自治体の旧町村地区には「総児童数 90 人未満（1 学年 15
人未満）」の小学校が存在しており、特に 2 自治体については「総児童数 30 人未満（1 学年平均 5
人未満）」の小学校の存在が確認されているが、特認校には指定されていない。すなわち、「児童分

散」施策が旧市地区のみで完結している傾向が指摘される。 

図表 9 公立小学校選択制度の導入状況 

図表 10 導入している学校選択制度の類型 
（複数選択可） 
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 その他、A 群に見られる隣接区域選択制や B 群で確認された特定地域選択制については、児童の

保護者に当該市町村内の児童数の集積・分散を委ねている状況であると捉えられる。 
 
4.2. 学校統廃合の実施について 
 図表 11 は、平成 13 年度以降の公立の小学校・中学校の統廃合の実施状況について尋ねた質問紙

調査の結果を示すグラフである。回答市町村全体の 63％（22 自治体）が「公立の小学校・中学校の

統廃合を実施した」14) と回答している。各群を比較すると、フィッシャーの正確検定による p 値は

0.4686 であり、必ずしも統計的に有意の差とは言えないが、A 群では 77％（10 自治体）、B 群では

56％（10 自治体）、そして C 群では 50％（2 自治体）が学校統廃合を実施している。 
 統廃合を実施したと回答した自治体にお

いて、その検討要因が、（a）少子化により

集団教育の維持が難しくなったため、（b）
自治体の学校配置の見直し基準に該当した

ため、（c）校舎等学校施設の老朽化が進ん

だため、（d）都市計画やまちづくりによっ

て学校の移設・立替が必要になったため、

（e）保護者からの学校統廃合の要望があっ

たため、（f）地域住民からの学校統廃合の

要望があったため、（g）その他、の 7 項目

のいずれに該当するのかをまとめたのが図

表 12 である。 
 各群において学校統廃合の 大の検討要

因として指摘されるのは（a）の「少子化に

より集団教育の維持が難しくなったため」

である。統廃合を実施したと回答した市町

村のうち、A 群の 90％（9 自治体）、B 群の

90％（9 自治体）、そして C 群の 100％（2
自治体）がこの項目を要因として挙げてい

る。市町村内の児童数及び学校配置のばら

つき具合にかかわりなく、児童生徒数の減

少が公立学校の存続に大きな影響を与えている実態が指摘される。 
 A 群においては、次いで検討要因として（e）の「保護者からの学校統廃合の要望があったため」

と（f）の「地域住民からの学校統廃合の要望があったため」が指摘されるのが特徴的である。それ

ぞれ A 群の学校統廃合実施自治体の 30％（3 自治体）がこの項目を挙げている。図表 7 の散布図か

ら明らかなように、A 群は B 群や C 群と比較して小学校児童数のばらつきが大きいことから、特に

保護者に関しては、当該自治体内に存する他の大・中規模校との比較において、小規模校の存続を

問う声が表出しやすいのではないかと推察される。 
 それでは、統廃合が行われた学校及び地域に対して、統廃合後にどのようなサポートを行ってい

るのか。学校統廃合を実施したと回答した自治体に対して、（a）スクールバス等による通学保障、

（b）県費負担教職員の加配を都道府県教育委員会に要望し当該校に配置、（c）市町村費により雇用

図表 11 学校統廃合の実施状況 

図表 12 学校統廃合の検討要因（複数選択可） 
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した教職員を当該校に配置、（d）統廃合前

の各校の通学区域ごとに住民交流を促進、

（e）統廃合後の新しい通学区域全体の住民

交流を促進、（f）統廃合後の新しい通学区

域全体を対象とした「まちづくり」の取り

組み、の 6 施策について実施状況を尋ねた

質問紙調査の結果を示すグラフが図表 13
である。 
 も多く行われている施策は（a）の「ス

クールバス等による通学保障」である。A
群の 100％（10 自治体）、B 群の 90％（9 自治体）、そして C 群の 100％（2 自治体）がこの施策を

実施しており、学校の統廃合により通学距離が長くなる児童生徒に対するフォローが重要であるこ

とを裏付ける結果となっている。 
 その他の施策について、（b）の「県費負担教職員の加配を都道府県教育委員会に要望し当該校に

配置」と（c）の「市町村費により雇用した教職員を当該校に配置」がそれぞれ統廃合を実施したと

回答した 22 自治体の 14％（3 自治体）によって挙げられている。すなわち、86％（19 自治体）で

はこれら教職員の加配措置が採られていないということを意味しており、統廃合後に児童生徒や保

護者、地域住民に対する種々のフォローや事後的な事務処理に追われる教職員に対する人的サポー

トが必ずしも十全に行われていないことを示す結果となっている。 
 
4.3. 学校統廃合を除く通学区域の変更について 
 図表 14 は、市町村合併後に公立小・中学

校の通学区域の変更を行ったかを尋ねた結

果を示したものである。質問にあたり「統

廃合校については、統廃合前の各校の通学

区域をそのまま引き継いだ場合には『変更

していない』とご判断ください」との但し

書きを付していた。A 群と C 群のそれぞれ

1 自治体から「変更している」との回答が

あり、いずれも小学校の通学区域に関する

変更であった。なお、フィッシャーの正確

検定による p 値は 0.09748 であり、必ずしも有意の差とは言えない。 
 A 群の 1 自治体については、児童数 700 人程度の大規模校から児童数 300 人程度の中規模校に通

学区域を移譲するかたちで変更が 1 件行われている。児童数の平準化を目的としたもの、すなわち

「児童分散」施策に位置付けられると指摘される。また、変更は合併前の旧市地区内で行われてお

り、そこに市町村合併の影響を見出すことはできない。C 群の 1 自治体は、児童数の標準偏差が 185
以上であり、図表 6 及び図表 7 から、C 群の中でも「多極型」に位置付けられる自治体である。こ

の自治体では 2 件の通学区域変更が行われているが、その変更が「いずれも合併前の旧市町村の境

を越えるかたちで行われている点」及び「いずれも児童数が少ない学校から多い学校へ通学区域を

移譲しており、特に 1 件は児童数 150 人程度の学校から 700 人程度の学校への移譲であること、す

図表 13 学校や地域への施策（複数回答可） 

図表 14 通学区域の変更 
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なわち児童集積施策に位置付けられる点」において、A 群の事例とは対照的である。 

５．合併市町村における「公立小学校の通学区域」と「旧市町村の境」 

 以上、質問紙調査の結果を基に、児童の集約・分散に関わる施策の実施状況について概観してき

た。さらに、上記の諸施策を含めて「公立小学校の通学区域」と「旧自治体の境」という 2 つの境

界線が、当該自治体の学校教育にどのような影響を与えているのかを、平成 24 年 10 月に行ったヒ

アリング調査 15) の記録を用いて明らかにすることを試みる。調査対象は、質問紙調査に回答した自

治体のうち、下記に示す X 市と Y 町の各教育委員会である。 
 X 市は面積約 300 平方キロメートル、人口約 70,000 人（2010 年）の自治体である。市町村合併は

1 市 1 村の編入によるものであった。人口総数に占める 15 歳未満人口の割合は 14％である。公立小

学校の配置のばらつきを示す標準偏差楕円面積割合は 8.6％、児童数のばらつきを示す標準偏差は

190.2 であり、図表 7 の散布図では A 群に含まれ、B 群との境界近くに位置付けられる。 
 Y 町は面積約 500 平方キロメートル、人口約 15,000 人（2010 年）の自治体である。市町村合併は

1 町 3 村の新設によるものであった。人口総数に占める 15 歳未満人口の割合は 11％である。公立小

学校の配置のばらつきを示す標準偏差楕円面積割合は 9.3％、児童数のばらつきを示す標準偏差は

76.8 であり、図表 7 の散布図では B 群の中心部近くに位置付けられる。 
 
5.1. X 市の施策について 
 学校選択制度を含む通学区域の弾力化について「比較的厳格にやっておりまして。教育的な配慮

ですとか、特殊な事情等は考慮しますけれども。単純に距離というのは認めてはいません」と語っ

ている。その背景として「隣の市が『自宅から近い学校であれば認める』ということを柔軟にやっ

ております。そうしたところ、当初は良かったんですけどもやはり（児童生徒が）集中してしまう

学校があるということと、地域コミュニティが崩れてしまうということで、地域からは猛反対が起

こっていて。今、隣の市は見直しをしていると聞き及んでいます」と述べており、通学区域の設定

意義を薄める施策は、地域性の崩壊につながるという問題意識を持っていることが伺える。 
 一方、学校統廃合については、旧村地区に設置されていた 2 つの小学校を市町村合併後に統廃合

している。この地域に対しては「小学校ですので４キロ以上の徒歩になる場合にはスクールバスと

いうことで。（旧村地区には）３つの集落がありまして。（そのうち１つの集落が、統廃合後の）学

校から遠いものですから。ここからの往復です」という形で就学保障を行っている。 
 この統廃合を行った旧村地区の小学校について、今後の展開として「コミュニティスクール的な

ことで学校を核とした地域振興を（考えています）。定住を促すところですとか、やはり固定化され

た人間関係などの課題もありますので」と述べている。その背景として、旧市地区の児童が就学し

ている小学校の 1 校がコミュニティスクールに向けた取り組みを進めており、「この学校を核にして

地域振興を、ということがありまして。住民間の融合みたいなことも学校を核にして取り組んでい

まして。それがある程度軌道に乗ってきたので、これを（旧村地区の）学校でできないかというの

をやっていきたいんです」という考えがある。 
 すなわち、旧市地区が関わる学校で実施した取り組みを旧村地区の学校でも行うという、旧市町

村の境界を越えた積極的な関与の姿勢が見受けられ、その背景にあるのは、学校が設置されている

「地域の活性化」という視点である。旧村地区の伝統工芸品を、学校で使用する備品として市内の
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全小学校・中学校で採用する、というような施策を行っていることについて「（旧村地区の）地域振

興策の一環でもあります。新しい地域をより知っていただくというようなことで、一体感を生み出

したりです」と述べているところからも「地域の活性化」の重視が施策の 1 つの柱であり、したが

って「地域性の崩壊」につながりかねない施策には慎重な姿勢を取っていると考えられる。 
 
5.2. Y 町の施策について 
 Y 町においては、旧村地区ではいずれも 1 小学校 1 中学校ずつ設置されており、旧町村の境界線

がそのまま通学区域としての意味を有していた。また、旧町地区においても、2 校あった小学校が

合併後に統廃合されて 1 校となっており、事実上、旧町村の境界が通学区域の境界と一致している。 
 Y 町は教育行政全般において「エリアエリアがまだ独立している感じがするんです」と述べられ、

学校教育についても「小学校同士、中学校同士が（連携して）何かをしようとか、そういうところ

は進んでいない」状況にある。その歴史的背景として「市町村合併の数年前、市町村の担当が集ま

って『どういうエリアを築いていこう』というのをやったんですけど。その時点で『旧のエリアを

維持していこう』と。ですから、それぞれが旧の町村単位の学校の通学区域になっているんです。

それを超えて、ということはよほどの事情がない限りは認められない」と述べている。また、「町全

部の中で『どこの学校を自由に』とできると、無くなる学校が出てくると思われるんです。地域で

学校というものが必要なものですから。そこらへんはやはりルールはルールでやっていかないとい

けない」という考えを示している。 
 すなわち、「各地域における学校の維持」を重要課題として認識した結果、それぞれの旧町村のエ

リア内部での義務教育の完結を、施策として積極的に進めており、いわゆる不作為の結果として市

町村合併後のエリア間連携が進まないのとは異なる状況にあることが指摘される。 

６．考察 

 質問紙調査及びヒアリング調査の結果から得られた知見を整理し、以下に考察を行う。 
 質問紙調査の結果からは、代表的な「集積」施策である学校統廃合について、児童数のばらつき

や学校配置のばらつきに関わりなく、「少子化により集団教育の維持が難しくなった」ことを理由と

して、「スクールバス等の就学保障」と併せて実施されている実態が明らかとなった。他方、学校選

択制度については、学校配置のばらつきが大きい C 群（多極型及び拡散型）の自治体では導入され

ておらず、また、統計的に必ずしも有意の差ではないが、生徒数のばらつきが小さい B 群（凝集型）

よりも、ばらつきが大きい A 群（一極型）の自治体において、より導入している傾向が見られる。

その制度の類型も、小規模校を特認校に指定するタイプが多く、学校選択制度によって児童数の平

準化を図っている、すなわち「分散」施策として実施されている実態が明らかとなっている。通学

区域の変更については、実施した自治体がきわめて少なく、A 群の 1 自治体が「分散」施策として、

C 群の 1 自治体が「集積」施策として実施していたのみである。 
 以上より、下記の図表 15 に示す仮説を提示しうることになる。 
 児童「分散」施策に見られる傾向については「まず学校配置の空間的ばらつきの大きさが施策実

施を妨げる要因となり、次いで児童数のばらつきの小ささが施策実施の必要性を低下させている」

と言い換えられうるであろう。 
 また、ヒアリング調査の結果からは、A 群に属する X 市、B 群に属する Y 町ともに「地域」を重
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視している点では同様であるが、「市町村の境界」に関するスタンスが全く異なるものであることが

明らかになった。ここにおいても学校の設置状況が影響を及ぼしている可能性が指摘される。 
 

 
 X 市はもともと児童数のばらつきが大きいことに加え、今後の展望として「今後の学級数の試算

というのをやっていきますと。子どもの数が横ばいもしくは増える学校があります。教室数が不足

してくるような学校も出てくる。その反面、わずかに 10 年も経たないうちに、急激に子どもが減る

学校もあります。そうすると小規模校のデメリットというのが浮上してきてしまって。例えば、多

様性のなかで揉まれていくとかですとか。そういうことがなかなか難しくなってくる。そうしたと

きに二極化になってしまって、画一的な教育というのがなかなか難しくなってくる気がします」と

述べており、小学校が集中している旧市地区においても大規模校と小規模校が混在する状況が今後

さらに進行すると考えられており、X 市全体として小規模校のサポートのあり方が現時点において

既に重要課題として認識されている。その対応策の一環として旧村地区への支援が積極的に行われ

ていると考えられる。 
 対する Y 町は児童数のばらつきが小さく、学校配置も比較的まとまっている凝集型であるが、市

町村合併後の統廃合校も含めて、1 校あたりの児童数平均が 120 人未満となっており、「問題は小規

模校の維持なんですけど。児童数で教員配置が決まります。その部分どう補っていくかなんです。

かろうじて今は、小学校も複式学級が無くて、それぞれ単独の学年を持っているんですけど。今後

については非常に困ってはいるんです。仮に複式学級ということが想定される場合には、できれば

私たちは（教員の配置を）１学年１人、１学級でやっていきたいと、その気持ちはあるんですけど、

問題は子どもの数なんです」と述べているように、各学校の存続が大きな課題となっている。そう

した状況にあって、「地域の学校を存続させる」という視点から、旧町村の境を越えるような児童の

集積施策には慎重であり、また、児童数に分散させる余裕がないため、旧町村のエリアがそのまま

学校教育行政全体において維持されることにつながっていると考えられる。 
 今後の研究課題として、分析対象の市町村を増やす中で、公立小学校の設置状況の類型と児童の

集積・分散に関する施策の実施状況との関連、すなわち図表 15 に示した仮説の検証が求められる。

また、こうした小学校の設置状況が学校教育行政そのものにどのような影響を与えているのかを、

事例を収集してさらに明らかにしていく必要があると指摘される。 
 
 
【注釈】 
1) 人口集中地域（DID）とは、国勢調査の基本単位区等を基礎単位として、原則として「人口密度が 1 平方キロメートル

あたり 4,000 人以上の基本単位区等が市区町村の境域内で互いに隣接し」「それらの隣接した地域の人口が国勢調査時に

5,000 人以上を有する」地域を指すものである。 

図表 15 児童の「集積」「分散」施策と小学校の設置状況の類型に関する仮設 

 

施策の種類 市町村の公立小学校の設置状況との関係

児童「集積」施策 小学校の設置状況とは関わりなく実施されている

児童「分散」施策
小学校の設置状況が「一極型」「凝集型」「多極型及び
拡散型」の自治体の順に実施される傾向が強い
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2) 階層的クラスタリングは、変数 x,y を標準化し、ウォード法・ユークリッド距離によって処理を行った。 

3) なお、3 つの群に分ける場合は、I 群が「Ia 群：DID 面積の割合が 35％を越える東京都・神奈川県・大阪府」と「Ib 群：

Ia 群以外の 12 道府県」に分かれることとなる。各グループの都道府県数を比較した場合、Ia 群と II 群の差が 10 倍を超

えるため、調査・分析の標本抽出のためのモデルとしては不適切と考え、本稿では分類を 2 つの群にとどめている。 

4) 黒四角が各学校を示し、その大きさが児童数の規模を表すものとして作図している。 

5) 標準偏差楕円の作図にあたり、GIS ソフト「MANDARA」の機能を使用している。 

6) 以下、本稿における各小学校の通学区域のデータは国土数値情報の「平成 22 年 小学校区データ」を利用している。な

お、組合立小学校については、存する市町村の学校として取り扱っている。 

7) 以下、本稿における各小学校の児童数のデータは「全国学校総覧 2011 年版（2010 年 5 月時点）」の数値を用いている。 

8) 数値のばらつきを比較の目的で捉える場合には、標準偏差を用いる考え方と、標準偏差を平均値で除した値である変動

係数を用いる考え方がある。X 軸の「公立小学校の配置のばらつき」で採用している標準偏差楕円の重み付けについて

は、実数ではなく比率によるものであること、すなわち「A・B・C の 3 つの学校がある場合に、児童数が順に『300 人・

150 人・200 人』と『30 人・15 人・20 人』のどちらのケースでも、作図される標準偏差楕円が同じになる」ことが指摘

される。本稿で対象としている 59 合併市町村の 1 校あたり平均児童数は、 少（北海道せたな町）の 41.8 人から 多

（長野県安曇野市）の 576.9 人まで 13.8 倍の差があり、類型化にあたり、この格差を無視することは望ましくないと考

えられる。そこで、児童数の実数上のばらつきを類型に反映させるために、Y 軸の「公立小学校の児童数のばらつき」

では標準偏差を用いることとする。 

9) 分析対象としている 4 道県に存する「平成の大合併」を経験した市町村の数は 61 である。そのうち青森県八戸市と長

野県東御市については国土数値情報の小学校区データに通学区域のデータが含まれていなかったため、本稿の分析から

は除外している。 

10) 階層的クラスタリングは、変数 x,y を標準化し、ウォード法・ユークリッド距離によって処理を行った。 

11) なお、4 つの群に分ける場合は、B 群が「Ba 群：児童数のばらつきも学校配置のばらつきも大きい 14 市町」と「Bb

群：Ba 群以外の 18 市町村」に分かれることとなる。 

12) 特に A 群である「一極型」や C 群に含まれる「多極型」について、標準偏差楕円の作図の性質上起こりうる問題につ

いて認識する必要がある。極端な大規模校や小規模校が混在

する場合、作図上の小規模校の「重み」が著しく軽減される

ため、極となる地点から遠く離れたところに小規模校が存在

していても標準偏差楕円への影響が小さくなる。実際の学校

配置をめぐる諸問題においては、そのような「孤立した小規

模校」への対応こそ重要であるということが指摘されるので

ある。 

13) 本稿で取り上げている質問紙調査は、プロジェクト研究「人

口減少社会における学校制度の設計と教育形態の開発のため

の総合的研究」の一環として行ったものである。 

14) 学校統廃合に関する質問紙調査の結果については、公立小

学校と公立中学校の両方を含むものである。 

15) 本稿で取り上げているヒアリング調査は、プロジェクト研

究「人口減少社会における学校制度の設計と教育形態の開発

のための総合的研究」の一環として、2012 年 10 月 10 日に X

市教育委員会の対象者 1 名に、同日 Y 町教育委員会の対象者

1 名に実施したものである。 

 
 
 
 

注釈 5) 8) 12) 関連： 

標準偏差楕円の作図例――青森県おいらせ町 

   ※ 公立小学校を丸印で表示 

     短・長軸を伴う楕円が標準偏差楕円 



合併市町村における児童の集積・分散施策に関する考察 

 145

【引用文献】 
・加藤勝・糸井川栄一「市町村合併に伴う消防本部の再編が救急サービスに与える影響」、地域安全学会論文集、No.8、2006

年 

・国土交通省国土政策局「国土数値情報：小学校区データ（2010 年）」 

・国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」、2012 年 

・全国学校データ研究所「全国学校総覧（2011 年版）」 

・総務省統計局「国勢調査（1995 年・2010 年）」 

・日本教育新聞「人口減少 学校のかたち①」2012 年 11 月 5 日 

・葉養正明「第 XII 章 小規模校マネジメントの技法」、少子高齢化に伴う公立小中学校の配置政策の動向と配置モデルの

設計（「教育条件整備に関する総合的研究」＜学校配置研究分野＞報告書）、2011 年 

・葉養正明「序章 人口減少化の学校の規模問題と教育システム」、国立教育政策研究所紀要、第 141 集、2012 年 

・福田雅仁・佐保肇「市町村合併と都市の構造性向及び施設立地に関する研究（2） ―合併のパターンと構造性向―」、

日本建築学会大会学術講演梗概集、1999 年 

・文部科学省「学校基本調査（2000 年度～2010 年度）」 

 
（受理日：平成 25 年 3 月 20 日） 



 



147 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

特   集 研究ノート 



 



 
【研究ノート】 

 149

国立教育政策研究所紀要 第142集  平成25年３月 

 
中国における国際バカロレア導入の概況及びその背景について 

Outline and Background of Development of the International Baccalaureate in China

黄 丹青＊ 

KO Tansei 

 

Abstract 
This research article discusses the recent development of the International Baccalaureate in 

China, and tries to explain the reason of its rapid increase. Chinese government explored a global-
ization of its national education since the end of the 1970s. The number of students studying over-
seas rose from 860 in 1978 to 339,700 in 2011. Since 1986, educational organizations of China 
and of foreign countries co-founded educational faculties or courses, in order to develop human 
resources, offering students with certifications varying from PG diplomas to master’s degrees. 
Now such faculties or courses have expanded throughout the country, in 2012 Shanghai alone had 
220 organizations of this kind. On the other hand, the number of international schools for the for-
eign children, and international divisions of local schools which incorporated with educational 
curriculums of foreign countries has evidently increased. 

Under such background of globalization, the International School of Beijing in 1991, and the 
international division of Beijing No.55th high school in 1995 respectively saw the introduction of 
the IB. By February 2012, 69 schools in China had incorporated with the IB courses. Among these 
as many as 12 schools are of publicly funded. Those public schools are designated as the ‘im-
portant high-schools’ and have students of high academic level. It is clear that educational policies 
launched by the Chinese government will promote the introduction of the IB into public schools. 
This research suggests investigations should be done into the process of introducing the IB at local 
levels. 
 

１．はじめに 

 1968 年に発足した国際バカロレア機構（IBO）(1) による教育プログラムである国際バカロレア 
（International Baccalaureate, IB）(2) が経済をはじめ、諸分野のグローバル化とともに、世界的に広がっ

てきている。中国でも、IB は 1990 年代半ばごろから導入され始め、2012 年 12 月現在 68 校に達し

ており、その中で公立学校も一定の割合を占めている。 
中国は、1970 年代の末まで世界に門戸を閉じ、また社会主義制度のゆえ、学校はすべて公立であ

った。その後、経済、労働、医療、住宅とほぼすべての領域にわたり展開されてきた改革開放政策

が、教育制度にも及び、私立学校が設立されるに至った。しかし、教育内容に対する国の統制が厳

                                                      
＊ 目白大学准教授 
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しく、その内容は日本の「学習指導要領」に相当する「課程標準」(3) により規定され、小中高校で

使用されている教科書の 6～7 割は、人民教育出版社から出されている「国家統一教材」となってい

る。 
このような国家統制がなされる中で、なぜ中国の学校、中でも公立学校が IB を導入するのか。IB

の 3 つのプログラムであるディプロマ資格プログラム（DP、後期中等教育最終 2 年）、中等課程プ

ログラム（MYP）と初等課程プログラム（PYP）の中で、どのプログラムがより多く導入されるの

か。また、インターナショナルスクールと私立学校を除き、IB を導入する中国の公立学校にどのよ

うな特徴があるのか。本稿では、国の教育政策と統計データ、並びに各学校の資料を手掛かりに、

主に公立高校に焦点を当て、IB 導入の教育的背景（第 2）及びその概況（第 3）を整理したうえ、

公立 DP 導入校の特徴（第 4）を明らかにし、その意味を考えてみたい。 

２．中国における IB 導入の教育的背景 

 1970 年代の後半まで一元的で閉鎖的な中国の教育が IB を導入するまで、グローバル化への道に

おいていくつかのステップを踏んできた。ここでは、国の政策と法制を織り交ぜながら、留学生と

学校制度という２つの側面からその変遷を簡単にあとづけてみよう。 
 

2-1 政策的なグローバル化の推進及び留学生数の変遷 

閉鎖的な社会主義制度下の教育から開かれた教育への第一歩は、国費による留学生の派遣であり、

その第一陣は 1978 年 12 月に先進諸国へ派遣された 860 人であった。現在まで国費と公費による留

学生の選抜と募集を制度的にしてきたが、1981 年に私費留学が許されるようになってから、私費留

学生の数が増加の一途を辿り、現在全留学生数の約９割を占める。 
2003 年から国家教育部(4) がホームページで毎年「留学人員状況統計結果」(5) を発表している。そ

れによると、2003 年度の海外への留学生数が 11.73 万人であり、2007 年に 14.4 万人に増えたが、2008
年に 17.98 万、2009 年に 22.93 万、2010 年に 28.47 万、2011 年には 33.97 万と、2008 年から急速に

増加してきている。それは大学院に加え、学部への留学生の増加が背景にある。近年高校卒業者の

約１割は中国での大学受験をせず、直接海外への留学を目指す。 
一方、海外からの留学生数も同じ趨勢を見せている。国際交流を担当する教育部「国際合作と交

流司（局）」のデータによると、2000 年に中国に来ている留学生数は 52,150 人（その中正規課程在

籍者が 13,703 人）であったが、2006 年の 162,695 人（同 54,859 人）に増え、2012 年の 328,330 人（同

133,509 人）と、12 年の間に６倍以上に増えていることがわかる。 
このように、中国人が先進諸国での知識や技術の習得、あるいは海外での生活体験を積むために

海外留学をする一方、中国の経済力が向上するにつれて、外国からの留学生も増え続けている。2012
年の国別留学生数の上位３ヵ国は韓国、米国と日本となっている。 
海外の留学生と海外へ飛び立つ中国人留学生の増加は、中国の経済開発の進展に主な理由がある

が、教育のグローバル化への政府による積極的な推進政策と無関係ではない。1978 年からの国是と

しての改革開放路線は、教育の分野における国際協力・国際交流として実施され、推進されてきた。

その教育政策に関し、今後の展開方向を見据えるために、ここでは「中国の中長期教育改革と発展

に関する計画綱要（2010－2020）」（略：中長期計画綱要、以下略を使用）を取り上げる。 
「中長期計画綱要」は全部で 22 の分野に言及し、それぞれ１章を設ける。その第 16 章が「教育
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開放の拡大」であり、この章は、「国際交流と国際協力の強化」（第 48 節）、「優良な教育資源の導入」

（第 49 節）、「国際協力・国際交流の質的向上」（第 50 節）という３つのサブテーマに分けられてい

る。第 48 節は主に次のような内容である。まず冒頭に、「多次元と広い領域での国際協力・国際交

流により、我が国の教育の国際レベルを高め、そして世界の先進的な教育理念と経験を参考にする

ことで、教育の改革と開放を促進し、その国際的地位や影響力と競争力を高める。このことにより、

国の経済社会の対外開放政策に応え、国際的視野を有し、国際ルールに通じ、国際的実務と国際競

争に参加できる国際的人材を数多く養成する」とその目的を明確に掲げている。以下続けて、学者

の招聘、外国と共同での教育機構の設立、海外からの留学生の誘致、海外への教育機関の進出など

多くの具体策が述べられている。 
その中で特に注目されるのは、「小中高校、職業学校の対外交流を強化する」という一文である。

それはどちらかといえば、2000 年まで高等教育を中心に進められた国際化が新たな段階に入ったと

いう予告的なものである。無論、どのような方法を持って対外交流を進めるかは、解釈の余地が大

きく残されるが、この一文は、いままでの初等中等教育システムには大きな影響を及ぼすと予見し

うる。 
 

2-2 教育機構の共同運営―合作弁学 (6) 

今後、このように「中長期計画綱要」の実施で中国教育のグローバル化が一層推し進められるこ

とが予想されるが、1978 年以来、現場は多くの実践が展開されてきた。前述の海外への留学生と外

国人留学生の増加がその一例であるが、学校制度でも変容がおき、中国全土で、徐々に広く、深く

進行しているように見える。 
留学生の派遣と同じように、教育開放の初期手段の一つは「お雇い」外国人教師の招聘であった。

その数は年々増え、逆に今では外国から多くの求職者が来るようになり、一大労働市場となってき

ている。同時に、中国国内で外国の教育課程を導入して人材養成を行う試みが始まるようになる。

この場合、外国の団体が単独で教育機関を設置できないため、国内と国外の教育機関による共同運

営という形がとられている。最初に設立されたのは 1986 年の南京大学‐ジョン・ホプキンス大学中

米文化研究センター（The Johns Hopkins University-Nanjing University Center for Chinese American 

Studies）であり、それは、一年間の研修後、両大学共同の修了証書が交付されるという形態であっ

た。2006 年からは、修士課程も設けられ、中国人受講者には米国人教授が英語による指導をし、米

国からの受講者には中国人教授が中国語による指導をするというスタイルで、応募者が後を絶たな

い。 
共同運営の典型的形態は、南京の中米文化センターのように、高等教育機関の下位組織やその一

コースとなることである。この場合、修了書だけを交付する研修コースと学位を授与する学科や学

部の形態をとるものがある。また、中国側の関与の仕方としては行政的なサポートだけで、内容的

に完全に外国のスタイルに依拠するものと、共同で新たな教育課程を立ち上げるものがある。その

形態は極めて多様であるが、中国語では一括して「合作弁学」と呼ばれている。 
そのような動向の中で、2004 年の寧波ノッティンガム大学（The University of Nottingham Ningbo 

China）の設立は、合作弁学が新たな段階に入った象徴的な出来事であった。寧波ノッティンガム

大学は、浙江万象集団という民間団体の投資により設立され、ノッティンガム大学の教育システム

をそのまま導入し、ノッティンガム大学から学位が交付される。しかし、制度的には、寧波政府の

所属で、国家教育部の許可のもと、その学生募集も全国統一試験による国の募集システムに組み込
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まれた。また、学部以外に、修士課程と博士課程を設け、自前のキャンパスを擁する法人格の大学

であった。 
それから約８年後、2012 年 10 月に同じく法人資格をもつ上海ニューヨーク大学（New York 

University Shanghai）が設立され、2013 年９月に学部の一回生 300 名を受け入れる予定である。教育

言語は原則英語であるが、寧波ノッティンカム大学と異なるのは中国側の共同運営者は国立の重点

大学である華東師範大学で、華東師範大学の前学長がその首代学長を務める。常任副学長兼最高経

営責任者（CEO）は米国人である。 

外国の大学との共同運営による法人格の大学がこれからも増えそうな気配ではあるが、数の上で

多いのは国内の大学、あるいはその学部や学科に付属するものである。90 年代以来、このような大

学がまさに雨後の竹の子のように現れてきたが、中には管轄部門の許可を得ず、その証書が国内で

は無効のコースや機関も少なくない。そのため、国務院令第 372 号として、2003 年 3 月 1 日に「中

華人民共和国中外合作弁学条例」（9 月 1 日から施行）が制定され、さらに 2004 年 6 月 2 日に教育

部令の「中華人民共和国中外合作弁学条例実施方法」（7 月 1 日から施行）が公布され、教育部がそ

の管理に乗り出した。その全国的な経年データと詳細な種類別データは入手していないが、2012 年

8 月現在上海の例でその一端をうかがうこととしよう。 

上海市教育委員会のホームページ上に公開されている「上海市教育国際化工程“十二五”(7) 行動計

画」（2012 年 8 月 24 日）によると、現在上海にある合作弁学の機構とコースが全部で 220 個所であ

り、その中で機関が 39 に対して、コースが 181 である。教育段階と学歴別にみると、39 機関の内

訳は、大学院が 2、学部が 6、専門教育が 1、中等職業が 2、幼児教育が 6、非正規課程が 22 である。

181 コースの内訳をみると、149 が正規課程であり、大学院 28、学部 57、専門教育 42、中等職業 22
を含む。 

このように、合作弁学による教育は主に高等教育に集中しているが、中国で中国人を対象とする

教育としては、やはり特異な現象のように見える。しかし、その拡大により、高等教育に対する影

響はもちろんのこと、それを進学先として捉える中等以下の教育にとっても、教育制度や内容に変

容をもたらす大きな要素となるのであろう。この点から次に中等教育における状況を見てみたい。 

 
2-3 国際学校・国際部 

教育のグローバル化が最初に、そして顕著に現れたのは高等教育の分野であるが、初等中等段階

においても、異なる形とは言え、かなり早い時期にその波に洗われた。 
1972 年に中国が米国と日本との間に国交を回復してから、大使館員子弟・子女の教育が一つの課

題として浮上してきた。それを解消するために、外交部での登録許可のもと、各国の大使館により

大使館付属学校が設置され、それに関する規定「中国駐在外国大使館員子女学校の設立に関する暫

定規定」（1987 年 9 月施行）が外交部・国家教育委員会（現教育部）から出された。同時に、館員

が少なく、単独で学校を設置するほどではない小規模の大使館に対しては、1975 年に北京第 55 中

学が館員子弟・子女を受け入れる拠点となり、一般の教育課程と異なるカリキュラムを用意した国

際部が設置された。このことが現地校国際部の始まりである。 
1980 年代の後半になると、外国との経済文化交流が活発になるにつれ、さらに増えてきた大使館員

以外の子弟・子女の教育にも対応する必要が生まれ、大使館員子女学校が徐々に外国人子女学校(8)

へ解消的に発展した。その中でアメリカンスクールといったインターナショナルスクールのように

需要に応じ広く外国人を受け入れる学校も現れる。そして、1995 年 4 月に国家教育委員会から「外
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国人子女学校の開設に関する暫定管理弁法」が公布され、その設立と管理が明文化された(9)。 
2004 年の時点で外国人子女学校に関する国の統計データはなく、外国人子女学校は、数も少なく、

政府の関連機関に重視されるような教育機関ではなかったと思われるが、2009 年 10 月 22 日現在で

は、全国で 102 校(10)を数えるまで増加した。その内訳を見れば、北京市が最も多く 20 校であり、

次いで上海市が 19 校で２位を占める。 
外国人子女とともに、増加の一途を辿るもう一つのグループは、中国の経済的地位が向上するに

つれ、中国語の習得、あるいは中国の大学への進学をめざす、在外中国人と香港・マカオ・台湾人

子弟・子女である。このグループの大半が、国際学校よりも現地校への志向を強く持っている。無

論外国人子弟・子女の中にも、このような中国語と中国文化をより多く触れる現地校を望む人のほ

かに、国際学校のない町に在住する人もいる。これらの人々の存在が公立学校国際部の拡大、ある

いは現地校の外国人受け入れにつながったのである。ただし、中国の学校が原則的に地元に戸籍が

ある人しか受け入れないため、国際部の設置には管轄の教育委員会の許可が必要であり、また、単

発的に外国人子弟・子女を受け入れる現地校も同様であるため、その指針を明確にするため、1999
年７月に教育部から「小中高校外国人生徒の受け入れに関する管理暫定弁法」が公布された。 
北京第 55 中学に次ぎ、上海に公立現地校国際部ができたのは 1993 年の上海中学であり、2012 年

現在上海に国際部のある公立高校は 5 校になる。異なる進学目標を持つ学生の需要に応じるため、

これらの国際部にはそれぞれ英語と中国語を教育言語とする英語専攻（英文、原語：英文部）と中

国語専攻（中文、原語：中文部）の両方をそろえる学校、あるいはどちらか一方を提供する学校が

ある。 
中国語力の向上と中国の大学入試に向けた進学指導がメインとなる中国語専攻（中文）に対して、

英語専攻（英文）は海外の大学への進学を視野に欧米諸国のカリキュラムを提供する。それを指し

て中国では「国際課程」という。このような国際課程で提供されるプログラムで、多いのは米国の

アドバンス・プログラム（AP）(11) と英国の A-レベル (12)、そして IB である。 
このように、中国に来る海外の留学生と海外に出ていく中国人留学生、合作弁学、そして国際学

校と国際部の設置など中国教育のグローバル化が多方面にわたって展開されており、IB を含め外国

の教育カリキュラムの導入がまだ一部にとどまっているが、その拡大を受け入れる素地がすでに十

分に出来上がったかもしれない。 

３．中国における国際バカロレア導入の概況 

 2012 年 12 月現在、中国の IB 導入校が全部で 68 校になる。ここでは、導入の推移やその地域性

などまず全体を俯瞰してみよう。 
 
3-1 課程別と地域別の現況 

中国にある 68 校の IB 導入校を課程で数えると、102 課程になる。その内訳は DP が 57 でもっと

も多く、PYP がその後に続き 24、一番少ないのは中等課程の MYP の 21 である。その中で、２課

程以上を開設する学校もあり、開設課程別の学校数は表 3－1－1 の通りである。それによると、DP
だけの学校が最多で 36 校に上るが、次に多いのは３課程同時開講の 11 校である。もっとも少ない

のは MYP を開設する学校と PYP 及び MYP の２課程を開講する学校で、ともに２校だけである。

ここから、中国では、多くの国に大学入学の資格として認められる DP がもっとも需要があると考
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えることができる。 
さらに、IB の教育プログラムを実施する学校の地域を見てみよう。表 3－1－2 を見ると、IB の導

入校が最も多いのは 24 校を有する上海であり、国際都市としての上海を象徴する数字である。２位

の広東省は、90 年代から台湾と香港をはじめ外国資本を多く導入し、世界の工場となった地域であ

るが、発展のスピードがやや緩慢になり、IB 導入校の数が上海の半分で 12 校である。３位は首都

北京の 11 校で、上海近隣の江蘇省がそのあとに続き 10 校を数える。それ以外は北京、上海となら

び、直轄市である天津 (13)、沿海地域の浙江省、福建省、東北の吉林省、西南部の四川省にそれぞれ

2 校がある。そのほかに 1 校だけを有するのは中部の河南省である。 
 つまり、IB 導入校は中国のすべての直轄市省自治区にあるのではなく、経済開発が進む東部沿海

に集中し、東北と広大な内陸地域には全部で 5 校あるのみである。 
 

表 3－1－1 開設課程別学校数 
開設課程 P M D P＋M P+D M+D P+M+D

学校数 7 2 36 2 4 6 11 
注 1：IBO のホームページ

http://www.ibo.org/school/search/index.cfm?programmes=&country=CN&region=&find_schools により作成。 

注 2：課程名の表示は各家庭の頭文字。 

 
表 3－1－2 地域別 IB の導入校数 

省市 吉林 北京 天津 江蘇 上海 浙江 福建 広東 四川 河南

学校数 2 11 2 10 24 2 2 12 2 2 

  注 1：IBO のホームページ（同表 1）により作成。 

 
3-2 導入の推移と公立学校 

このように、IB のある学校は、主に上海、広東、北京と江蘇に集中しているが、初めて導入され

たのは北京であり、1991 年 5 月に DP を開講した北京順義国際学校（International School of Beijing）
であった。しかし、その後しばらくは新しい動きが見られず、4 年後の 1995 年にやっと第２の実施

校が現れた。以降毎年新しい導入校が IBO より許可されるが、2005 年まで２、３校に過ぎない（2004
年は例外）。2006 年に入ると、動きが一転し、以降単年度の許可校が今までの倍以上に増え、特に

2009 年以降 9 校か２ケタに上る。図 3－2－1 を見ると、2000 年度の半ば頃から IB の導入校が今ま

でにないスピードで増えつつあることがわかる。 
また、課程別の変遷を見ると、PYP の導入校は 1999 年までゼロでしたが、2000 年の 1 校から始

まり、徐々に増えていった結果、2010 年から MYP を超えるようになった。それに対して、MYP が

最初に導入されたのは 1995 年であり、DP との差がそれほどなかったが、増加するスピードが一貫

して緩慢である。 
PYP と MYP と比べると、DP の導入校は突出して多いことが図 3－2－1 からはっきりと見て取れ

る。さらにその増加率も高く、特に 2010 年から加速させてきていることがわかる。 
DP 導入校のもう一つの特徴は、公立学校が多いことである。公立学校の IB 導入を課程別で見れ

ば、DP 導入校が 12 校と多く、PYP の導入校はなく、MYP 導入校は 2 校に過ぎない。以下、公立

の DP 導入校の性格を分析してみよう。 
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図 3－2－1 課程別 IB の導入校数とその合計 

   注 1：IBO のホームページにより作成。 

 

４．DP を導入する公立校の特徴 

 12 校ある公立 DP 導入校は、吉林省に 1 校、北京市と天津市に 3 校、上海市に 4 校、江蘇省に 3
校、四川省に 1 校である。では、この 12 校に共通点があるのか、あるならどのような点であるか。

ここでは、その特徴のパターン化を試みる。 
 
4-1 公立 DP導入校の基本性格 

最初に学校の設立年を見てみよう。表 4－1－1 の通り、DP 導入校 12 校の半分近くは 1949 年に

共産党政権に交代した直後に設立された学校で、労働者幹部の養成を目的とした学校である。南京

外国語学校は当時の総理である周恩来の指示で設立された外交官養成校７校の中の一つである。残

りの半分は解放前の設立であるが、1911 年まで設立された 3 校は、近代化への移行が始まった初期

につくられた教育機関で、当時としてはかなり革新的なものであり、すべて公立であった。上海市

位育中学、成都樹徳中学がもともと私立学校であり、天津実験学校の前身に至ってはカソリックの

ミッション系学校であったが、50 年代から社会主義の学校としてすべて公立になった。いずれにせ

よ、内乱、戦争、新政権の樹立、文化大革命、改革開放、グローバル化など激動する中国の変化と

ともに、学校の名前だけでも数度変わってきたが、12 校とも長い歴史を有する学校である。 
 歴史の長さと並び、もう一つ注目される特徴は、公立 DP 導入校のすべてが所在市や省の重点学

校であることである。重点学校は乏しい資源を集中的に投入し、必要な人材を効率的に養成するた

めに 80 年代に始まった制度であるが、その後改革を目指し、国家教育部や地方の教育委員会により、

実験校やモデル校として指定されてきた。表にはそのすべてを挙げていないが、この 12 校もすべて

複数のモデル校として選ばれている。無論、歴史と恵まれた条件のもと、優秀な生徒が集められ、

名門大学の入学者に留まらず、国内や国際の学科別オリンピックや各種のコンテストにメダル獲得

者を輩出してきた。 
このような優良な教育資源を、教育拡大の中で生かしていく方法として編み出されたのはレベル

の高い学校が地方の教育局と協力で分校や付属校（セクション）、あるいは国有民営の学校を設立し

てグループ化することである。中国の公立 DP 導入校の半分は国際部以外に分校をもち、そのなか
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でも東北師範大、交通大、南京師範大の 3 付属及び四川の成都樹徳中学が本校以外に 5 校（セクシ

ョン）有し、幼稚園から高校の教育までカバーする。 
さらに近年注目されるのは、急激なグローバル化の流れである。次はこれらの教育先進校が IB

以外、どのような形で国際教育課程にかかわっているのかを見てみよう。 
 

表 4－1－1 公立 DP 導入校の基本性質 
学校名 設立年 分校・付属 教育段階・分野 ブランド 

東北師範大学付属 1950 5 幼、小、中、高、芸術、外 市重点、市校長・教員研修実践基地

北京市第五十五 1954 １ 高、外 市重点、全国現代化教育技術実験校

中国人民大学付属 1950 1 中、高、外 市重点、市モデル校、 

天津実験中学 1923 1 中、高 市重点、市モデル校 

上海中学 1865 1 高、外（幼～高） 市実験性モデル校 

上海交通大学付属 1954 5 中、高、外 市重点、市実験性モデル高校 

復旦大学付属 1950 1 高、外 市重点、市実験性モデル高校 

上海市位育中学 1943 2 高、外 市重点、市実験性モデル高校 

南京師範大学付属 1902 5 小、中、高、外 省重点、国家モデル高校 

南京外国語学校 1963 1 中、高、外 省重点 

無錫市第一中学 1911 1 高、外 省モデル高校、省 4つ星高校 

成都樹徳中学 1928 5 中、高 省重点、国家モデル高校 

注 1：各学校のホームページにより作成。 

注 2：中国の中学校、高校、中高一貫校の校名に「中学」を使うのが一般的。専用名詞として言及するときは原語

を使用し、付属校の場合それを省略（以下同）。 

注 3：分校・付属の数には「国際部」を含む。 

注 4：外は外国人を指し、香港、マカオ、台湾の生徒も含む。 

 
4-2 公立 DP導入校の国際教育 

 ２ですでに述べたが、中国人に中国の教育課程を施すのでなければ、国際部という別の教育シス

テムを立ち上げる必要がある。12 校の DP 導入校の中で、国際部の設立時期を見れば、おおよそ 2
グループに分けられる。一つは 1994 年までのグループで、設立の早い順で北京市第 55 中学、上海

中学と天津実験中学である。もう一つは 2000 年に入ってから設置されたグループであり、最も早い

のは中国人民大学付属中学、上海市位育中学と成都樹徳中学の 3 校で 2002 年であったのに対し、最

も遅いのは東北師範大学付属中学で 2011 年のことである。 
この区分は時期だけのものにとどまらず、教育の内容と対象の違いにも関係する。つまり、前者

は３直轄市にある学校で、まだ数も少ない上、三大都市に集中する外国人の子弟を対象に英語専攻

（英文）あるいは中国語専攻（中文）の教育を行う機関として政府に指定されたのであった。 
 その後中国の経済成長が勢いを増し、国際影響力も大きくなるにつれ、中国に長期滞在する外国

人及び台湾、香港、マカオの人々が増え続き、居住地域も広がってきたので、彼らの子弟・子女教

育に対応するため、国際部を設立する現地の学校が増えるようになった。 
一方、外国へ行く中国の留学生も増加し、さらにその低年齢化で高校での予備教育のニーズが生

まれ、それに応じるため、外国の教育課程を取り入れる学校が 2000 年代の後半から急速に増えてき
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た。表 4－2－1 をみると、DP の導入は上海中学以外に、すべて 2004 年以降のもので、その中の 8
校までは、2010 年から 3 年間の間に導入されたのである。DP 以外の教育課程については、米国に

照準を合わせる AP 課程と英国の A-レベル課程がその大半を占め、同じくほとんどが 2000 年代の

後半から設置されたものである。 
  

表 4－2－1 公立 DP 導入校の国際教育課程 
学校名 国際部設立年 DP の許可年 他の国際教育課程（開始年） 

東北師範大学付属 2011 2012.5 ・A－レベル（2011） 

北京市第 55 1989（1975） 2004.6 ・MYP 中文クラス（1995） 

・MYP 英語専攻（英文）クラス（1995） 

・留学生中国語専攻（中文）高校クラス 

中国人民大学付属 2002 2012.4 ・A－レベル（2004） 

・中・米国際課程(2010) 

・留学生中国語専攻（中文）課程（不明） 

天津実験中学 1994 2008.3 ・中・ニュージーランドクラス（2002） 

・留学生中国語専攻（中文）課程（1994） 

・MYP（1998.6） 

上海中学 1993 1995.10 ・AP（2008） 

・留学生中国語専攻（中文）課程（不明） 

上海交通大学付属 2006 2012.5 ・中国語専攻（中文）言語・大学予科クラス（2006）

・交換留学（2010） 

復旦大学付属 2006 2010.2 ・AP（2006） 

・WLSA 国際高校課程（2012） 

・中国語専攻（中文）クラス（2006） 

上海市位育中学 2002 2011.5 ・留学生中国語専攻（中文）（2002） 

南京師範大学付属 2006 2007.6 なし 

南京外国語学校 不明 2012.5 ・中国カナダ国際高校（2002） 

・A-レベル（2008） 

・豪 G-8 課程（2007） 

無錫市第一中学 2008 2012.5 ・A-レベル（2008） 

成都樹徳中学 2002 2012.1 ・米豪名門大予備クラス（不明） 

・米名門大進学クラス（不明） 

・豪英加トップ校進学クラス（不明） 

    

このように、公立 DP 導入校のすべてが当該地のトップ校で、優秀な教員(14)と設備に恵まれた重

点学校である。それは最初に政府が外国人子弟を受け入れる国際部として条件のよい学校を選んだ

ことと無関係ではない。ただし、国際部の対象が外国人だけに留まらず、徐々に中国人をも包摂す

るようになってきている。表 4－2－1 を見ると、外国人を想定する中国語専攻（中文）コースのあ

る高校は 12 校中７校であり、半数をやや上回った程度で多いとは言えない。逆に AP 課程や A－レ
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ベル、あるいは進学先の国名を冠した英語による高校のアドバンスコースを設けたのは９校ある。

その受講者の多くは中国人学生であることが予測される。その理由は、第一に、外国人子弟・子女

が欧米のカリキュラムを選択するのであればインターナショナルスクールを選択するであろう。第

二に、AP 課程、A‐レベルなど難度の高い授業をこなせる外国人子弟・子女は、選抜できるほど多

くはない。実際に学校のホームページを見ると、広範囲から中国人を募集する学校も少なくない。 
現地校国際部における教育対象が外国人子弟から中国人へと変化してきたことは、初等中等教育

のグローバル化にとって、象徴的なことになると考えられる。 

５．まとめ 

 1976 年の文化大革命終結以来、グローバル化は教育のテーマであり続けた。70 年代末、80 年代

の先進諸国への国費留学や訪問・視察、外国理論の紹介から始まり、90 年代の私費留学生の機会拡

大、増える外国人留学生の受け入れや外国人子弟の受け入れ先としてのインターナショナルスクー

ルと現地校国際部の増加、そして 2000 年代の欧米教育の受容と留学の低年齢化及びその拡大である。

IB も AP 課程や A-レベルと同じように、外国の教育制度の受容の一環であり、中国と外国との合作

弁学による教育機構やプログラムとともに、増える傾向にある。 
 そのなかで、公立現地校の変化には注目すべきである。国際部という限定されたセクションでは

あるが、一般校よりも多くの予算が配分される重点学校が、優秀な生徒を対象に欧米の教育課程を

取り入れるということだけではない。教育の結果が欧米の教育機関により評価されるという事実は

見落とすことができない。 
 DP の許可年を見ると、現地公立導入校が拡大の気配を見せていることがはっきりと見て取れる。

そこには国際的人材の養成という政府の教育政策による推進力を否定できないであろう。一方、グ

ローバル企業の中国での拡大、それにより二ヵ国語以上の言語を自在に操る中国人管理者が、貧富

の差が激しく将来厳しい競争に晒される受験生とその親に非常に魅力的に映ったことも想像できる。

国の政策と市場の一致、その相互作用が DP 導入校拡大の原動力となったと推測される。 
 ただし、グローバル化とは言え、長い歴史と文化を持ち、社会主義国家ゆえの特殊な表彰システ

ムを持つ中国の学校が、全く異なる言語と文化体系を背景とする欧米の教育システムとどのような

葛藤が生まれ、どう融合していくのか。具体的には教員の募集や管理、生徒に対する評価システム、

現地文化の取り入れ、異なる価値観がぶつかるときの処理方法はどうであるか。これらの積み重な

る問題の数々に対して、中国の学校がどのように解決しようとするのか。その解明は、今後の課題

であろう。 
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－16 歳対象）、初等課程プログラム（PYP 3－12 歳対象）の 3 つのプログラムを有する。具体的にはそのホームページ
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る調査研究』、平成 16 年 3 月）を参照されたい。 

10) 教育部「許可された外国人子女学校リスト」『教育部渉外監管情報網』。 

   http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s3119/201002/82560.html 

11) 大学の教養科目レベルのものを高校で開講するコース。試験で一定のレベルに達すると、大学入学後単位として認め

られる大学もある。 

12) 義務教育の最終試験 GCSE のアドバンスコース。 

13) 全部で 4 つ、もう一つは重慶市である。 

14) 日本と違い、特別な理由でなければ、中国の公立学校の教員には移動がなく、一生同じ学校に勤める人も少なくない。 

 
 

（受理日：平成 25 年 3 月 20 日） 
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単学級サンプルを利用した学級規模効果の推定 

Effects of Class Size on Student Achievement in Japan: 
Schools with One Class per Grade in Rural and Non-rural Areas 

妹尾 渉＊、篠崎 武久＊＊、北條 雅一＊＊＊ 

SENOH Wataru, SHINOZAKI Takehisa and HOJO Masakazu 

 

Abstract 
This paper investigates whether class size effects on the test scores of elementary and secondary 

students in Japan. In order to address the endogeneity bias for class size, we analyzed only stu-
dents attending schools with one class per grade, in both rural and non-rural areas. The results in-
dicate that class size has a significant negative effect on language and mathematics scores, but the 
magnitude of the effect is small, with an increase of ten students corresponding to about -0.3 to 
-0.7 percent points in the case of elementary schools, and about -0.7% to -1.4 percent points in the 
case of lower secondary schools. 
 

１．はじめに 

本稿は、文部科学省・国立教育政策研究所の共同実施事業「全国学力・学習状況調査（平成 19
年度実施分）」の 1 学年 1 学級学校の単学級サンプルを利用して、認知能力の一指標としての科目別

正答率と学級規模との関係性を明らかにするものである。この分野の実証研究では、通常、テスト

スコアで測られる学力を被説明変数、学級規模を説明変数とする「教育の生産関数」と呼ばれる重

回帰分析が行われる。しかしながら、児童生徒の能力や社会経済的背景、その地域・学校の教育熱

意に代表される「直接観察できない要因」が児童生徒の割り当てられる学級規模を左右するような

状況下では、その推定において内生性バイアスと呼ばれる深刻な問題が発生し、学力と学級規模の

関係性を正確に識別できないことが知られている（Angrist and Lavy (1999)、Krueger (1999)、Hoxby 
(2000)、Wößmann and West (2006)、Heinesen (2010)）。 
日本では、従来から国の義務標準法のもとで 1 学級 40 人の編成基準が示されているが、平成 13

年度の標準法改訂を機に徐々に学級編成の弾力化がおこなわれており、最近では、地域の実情や児

童生徒の実態を勘案しながら、各自治体・学校の判断でより柔軟な学級編成をおこなうことが可能

となっている 1）・2）。したがって、児童生徒の割り当てられる学級規模が児童生徒の能力や社会経済

的背景、その地域・学校の教育熱意といった「直接観察できない要因」によって規定される余地が

以前と比べても拡大しており、これにより特に直近のデータを用いて学級規模と学力との関係性を

分析する際には、この内生性バイアス問題への対応が不可避な状況となっている。実際に最近の日

本のデータを利用した実証分析においても、学級規模が各種の「直接観察できない要因」と相関す

                                                      
＊   国立教育政策研究所・教育政策・評価研究部・総括研究官 
＊＊  早稲田大学・理工学術院・准教授 
＊＊＊ 新潟大学・人文社会・教育科学系・准教授 



 162

ることで生じる内生性バイアスの存在を確認している（赤林・中村（2011）、赤林・中村・佐野・直

井 (2011)、Hojo（2011））。 
本研究では、このような内生性バイアスを回避するために、1 学年 1 学級の単学級学校に在籍す

る児童生徒に対象を限定し、「教育の生産関数」の推定を行う。1 学年 1 学級の単学級においては「直

接観察できない要因」によって児童生徒の割り当てられる学級規模が恣意的に定まる環境はほぼ排

除できると考えられる。主要な結果は以下の通りである。①学級規模の拡大は各教科の正答率に対

しておおむね負の効果をもたらしている。もっとも、その程度は小さく、学級規模が 10 名大きくな

った場合に、小学校では 0.3～0.7％ポイント程度、中学校では 0.7～1.4％ポイント程度の正答率の低

下である。②非僻地よりも僻地において、学級規模拡大の負の効果が大きい。③社会経済的背景や

能力といった児童生徒の属性の代理変数として「その他の児童生徒に関する属性要因」を推定に加

えたが上記の推定結果は大きく変わらなかった。 
以下、2 節では、先行研究からみえる課題と本研究の推定戦略、3 節では、利用したデータについ

て、4 節では、推定結果とその考察、5 節では、まとめ、について述べる。 

２．先行研究からみえる課題と本研究の推定戦略 

2.1 先行研究からみえる課題 

学校教育に対する公的な投入資源の多寡が教育成果を左右するか否かについて検証する試みは、

その小さくない教育費負担を反映して、今日においても世界的に関心の高いテーマである。また、

このような検証自体、公的負担を伴う学校教育の存在意義や目的そのものを問いなおすという点に

おいて非常に重要な視座を与える。なかでも教育費の大部分を占めるのは教員の人件費であること

から、教員配置を左右する就学時の学級規模と学力との関係については、諸外国を中心にこれまで

にも実に様々な実証研究が試みられてきた。しかしながら、未だ統一的な見解がみられるわけでは

ない。Hanushek (2006) は、学校内の各種投入要素が教育成果に与える効果について、米国や先進国・

途上国における実証研究を概観しているが、投入要素のうちの学級規模の縮小については、その効

果が見いだせない場合が多いと結論付けている。その一方で、Krueger (1999)、Angrist and Lavy (1999)、
Urquiola (2006) らのように実験的・疑似実験的手法を用いて推定を行った場合、学級規模の縮小に

ついて一定の効果が認められるとする研究も少なからず存在する 3）。 
このような見解の不一致が生じる要因のひとつは、実際の分析においては、内生性と呼ばれる推

定上の問題が起こることによる。通常、教育の生産関数と称される推定モデルは（１）式のように

定式化される。ここで、TESTSCORE は学力、CLASSSIZE は学級規模、αは定数項、βは学級規模

にかかる係数、X は教育成果に影響を与えるその他の要因群をあらわすベクトルでかつ観察可能な

変数群、γはその他の要因群にかかる係数、εは誤差項である。実証分析の関心は、学級規模の効

果を測定するために推定された係数βが統計的に影響をもちうるか否か、また影響をもつならばど

の程度の大きさになるか、という点にある。 
 TESTSCORE = 	α	 + 	β ∙ CLASSSIZE + 	γ ∙ X + ε         （1） 
 
ここで、（1）式のように学力を被説明変数とし学級規模を説明変数とする重回帰分析を行う場合、

学級規模 CLASSSIZE を規定し、かつ教育成果 TESTSCORE にも影響を与えるにもかかわらず「直
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接観察できない要因」が別に存在すると、学級規模 CLASSSIZE と直接観察できない要因を包含し

た誤差項εが相関をもち、推定された係数βの信頼性が担保できないという内生性バイアス問題が

生じることになる。そのため、学級規模と学力との関係性を正確に識別することができない。たと

えば、もともと社会経済的背景にめぐまれた児童生徒が多い地域や学校では学級規模が大きいまま

のクラス編成で対応する、また、教育熱意の高い地域や学校では学級規模の小さいクラス編成で対

応する、などといったケースがこれにあたる。前者の場合は、学級規模と直接観察できなかった「児

童生徒のめぐまれた社会経済的背景」を包含する誤差項が正の相関をもつため、学級規模にかかる

係数βが過大推定に、後者の場合は、学級規模と直接観察できなかった「地域や学校の教育熱意」

を包含する誤差項が負の相関をもつため、学級規模にかかる係数βが過少推定となることが予想さ

れる。 
 
2.2 課題への対応方法と本研究の推定戦略 

近年、この内生性バイアス問題を回避するために各種の方法が考案されているが、この分野の実

証研究では、これまでに大きく分けて①社会実験的手法、②自然実験的手法の二つのアプローチが

とられている。①の社会実験的手法とは文字通り、実際に実験を行って得たデータを利用して推定

を行うものである。具体的には、くじ引きに従って児童生徒をランダムに大小それぞれの学級規模

に割り当て、その効果を観察するものである。くじ引きを利用することで、学級規模やクラスへの

割り当てが児童生徒の能力・社会経済的背景や学校の裁量などといった直接観察できない要因によ

って影響を受けることのない状況を人工的に作り出すことができる。その結果として、学級規模と

誤差項とが相関をもたない（このとき、学級規模は「外生である」という）ことをある程度担保で

きる。代表的な実験例としては、1980 年代にアメリカのテネシー州で実施された“Project STAR”
が有名であるが、Krueger (1999) は、このデータを利用して推定を行い、学級規模縮小には効果が

あることを示した。 
一方で、①のような社会実験にはその実施について常に倫理的な問題が併存するため、そのデー

タ収集は実際上かなりの困難を伴うものとなる。そのため、近年では、②の自然実験的手法による

内生性バイアスの統制に注目が集まりつつある。自然実験的手法とは、歴史上の偶然の出来事から

生じた疑似実験的な環境をもとにして得たデータを活用して推定を行うものである。その代表的な

分析例としては、Angrist and Lavy (1999) が挙げられる。彼らは、イスラエルでは児童生徒数が一ク

ラスあたり 40 人を超えないという歴史的な教育慣習に着目した。例えば、その学校の児童生徒数が

40 人であれば 1 クラスに、学校の児童生徒数が 41 人であればより小さい学級規模の 20 人と 21 人

の 2 クラスに機械的に割り当てられる。したがってこの場合、学級規模は、その学校に在籍する児

童生徒数の多寡によって偶然に決まることになるので、基本的には、児童生徒の能力・社会経済的

背景や学校側の裁量などといった直接観察できない要因の影響はほぼ考慮に入れる必要がない。つ

まり、学級規模は外生と想定できることになる。彼らの推定結果は、学級規模縮小の効果が存在す

ることを示していた。また、Hoxby (2000) も同様の発想で、通学区域における人口変動の偶然がそ

の学校に在籍する児童生徒数を規定し、それによって学級規模の大小が偶然に決まることを利用し

た。ただし、Angrist and Lavy (1999) とは逆に、推定結果は学級規模縮小の効果を認めないものとな

っている。 
その他の自然実験的な手法として、Urquiola (2006) が挙げられる。彼は地域間の人口的な偏在を

推定に利用することを提案した。そもそも人口が少なく学齢期人口も多くない地域においては、複
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数のクラスを編成するだけの児童生徒が集まらず、1 学年 1 学級編成（単学級）という環境が自然

に発生することになる。このことは、そのような地域では、学級規模そのものが通学区域の学齢期

人口によって偶然に決まり（つまり学級規模は外生）、児童生徒の能力・社会経済的背景や、その地

域や学校の教育熱意などに代表される「直接観察できない要因」が学級規模や特定のクラスへの割

り当てを決める余地がほとんどない存在しないことを意味する。したがって、1 学年 1 学級の学校

地域に在籍する児童生徒のみを分析のサンプルとして（1）式の推定を行えば、学級規模についての

内生性バイアスの問題を回避できることになる。彼の推定結果によれば、学級規模縮小にはその効

果が認められている。 
最近になって、日本の実証例においても自然実験的手法のうち、Angrist and Lavy (1999) により提

案されたアプローチを採用する実証分析が試みられるようになってきている。赤林・中村（2011）
は学校集計レベルの推定を行い、当初の認知能力を統制した後でも、小学 6 年生の国語では学級規

模縮小の効果がみられること、一方で、中学 3 年生については国語、数学ともその効果がみられな

いことを報告している。また、Hojo (2011) は児童生徒レベルの推計を行なっているが、中学 2 年生

の数学、理科では学級規模縮小の効果はみられないとしている。これに対して、本研究では Urquiola 
(2006) により提案された単学級サンプル・アプローチを採用する。 

３．データ 

文部科学省・国立教育政策研究所の共同実施事業「全国学力・学習状況調査（平成 19 年度実施）」

のデータを利用する。この調査は悉皆で行われ、その対象学年は、小学校 6 年生（対象教科；国語、

算数）、中学校 3 年生（対象教科；国語、数学）である。なお各教科においては、主として「知識」

を問う A 問題、主として「活用」を問う B 問題とに分かれているが、本稿では、各教科の A 問題

と B 問題を合算したものを該当教科の正答率として採用する。このデータセットは悉皆調査である

ことから、各自治体のもとで行われる学力調査や PISA・TIMSS といった国際的な学力調査と異な

り、1 学年 1 学級のみを分析対象とする場合にも多変量解析に耐えうる十分な児童生徒サンプルサ

イズを確保できるという点で本分析にも適している。 
文部科学省「学校基本調査（平成 19 年度）」によると、公立学校のうち 1 学年 1 学級学校と予想

される学校数（小学校では 6 学級以下の学校規模、中学校では 3 学級以下の学校規模、休校は除く）

は、小学校では全体のうち 24.9％、中学校では全体のうち 12.6％を占める。本稿では、平成 19 年度

実施の悉皆調査の児童生徒票から、①公立の小・中学校、かつ②解答者数が 10 人以上かつ 40 人以

下の学校、かつ③学年のクラス数を「１」と回答した学校（したがって、1 学年 1 学級のいわゆる

「単学級」に該当）、に在籍する児童生徒を抽出し、これを分析に利用する 4）。本分析に用いたデー

タセットの記述統計量は図表 1 の通りである。比較のため、分析対象となる 1 学年 1 学級の学校に

在籍する児童生徒サンプル（以下、単学級サンプル）とあわせて児童生徒の全サンプルの統計量も

示している。また、都市部、非都市部といった地域状況によって学校外教育の環境、また学校選択

の余地などの各種条件が異なることも予想されるため、学校の僻地指定区分の有無で分析対象を分

けた統計量も示す。 
本分析に用いたデータセットでは、受験者数ベースでみて小学校では 14.1％、中学校では 3.4％が

1 学年 1 学級の学校に在籍している。平均的な学級規模をみると、僻地・非僻地を問わず、単学級

サンプルのほうが全サンプルよりも小さな規模で編成されている。また、各教科の平均的な正答率
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については、小学校の非僻地を除いて、単学級サンプルのほうが全サンプルよりも高い傾向にある

ことがわかる。 

４．推定結果とその考察 

4.1 推定モデル 

推定モデルは、（1）式を基本として、（2）式に示される推定を行った。 
 

児童生徒レベル  TESTSCORE = 	α	 + 	β ∙ CLASSSIZE + 	γ ∙ X + ε    （2） 
 

図表１ 記述統計量 
[小学 6 年生] 

全サンプル                  
 非僻地 僻地 全サンプル 
 Obs Mean S.D. Min Max Obs Mean S.D. Min Max Obs Mean S.D. Min Max

受験者数 1007028 85.409 39.900 10 254 20858 32.353 22.543 10 103 1027886 84.332 40.323 10 254

学級規模 1007028 30.799 5.586 10 40 20858 22.424 7.907 10 39 1027886 30.629 5.765 10 40

国語正答率 1007028 75.144 17.118 0 100 20858 72.078 17.417 0 100 1027886 75.082 17.130 0 100

算数正答率 1007028 74.454 17.793 0 100 20858 70.724 17.741 0 100 1027886 74.378 17.800 0 100

女子ダミー 1007028 0.493 0.500 0 1 20858 0.491 0.500 0 1 1027886 0.493 0.500 0 1

就学援助割合 35％以上 1007028 0.067 0.250 0 1 20858 0.033 0.179 0 1 1027886 0.066 0.249 0 1

平日勉強時間（3 時間以上） 1007028 0.109 0.312 0 1 20858 0.045 0.208 0 1 1027886 0.108 0.310 0 1

平日勉強時間（2～3 時間） 1007028 0.147 0.354 0 1 20858 0.109 0.311 0 1 1027886 0.146 0.354 0 1

平日勉強時間（1～2 時間） 1007028 0.325 0.468 0 1 20858 0.364 0.481 0 1 1027886 0.326 0.469 0 1

平日勉強時間（30 分～1 時間） 1007028 0.260 0.439 0 1 20858 0.302 0.459 0 1 1027886 0.261 0.439 0 1

平日勉強時間（30 分未満） 1007028 0.119 0.324 0 1 20858 0.135 0.341 0 1 1027886 0.119 0.324 0 1

平日勉強時間（していない） 1007028 0.039 0.194 0 1 20858 0.045 0.208 0 1 1027886 0.039 0.194 0 1

因子 1（自尊意識） 1007028 0.001 0.772 -3.248 1.120 20858 -0.040 0.774 -3.248 1.120 1027886 0.000 0.772 -3.248 1.120

因子 2（家庭コミュニケーション） 1007028 -0.001 0.728 -2.204 1.253 20858 0.071 0.709 -2.204 1.253 1027886 0.000 0.728 -2.204 1.253

因子 3（家庭学習） 1007028 -0.001 0.879 -1.637 1.814 20858 0.051 0.861 -1.637 1.814 1027886 0.000 0.878 -1.637 1.814

因子 4（学校生活満足度） 1007028 0.000 0.837 -3.909 0.537 20858 -0.013 0.851 -3.909 0.537 1027886 0.000 0.837 -3.909 0.537

因子 5（社会への興味関心） 1007028 0.000 0.906 -2.072 1.407 20858 -0.017 0.905 -2.072 1.407 1027886 0.000 0.906 -2.072 1.407

因子 6（地域への興味関心） 1007028 -0.003 0.760 -2.285 1.338 20858 0.148 0.764 -2.285 1.338 1027886 0.000 0.761 -2.285 1.338

因子 7（規範意識） 1007028 0.000 0.880 -4.671 1.029 20858 0.016 0.877 -4.671 1.029 1027886 0.000 0.880 -4.671 1.029

因子 8（学校外経験：その他） 1007028 -0.002 0.880 -3.073 1.365 20858 0.073 0.866 -3.060 1.365 1027886 0.000 0.879 -3.073 1.365

因子 9（学校外経験：自然） 1007028 -0.002 0.890 -2.932 1.144 20858 0.094 0.851 -2.888 1.144 1027886 0.000 0.889 -2.932 1.144

                  
単学級サンプル                  
 非僻地 僻地 全サンプル 
 Obs Mean S.D. Min Max Obs Mean S.D. Min Max Obs Mean S.D. Min Max

学級規模 130201 26.415 8.211 10 40 14971 20.273 7.708 10 39 145172 25.782 8.372 10 40

国語正答率 130201 74.355 16.922 0 100 14971 72.909 17.083 0 100 145172 74.206 16.944 0 100

算数正答率 130201 73.834 17.357 0 100 14971 71.892 17.280 0 100 145172 73.634 17.359 0 100

女子ダミー 130201 0.493 0.500 0 1 14971 0.491 0.500 0 1 145172 0.492 0.500 0 1

就学援助割合 35％以上 130201 0.060 0.237 0 1 14971 0.028 0.165 0 1 145172 0.056 0.230 0 1

平日勉強時間（3 時間以上） 130201 0.071 0.257 0 1 14971 0.042 0.201 0 1 145172 0.068 0.252 0 1

平日勉強時間（2～3 時間） 130201 0.131 0.337 0 1 14971 0.107 0.309 0 1 145172 0.128 0.334 0 1

平日勉強時間（1～2 時間） 130201 0.361 0.480 0 1 14971 0.377 0.485 0 1 145172 0.363 0.481 0 1

平日勉強時間（30 分～1 時間） 130201 0.287 0.453 0 1 14971 0.308 0.462 0 1 145172 0.290 0.454 0 1

平日勉強時間（30 分未満） 130201 0.114 0.318 0 1 14971 0.127 0.333 0 1 145172 0.116 0.320 0 1

平日勉強時間（していない） 130201 0.035 0.184 0 1 14971 0.038 0.191 0 1 145172 0.035 0.184 0 1

因子 1（自尊意識） 130201 0.001 0.773 -3.231 1.151 14971 -0.011 0.771 -3.231 1.151 145172 0.000 0.772 -3.231 1.151

因子 2（家庭コミュニケーション） 130201 -0.005 0.729 -2.337 1.202 14971 0.046 0.712 -2.337 1.202 145172 0.000 0.728 -2.337 1.202

因子 3（家庭学習） 130201 -0.002 0.867 -1.700 1.822 14971 0.020 0.858 -1.700 1.822 145172 0.000 0.866 -1.700 1.822

因子 4（学校生活満足度） 130201 0.000 0.836 -3.952 0.534 14971 0.002 0.843 -3.952 0.534 145172 0.000 0.837 -3.952 0.534

因子 5（社会への興味関心） 130201 0.000 0.898 -2.102 1.421 14971 -0.003 0.903 -2.102 1.421 145172 0.000 0.899 -2.102 1.421

因子 6（地域への興味関心） 130201 -0.011 0.781 -2.511 1.223 14971 0.093 0.768 -2.511 1.223 145172 0.000 0.781 -2.511 1.223

因子 7（規範意識） 130201 -0.002 0.881 -4.800 1.011 14971 0.014 0.877 -4.800 1.011 145172 0.000 0.881 -4.800 1.011

因子 8（学校外経験：その他） 130201 -0.007 0.882 -3.166 1.324 14971 0.057 0.865 -3.153 1.324 145172 0.000 0.881 -3.166 1.324

因子 9（学校外経験：自然） 130201 -0.009 0.890 -3.071 1.119 14971 0.081 0.853 -3.027 1.119 145172 0.000 0.887 -3.071 1.119
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[中学３年生] 
全サンプル                
 非僻地 僻地 全サンプル 
 Obs Mean S.D. Min Max Obs Mean S.D. Min Max Obs Mean S.D. Min Max

受験者数 930239 150.487 60.652 10 311 23710 52.288 42.698 10 232 953949 148.046 62.180 10 311

学級規模 930239 32.679 3.861 10 40 23710 26.053 7.066 10 40 953949 32.514 4.104 10 40

国語正答率 930239 80.052 15.399 0 100 23710 78.978 15.445 0 100 953949 80.026 15.401 0 100

数学正答率 930239 68.930 23.263 0 100 23710 65.248 22.981 0 100 953949 68.839 23.264 0 100

女子ダミー 930239 0.488 0.500 0 1 23710 0.494 0.500 0 1 953949 0.488 0.500 0 1

就学援助割合 35％以上 930239 0.067 0.250 0 1 23710 0.028 0.164 0 1 953949 0.066 0.248 0 1

平日勉強時間（3 時間以上） 930239 0.099 0.299 0 1 23710 0.043 0.204 0 1 953949 0.098 0.297 0 1

平日勉強時間（2～3 時間） 930239 0.261 0.439 0 1 23710 0.177 0.381 0 1 953949 0.259 0.438 0 1

平日勉強時間（1～2 時間） 930239 0.296 0.457 0 1 23710 0.338 0.473 0 1 953949 0.297 0.457 0 1

平日勉強時間（30 分～1 時間） 930239 0.161 0.368 0 1 23710 0.224 0.417 0 1 953949 0.163 0.369 0 1

平日勉強時間（30 分未満） 930239 0.101 0.301 0 1 23710 0.130 0.337 0 1 953949 0.102 0.302 0 1

平日勉強時間（していない） 930239 0.081 0.272 0 1 23710 0.087 0.283 0 1 953949 0.081 0.273 0 1

因子 1（自尊意識） 930239 0.000 0.785 -2.871 1.358 23710 0.001 0.769 -2.871 1.358 953949 0.000 0.785 -2.871 1.358

因子 2（家庭コミュニケーション） 930239 -0.004 0.757 -1.779 1.739 23710 0.168 0.743 -1.779 1.739 953949 0.000 0.758 -1.779 1.739

因子 3（家庭学習） 930239 -0.002 0.870 -1.605 1.837 23710 0.098 0.835 -1.605 1.837 953949 0.000 0.869 -1.605 1.837

因子 4（学校生活満足度） 930239 -0.001 0.845 -2.565 0.819 23710 0.046 0.818 -2.565 0.819 953949 0.000 0.845 -2.565 0.819

因子 5（社会への興味関心） 930239 -0.001 0.970 -2.027 1.455 23710 0.044 0.939 -2.027 1.455 953949 0.000 0.969 -2.027 1.455

因子 6（地域への興味関心） 930239 -0.007 0.809 -1.652 2.029 23710 0.291 0.849 -1.652 2.029 953949 0.000 0.811 -1.652 2.029

因子 7（規範意識） 930239 -0.001 0.876 -4.254 1.090 23710 0.052 0.852 -4.254 1.090 953949 0.000 0.875 -4.254 1.090

因子 8（学校外その他経験） 930239 -0.004 0.901 -2.591 1.599 23710 0.158 0.881 -2.569 1.599 953949 0.000 0.901 -2.591 1.599

因子 9（学校外自然経験） 930239 -0.005 0.926 -2.571 1.192 23710 0.192 0.876 -2.556 1.192 953949 0.000 0.926 -2.571 1.192

                

単学級サンプル                

 非僻地 僻地 全サンプル 
 Obs Mean S.D. Min Max Obs Mean S.D. Min Max Obs Mean S.D. Min Max

学級規模 20543 27.742 7.574 10 40 11474 23.978 8.195 10 40 32017 26.393 8.008 10 40

国語正答率 20543 80.878 14.585 0 100 11474 80.621 14.422 0 100 32017 80.786 14.527 0 100

数学正答率 20543 69.725 22.112 0 100 11474 67.917 22.122 0 100 32017 69.077 22.132 0 100

女子ダミー 20543 0.493 0.500 0 1 11474 0.494 0.500 0 1 32017 0.493 0.500 0 1

就学援助割合 35％以上 20543 0.055 0.229 0 1 11474 0.032 0.177 0 1 32017 0.047 0.212 0 1

平日勉強時間（3 時間以上） 20543 0.059 0.236 0 1 11474 0.039 0.193 0 1 32017 0.052 0.222 0 1

平日勉強時間（2～3 時間） 20543 0.212 0.408 0 1 11474 0.178 0.383 0 1 32017 0.200 0.400 0 1

平日勉強時間（1～2 時間） 20543 0.354 0.478 0 1 11474 0.363 0.481 0 1 32017 0.357 0.479 0 1

平日勉強時間（30 分～1 時間） 20543 0.210 0.408 0 1 11474 0.229 0.420 0 1 32017 0.217 0.412 0 1

平日勉強時間（30 分未満） 20543 0.105 0.307 0 1 11474 0.124 0.329 0 1 32017 0.112 0.315 0 1

平日勉強時間（していない） 20543 0.059 0.236 0 1 11474 0.068 0.252 0 1 32017 0.062 0.242 0 1

因子 1（自尊意識） 20543 -0.009 0.781 -2.944 1.367 11474 0.016 0.775 -2.944 1.367 32017 0.000 0.779 -2.944 1.367

因子 2（家庭コミュニケーション） 20543 -0.023 0.755 -2.033 1.548 11474 0.041 0.745 -2.033 1.548 32017 0.000 0.752 -2.033 1.548

因子 3（家庭学習） 20543 -0.014 0.851 -1.867 1.705 11474 0.025 0.837 -1.867 1.705 32017 0.000 0.846 -1.867 1.705

因子 4（学校生活満足度） 20543 -0.019 0.861 -2.622 0.813 11474 0.034 0.834 -2.622 0.813 32017 0.000 0.852 -2.622 0.813

因子 5（社会への興味関心） 20543 -0.013 0.941 -2.185 1.429 11474 0.023 0.932 -2.185 1.429 32017 0.000 0.938 -2.185 1.429

因子 6（地域への興味関心） 20543 -0.046 0.832 -1.989 1.610 11474 0.083 0.824 -1.989 1.610 32017 0.000 0.832 -1.989 1.610

因子 7（規範意識） 20543 -0.020 0.884 -4.589 1.076 11474 0.035 0.854 -4.589 1.076 32017 0.000 0.874 -4.589 1.076

因子 8（学校外その他経験） 20543 -0.033 0.901 -2.871 1.481 11474 0.058 0.894 -2.839 1.481 32017 0.000 0.900 -2.871 1.481

因子 9（学校外自然経験） 20543 -0.035 0.943 -2.903 1.018 11474 0.062 0.913 -2.903 1.018 32017 0.000 0.934 -2.903 1.018

  

 
ここで、i は児童生徒、j は教科、k は学校、また、TESTSCORE は学力、CLASSSIZE は学級規模、

αは定数項、βは学級規模にかかる係数、X は教育成果に影響を与えるその他の要因群、γはその

他の要因群にかかる係数、εは誤差項である。X の教育成果に影響を与えるその他の要因群として

は、篠崎（2008）を参考に、個人属性として、性別、平日の勉強時間、また地域・学校の属性とし

て、在籍する学校の就学援助児童生徒の割合、をもちいた。期待される符号は、学級規模はマイナ

ス、性別（男子の場合 0、女子の場合１の値をとる女子ダミー変数）はプラス、平日の勉強時間は

「していない」を基準にしてそれ以外の「3 時間以上」、「2～3 時間」、「1～2 時間」、「30 分～1 時間」、

「30 分未満」についてはプラス、学校の就学援助割合（在籍する児童生徒のうち 35％未満の場合 0、
35％以上の場合 1 の値をとるダミー変数）はマイナスである。これらの変数の記述統計量について

も図表 1 に示してある。 
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4.2 推定結果 

 ここでは、内生性バイアスを考慮した 1 学年 1 学級学校の単学級サンプルによる推定結果を示す

と同時に、ベンチマークとして内生性バイアスを考慮しない場合の児童生徒全サンプルによる推定

結果も示し、これと比較検討する。両者の推定結果は、図表 2 に示す通りである 5)。 
 

図表２ 推定結果 

[小学６年生] 
 単学級サンプル 全サンプル 

 国語 算数 国語  算数 

 非僻地  僻地  非僻地 僻地 非僻地 僻地   非僻地  僻地  
学級規模 -0.0365 *** -0.0631 *  -0.0339 *** -0.0774 *  0.0400 *** -0.1217 ***  0.0306 *** -0.1690 ***

 (0.0081) (0.0254)  (0.0093) (0.0307)  (0.0055) (0.0229)  (0.0059) (0.0275) 
女子ダミー 6.4015 *** 6.7186 ***  1.0626 *** 1.4513 ***  6.2720 *** 7.0219 ***  0.8040 *** 1.3879 ***

 (0.0980) (0.2905)  (0.1004) (0.2888)  (0.0365) (0.2487)  (0.0372) (0.2484) 
就学援助割合 35％以上ダミー -3.0069 *** -3.1541 **  -3.1831 *** -2.6113 *  -3.0808 *** -2.3933 *  -3.0840 *** -2.4123 * 
 (0.3485) (1.2026)  (0.3995) (1.1730)  (0.1414) (1.0694)  (0.1539) (0.9924) 
平日勉強時間（3 時間以上） 14.5352 *** 6.1726 ***  16.6028 *** 7.5773 ***  17.8301 *** 7.1410 ***  20.9800 *** 8.5250 ***

 (0.3716) (1.1089)  (0.4068) (1.2274)  (0.1273) (0.9000)  (0.1419) (0.9903) 
平日勉強時間（2～3 時間） 12.9948 *** 11.6119 ***  14.4172 *** 12.1744 ***  13.9770 *** 11.8632 ***  15.9553 *** 12.5967 ***

 (0.3334) (0.9134)  (0.3604) (1.0217)  (0.1173) (0.7530)  (0.1277) (0.8324) 
平日勉強時間（1～2 時間） 13.0167 *** 11.9191 ***  14.2588 *** 12.9366 ***  13.2612 *** 12.1140 ***  14.8538 *** 13.2335 ***

 (0.3185) (0.8229)  (0.3417) (0.9444)  (0.1135) (0.6990)  (0.1227) (0.7551) 
平日勉強時間（30 分～1 時間） 10.9093 *** 9.6400 ***  11.9582 *** 10.3848 ***  11.0524 *** 9.8300 ***  12.2552 *** 10.4803 ***

 (0.3193) (0.8360)  (0.3429) (0.9565)  (0.1125) (0.6850)  (0.1219) (0.7629) 
平日勉強時間（30 分未満） 6.1298 *** 5.2244 ***  6.7112 *** 5.5338 ***  6.5092 *** 5.4900 ***  7.2589 *** 5.5002 ***

 (0.3362) (0.8776)  (0.3583) (0.9569)  (0.1173) (0.7360)  (0.1258) (0.7812) 
定数項 61.0719 *** 61.3434 ***  61.9721 *** 62.4134 ***  59.0603 *** 61.7000 ***  59.7988 *** 63.4332 ***

 (0.3743) (0.9747)  (0.4125) (1.1378)  (0.1976) (0.8420)  (0.2149) (0.9597) 
N 130201  14971   130201  14971   1007028  20900   1007028  20858  
F 値 1053.93  132.69   456.65  52.47   8630.25  197.05   4355.49  84.32  
Adj. R2 0.0801  0.0795   0.0459  0.0406   0.0923  0.0858   0.0667  0.0495  
* p<0.05, ** p<0.01,*** p<0.001 
各変数の上段、下段はそれぞれ、推定係数、頑健な標準誤差を示す 

 
[中学３年生] 

 単学級サンプル 全サンプル 

 国語 数学 国語  数学 

 非僻地  僻地  非僻地 僻地 非僻地 僻地   非僻地  僻地  
学級規模 -0.0687 *** -0.0901 *** -0.0559  -0.1313 **  0.0165  -0.1575 ***  0.0527 *** -0.2596 ***

 (0.0200) (0.0239) (0.0342) (0.0414)  (0.0089) (0.0249)  (0.0152) (0.0465) 
女子ダミー 5.7972 *** 5.3089 *** 0.2364  -0.3155   5.4210 *** 5.7451 ***  -1.3374 *** -0.5885  
 (0.2208) (0.2846) (0.3480) (0.4320)  (0.0369) (0.2101)  (0.0546) (0.3103) 
就学援助割合 35％以上ダミー -4.0443 *** -4.8455 *** -6.0545 *** -8.1637 **  -3.1349 *** -3.7377 ***  -4.9860 *** -6.7427 ***

 (0.9743) (1.1407) (1.5503) (2.5053)  (0.1700) (0.7946)  (0.2621) (1.5217) 
平日勉強時間（3 時間以上） 6.4164 *** 4.9122 *** 14.6314 *** 13.6688 ***  9.5611 *** 5.4011 ***  21.3864 *** 13.6827 ***

 (0.6973) (1.0645) (1.1199) (1.6012)  (0.1067) (0.7475)  (0.1615) (1.1723) 
平日勉強時間（2～3 時間） 6.1364 *** 6.2443 *** 13.8826 *** 12.9738 ***  9.8500 *** 7.8024 ***  21.0976 *** 15.2956 ***

 (0.6019) (0.7686) (0.9663) (1.2645)  (0.0962) (0.5769)  (0.1426) (0.8628) 
平日勉強時間（1～2 時間） 7.0099 *** 6.7978 *** 13.8873 *** 13.4570 ***  9.0071 *** 8.5563 ***  18.4853 *** 15.1723 ***

 (0.5878) (0.7346) (0.9436) (1.2196)  (0.0937) (0.5575)  (0.1365) (0.8616) 
平日勉強時間（30 分～1 時間） 5.8842 *** 5.2273 *** 10.5077 *** 9.4105 ***  7.7685 *** 6.7632 ***  14.5800 *** 11.0764 ***

 (0.6034) (0.7495) (0.9590) (1.2482)  (0.0949) (0.5428)  (0.1377) (0.8433) 
平日勉強時間（30 分未満） 3.7643 *** 3.0149 *** 6.4999 *** 6.2104 ***  5.1710 *** 5.1475 ***  8.8448 *** 8.2781 ***

 (0.6047) (0.8379) (0.9406) (1.3387)  (0.0971) (0.5848)  (0.1386) (0.8272) 
定数項 74.3550 *** 74.9780 ***  59.8766 *** 60.8435 ***  69.1114 *** 73.6574 ***  51.8351 *** 60.5021 ***

 (0.7877) (0.9276)  (1.3161) (1.5175)  (0.2998) (0.7544)  (0.5024) (1.2742) 
N 20543  11474   20543  11474   930239  23710   930239  23710  
F 値 119.01  65.86   45.33  26.34   4514.61  139.01   3339.39  55.66  
Adj.R2 0.0644  0.0625   0.0361  0.0359   0.0705  0.0719   0.0735  0.0471  
* p<0.05,** p<0.01,*** p<0.001 
各変数の上段、下段はそれぞれ、推定係数、頑健な標準誤差を示す 
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まず、小学 6 年生の学級規模の推定係数の大きさは、全サンプルでは 0.04～－0.17、単学級サン

プルでは－0.03～－0.08 の範囲となっている。全サンプルでは教科に関わらず、学級規模の拡大が

非僻地では正答率に正の効果を、僻地では逆に負の効果を示し、地域によって学級規模の効果が異

なる結果となっている。その一方で、内生性を考慮した単学級サンプルの推定では、学級規模の拡

大は非僻地、僻地を問わず、一貫して正答率に対して負の効果を示す結果となっている。推定結果

の係数の比較からは、内生性バイアスを考慮しない場合には、非僻地の場合は過大推定、僻地の場

合は過少推定となることが示される。この非僻地と僻地でバイアスの方向性が異なることの解釈は

難しいが、学校規模を規定する「直接観察できない要因（または要因群）」が非僻地と僻地では異な

っていることが予想される。この単学級サンプルの結果からは、学級規模が 10 人大きくなると、小

学校では 0.3％ポイントから 0.8％ポイント、正答率（％）が低下することになる。その他、学級規

模以外の変数については、全サンプル、単学級サンプルを問わず、期待される符号と一致する結果

となっている。 
次に、中学 3 年生の学級規模の推定係数の大きさは、全サンプルでは 0.05～－0.26、単学級サン

プルでは－0.07～－0.13 の範囲となっている。ただし、非僻地では、全サンプルの国語、単学級サ

ンプルの数学のそれぞれで学級規模は有意でない。また、小学校 6 年生の推定結果と同様に、全サ

ンプルでは教科に関わらず、学級規模の拡大が非僻地では正答率に正の効果を、僻地では逆に負の

効果を示し、内生性を考慮した単学級サンプルの推定では、学級規模の拡大は非僻地、僻地を問わ

ず、一貫して正答率に対して負の効果を示す結果となっている。さらに、非僻地の場合は過大推定、

僻地の場合は過少推定となる傾向も小学 6 年生の推定結果と一貫している。この単学級サンプルの

結果からは、学級規模が 10 人大きくなると、中学校では 0.7％ポイントから 1.3％ポイント、正答率

（％）が低下することになる。その他、学級規模以外の変数については、全サンプル、単学級サン

プルを問わず、おおむね期待される符号と一致するが、数学については、性別（女性ダミー）に一

部、符号の逆転や有意とならないケースが観察される。 
小学 6 年生と中学 3 年生を通じた傾向としては、非僻地よりも僻地で学級規模拡大による負の効

果が大きいことが示されている。 
 
4.3 頑健性の確認 

学力を規定する要因群としては、学級規模のような学校投入資源以外にも、親の学歴や世帯所得

といった児童生徒の社会経済的背景の影響も強いことが、近年、日本の実証研究からも確かめられ

ている（耳塚（2007）、Hojo（2011））。また、もともとの認知能力や非認知能力も学力に影響を与え

ていることも考えられるが、これらの変数は「全国学力・学習状況調査（平成 19 年度実施）」のデ

ータセットからは直接観察できないため、ここまでの推定においては、社会経済的背景や能力とい

った児童生徒の属性については十分に統制できてきない。また、これらの変数が、学級規模と相関

をもつ場合には、さらなる内生性バイアスが生じている可能性もある。そこで、「全国学力・学習状

況調査（平成 19 年度実施）」の児童生徒票の学習状況・生活態度に関する回答から、児童生徒の社

会経済的背景や能力の代理変数として「その他の児童生徒に関する属性要因」を抽出し、すでに児

童生徒の属性として統制した性別、平日の勉強時間とあわせて、これを説明変数に追加し、ここま

での学級規模の推定結果が頑健であるかを確認する。 
「その他の児童生徒に関する属性要因」の変数については、学習状況調査の回答から因子分析に

より抽出された 9 つの因子得点とした。児童生徒質問紙からの因子抽出は以下の手順で実施した。 
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図表３ 因子パターン行列 

  小学６年生 中学３年生

質問項目 因子Ⅰ 因子Ⅱ Uniqueness 因子Ⅰ 因子Ⅱ Uniqueness

自尊意識   
 (9)ものごとを最後までやりとげて､うれしかったことがある 0.5466 0.7012 0.5362 0.7125

 (10)難しいことでも､失敗をおそれないで挑戦している 0.5791 0.6646 0.5981 0.6423

 (11)自分には､よいところがあると思う 0.5206 0.7290 0.5314 0.7176

 (12)将来の夢や目標をもっている 0.3875 0.8499 0.3981 0.8415

家庭コミュニケーション  
 (26)普段(月曜日から金曜日)､朝食を一緒に食べる 0.5418 0.7064 0.5295 0.7196

 (27)普段(月曜日から金曜日)､夕食を一緒に食べる 0.4409 0.8056 0.5263 0.7230

 (28)学校での出来事について話をする 0.4240 0.8203 0.4916 0.7584

 (29)いっしょに運動・スポーツをする 0.4480 0.7993 0.4190 0.8245

家庭学習  
 (34)学校の宿題をしている 0.2191 0.9520 0.5111 0.7388

 (35)学校の授業の予習をしている 0.7422 0.4492 0.5700 0.6751

 (36)学校の授業の復習をしている 0.7752 0.3990 0.7851 0.3835

 (37)自分の興味のあることについて調べたり､勉強したりしている 0.4146 0.8281 0.2595 0.9327

学校生活満足度  
 (38)友達に会うのは楽しい 0.4162 0.8268 0.4655 0.7834

 (39)好きな授業がある 0.6687 0.5529 0.6471 0.5813

 (40)楽しみにしている活動がある 0.7545 0.4307 0.7889 0.3776

地域社会への興味関心  
 (41)新聞やテレビのニュースなどに関心がある 0.7360 -0.0091 0.4648 0.7645 -0.0891 0.4076

 (42)世の中のいろいろな出来事に関心がある 0.8636 -0.0133 0.2655 0.9143 -0.1222 0.1491

 (43)今住んでいる地域が好きだ -0.1065 0.6593 0.6238 0.2638 0.6080 0.5608

 (44)今住んでいる地域の歴史や自然について関心がある 0.1828 0.5241 0.5967 0.4143 0.5832 0.4883

 (45)今住んでいる地域の行事に参加している 0.0148 0.3665 0.8600 0.2579 0.4052 0.7693

 因子間相関＝0.497［小学６年生］，0.386［中学３年生］  

規範意識  
 (46)学校の規則を守っている 0.4082 0.8334 0.3576 0.8721

 (47)友達との約束を守っている 0.3891 0.8486 0.4177 0.8255

 (48)人が困っているときは､進んで助けている 0.5591 0.6874 0.5580 0.6887

 (49)近所の人に会ったときは､あいさつをしている 0.4376 0.8086 0.4392 0.8071

 (50)人の気持ちが分かる人間になりたいと思う 0.7239 0.4760 0.6871 0.5279

 (51)いじめは､どんな理由があってもいけないことだと思う 0.4801 0.7696 0.4960 0.7540

 (52)人の役に立つ人間になりたいと思う 0.7053 0.5024 0.7004 0.5095

学校以外での経験  
 (53)海､山､湖､川などで遊んだこと 0.0525 0.5966 0.6095 -0.1528 0.6628 0.5374

 (54)魚や貝や昆虫をつかまえたこと -0.1355 0.8758 0.3353 -0.3739 0.8259 0.1781

 (55)生き物を飼育したこと 0.1456 0.4632 0.6957 0.0198 0.5737 0.6705

 (56)花を咲かせたり､野菜を育てたりしたこと 0.5226 0.1796 0.5992 0.3368 0.6007 0.5258

 (57)小さい子どもをおんぶやだっこしたり､遊んであげたりしたこと 0.4808 0.0472 0.7435 0.3288 0.4382 0.6998

 (58)体の不自由な人やお年寄りや､困っている人の手助けをしたこと 0.4196 0.0920 0.7763 0.3294 0.4322 0.7047

 (59)清掃活動(草取り､ｺﾞﾐ拾いなど)へ参加したこと 0.3604 0.1129 0.8160 0.2557 0.4444 0.7371

 (60)木材を使ったものづくりをしたこと 0.3493 0.3061 0.6757 0.1730 0.5740 0.6406

 (61)包丁やﾅｲﾌを使って調理をしたこと 0.6787 -0.0510 0.5719 0.4427 0.4799 0.5737

 (62)編み物や裁縫をしたこと 0.7349 -0.1518 0.5502 0.5442 0.4199 0.5275

 因子間相関＝0.508［小学６年生］，0.535［中学３年生］  

   

まず、「その他の児童生徒に関する属性要因」を抽出するのに適当な計 37 個の変数を、質問紙の中

から取り出した。これら 37 個の変数は児童生徒のどのような特徴を明らかにするかによって、質問

紙の中で 7 つの設問グループに分かれた形で配置されている。そこで、設問グループごとに因子分

析を実行し、因子の抽出を試みることとした。因子抽出の方法は最尤法を用い、初期の固有値が 1
を上回る因子を抽出の対象とした後、プロマックス法により回転した。作業の結果、抽出された因 
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図表４ 因子分析結果（最尤法，初期の固有値および抽出後の寄与率） 

[小学 6 年生] 
  自尊意識  家庭コミュニケーション  家庭学習 家庭生活満足度 地域社会への興味関心 規範意識  学校以外での経験

  固有値 寄与率  固有値 寄与率  固有値 寄与率 固有値 寄与率 固有値 寄与率 固有値 寄与率  固有値 寄与率

 因子 1 1.777 0.264  1.645 0.217  1.884 0.343 1.741 0.397 2.161 0.330 2.741 0.296  3.481 0.282

 因子 2 0.830 －  0.899 －  0.960 － 0.765 － 1.070 0.108 0.972 －  1.289 0.081

 因子 3 0.729 －  0.780 －  0.732 － 0.494 － 0.803 － 0.841 －  0.907 － 
 因子 4 0.664 －  0.676 －  0.425 － － － 0.597 － 0.731 －  0.802 － 
 因子 5 － －  － －  － － － － 0.369 － 0.666 －  0.725 － 
 因子 6 － －  － －  － － － － － － 0.621 －  0.664 － 
 因子 7 － －  － －  － － － － － － 0.427 －  0.605 － 
 因子 8 － －  － －  － － － － － － － －  0.571 － 
 因子 9 － －  － －  － － － － － － － －  0.496 － 
 因子 10 － －  － －  － － － － － － － －  0.459 － 
 

[中学 3 年生] 
  自尊意識  家庭コミュニケーション  家庭学習 家庭生活満足度 地域社会への興味関心 規範意識  学校以外での経験

  固有値 寄与率  固有値 寄与率  固有値 寄与率 固有値 寄与率 固有値 寄与率 固有値 寄与率  固有値 寄与率

 因子 1 1.800 27.150  1.726 24.363  1.857 31.745 1.793 41.925 2.244 34.622 2.693 28.790  3.934 31.240

 因子 2 0.817 －  0.888 －  0.924 － 0.725 － 1.235 17.842 0.977 －  1.271 10.807

 因子 3 0.724 －  0.740 －  0.699 － 0.482 － 0.714 － 0.865 －  0.883 － 
 因子 4 0.659 －  0.646 －  0.520 － － － 0.519 － 0.769 －  0.807 － 
 因子 5 － －  － －  － － － － 0.288 － 0.648 －  0.690 － 
 因子 6 － －  － －  － － － － － － 0.601 －  0.556 － 
 因子 7 － －  － －  － － － － － － 0.447 －  0.541 － 
 因子 8 － －  － －  － － － － － －  － －  0.511 － 
 因子 9 － －  － －  － － － － － －  － －  0.446 － 
 因子 10 － －  － －  － － － － － －  － －  0.361 － 

 

子は計 9 個となった。5 つの設問グループからは 1 個の因子のみが抽出され、2 つの設問グループか

らは各 2 個の因子が抽出された。因子分析の結果は図表 3、図表 4 に示すとおりである。抽出され

た因子を見て、それぞれ因子１を「自尊意識」、因子２を「家庭コミュニケーション」、因子３を「家

庭学習」、因子４を「学校生活満足度」、因子５を「社会への興味関心」、因子６を「地域への興味関

心」、因子７を「規範意識」、因子８を「学校以外のその他経験」、因子９を「学校以外の自然体験」

と名付けた 6）。最後にこれらの因子を用いて、回帰法により因子得点を算出し、この因子得点を「そ

の他の児童生徒に関する属性要因」を表すものとして、学力を説明する回帰式に投入した。 
 推定結果は図表 5 に示す。因子得点化されたその他の児童生徒に関する属性については、おおむ

ね有意に正答率に影響を与えている。その他の児童生徒に関する属性を統制した結果をみると、学

級規模にかかる係数は一貫して負のままで、係数の値は小学 6 年生で－0.03～－0.07（因子得点を含

まない場合、－0.03～－0.08）、中学 3 年生で－0.07～－0.14（同、－0.07～－0.13）の範囲に収まり、

これを統制しない場合と比べてもほぼ変化はみられなかった。このことは、単学級サンプルの推定

においては、児童生徒の社会経済的背景や能力は学力に影響を与えているものの学級規模とは相関

がないことを示唆しており、1 学年 1 学級の単学級サンプルに限定することで学級規模の内生性バ

イアスをかなり統制できていたことを示唆している。1 学年 1 学級学校の場合には、児童生徒の社

会経済的背景や能力などに応じて学級規模を変化させる余地がほぼ生じないため、学級規模が外生

となっているものと考えられる。 
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図表５ 推定結果（その他の児童生徒に関する属性要因を統制） 

 小学６年生 中学３年生 

 国語 数学 国語  数学 

 非僻地  僻地  非僻地  僻地  非僻地  僻地   非僻地  僻地  

学級規模 -0.0357*** -0.0556*  -0.0340*** -0.0741* -0.0692*** -0.0901***  -0.0544 -0.1365***

 (0.0080) (0.0249)  (0.0091) (0.0303) (0.0200) (0.0242)  (0.0344) (0.0410) 

女子ダミー 7.5664*** 8.0157***  2.1595*** 2.8084*** 7.0841*** 6.5585***  2.1467*** 1.6917***

 (0.1089) (0.3131)  (0.1139) (0.3141) (0.2558) (0.3209)  (0.3991) (0.4920) 

就学援助割合 35%以上ダミー -2.8261*** -3.0246*  -3.0088*** -2.4849* -3.9954*** -4.7001***  -5.7650*** -7.7945** 

 (0.3337) (1.1917)  (0.3895) (1.1338) (0.9587) (1.1582)  (1.5404) (2.3644) 

平日勉強時間（3 時間以上） 11.3319*** 3.8294***  13.4547*** 5.1769*** 3.7054*** 2.6198*  9.8344*** 10.1010***

 (0.3690) (1.0943)  (0.4050) (1.2277) (0.7135) (1.1288)  (1.1624) (1.7251) 

平日勉強時間（2～3 時間） 10.2881*** 8.9384***  11.6477*** 9.5032*** 3.7167*** 4.0434***  9.5347*** 9.3888***

 (0.3315) (0.9099)  (0.3573) (1.0360) (0.6213) (0.8552)  (0.9900) (1.3854) 

平日勉強時間（1～2 時間） 10.5663*** 9.4860***  11.7267*** 10.5188*** 4.8749*** 4.8420***  9.9545*** 10.1937***

 (0.3141) (0.8241)  (0.3363) (0.9566) (0.5983) (0.8008)  (0.9423) (1.3022) 

平日勉強時間（30 分～1 時間） 9.0408*** 7.8087***  10.0464*** 8.5828*** 4.2487*** 3.6450***  7.4700*** 6.7875***

 (0.3123) (0.8313)  (0.3353) (0.9578) (0.5952) (0.7827)  (0.9359) (1.3083) 

平日勉強時間（30 分未満） 5.2047*** 4.3659***  5.7654*** 4.7076*** 2.8399*** 2.1169*  4.7969*** 4.7025***

 (0.3264) (0.8686)  (0.3492) (0.9457) (0.5898) (0.8396)  (0.9169) (1.3274) 

因子 1（自尊意識） 2.4641*** 2.2754***  2.5127*** 2.5067*** 0.7070*** 1.0386***  1.4062*** 1.7874***

 (0.0822) (0.2435)  (0.0873) (0.2592) (0.1829) (0.2506)  (0.2624) (0.3704) 

因子 2（家庭コミュニケーション） -0.9316*** -0.6380**  -0.9470*** -0.6679** 0.0768 0.5130*  0.1017 1.0919** 

 (0.0729) (0.2186)  (0.0764) (0.2293) (0.1961) (0.2116)  (0.3259) (0.3422) 

因子 3（家庭学習） -0.0259 -0.1176  0.5070*** 0.4459* 0.8020*** 0.3170  1.9484*** 0.9387** 

 (0.0709) (0.2001)  (0.0746) (0.2124) (0.1617) (0.2192)  (0.2626) (0.3555) 

因子 4（学校生活満足度） 0.1554* 0.3675  0.4690*** 0.5172* 0.5548*** 0.5131*  1.4659*** 1.7932***

 (0.0692) (0.1935)  (0.0743) (0.2101) (0.1457) (0.2045)  (0.2207) (0.3118) 

因子 5（社会への興味関心） 2.7030*** 2.5397***  1.9359*** 1.5588*** 2.3569*** 2.5875***  1.8820*** 2.0756***

 (0.0718) (0.2052)  (0.0762) (0.2265) (0.1271) (0.1722)  (0.1980) (0.2658) 

因子 6（地域への興味関心） -0.2844** -0.2127  -0.0757 0.0827 -1.0000*** -1.4212***  -1.0569*** -1.7102***

 (0.0877) (0.2576)  (0.0930) (0.2843) (0.1715) (0.2259)  (0.2917) (0.3442) 

因子 7（規範意識） 0.8091*** 0.8824***  0.5609*** 0.5130* 0.2855 0.3145  0.2644 0.4638 

 (0.0765) (0.2251)  (0.0808) (0.2280) (0.1649) (0.2378)  (0.2579) (0.3358) 

因子 8（学校以外のその他経験） -2.1411*** -2.3982***  -2.2630*** -2.5389*** -1.6915*** -1.6208***  -2.8884*** -3.1114***

 (0.0809) (0.2367)  (0.0846) (0.2562) (0.1759) (0.2475)  (0.2646) (0.3753) 

因子 9（学校以外の自然経験） 0.7651*** 1.2066***  0.5047*** 1.2629*** 1.0470*** 1.1713***  1.4093*** 1.4289***

 (0.0745) (0.2243)  (0.0788) (0.2372) (0.1531) (0.2033)  (0.2403) (0.3204) 

定数項 62.5578*** 62.6365***  63.5655*** 63.7161*** 75.6016*** 76.0258***  62.2976*** 62.7256***

 (0.3687) (0.9841)  (0.4059) (1.1495) (0.8008) (0.9616)  (1.3199) (1.5641) 

N 130201 14971  130201 14971 20543 11474  20543 11474 

F 値 806.33 98.90  427.45 49.60 92.4256 57.3784  47.0864 30.6596 

Adj. R2 0.1211 0.1203  0.0787 0.0729 0.0955 0.0975  0.0598 0.0616 

* p<0.05,** p<0.01,***p<0.001 

各変数の上段、下段はそれぞれ、推定係数、頑健な標準誤差を示す 

 
4.4 考察 

先行研究と比較した際に、本稿の分析結果の大きな特徴としては、次の 2 点があげられる。ひと

つ目は、地域によって学級規模縮小の効果が異なる傾向が明らかになったこと、二つ目は、中学校

段階においても学級規模縮小の効果がみられること、である。 
まず、小学 6 年生、中学 3 年生とも非僻地よりも僻地で学級規模拡大による負の効果が大きいこ

とが示されたが、住居や保護者の職業選択、またそれに付随した学校選択等を通じて地域の児童生

徒の属性が異なっている可能性がある。また、学校外教育の普及状況等の学力を支える地域・学校

のおかれている環境条件が異なっている可能性もある。いずれにしても、学力規定の要因を分析す
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る際には、地域に関する変数が重要な意味をもっていることが示された。 
次に、赤林・中村（2011）、Hojo (2011) らの先行研究では、特に中学校段階で学級規模縮小の効

果がみられなかった一方、本研究の推定結果では、中学校段階においても学級規模縮小の効果がみ

られた。このような推定結果の相違が生じている理由にひとつは、本稿のサンプルサイズが十分に

大きいことが考えられるが、その他の解釈として、1 学年 1 学級学校に在籍する児童生徒のサンプ

ルに分析の対象を絞っているため、先行研究に比べ、教員側の勤務体制の影響がより統制できてい

る可能性も考えられる。つまり、中学校では教科担任制のため、一般に 1 学年または全学年の学級

数が多くなるほど、教科担任の担当授業時間数が増え、実際の授業負担が重くなっている可能性が

ある。本研究で扱う単学級学校の場合、そのような状況が生じにくく、その意味でかなり厳密に学

級規模効果が測定されている可能性がある。このことはまた、本研究の推定結果が単学級以外の中・

大規模な学校でどの程度の適用可能であるかについては慎重に検討すべき課題であることも示して

いる。また、教員人事の観点からは、1 学年 1 学級学校に配置される教員とそれ以外の学校に配置

される教員の質がそもそも異なるため、このような相違が生じているといった可能性も考えられる。 

５．まとめ 

本稿は、文部科学省・国立教育政策研究所の共同実施事業「全国学力・学習状況調査（平成 19
年度実施分）」の 1 学年 1 学級学校の単学級サンプルを利用して、認知能力の一指標としての科目別

正答率と学級規模との関係性を明らかにするものである。 
主要な結果は以下の通りである。①学級規模の拡大は各教科の正答率に対しておおむね負の効果

をもたらしている。もっとも、その程度は小さく、学級規模が 10 名大きくなった場合に、小学校で

は 0.3～0.7％ポイント程度、中学校では 0.7～1.4％ポイント程度の正答率の低下である。②非僻地よ

りも僻地において、学級規模拡大の負の効果が大きい。③社会経済的背景や能力といった児童生徒

の属性の代理変数として「その他の児童生徒に関する属性要因」を推定に加えたが上記の推定結果

は大きく変わらなかった。 
ただし、本稿の推定結果は、1 学年 1 学級学校の単学級に在籍する児童生徒を分析対象とするも

のであり、その一般化にはさらなる検証が必要である。これについては今後の課題としたい。 
 
 
【注】 

１）平成 13 年度から都道府県の判断で「特例による」編成基準の設定が可能になったのに続き、都道府県の判断で「一

般的な」編成基準の設定が可能（平成 15 年度～）、また、平成 16 年度からは加配定数の活用が可能となった。これに

加えて、総額裁量制の導入（平成 16 年度～）により、都道府県において義務教育費国庫負担金の範囲内で教員数の増

減が可能となったこと、また、市町村費負担教職員制度の開始（平成 18 年度～）といった、制度補完的な財政措置も

同時にとられている。 

２）たとえば、赤林・中村（2011）では、「横浜市には学級編成の基準を変化させることができる制度があり、これらの制

度を利用して、少人数学級を編成している学校が存在する」事例が紹介されている。 

３）ただし、日本と諸外国では学級編成基準に示される学級「規模」に違いがある点には注意が必要である。日本では通

常 40 人が想定されるが、米国やドイツではおおむね 25～30 人前後が想定されている。また、英国では 30 人程度がひ

とつの基準となっている。 

４）ここで、解答者数を 10 人以上の学校に限定するのは、国立大学法人大阪大学（2011）や日下田・北條（2012）が指摘
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するように、非常に規模の小さい学校では、一人の児童生徒の変動によって、就学援助比率が大きく変動することから、

この問題に対処するためである。 

５）本稿では教育経済学分野の先行研究との比較を優先するため、最小二乗法による分析を行っているが、別途、マルチ

レベル分析も行っている。後者においても結果はかわらなかった。 

６）因子の名称は、『平成 19 年度 全国学力・学習状況調査報告書』における設問分類に準じて作成している。 

 
※本研究は JSPS 科研費 23730813 の助成を受けたものです。 
 
【参考文献】 

赤林英夫・中村亮介（2011）「学級規模縮小が学力に与えた効果の分析―横浜市公開データにもとづく実証分析―」

KEIO/KYOTO GLOBAL COE DISCUSSION PAPER SERIES, DP2011-005. 

赤林英夫・中村亮介・佐野晋平・直井道生（2011）「少人数教育の計量経済分析：静岡県における全国学力・学習状況調査

を用いた検証」，日本経済学会 2011 年度秋季大会報告． 

国立大学法人大阪大学（2011）「子どもたちの学力水準を下支えしている学校の特徴に関する調査研究」平成 22 年度文部

科学省委託研究『学力調査を活用した専門的課題分析に関する調査研究』研究成果報告書． 

篠崎武久（2008）「教育資源と学力の関係」千葉県検証改善委員会『平成 19 年度「全国学力・学習状況調査」分析報告書』

第 7 章、pp. 73-97. 

日下田岳史・北條雅一（2012）「就学援助率と学力、学校の取組との関係」『初等中等教育における教育財政に関する調査

研究（最終報告書）』国立教育政策研究所、第 2 章、pp.65-109. 

耳塚寛明（2007）「小学校学力格差に挑む だれが学力を獲得するのか」『教育社会学研究』80，pp.23-39． 

Angrist, J. D. and Lavy V., (1999) “Using Maimonides’ rule to estimate the effect of class size on scholastic achievement,” Quarterly 

Journal of Economics, 114, pp.533-575. 

Hanushek, E. A. (2006) “School Resources”, in Handbook of Economics of Education, Vol. 2, eds. by Hanushek E.A. and F. Welch, 

North-Holland, pp.865-908. 

Heinesen, E. (2010) “Estimating class-size effects using within-school variation in subject-specific classes”, Economic Journal, 120, 

pp.737-760. 

Hojo, M. (2011) “Education production function and class-size effects in Japanese public schools,” Global COE Hi-Stat Discussion 

Paper Series, 194, Hitotsubashi University. 

Hoxby, C. M. (2000) “The effects of class size on student achievement: New evidence from population variation,” Quarterly Journal 

of Economics, 115, pp.1239-1285. 

Krueger, A. B. (1999) “Experimental estimates of education production functions,” Quarterly Journal of Economics, 114, 497-532. 

Urquiola (2006) “Identifying Class Size Effects in Developing Countries: Evidence from Rural Bolivia” Review of Economics and 

Statistics, 88(1), pp.171-177. 

Wößmann, L. and West, M. (2006) “Class-size effects in school systems around the world: 20 evidence from between-grade variation 

in TIMSS”, European Economic Review, 50, pp.695-736. 

 
（受理日：平成 25 年 3 月 20 日） 

 



 



 
【研究ノート】 

 175

国立教育政策研究所紀要 第142集  平成25年３月 

教員養成教育における教科専門科目と 
教科教育科目の架橋領域科目の有効性の検討 
─千葉大学の教育学部と一般学部の教職課程を比較して─ 

Effect of Creating Bridges between Academic Subjects and their Teaching Methods
- Comparison with the Teacher Training Curriculum between Faculty of Education  

and Other Faculties in Chiba University - 

根岸 千悠＊、淵上 孝＊＊ 

NEGISHI Chiharu and FUCHIGAMI Takashi 

 

Abstract 
This paper is intended to consider the effects of creating bridges between specialized courses in 

school subjects and their teaching methods, as specified by the Teachers License Act. The Faculty 
of Education at Chiba University has had a course entitled "Study of Teaching Materials", since 
1999. Although this course has been designated as a specialized course in school subjects by the 
Teachers License Act, it covers learning contents and materials for junior high schools. In this pa-
per, we surveyed Chiba University with the following aims. (1)To reveal the background, educa-
tional contents and goals for "Study of Teaching Materials" as it has been conducted at the Faculty 
of Education. (2)To examine the effectiveness of building the bridges between the specialized 
courses in school subjects and their teaching methods, by comparison of the teacher training cur-
ricula in the Faculty of Education and other faculties. We collected information, such as university 
guides, and interviewed members of the each faculty. Our results showed as follows. When the 
"Study of Teaching Materials" course was started, there were certain extrinsic factors (e.g., a de-
crease in the employment rate of teachers in the 1990s, the revision of the Teachers License Act in 
1998, and the plan to reduce the number of students on teacher training courses by 5,000).These 
factors generated a sense of crisis among the members of faculty. At that time, the faculty felt 
confused, but changed the mindset of teacher training curriculum as a result. On the other hand, 
teacher training course curricula in the Faculty of Engineering and Faculty of Science in Chiba 
University were designed to meet the minimal standards of the Teachers License Act. Such courses 
as "Study of Teaching Materials" in the Faculty of Education were not seen on their curricula. The 
challenge will now be to examine the positioning in the curriculum and educational content of 
bridges between the specialized courses about school subjects and their teaching methods. 
 

１．はじめに －背景と目的－ 

本稿は、教育職員免許法（以下、免許法）および同法施行規則によりで規定されている「教科に

関する科目」（以下、教科専門科目）と同「教職に関する科目」のうち「各教科の指導法」に関する

科目（以下、教科教育科目）を架橋する領域科目について、科目を設定した場合において生じる教

                                                      
＊   千葉大学大学院人文社会科学研究科博士後期課程・元国立教育政策研究所研究補助者 
＊＊  元教育課程研究センター基礎研究部総括研究官 
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員養成教育の改善への影響や効果に関して、教員養成系学部と一般学部の教職課程を比較して検討

していくものである。教科専門科目や教科教育科目については様々な課題が指摘されている。例え

ば、教科専門科目においては、2006 年に出された中央教育審議会答申「今後の教員養成・免許制度

の在り方について」が「大学の教員の研究領域の専門性に偏した授業が多く、学校現場が抱える課

題に必ずしも十分対応していない」課題を指摘している。また、教科教育科目においては、各教科

限られた時間数の中で、学習指導案の書き方の指導や模擬授業の実践等の技術面に偏りが生じると

いう課題が指摘されている。このような中で、各大学は教科専門科目や教科教育科目について新た

な位置付けが模索されている。その結果、専門科学の知見を生かした教科内容の指導に関する取り

組みがいくつかの大学で始められている(1)。特に今回調査対象とした千葉大学教育学部では、1999
年度から、中学校教員養成課程の教科専門科目の必修科目の中に「教材研究」という科目を設定し、

開講している。この科目は、免許法上は教科専門科目として位置づけられているが、中学校におけ

る授業内容や教材などにより近接したものを扱っており、教科専門科目と教科教育科目を架橋する

科目であるといえる。本稿では、それらの架橋領域科目について有効性を検討することを目的とす

る。そこで、次の 2 つについて調査をまとめたい。すなわち、①千葉大学教育学部において取り組

まれている「教材研究」について、科目設置の背景と目的および扱っている内容を明らかにするこ

と、②教科専門科目および教科教育科目について、千葉大学の教育学部と他の一般学部の教職課程

を比較することである。 

２．調査の方法 

調査対象である千葉大学は、教育学部のほかに教職課程を設けている学部がある。例えば中学校・

高等学校一種免許状の理科ならば理学部や工学部、園芸学部の一部の学科で、英語ならば文学部の

一部の学科で、取得が可能である。このなかで今回は、教育学部と理学部・工学部の教職課程を調

査対象に教育学部と一般学部の異同を比較検討する。 
表 1 ヒアリングの概要 

 対象者 調査年月日 主な質問項目 

教
育
学
部 

学務担当職員 2011.4.6 
・教員免許取得率等学生および卒業生の実態 
・他学部での教員免許取得について 
・卒業要件の変遷 等 

教育学部長 2011.4.13 ・教員養成プログラムの改善について 
・教育改善の課題設定と組織のあり方について 等 

「教材研究（物理/化学/
生物/地学）」担当教員 2011.5.27 

・「教材研究」の設置の経緯 
・「教材研究」の授業内容、目的、意義 
・担当教員に必要と考えられる資質能力について 等 

1999年度教育学部長 2011.6.10 ・1999 年度改革当時について 
・「教材研究」設置の背景 等 

理
学
部 

大学教員 
学務担当職員 2011.12.20 

・進路および教職課程履修者等の実態 
・育成したい人物像 
・教科専門科目と教職専門科目の実施主体 
・理学部出身教員の優位性 等 

工
学
部 

大学教員 
学務担当職員 2011.12.22 

・進路および教職課程履修者等の実態 
・育成したい人物像 
・教科専門科目と教職専門科目の実施主体 
・工学部出身教員の優位性 等 
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方法は、千葉大学で作成されている大学案内や履修案内、大学史や沿革等の資料を収集し、教職

課程の実態や変遷についての情報をまとめていくこととする。また、ホームページで閲覧できるシ

ラバスを収集し、教科専門科目と教科教育科目を架橋する領域が実施されているかを中心に分析す

る。加えて、収集した資料のみでは得られなかった情報や不明点等について教育学部、理学部、工

学部の大学教職員等にヒアリング調査を行う。ヒアリング対象者および調査日、主な質問項目は表

1 に示すとおりである。 

３．調査の結果 

⑴ 千葉大学教育学部における教科専門科目と教科教育科目の架橋領域 ─「教材研究」の創設 

千葉大学教育学部では、1998 年の免許法の改正に対応するために 1999 年度から教育課程を再編

成した。具体的には、まず、教科専門科目において中学校教員養成課程の必修科目の単位数が 40
単位から 20 単位に減少した。さらに、教科専門科目の一つとして「教材研究」を全教科に設けた。

「教材研究」の目的については、千葉大学教育学部『自己点検・評価報告書（平成 12 年 5 月）』で

「あくまでも教科専門科目であるが、学校現場と連携して、講義内容を中学校の授業内容とか教材

などにより近接したものとすることをめざしている」と述べられている(2)。「教材研究」の設置につ

いて、改革当時の学部長は、教員就職率の低下や教員養成課程学生の 5000 人削減計画を受けての危

機感もあり、教科専門科目の担当教員を教育学部改革に巻き込むための一つの策が「教材研究」で

あったとヒアリング調査で振り返っている。また、「教材研究」を設置したもう一つのねらいについ

て、教科の枠に閉じこもるのではなく、教員同士のコミュニケーションを活発にして欲しかったこ

とも回想している。さらに、「他の教員との交流があまり盛んでなかった当時、「教材研究」が設置

されることに対して、大きな反発はうまれなかったのか」という質問に対して、当時の学部長は、

教科専門科目の担当教員から大きな反発はなかったと振り返り、その理由について、①教育内容を

教科専門科目の担当教員自身に任せたこと、②学部全体が危機的状況であったのである程度はやむ

をえなかったという意識が各教員にあったのではないかということを挙げている。このことについ

て当時「教材研究」を担当していた教員も、科目の位置づけが「教科専門だったということで、そ

の基礎をやってもいいのだと。教科のことをやってもいいのだと、そういうことでしたから、それ

で少しは安心した」と述べている。また、高等学校で未履修だった学生に対して「導入的なものを

やらないといけないという意識はあったのです。それがこの教材研究という科目によってできるの

ではないかという期待もあったと思います」と述べ、「教材研究」が創設されたことにより生じる新

たな可能性を指摘する教員もいた。 
では、「教材研究」は具体的にどのような内容を取り扱っているのか。ここでは、理科における「教

材研究」についてシラバスを見てみたい。表 2 は 2011 年度に開講された「教材研究（化学）」、「教

材研究（生物）」、「教材研究（地学）」、「教材研究（物理）」のシラバスの一部と担当教員の専門をま

とめたものであるである。いずれの授業も学校教育で取り上げられる教育内容について、児童生徒

にわかりやすく説明できる能力や、知的に刺激する授業を構成できる能力、具体的に教材を開発で

きる能力を養うことを目的に掲げている。また「絶えず教材研究を継続できる教員として」（生物）

や「地学教材の利用法を伝えることのできる教員を目指す」（地学）という記述があり、理科を指導

する教員としてあるべき姿、目指す教員像が具体的に示されている。 
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表 2 理科における「教材研究」のシラバス(3) 
 教材研究（化学） 教材研究（生物） 教材研究（地学） 教材研究（物理） 

担
当
者 

専
門 有機化学 動物行動生理学 

地球科学教育 

温泉地質学 
物理教育 

物性物理学実験 

概 
 
 
 

要 

内容は、中等教育の化学

分野を授業する上で必

要な教材･教具を理解

し、効果的な授業作りに

反映できる能力を養成

しようとするものであ

る。具体的に言えば、「単

元学習の教材は、薬品類

や器具類などの単位教

材を組み合わせて作ら

れる。」と言うことに鑑

み、まず単位教材の種類

や性質を解説し、次に単

位教材を複合的に利用

して効果的な教材を組

み立てる資質を養う。従

って最終的には実際の

学習教材を作製しても

らう。 

学習指導要領における

生物分野の内容の取り

扱いから始まり、教材研

究の意味、生物分野で使

われる素材について、正

しい生物学的知識を概

説し、その後、実践例を

通して教材としての準

備や利用の仕方、メディ

ア教材や博物館などの

利用について概説し、検

討する。 

地学（地球科学）の特徴

を理解し、地球科学教材

や地学分野の授業につ

いての見識を深める。児

童生徒に地学分野の興

味関心を持たせながら

も、新たな知的探求心を

刺激する方法について

考えることができ、授業

例を考案でき、互いに強

調して教材開発に参加

できるようにする。 

力、運動、熱、波、電気・

磁気、原子という広範囲

にわたって、中学校・高

校における物理内容の

現象のスケールを具体

的にとらえながら、いく

つかの基礎的な表記方

法・実験方法を身につ

け、それを紹介するプレ

ゼンテーションを行

う。 

目
的
・
目
標 

目的：授業の仕方は、た

とえば年度ごと、学級の

状況ごとに変わるもの

であると考えている。従

って、この授業は、既

存の教材を紹介するの

ではなく、様々な状況に

応じて効果的な教材を

臨機応変に作製できる

能力を養うことが目的

である。 

目標：①単位教材の種類

と性質を理解する。②単

位教材の入手方法と廃

棄方法を知る。③教材作

りに必要な安全対策を

化学物性と計算の結果

から講ずることができ

るようにする。④材料加

工に必要な道具･工具を

知り、使い方を理解す

る。⑤目的に沿った効果

的な教材を提案できる

能力を身につける。⑥教

材と環境保全の関係を

理解する。 

教員になったとき生物

教材を利用できるよう

に、生物教材に関する生

物学的知識を高めると

ともに、教材としての利

用の仕方やその準備の

仕方など教材開発の能

力を高め、さらにはメデ

ィア教材や博物館施設

など様々な教材の利用

についても考え、適切な

教材選定が行え、また絶

えず教材研究を継続で

きる教員としての基礎

能力を獲得する。 

義務教育課程の教員を

めざす者として必要な

理科における地学的内

容を講義し、その理解を

深める。教員として児童

生徒を知的に刺激する

授業を構成でき、地学教

材の特質を知り、地学教

材の利用法を伝えるこ

とのできる教員を目指

す。 

物理現象の具体的なイ

メージ（写真、解説図、

グラフ）に対する注意深

い見方を身につけ、その

内容をわかりやすく説

明する。 
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また教材研究の担当教員は授業の内容ついてヒアリング調査で「やはり試行錯誤して、最初から

これではなかったのですね。最初は専門的なことのある内容が、他の教科書ではどうなっているの

かを調べて、教科書との対応でやってあげていたのです。しかしこれは学生があまり興味を示さな

かったのです」（地学）、「私は担当している中でも少しずつ変えながら、今そういう形に落ち着いて

いるのです。その前は力学をやって、電磁気の易しい部分の話を中心にしたような展開というのも

やっていたのです。多分それでは教材研究という形の内容が、僅かしか入りこめないということを

私自身が感じていた。学生もやはり教材研究というタイトルの講義である以上、教材を研究すると

いうことを自分でも念頭に置いている。どのように研究させるかということになると、本当は個々

に個別の問題を少し突っ込んで考えさせるのが良いと思うのです」（物理）と述べ、担当になった教

員がそれぞれ毎年試行錯誤しながら、履修年次や授業の内容、形式を決めていったことがうかがえ

る。 
また、教科専門科目と教科教育科目を架橋する領域は、教科に関する専門性と教科の指導法に関

する専門性の双方を調和させながら、指導できる教員が不可欠であると考えられる。そこで「教材

研究」を担当する教員に、教科専門科目と教科教育科目の架橋領域を担当するにあたって、教員に

必要な能力や条件についてヒアリング調査した。その結果、「私も教育学部に来る前は、物理全般に

ついてそんなに詳しかったわけではなかったのです。その中でもやはりまずは教材として実際に何

か簡単な実験をするという点で、実験装置を扱い慣れているというのは多分重要なのではないかと

思うのです」（物理）、「結局私たちの弱みは現場を知らないってことです」（生物）、「中学、高校の

全領域を負うということについても、教科の専門の人がどれくらい広い視野を持って来ているか、

ということに依存する可能性があると思います」（物理）という回答を得た。教科によって必要な能

力や条件は異なるだろうが、特に教科専門科目の教員が「教材研究」のような領域科目を担当する

場合は、学校で取り扱われる教育内容を把握していることや学校現場に訪れる機会を多く持ってい

ることなどが求められると考えられる。 
以上より、同じ「教材研究」でも教科や担当教員によって授業の内容や実態には様々な差違があ

るが、科目の名称を「教材研究」としたことで、授業を受ける学生自身が内容を意識することに加

え、授業を実施する教員自身も内容を意識せざるを得ない状況になったといえるだろう。また「教

材研究」という科目を教科専門科目に明確に位置づけたことで、教科専門科目の教員は教育学部の

教員として、自身の専門分野と教育内容の関係性等、教職課程において担っている役割を問い直す

きっかけになっていた。このことから、「教材研究」の導入は、改革当初の目的の一つであった教科

専門科目の担当教員を教育学部改革に巻き込むための一つの策として有効であったのではないかと

考えられる。 
 
⑵ 千葉大学理学部・工学部における教科専門科目と教科教育科目の架橋領域 

まず、理学部および工学部の教職課程の履修者等の実態を確認したい。理学部も工学部も企業あ

るいは研究関係の団体に就職する者が多い。そのなかで教職に就く学生は少ないが、卒業後すぐに

教員を目指すのではなく、免許のみ取得しておく学生もいるという。理学部では 1 学年 210 名程度

のうち、毎年 50～60 名程度が教職課程を履修しており、実際に卒業後教員として就職した学生は中

学校・高等学校あわせて 10 名程度である(4)。また工学部では 1 学年 800 名程度のうち、毎年 5～15
件ほど教員免許の一括申請を行っており、2010 年度は免許申請した 14 名のうち 1 名が教職に就い

ている(5)。 
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次に理学部・工学部の教職課程におけるカリキュラムを確認したい。まず、教科専門科目は各学

部が開講している専門科目が当てられているが、教科教育科目等の教職に関する科目は教育学部が

開講することになっている。ただし、教育学部生と同じ授業を受けるわけではなく、他学部用とし

て別に開講している。また、理学部・工学部の教職課程においては教育学部の「教材研究」に該当

するような教科専門科目と教科教育科目を架橋する領域の科目は設定されていなかった。すなわち、

理学部・工学部における教員養成については、免許法に則り、その必要要件を満たすことにとどま

っているといえるだろう。 
では、理学部・工学部が教科専門科目として位置づけている科目は教育学部とどのように異なる

のかシラバスを見て内容を比較したい。表 3 は、免許法の理科の教科専門科目における「生物学実

験（コンピュータ活用を含む。）」にあたる科目について、教育学部と一般学部（理学部・工学部）

を比較したものである。表 3 を見ると、教育学部のシラバスには、「教育現場において生物教材を取

り上げる際に自らの判断で教材開発が可能となる基礎能力をつける」目的が挙げられている。そし

て、「生物学に関する基礎知見」を学校現場で生かせられるようになることが目指されている。免許

法上、教科専門科目に位置づいているものの、教科教育科目を意識した科目になっているといえる。

一方、理学部・工学部のシラバスでは、「生物を研究するための基礎的な方法と考え方を身につける」

ことが目的とされている。一般学部における教科専門科目は、教科教育科目等の教職に関する科目

と異なり、卒業に必要な単位の中に組み込まれているものでもあるため、受講生の中には、教職希

望者でない学生も数多い。教員養成に関わる記述がシラバスに示されていないのも、これらの科目

を担当する教員は、教職だけでなく様々な進路を希望する学生を対象とした授業を開講しなければ

ならない現状がある。 
しかし、例えば、理学部・工学部で教科専門科目に位置づいている「生命科学入門」では、シラ

バスの目標・目的の欄に、教職課程に位置づいていることを次のように明示している。(6) 
 
１．学部の専門教育の基礎科目として受講した学生は、以後の専門課程での学習に役立てるこ

とができるような、生命全般に対する基礎知識を獲得する。 
２．教職のための専門科目として受講した学生は、理科の教職のために必要な生物全般に対す

る基礎知識を獲得する。 
 
このように、担当教員が対象の受講生に合わせた目的を明示しており、教職課程における教科専

門科目であることも意識していることがうかがえる。このような状況について、理学部の教員は「本

来どれが教職科目にあたっているか、専門教員集団として把握しているはずであり、シラバスに適

切に教職の文言を入れておくべきだろうが、それが現状どれほど徹底されているかは把握できてい

ない」とヒアリング調査で述べている。また工学部の教員は、一般学部では実際に教職課程を履修

する学生が少ないため、教員側にも教職課程のノウハウがなかなか蓄積されないことを指摘してい

る。しかしながら 2009 年度から教職専門部会が本部に設置され、教職実践演習の実施や履修カルテ

の開発・運用についての議論がされ始めたことを皮切りに、教育学部との連携が図られ始めたとこ

ろであるといい、今後一般学部の教員志望者に対してどのように養成教育をおこなっていくか期待

される。 
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表 3 教育学部と一般学部の比較 ―例：生物学実験―(7) 
 教育学部 理学部・工学部（理学部生物学科は除く） 
授業名 生物学実験 生物学基礎実験１ 
コマ数 90 分× 3 コマ 90 分× 3 コマ 
担当者 
専門 

菌類生理学、菌類生態学 
動物行動生理学 

生物多様性・分類 

概要 生物学に関する基礎知見の習得を目的として、

動物、植物、微生物を材料とした観察･実験を行

う。なお、これらの課題には、生物分野でのコ

ンピュータを利用した実習を含む。 

地球上には、多種多様な動植物が生息している。

身近な生き物を材料として、観察や実験を行い、

生物を研究するために用いられている基礎的な

方法を体験するとともに、生物の多様性や、動

植物体の構造や機能について理解を深める。 
目的 
目標 

目的：理科教員免許の取得を目指す者として、

理科の実験指導能力は身に着けておかね

ばならないので、生物学に関する基礎的知

見と観察手法を実際の生きた生物材料に接

することにより体得する。 
目標：教育現場において生物教材を取り上げる

際に自らの判断で教材開発が可能となる

基礎能力をつける。さらに、生物実験に必

要な器具の使用法に習熟し実験指導の要

点を体得し実験指導技能を高める。 

身近な動植物を実際に観察したり、それらの構

造や機能を比較・分析するための実験を行うこ

とにより、生物を研究するための基礎的な方法

と考え方を身につける。また、実地に生物の多

様性にふれ、からだの構造やしくみについて考

察することを通じて、生物全体に対する理解を

深める。 

授業 
計画 

1. オリエンテーション：生物分野の実験の受講

の仕方、生物のスケッチの描きかた、顕微鏡

の使用方法の解説と操作の実践、顕微鏡での

計測（接眼マイクロメーターのスケール作成

及び細胞・気孔の観察とその大きさの計測）

2. 細胞分裂（体細胞分裂）と染色体の観察（植

物材料 ）  
3.  草むらの昆虫の採集及び観察 
4. 淡水プランクトンの採集と観察  
5. マウスの解剖（内臓）  
6. 土壌動物の採集・分類と観察  
7. 植物の葉の内部構造の観察（発砲スチロー

ルを用いた徒手切片の作製）   
8. 動物組織の観 察  
9.  原形質流動と原形質分離・原形質復帰の観

察（原形質流動速度のパソコンによる統計解

析と作図）  
10. 細菌と真菌（不完全菌、接合菌、子のう菌、

担子菌）の採集と観察 
 実験プリントは事前に読んで予習しておくこ

と。また、毎回、実験データをまとめて、レポ

ートを作成する作業が宿題となる。 

第１回：植物の外部形態の多様性観察 
第２回：顕微鏡の基本的な使用法。原形質流動

を観察する。 
第３回：酵母によるアルコール発酵 
第４回：制限酵素を用いた cDNA の向きの決

定 
第５回：動物の解剖：脊椎動物のからだの内部

のつくりを実際に解剖して観察し、さま

ざまな組織・器官の成り立ちを理解する。
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４．まとめ 

 千葉大学教育学部では、1999 年度から教育学部の中学校教員養成課程の全教科において「教材研

究」が設置され、取り組まれている。設置された背景には 1998 年の教育職員免許法の改正や 1990
年代の教員就職率の低下、教員養成課程学生の 5000 人削減計画等の複数の外圧的な要因とそれにと

もなう学部全体に広がる危機感があったことが確認された。またその結果、「教材研究」という架橋

領域科目を開設したことが教科専門科目を担当する教員の意識変革の一つの契機になったことが示

唆された。 
 一方、理学部や工学部の一般学部の教職課程においては、免許法上の基準を最低限満たすことが

基本に構築されており、教育学部で見られるような教科内容や学校現場に近接した内容を取り扱っ

ている特別な取り組みが見受けられなかった。このような実態はおそらく千葉大学だけではないだ

ろう。ただし、教職実践演習の実施や履修カルテなどを背景に、全学的な教職課程に関する組織の

位置づけなどが始まったところであり、今後これらの組織を中核として、教育学部の問題意識や取

り組みの共有化が進められていくことが期待される。 

５．おわりに 

 今回の調査では、「教材研究」のような教科専門科目と教科教育科目を架橋する領域の設定は授業

者である大学教員への意識変容をもたらす効果があることがわかった。しかしながら、学習者であ

る学生側にとって、「教材研究」の内容が有効であるのかは明らかとなっていない。そのため、教職

員だけでなく学生や履修した卒業生への調査をすることが必要である。また、架橋する領域科目を

単に設置するだけではなく、どのような教員がどのような教育内容でカリキュラムにどのように位

置づけるのがふさわしいのか、既存の科目とともに具体的に検討していく必要があると考える。 
 
付記 

 本稿は、著者が担当した平成 23 年度～24 年度プロジェクト研究「教員養成の改善に関する調査

研究」の成果の一部として執筆したものである。 

 
 
註 

1) 例えば、横浜国立大学では、2001 年から、教科教育科目の「中等○○科教育法」（注：○○には教科名が入る。）の中

で、全 8 単位のうち 4 単位分を実質的に教科専門の教員による教科内容学にあてており、教材研究などの資質を高める

こととしている。また、島根大学では 2006 年度から「教科内容構成研究」という新科目が設定されており、教科専門

科目と教科教育科目の中間領域に位置する科目群として、「教材研究及び教材開発」等に関する資質の確保を目的とす

る教育領域を設定している。詳しくは下記を参照。 

  淵上孝（印刷中）「専門科学と教職の架橋 －「教科内容構成」科目の設置－」『教員養成の改善に関する調査結果 

教員養成等の在り方に関する調査研究（教員養成改善班）報告書（研究代表者：工藤文三）』国立教育政策研究所、pp.

44-pp.47 

2) 千葉大学教育学部大学院教育学研究科（2000）『自己点検・評価報告書（平成 12 年 5 月）』より。 

3) 千葉大学 2011 年度教育学部シラバス（http://www.chiba-u.ac.jp/student/syllabus/2011/E1_ICHIRANE1016_frame.htm）およ

び千葉大学教育学部教員要覧（http://www.edu.chiba-u.jp/home/staff_01.html）より作成（2011 年 5 月 12 日最終アクセス）。 
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4) なお、2010 年度の教員就職者は数学・情報数理学科：7 名、物理学科：3 名、化学科：0 名、生物学科：1 名、地球科

学学科：1 名である。 

5) 2006 年度 8 名、2007 年度 12 名、2008 年度 12 名、2009 年度 5 名、2010 年度 4 名、2011 年度 14 名（教員免許の一括申

請数）。ただし、ナノサイエンス学科は定員 35 人中毎年 3、4 名と 1 割程度取得している。 

6) 千葉大学 2011 年度普遍教育シラバス（http://www.chiba-u.ac.jp/student/syllabus/2011/G1_ICHIRANG1807_frame.htm）より

作成（2011 年 5 月 12 日最終アクセス）。本科目は普遍科目（教養教育科目）としても位置づいている。 

7) 千葉大学 2011 年度教育学部シラバス（http://www.chiba-u.ac.jp/student/syllabus/2011/E1_ICHIRANE1016_frame.htm）、千葉

大学 2011 年度普遍教育シラバス（http://www.chiba-u.ac.jp/student/syllabus/2011/G1_ICHIRANG1807_frame.htm）、千葉大学

教育学部教員要覧（http://www.edu.chiba-u.jp/home/staff_01.html）および ReaD 研究開発支援総合ディレクトリ（http://rea

d.jst.go.jp/）より作成（2011 年 5 月 12 日最終アクセス）。 

 
（受理日：平成 25 年 3 月 20 日） 
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「各教科等の学習に機能する読解力」解明のための手法開発に関する 

一考察 
Development of a study method to clarify reading literacy 

As a tool to help the learning of other subjects 

水戸部 修治＊ 

MITOBE Shuji 

 

Abstract 
In the Program For International Student Assessment (PISA), reading literacy means a more ac-

tive and interactive ability than in Japan. 
There are some problems in the teaching of reading in Japanese schools. We often take reading 

literacy to mean passive reading: we have to rethink the need to foster a more active and interactive 
kind of reading literacy.  

We should define reading literacy in terms of a vehicle to help pupils learn particular subjects.  
We thus need to consider reading literacy not only as an element of the Japanese language class, but 
also in relation to the learning of other subjects.  

In this paper I attempt to develop a study method intended to clarify reading literacy in this way.  
First of all, I defined reading literacy as follows.  
Reading literacy is a tool to assist the learning of other subjects, by enabling pupils to understand, 

use, reflect on and engage with written texts, as they learning each subject.  
I then chose evaluation criteria closely related this definition. The evaluation criteria are based on 

the particular course of study.  
Additionally, I specify how reading literacy can help the learning of each subject. For example, in 

social studies it is necessary to foster the ability to “read and relate with themselves and their lives”, 
and “read and think what the can do about a given issue”. 
 

１．はじめに 

OECD による 2003 年の PISA（生徒の学習到達度調査）の結果は、我が国の教育界に大きな波紋

をもたらした。特に読解力は、2000 年調査の 8 位から 14 位へと後退し、OECD の平均程度まで低

下した。2009 年調査結果では再び 8 位となり、2000 年調査と有意差がない状況に回復してきた(1)。

しかし、依然として次のような課題が見られるとの指摘がなされている(2)。 
⑴ トップレベルの国々と比べると、下位層が多い。 
⑵ 読解力については、必要な情報を見つけ出し取り出すことは得意だが、それらの関係性を理

解して解釈したり、自らの知識や経験と結び付けたりすることがやや苦手である。 
⑶ 「趣味で読書をすることはない」生徒の割合は、2000 年調査から減少（44.2％←55.0％）し

                                                      
＊ 教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官 
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たものの、諸外国（OECD 平均 37.4％）と比べると依然として多い。 
こうした課題を克服する上では、PISA で把握しようとしている読解力がどのようなものであるか

を見極めた上で、児童生徒に付けるべき能力を育成する授業改善が求められる(3)。 
PISA における読解力の定義は、次の通りである(4)。 
「読解力とは、自らの目標を達成し、自らの知識と可能性を発達させ、効果的に社会に参加する

ために、書かれたテキストを理解し、利用し、熟考し、これに取り組む能力である。」 
この定義のうち、「これに取り組む能力」は、2009 年調査において新たに付け加えられた要素で

ある。その趣旨は次の通りである(5)。 
「読解力がただ単に読む知識や技能があるというだけでなく、様々な目的のために読みを価値づ

けたり、用いたりする能力によっても構成されるという考え方から、『読みへの取り組み』

(engaging with written texts)という要素が付け加えられることになったものである。」 
さらにこの読解力の定義については、次のように、より積極的で幅のあるものであることが指摘

されている(6)。 
「この定義は、読解力の概念について、文章の解読と理解といった内容を超え、様々な目的のた

めに書かれた情報を理解し、利用し、熟考することを含んだものとなっている。したがって、

書かれたテキストから意味を汲み取るという、読み手の積極的かつ相互作用的な役割が考慮さ

れている。」 
すなわち、PISA における読解力は、我が国において従来考えられてきた文章の読解にとどまるも

のではなく、社会生活を送る上で求められる読解力の全体像を幅広くカバーするものとして規定さ

れているのである。 
ところで、我が国の教育課程においては、こうした読解力を各教科等のねらいに即して育むこと

となる。しかしその基盤となるのは、言語の教育を主眼とする国語科である。この国語科において

は、特に読むことの能力の育成にかかり、次のような課題が指摘されてきた(7)。 
「これまでの文字言語の理解の学習では、文学教材であっても説明文教材であっても、付与の文

章を正確に読解する方向で学習が展開されてきた。また、文学教育や平和教育などというそれ

自体が肥大した学習が展開される傾向にあった。そういう文字言語の受動的な理解の学習を積

極的な『言語の教育』に転換させる必要がある。」 
一方、平成 20 年版学習指導要領の改訂に先立ち、中央教育審議会答申は、国語科改訂の趣旨とし

て次のような指摘を行っている(8)。 
「国語科については、その課題を踏まえ、小学校、中学校及び高等学校を通じて、言語の教育と

しての立場を一層重視し、国語に対する関心を高め、国語を尊重する態度を育てるとともに、

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、我が

国の言語文化を享受し継承・発展させる態度を育てることに重点を置いて内容の改善を図る。」 
この改善の基本方針にある、「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」は、PISA の定義する読解力とも相通ずるものであるといえよう。つまり、国語科において育む

べき資質や能力は、国語科に閉じたものではなく各教科等の学習を進める上で「様々な目的のため

に書かれた情報を理解し、利用し、熟考することを含んだもの」としてとらえる必要がある。こう

した国語の能力を明らかにして授業改善を図ることが、PISA の定義する読解力を高めることにつな

がると同時に、従来の国語科、とりわけ読むことの指導の課題を克服する手がかりとなる。 
そのためには、単に国語科の既存の枠内で検討するのではなく、国語科を超えた、各教科等の学
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習において機能する国語の能力を明らかにすることが、国語科で育むべき能力の枠組を再構築する

手がかりとなると考えられる。 
しかし、こうした能力の実像は、必ずしも自明ではない。各教科等の学習に機能する読解力の体

系的な構造を解明するには、各教科等の固有の、育成すべき能力や指導内容との関わりで考える必

要がある。その解明については、いくつかの教科については個別に考察が試みられてきたものの(9)、

読解力の体系を明らかにするための手法の開発は、管見の限りではなされてこなかったからである。 
そのため、研究に当たっては、まず各教科等の学習において機能する読解力を、どのように明ら

かにするかという、手法自体を開発する必要がある。その上で、その読解力を整理していくことが

必要であると考える。 
そこで本論考においては、こうした「各教科等の学習に機能する読解力」を解明するための手法

の開発について検討を試みることとしたい。このことが、「付与の文章を正確に読解する」ことにと

どまる、「受動的な理解の学習」になりがちな国語科の授業の改善の方向性を明らかにすることにつ

ながるものと考える。 
なお、本研究では、小学校教育で育成する、各教科等の学習に機能する読解力の解明を目指す。

PISA の対象は 15 歳の生徒であり、義務教育終了段階での学習到達度をみるものである。しかし、

こうした能力は、中等教育でのみ育むものではなく、子どもの実態に応じて、小学校教育において

も育むことが必要である。また我が国の小学校教育においては、教科担任制ではなく学級担任制を

取っている学校が多く、各教科等の学習に機能する読解力を国語科の授業改善に生かしやすいこと

などから、研究対象を絞り込んだものである。 

２ 研究の目的と方法 

⑴ 研究の目的 

 本研究は、全体構想としては、国語科「読むこと」領域で育むべき資質や能力を明らかにするこ

とにより、その教育内容の改善に資することを目的とする。 
この全体構想の下、より具体的な研究目的として、小学校において「各教科等の学習に機能する

読解力」を洗い出すための手法を開発することを目指す。 
 
⑵ 研究の方法 

本研究を以下のような手続きで進め、読解力を洗い出す手法の開発と確立を目指す。 
①「各教科等の学習に機能する読解力」の仮説的定義設定 

 研究を進めるに当たり、まず仮説的にではあるが、「各教科等の学習に機能する読解力」を定義

する。その際、当面は 2009 年の PISA 調査の読解力の定義を基に設定することとする。 
②「評価規準の設定例」を活用した、複数教科における「各教科等の学習に機能する読解力」の

洗い出し 

 各教科等において、どのような読解力が求められるのかを、国立教育政策研究所が公表した「評

価規準の設定例」(10) を基に、明らかにしていく。作業は、小学校教育の経験が豊富な教育委員会

職員、小学校教諭等からなるワーキンググループにおいて行う。 
③読解力の洗い出しの手法の評価及び改善 

 ワーキンググループの作業内容を基に、手法の妥当性を検証し改善していく。 
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３ 「各教科等の学習に機能する読解力」を洗い出すための手法についての検討 

⑴ 「各教科等の学習に機能する読解力」の仮説的定義の設定 

 本研究における「各教科等の学習に機能する読解力」を定義するに当たって、当面は前項に引用

した、2009 年の PISA 調査の読解力の定義やその趣旨を用いて、以下のように、仮説的に設定する

こととした。 
「本研究における『各教科等の学習に機能する読解力』とは、我が国の小学校の教育課程におけ

る各教科等の学習を進める上で、様々な目的のために書かれた情報を理解し、利用し、熟考し、

これに取り組む能力である。」 
小学校国語科の教育課程においては、「読解力」に深く関わるのは、学習指導要領における「読

むこと」の目標や内容である。しかし、本研究で解明を目指す読解力は、国語科に限定したもので

はなく、むしろ国語科以外の各教科等において求められる読解力とは何かを明らかにすることが必

要である。この点で「様々な目的のために読みを価値づけたり、用いたりする能力」でもある PISA
の読解力は有効に機能すると考える。 
 

⑵ 「各教科等の学習に機能する読解力」を洗い出すための手法について 

①「評価規準の設定例」の活用について 

「各教科等の学習に機能する読解力」を明らかにする上で、その基盤となるのは、教育課程にお

ける各教科等の教育内容である。それは、学習指導要領の各教科等の目標や内容として示されてい

る。しかし、学習指導要領は大綱的な基準であるために、より具体化してその内容を把握する必要

がある。 
そこで本研究においては、国立教育政策研究所が作成し公表した『評価規準の作成、評価方法等

の工夫改善のための参考資料』（以下、『参考資料』）に例示した「評価規準の設定例」を手がかりに、

各教科等において必要となる読解力を明らかにすることとした。 
この『参考資料』では、「評価規準」について次のように解説している(11)。 
「学習指導要領に示す目標に照らしてその実現状況をみる評価（目標に準拠した評価）を着実に

実施するためには、各教科の目標だけでなく、領域や内容項目レベルの学習指導のねらいが明

確になっている必要がある。そして、学習指導のねらいが児童の学習状況として実現されたと

いうのは、どのような状態になっているかが具体的に想定されている必要がある。このような

状況を具体的に示したものが評価規準であり、各学校において設定するものである。」 
また、「評価規準の設定例」について、次のように解説している(12)。 
「各学校において単元や題材ごとの評価規準や学習活動に即した評価規準を設定するに当たって

参考となるよう、「評価規準に盛り込むべき事項」をより具体化したものを「評価規準の設定例」

として示している。「評価規準の設定例」は、原則として、新学習指導要領の各教科の目標、学

年（又は分野）の目標及び内容のほかに、当該部分の学習指導要領解説（文部科学省刊行）の

記述を基に作成している。なお、「評価規準に盛り込むべき事項及び評価規準の設定例」は、評

価の観点別に「おおむね満足できる」状況を示すものである。」 
すなわち、『参考資料』中に示す「評価規準の設定例」とは、学習指導要領の目標等を、領域や内

容項目レベルのねらいにまで具体化したものであり、各教科等の学習指導要領解説の記述を基に例

示したものである。 
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本研究に当たっては、まずこの「評価規準の設定例」の記述を基に検討を進めることで、各教科

等の本質的なねらいを外すことなく、かつ学習指導要領をより具体化したものとして育むべき資質

や能力を押さえていくこととした。 
②「評価規準の設定例」の参照の観点 

「評価規準の設定例」は、各教科の観点別学習状況の評価の観点(13)（以下、評価の観点）ごとに

例示している。この観点は、「関心・意欲・態度」、「思考・判断・表現」、「技能」及び「知識・理解」

の４観点を基本としつつ、各教科の特性に応じて設定している(14)。 
本研究においては、この評価規準の設定例を分析していく中で、3（1）に定義した読解力に関係

が深い評価の観点を中心に取り上げて検討することとした。具体的には、次項以降に示すが、各教

科の「思考・判断・表現」に該当する観点及び、各教科の特質を踏まえてその他の観点を取り上げ

ることとした。 
③「評価規準の設定例」を基にした検討の進め方 

検討作業に当たっては、まず社会、算数、理科、生活、体育、音楽、図画工作、家庭、特別活動

の「参考資料」を取り上げて検討を進め、重点的に検討する教科を絞り込むとともに取り上げる観

点を、上記のように絞ることとした。また、「評価規準の設定例」のうち、読解力と結び付きが深い

と考えられるものについて、当該教科の『学習指導要領解説』(15) の記述にも当たり、その教科で育

成を目指す読解力を、より具体的に把握できるようにした。さらに、「評価規準の設定例」及び『学

習指導要領解説』の記述から、国語科で育成が求められる読解力を仮説的に設定することとした。 

４ 「各教科等の学習に機能する読解力」洗い出しの具体的作業状況 

ここでは上記の教科等から、社会科の作業状況を取り上げて、手法開発の状況を述べたい。 

 

⑴ 社会科「評価規準の設定例」について 

 ①社会科第５学年の「評価規準の設定例」の例示の仕方について 

 社会科の評価規準の設定例は、学習指導要領に示す内容を基に、おおむね次のように示されてい

る(16)。 

 

【学習指導要領の内容の示し方の記述形式】 

Ａ（社会的事象）について、次のこと（ア、イ、ウ…）をＢ（学習の仕方）して調べ、Ｃ（社会的事象

の意味、特色、相互の関連など）を考えるようにする。 

       ↓ 

【評価規準の設定例の基本形】 

［社会的事象についての関心・意欲・態度］ 

ａ．Ａに関心をもち、それを意欲的に調べている。 

ｂ．よりよい社会を考えようとしている。 

［社会的な思考・判断・表現］ 

ｃ．Ａ（社会的事象）について、学習問題や予想、学習計画を考え、表現している。 

ｄ．○と○とを（比較、関連付け、総合など）してＣを考え、適切に表現している。    

［観察・資料活用の技能］          
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ｅ．Ｂして、Ａについて必要な情報を集め、読み取っている。 

ｆ．調べたことを（絵地図・白地図、図表、レポートなど）にまとめている。 

［社会的事象についての知識・理解］ 

ｇ．（ア、イ、ウ…）を理解している。 

ｈ．Ｃを理解している。             ※下線及び、ａ．ｂ．ｃ．…の記号は筆者による。 

 
開発当初は、「参考資料」の「評価規準の設定例」全体から、「読解力」の定義に関連があると考

えられるものをピックアップしてみた。その作業の中で、評価規準の設定例の基本形において、ま

ず d の下線部に着目することが有効であろうと考えた。 
複数の情報を、比較したり、関連付けたり、総合したりすることを通して、Ｃ、すなわち、社会

的事象の意味、特色、相互の関連などについて考えることは、様々な目的のために読みを価値づけ

たり、用いたりする能力である読解力とも共通の要素を多く含むものと考えたからである。 
また、e の下線部は、必要な情報を集め、読み取るものであることから、やはり社会科の学習に

おいて機能する読解力を解明する手がかりを示すものであると考えた。 
 

⑵ 評価規準の設定例を手がかりとした、各教科等の学習に機能する読解力の解明のための具体的

作業 

 ①「評価規準の設定例からみた読解力」一覧表の作成 

続いて、この評価規準の設定例を用いて次のような一覧を作成した。（表 1） 
表 1 は、第 5 学年の社会科の 4 つの内容について示された、「社会的な思考・判断・表現」の観点

の評価規準の設定例のうち、前項の d（「○と○とを（比較、関連付け、総合など）してＣを考え、

適切に表現している。」）のタイプを基に検討を進めたものである。 
 社会科の第 5 学年の学習指導要領には、表 1 の「内容」の欄に記載しているように、４つの内容

が示されている。表 1 の「１ 評価規準の設定例」の欄には、この４つの内容において例示された

評価規準の設定例のうち、「社会的な思考・判断・表現」の観点について、前項の d（「○と○とを

（比較、関連付け、総合など）してＣを考え、適切に表現している。」）の例示を転記したものであ

る。 
 また表 1 の「２ 当該教科等で育成すべき読解力の具体的な姿」の欄は、左欄の「１ 評価規準

の設定例」と関連の深い『小学校学習指導要領解説社会編』の記述を書き抜いたものである。該当

のページ数を併せて示している。 
②「評価規準の設定例からみた読解力」一覧表作成を通した読解力の検討 

 こうした一覧表の作成を通して、徐々に「各教科等の学習に機能する読解力」を洗い出してきた。

ここでは、表 1のうち、「我が国の国土の自然などの様子」について、その検討状況を述べたい。 

a．「評価規準の設定例」における読解力につながる要素の抽出 

 「評価規準の設定例」として、次の例示を記載している。 

・自然条件、自然災害や公害、人々の生活や産業などを相互に関連付けて、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、適切に表現している。 

 読解力に関連する可能性があると考えられる箇所には、下線を引いている。すなわち、社会科で

は、社会的事象、ここでは特に自然条件、自然災害や公害、人々の生活や産業などを、相互に関連

付けてとらえる能力を育むこととしている。そのためには、それぞれの事象について、どこが関連
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付くのかを読み取ったり、因果関係や相関関係など、どのように関連付くのかを読み取ったりする

ことが重要になる。 

 こういった読解力は、国語科でも育成することとなる。例えば、小学校学習指導要領・国語の第

5 学年及び第 6 学年「Ｃ読むこと」には、次のような指導事項を示している。 
ウ 目的に応じて、文章の内容を的確に押さえて要旨をとらえたり、事実と感想、意見などとの関

係を押さえ、自分の考えを明確にしながら読んだりすること。 
エ 登場人物の相互関係や心情、場面についての描写をとらえ、優れた叙述について自分の考えを

まとめること。 
 すなわち、相互に関連付けて対象をとらえることは、社会科で育成すべき能力であると同時に、

国語科でも育成すべき読解力であると考えることができる。その際、読解する対象が、社会科では

学習内容である社会的事象であるのに対して、国語科では「読むこと」であれば、読む能力を育む

ためのテキスト（連続型・非連続型の両方を含む）であるという違いが指摘できるだろう。 
b. 当該教科等で育成すべき読解力の具体的な姿 

続いて、評価規準の設定例に関連する『小学校学習指導要領解説社会編』の記述に当たり、社会

科で育成を目指す読解力を、より具体的に把握できるようにした。 
ここでは、次のような記述が見られる。 

・p.54 公害の問題を国土の環境保全の観点から扱うようにするとともに、自分自身や自分の生活

とのかかわりでとらえることにより、公害から国民の健康や生活環境の維持・改善に配慮した行動

が求められるなど、国民一人一人の協力が必要であることに気付くようにすることが大切である。 
 すなわち、第 5 学年の社会科の学習では、社会的事象相互の関連についてとらえることのみなら

ず、「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」ことを考える上で、「自分自身や

自分の生活とのかかわりでとらえる」ことを重視していることが分かる。 
一方国語科では、先に挙げたように、「エ 登場人物の相互関係や心情、場面についての描写をと

らえ、優れた叙述について自分の考えをまとめること。」を示しているが、指導の現状として「１ は

じめに」に引用したように、「文字言語の理解の学習では、文学教材であっても説明文教材であって

も、付与の文章を正確に読解する方向で学習が展開」される傾向が根強い。より具体的に言えば、

指導事項エでは、「登場人物の相互関係や心情、場面についての描写をとらえ」させても、「優れた

叙述について自分の考えをまとめること。」についての指導が十分ではない傾向にあるのである。こ

うした課題は、平成 15 年度に実施された教育課程実施状況調査においても指摘されている(17)。 
 したがって、対象を自分自身や生活との関わりでとらえることを重視する社会科の読解力の考え

方を国語科に援用すれば、単に付与の文章を正確に理解するのみならず、文章の内容と、自分の考

えや言語生活、読書体験などと関連付けて解釈するという、より広い概念を導入することが可能と

なるものと考えられる。 
 c. 国語科で育てたい読解力 

上述のような検討を経て、国語科で育てたい、各教科等の学習で機能する読解力として仮説的に

抽出した能力を、「国語科で育てたい読解力」の欄に記載した。 
 表 1 では、「我が国の国土の自然などの様子」においては、次の 2 つを指摘した。 
○自分自身や自分の生活と関わらせながら読む。 
○自分にできることは何かを考えながら読む。 
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表 1：第 5 学年社会科 評価規準の設定例（「社会的な思考・判断・表現」）からみた読解力 
内容 １ 評価規準の設定例 ２ 当該教科等で育成すべき読解力の 

             具体的な姿 
３ 国語科で育てたい 
        読解力 

我が国の

国土の自

然などの

様子 

・自然条件、自然災害や公害、

人々の生活や産業などを

相互に関連付けて、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、適切に表現

している。 

・p.54 公害の問題を国土の環境保全の観点

から扱うようにするとともに、自分自身や

自分の生活とのかかわりでとらえること

により、公害から国民の健康や生活環境の

維持・改善に配慮した行動が求められるな

ど、国民一人一人の協力が必要であること

に気付くようにすることが大切である。 

○自分自身や自分の生活と

関わらせながら読む。 
 
○自分にできることは何か

を考えながら読む。 

我が国の

農業や水

産業 

・食料生産の様子と自然環境

や国民の食生活とを関連

付けて、我が国の農業や水

産業が国民の食料を確保

する重要な役割を果たし

ていることや自然環境と

の深いかかわりをもって

営まれていることを考え

適切に表現している。 

・p.61 価格や費用については、例えば、野

菜や魚などと生鮮食料品の価格は時期や

場所によって変わること、生産の過程で

様々な費用がかかることや生産物を消費

地まで運ぶためには費用がかかることな

どを取り上げ、消費者の需要にこたえる生

産や運輸の工夫に気付くようにすること

が考えられる。 

○変化の背景にあるものを

考えながら読む。 
 
 
 
 

我が国の

工業生産 
・工業生産の様子と国民生活

とを関連付けて、工業生産

が国民生活を支える重要

な役割を果たしているこ

とを考え、適切に表現して

いる。 

p.64 原材料の確保や製品の販売と輸送に見

られる工夫については貿易や運輸などの

働きとの関連を図ること、製造の過程に見

られる生産の工夫としての製品の研究開

発などを取り上げられることが考えられ

る。 
p.65 価格や費用については、製造の過程で

様々な費用がかかること、原材料の確保や

製品の輸送のための費用がかかることや

それらの費用が価格に影響を与えている

ことなどを取り上げることが考えられる。

○複数の出来事を関連付け

ながら読む。 
 
 
 
 
○出来事の背景にある事実

やつながりをとらえなが

ら読む。 

我が国の

情報産業

や情報化

した社会

の様子 

・情報産業の様子や情報化し

た社会の様子と国民生活

とを関連付けて、情報化の

進展は国民生活に大きな

影響を及ぼしていること

や情報の有効な活用が大

切であることを考え適切

に表現している。 

P.67 それらマスメディアの働き、それを通

して送り出された情報が国民生活に大き

な影響を及ぼしていることを調べ、情報を

発信する側に求められている役割や責任

の大きさ、情報を受け取る側の正しい判断

の必要性などについて考えをまとめるこ

とが大切である。  

○正しい情報かどうか判断

することの必要性を意識

しながら読む。 
 
 

※下線は筆者による。 
 
 こうした能力像を描くことで、既存の国語科の指導内容を、より能動的なものとして具体化する

ことにつながると考える。例えば、「自分にできることは何かを考えながら読む」ことは、様々な

目的のために書かれた情報を理解し、利用し、熟考することの具体像の一つであり、 
ウ 目的に応じて、文章の内容を的確に押さえて要旨をとらえたり、事実と感想、意見などとの関

係を押さえ、自分の考えを明確にしながら読んだりすること。 
の指導を行う上で、「自分の考えを明確にしながら読む」ことを、具体化する手がかりともなるであ

ろう。 
従来であれば、この指導事項は「文章の内容を的確に押さえて要旨をとらえたり、事実と感想、

意見などとの関係を押さえ」たりして読むことに力点が置かれがちであったが、例えば、身近な課

題について述べた文章を、「自分には何ができるのか」を考えながら目的を明確にして読んだり、自

分にできることを、文章の内容と関連付けて考えたりするといった、より能動的なものとしてとら

え直すことも可能となるのである。 
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 表１に掲げた「国語科で育てたい読解力」には、他にも以下のようなものを指摘した。 
○変化の背景にあるものを考えながら読む。 
○複数の出来事を関連付けながら読む。 
○出来事の背景にある事実やつながりをとらえながら読む。 
○正しい情報かどうか判断することの必要性を意識しながら読む。 
 これらはいずれも、文学を主体的に読んだり、情報を積極的に活用したりする読解力の具体像と

して、有効に機能するものと考える。 
 ③その他の教科等における検討状況 

 ワーキンググループでは、社会科における検討と並行して、３（２）③に述べたように、他教科

等でも検討を進めている。例えば家庭科では、「国語科で育てたい読解力」として、次のような能力

を抽出している。（表２） 
 

表２：第 5・6 学年家庭科 評価規準の設定例（「生活を創意・工夫する能力」）からみた読

解力（抜粋） 

内容 １ 評価規準の設定例 
２ 当該教科等で育成すべき 

読解力の具体的な姿 
３ 国語科で育てたい読解力 

Ａ 家庭生

活と家族 

（２）家庭

生活と家族 

○家庭の仕事を見直し、

自分の分担する仕事に

ついて考えたり、実践

を通して自分なりに工

夫したりしている。 

 

○生活時間の使い方を見

直し、有効な使い方を

考えたり、自分なりに

工夫したりしている。 

p.20 家庭での家族の仕事を観察し

たり、家庭の仕事をしていてうれ

しいのはどのような時かインタビ

ューしたりすることを導入として

取り入れることが考えられる。 

 

p.21 一日のある時間帯を家族がど

のように使っているか調べること

によって自分の生活時間とのかか

わりを見付け比較するなど、工夫

する。 

○見直し…これまでと異なる新たな

認識ができないかどうか考えなが

ら読む。 

○身近な話題の中から調べたい観点

をもち、情報を収集しながら読む。

 

○収集した情報を整理して、特徴を

考えながら自分の考えをまとめ

る。 

 

Ｃ 快適な

衣服と住ま

い 

（２）快適

な住まい方 

 

○身の回りを点検し、課

題を見付け、整理・整

頓や清掃の仕方につい

て考えたり、自分なり

に工夫したりしてい

る。 

 

p.41 児童が日常よく使う場所を取り

上げるようにする。学校や家庭で

の体験を基に清掃について見直

し、なぜ汚れるのか、何のために

清掃するのかを考えさせるととも

に、床や窓などの汚れの種類、汚

れ方に応じた清掃の仕方が分か

り、状況に応じた清掃の仕方を考

え工夫して適切な清掃ができるよ

うにする。 

○点検…何らかの基準を基に個々に

判断しながら読む。 

○事実に対して自分の感想や考え・

疑問をもちながら読む。 

○原因や目的を考えながら読む。 

 

 

 

 表２では、評価規準の設定例に見られる「見直す」「点検する」といった家庭科においてよく用い

られる文言に着目し、読解力の具体像を明らかにしようとした。 

例えば、「見直す」という思考を踏まえた読解力として、「これまでと異なる新たな認識ができな

いかどうか考えながら読む。」という具体像が抽出できると考えた。 
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５ 読解力の洗い出しの手法の妥当性の検討と今後の方向性 

⑴ 開発した手法の妥当性について 

 これまで見てきたように、他教科等の評価規準の設定例を手がかりにすることによって、各教科

等に機能する読解力としての「国語科で育てたい読解力」の具体像を抽出することが可能であるこ

とが明らかになった。この手法の特徴は、学習指導要領の趣旨を外すことなく、すべての教科等に

わたって検討を進めることができる点にある。 
 しかし、今回模索しながら開発してきた研究方法は、具体像の抽出の段階までにとどまっている。

それらをどう整理し、体系化するかについては、さらなる検討が必要である。その際の整理の視点

としては、抽出した具体像に見られる共通点を基にすること、おおむね小学校低学年・中学年・高

学年の発達の段階を明らかにすることなどが考えられる。また、算数や理科といった理数系、音楽

や図画工作などの芸術系といった教科等の特徴ごとに整理していくことも考えられるだろう。 
 

⑵ 今後の研究の方向性 

 今後の研究の具体的な内容としては、さらに対象教科等を広げつつ、抽出した読解力の具体像を、

いくつかの共通項でくくっていく作業を進めることとする。また、学年の発達の段階に応じた読解

力を明らかにすることも視野に入れていきたい。 
 さらにその上で、小学校における国語科「読むこと」領域で育むべき資質や能力を明らかにする

ことにつなげていきたい。 
 
 最後になるが、本研究の遂行に当たり「各教科等に機能する読解力育成のための検討ワーキング

グループ」のメンバーには、終始熱心に検討作業を進めていただいた。ここに深く感謝する次第で

ある。 
 
 なお本論考は、科学研究費補助金による、基盤研究（C）課題番号 23531233「『日常生活や各教科

等の学習に機能する読解力』育成のための授業モデルの開発」の研究成果の一部である。 
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公立小学校の統廃合による人件費削減効果のシミュレーション推計 

Simulation-based estimation of labor cost reduction effect attained  
by consolidating public elementary schools 

宮﨑 悟＊ 

MIYAZAKI Satoru 

 

Abstract 
In this paper, we made a simulation-based estimate of how much labor costs of managing public 

elementary schools could be reduced through consolidation. By using past cases of consolidation in 
forming our estimates, we compared the effects attained through various patterns, categorized by the 
size and number of elementary schools that are consolidated. The results of the estimation can be 
summarized into the following three points: 

(1) The labor cost reduction effect was some tens of millions of yen when two schools are in-
tegrated into one, and some hundreds of millions of yen when three or more schools are 
integrated into one. 

(2) The labor cost reduction effect tends to be higher, when a higher number of schools of 
smaller sizes are consolidated. However, the reduction effect does not necessarily increase 
proportionally. 

(3) Labor costs, much of which is paid by the national and prefectural governments, are ex-
pected to benefit from the effect of labor cost reduction through consolidation of public 
elementary schools. This effect is not very significant for the municipal governments. 

The above results suggest a policy implication that the effect of labor cost reduction attained by 
consolidation increases as many small schools are consolidated. Looking at the financial aspect 
alone, the incentive to consolidate public elementary schools is strong for the national and prefectur-
al governments while it is weak for the municipal governments. 

 

１．はじめに 

文部科学省の「廃校施設等活用状況実態調査」による公立小学校の廃校数のデータを見ると、2001
年度に 200 校の大台を突破してから増加しており、2011 年度には 323 校が廃校となっている。少子

化が一段と進むとともに財政状況が逼迫する中で、今後も小規模校を中心に統廃合するケースは増

加することが予想される。 
学校統廃合に関しては若林(2012)をはじめとして多くの学術的な研究があり、学校施設利用や教

育効果、地域環境や住民との関わり、さらには財政等の様々な視点からの知見が蓄積されている。

この中で、学校統廃合と地方財政の関係性について議論した研究も多いが、多くは地域財政力や廃

                                                      
＊ 教育政策・評価研究部主任研究官 
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校後の施設運営費に関する議論が中心となっており、学校運営費用に関する議論は少ない。１） 
本稿で扱う学校統廃合による学校運営費用の削減効果について議論した主要な先行研究として、

市町村レベルでの管理費部分の運営費用について、事例を用いて統廃合前後で比較分析した本多

(2012)がある。ここでは、学校統廃合によって生じる費用面のディスインセンティブとインセンテ

ィブの両面から議論しており、前者に関しては地方交付税制度によるもの、後者に関しては市町村

レベルでの学校運営費削減による財政的メリットを想定している。実例として、多摩市予算の小中

学校費の推移を学校統廃合があった年を中心に丁寧に見ているが、学校統廃合により必ずしも市町

村財政レベルでの費用削減効果が見られないことを明らかにしている。ただし、ほとんどが市町村

支出ではない教員等への人件費に関しては、この中で議論がされていない。 
このように先行研究を見る限り、公立学校の統廃合による人件費の削減効果に関しては、まだ十

分な議論や研究蓄積がなされていないのが実情である。文部科学省「地方教育費調査」によると小

学校費の 4 割以上が教員給与に充てられているため、人件費部分を考察する意義は大きい。 
そこで、本稿では公立小学校の人件費が学校統廃合によってどの程度削減できるのか、そしてど

のような状況であればより大きな人件費削減効果が得られるのかという政策的課題に対応するため、

統廃合による人件費削減効果をシミュレーション推計から考察する。この際、統廃合に関わる学校

数や学校規模によって状況が大きく変わると予想されるため、これらの違いを想定した推計を行う

ことで、状況による削減効果の違いについても考察する。 

２．推計方法 

学校統廃合による公立小学校の人件費削減効果を推計するためには、教職員数等を考慮しながら

公立小学校 1 校当りの人件費を推計して、統廃合前後での推計人件費を比較せねばならない。すな

わち、「統廃合前の教職員数による人件費」から「統廃合後の教職員数による人件費」を差し引いた

額が削減費用となる。ただし、本稿における人件費については、退職金のような人事制度面により

削減することが困難な部分を含めず、現役教職員への給与（退職手当を除く賞与等の各種手当を含

む）に限ることで、学校運営に必要な直接的な人件費のみを対象とした。 
 

表１ 統廃合事例の類型による分類 
類型・規模 概要

類型A 規模①校と規模②③校の2校が統合
類型A+ 規模①校と規模②③校の3校以上が統合

類型B 2校の規模②校が統合
類型B+ 3校以上の規模②校が統合

類型C 規模②校と規模③校の2校が統合
類型C+ 規模②校と規模③校の3校以上が統合

類型D+ 3校以上の規模③校が統合
規模① 特別支援学級を除いて12学級以上

規模② 特別支援学級を除いて11学級以下かつ複式学級なし
規模③ 特別支援学級を除いて11学級以下かつ複式学級あり

表 統廃合事例 類型に る分類

 
 
冒頭に指摘したように年間約 300 校が廃校となっている近年において、統廃合事例のすべてを把

握することは困難である。そこで、2011 年に公表された文部科学省の委託調査による事例集２）（以

下「事例集」と呼ぶ）に示された小学校統合の全 37 事例をもとに推計した。この事例集では、市区

町村の人口規模と統合学校数を考慮して網羅的に事例が抽出されていた。しかし、本稿では一般的
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類型 統合年 内特別 推定 推定 内特別 推定 推定
支援級 教員数 職員数 支援級 教員数 職員数

A 2005 2 604 27 6 38 6 686 27 7 34 3
A 2005 2 475 20 1 29 6 425 15 1 21 3

A 2005 2 372 18 0 27 6 372 12 0 17 3
A 2007 2 782 31 2 41 6 840 27 2 34 3

A 2010 2 618 26 2 37 6 639 22 3 28 3
A 2010 2 583 23 4 33 6 577 23 5 29 3

A+ 2008 3 614 28 3 42 9 527 21 3 27 3
A+ 2005 4 452 29 1 45 12 356 13 1 18 3

A+ 2008 4 666 33 5 50 12 707 22 2 28 3
B 2008 2 421 16 2 25 6 407 14 1 19 3
B 2008 2 372 16 0 24 6 375 12 0 17 3

B 2008 2 167 14 3 23 6 156 8 2 13 3
B 2008 2 120 14 2 22 6 120 7 1 11 3

B 2009 2 218 13 1 21 6 225 10 1 15 3
B+ 2005 3 239 17 2 28 9 234 9 2 14 3

B+ 2006 3 645 27 4 42 9 633 20 2 26 3
B+ 2008 3 483 23 0 36 9 490 16 1 22 3
B+ 2008 3 441 23 5 37 9 396 15 2 21 3

B+ 2010 3 269 19 1 31 9 253 9 1 14 3
C 2005 2 76 9 0 16 6 76 6 0 10 3

C 2006 2 104 9 0 16 6 81 6 0 10 3
C 2007 2 247 15 2 23 6 247 13 2 18 3

C 2007 2 121 10 1 17 6 113 7 1 11 3
C 2008 2 275 15 1 23 6 259 11 1 16 3
C 2009 2 158 12 2 20 6 152 8 2 13 3

C 2010 2 305 16 2 24 6 315 14 3 19 3
C 2010 2 237 11 2 18 6 226 11 3 16 3

C+ 2008 4 268 22 1 37 12 264 13 1 18 3
C+ 2009 4 157 18 1 31 12 144 7 1 11 3

C+ 2010 4 263 20 2 35 12 238 11 1 16 3
C+ 2010 4 228 20 1 33 12 207 8 0 13 3

C+ 2009 5 185 29 7 48 15 173 9 3 14 3
C+ 2012 5 276 25 2 42 15 276 13 2 18 3
C+ 2008 6 370 32 4 53 18 368 20 2 26 3

C+ 2010 7 362 31 1 54 21 336 14 1 19 3
C+ 2009 9 270 32 5 60 27 258 11 2 16 3

D+ 2006 9 299 33 0 60 27 296 13 1 18 3

表 推計 用 事例 本情報
統合前計 統合後

学級数

注：教職員数は義務教育標準法による基準や学校基本調査による実態をもとに推定したもの。

学級数児童数学校数 児童数

に考えられる学校統廃合のパターンを網羅的に考慮してそれぞれの特徴や全体的な傾向を見るため

に、表１で示したような各事例を 7 類型に再分類した。 
事例集に含まれていた情報は統合前後の児童数・学級数・複式学級の有無に限られており、これら

を 大限に用いたが、残念ながら教職員数の情報を得られなかった。このため、義務教育標準法３）

による教職員配置基準や「学校基本調査」による実態をもとに教職員数を推定した。本稿で扱う各事

例の基本情報は表２に示した通りである。 
 

表２ シミュレーション推計で用いた事例の基本情報 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
教職員数の推定方法を説明する前に、この表２の統廃合前後の学級数に注目して扱う事例を確認

しておこう。類型 A や A+のように比較的規模の大きな学校が統廃合に関係している場合、統合後

も少なくとも一般的に 12～18 学級とされる標準規模の学校かそれ以上の規模の学校ができている。

しかし、それ以外の類型で比較的小さな学校ばかりが統廃合に関係している場合には、ほとんどの

場合で標準規模かそれ以下の学校が統廃合後にできている。 
また、この事例集に収録された事例はすべて 4 月に実施された統廃合事例であり、入学と卒業に

よる学年の入れ替わりも含まれる。このため、単純に比較できない部分もあるが、ほぼ統合前後で
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の児童数が変わらない事例を中心に見ても、統廃合に関わる学校が多いほど学級編成により学級数

が減りやすくなる傾向が見出された。 
さて、本題である教職員数の推定方法に戻るが、具体的な推定方法は教員と職員で異なる。まず

教員については、義務教育標準法に準拠して校長と養護教員が 1 校につき 1 名ずつ、教頭または副

校長以下の教員が義務教育標準法第七条による学級規模を基準のまま各学校に配置されているもの

として推定した。なお、ここでは本務教員のみを考慮して推定しており、兼任教員については本務

教員との兼任という事例の多さや単純化のために考慮から外した。 
一方、職員については「学校基本調査」での平均的な 1 校当りの人数を参考として、事務職員・

給食調理者・用務員が 1 校につき 1 名ずつ配置されていると設定した。現実的に小規模校ではこれ

ら 3 職種の職員が配置されていない可能性や他職種の職員配置の可能性も考えられるものの、便宜

上本稿ではすべての小学校に 3 職種が 1 名ずつ配置されていると想定した。 
以上のような教職員配置を想定して推計を行うが、賃金水準を考える際には総務省「平成 22 年地

方公務員給与実態調査」の小中学校教員・職員の退職手当を除く各種手当をすべて含む平均年間給

与の情報を用いた４）。統廃合によって、校長・教頭または副校長・養護教員の 3 職種の教員と事務

職員・給食調理者・用務員の 3 職種の職員が、減少する学校 1 校当り 1 人ずつ固定的に減少すると

考えられる。このため、これらの職種について識別することが人件費を考える上でも重要となる。

そこで、教員 3 職種については文部科学省「平成 22 年度学校教員統計調査」で調査された公立学校

教員の全体平均月収の職種別相対比５）で調整し、その他の一般的な教員と区別した。また、職員 3
職種については上記の総務省調査に含まれる職種別平均年間給与の情報を用いた。なお、実際には

同じ職種でも年齢や勤続年数、地域による給与制度の違いによって給与水準は変わりうるが、これ

らの個別事情をすべて勘案することは難しいため、単純化して職種別の平均的な賃金水準を用いた。 

３．推計結果と考察 

実際には表２に示した 37 事例についてそれぞれ推計しており、末尾の付表に示したような結果と

なったが、本文では表３に示した類型別平均値で要約した結果を見ることとしよう。 
類型名に＋が付いていない 2 校の統合事例では、7 千万円前後の削減効果が見られた。これに対

して、類型名に＋が付いている 3 校以上の統合事例では、数億円規模の削減効果が見られた。付表

に示した個別事例の結果も含めた全体の傾向をみても、統合する学校数が増えるほど費用削減効果

は大きくなったと指摘できる。 
 

表３ 公立小学校の統廃合による人件費削減効果・要約 

類 事例 統合
型 数 校数 前 後 前 後 統合前 統合後 削減額 削減率 統合前 統合後 削減額 削減率 統合前 統合後 削減額 削減率

A 6 2.0 34.2 27.2 6.0 3.0 282.6 211.6 70.9 25.1% 245.9 193.3 52.6 21.4% 36.7 18.4 18.4 50.0%
A+ 3 3.7 45.7 24.3 11.0 3.0 399.7 191.9 207.8 52.0% 332.4 173.5 158.8 47.8% 67.3 18.4 48.9 72.7%
B 5 2.0 23.0 15.0 6.0 3.0 204.7 126.8 77.9 38.1% 168.0 108.4 59.6 35.5% 36.7 18.4 18.4 50.0%
B+ 5 3.0 34.8 19.4 9.0 3.0 309.1 157.5 151.7 49.1% 254.1 139.1 115.0 45.2% 55.1 18.4 36.7 66.7%
C 8 2.0 19.6 14.1 6.0 3.0 181.1 120.7 60.5 33.4% 144.4 102.3 42.1 29.2% 36.7 18.4 18.4 50.0%
C+ 9 5.3 43.7 16.8 16.0 3.0 422.6 139.2 283.4 67.1% 324.7 120.8 203.9 62.8% 97.9 18.4 79.5 81.3%
D+ 1 9.0 60.0 18.0 27.0 3.0 617.6 147.7 469.9 76.1% 452.4 129.3 323.1 71.4% 165.2 18.4 146.8 88.9%

（内）教員人件費 （内）職員人件費

（統合後1校当りの事例平均値・人件費の単位は百万円）　

総人件費教員数 職員数

 
注:類型については表１を参照のこと。 
 
このように統廃合に関わる学校が増えるほど人件費の削減効果が大きくなるのはなぜだろうか。
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金額〔億円〕 割合

教育費総額 62823.7 100.0%

人件費 43996.8 70.0%

経常人件費 32565.0 51.8%

その他人件費 11431.8 18.2%

土地・建設費 6443.4 10.3%

事業費 8444.9 13.4%

債務償還費 3938.5 6.3%

　　 を除く経常的な人件費である。

　　 事業費は人件費や土地・建設費でない教材等

　　 の物品等への経費である。

（平成21年度分）

支出項目

注：経常人件費は共済・恩給・退職・死傷手当関連

出所：地方教育費調査（文部科学省）

まず指摘できる理由は、校長等の教員 3 職種と事務職員等の職員 3 職種のような固定的に配置され

る職種の教職員が比例的に減ることである。しかし、これだけに留まらず、統廃合に関わる学校が

増えるほど学級数と教員数が減ることも、人件費削減効果の拡大に影響したと指摘できる。このこ

とは、統合前後の教員数の推移や内訳で示した教員人件費の部分を見るとよくわかる。 
また、統合する学校の規模は人件費削減効果の大きさに対して、必ずしも比例的な関係とは言え

ない。2 校の統合例である ABC の 3 類型を比較すると削減額・削減率ともに複式学級のない 12 学

級以下の学校同士という類型 B の統合事例で も大きくなった。しかし、類型 C+や類型 D+のよう

な複式学級ができるほど小さな学校が関わる統廃合事例では、他の類型よりも人件費の削減額、削

減率ともに著しく大きくなっていた。このように、必ずしも統廃合される学校規模が比例的に削減

効果の拡大に影響していないとしても、多数の小さな学校が一度に統廃合に関わることで、統廃合

による大きな人件費削減効果が得られることが指摘できよう。 
さらに、教員・職員の内訳部分に目を移そう。基本的にはもともとの総額の多い教員人件費部分

の方が削減額は多く、総人件費の削減額のうち概ね 4 分の 3 を占めた。ただ、削減率だけで見ると、

教員部分よりも職員部分のほうが大きくなった。ほとんどの職員が学校数当りで配置されるのに対

し、教員は学級規模に応じて配置されることが、この違いに現れたと考えられる。 
ところで、本稿では学校統廃合による人件費の削減効果だけを考えているが、学校運営に直接的

にかかる教材をはじめとした消耗品等の運営費用の削減効果も考えられる。いわば人件費以外の事

業費に当たる部分の削減効果はどのようになるのだろうか。本稿ではこの事業費部分について人件

費のように直接的な推計をしていないが、表４に示した全国総額の小学校教育費の支出項目構成６）

からある程度推測できる。 
 

表４ 支出項目別小学校教育費 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
小学校教育費のうち、本稿で考えていた経常人件費の部分が約半数であるのに対し、教材等にか

かる事業費はその 3 分の 1 の 13.4％に過ぎない。もし統廃合による事業費の削減効果があっても、

人件費の削減効果に比べると相当小さいことは容易に推測できる。すなわち、統廃合による学校運

営費用が削減されても、その効果のほとんどが人件費部分になると考えられる。 

では、学校統廃合による人件費を中心とした費用削減によるメリットはどのレベルの行政機関が

受けられるのだろうか。これを考えるために、小学校教育費の支出項目別にどのレベルの行政機関

から支出されているのかの割合を表５で見てみよう。 
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項目別

国 都道府県 市区町村 地方債等 構成比

教育費総額 20.0% 47.6% 28.3% 4.1% 100.0%

人件費 21.7% 67.2% 9.5% 1.7% 70.0%

教員給与 32.3% 67.2% 0.5% 0.0% 44.2%

事務職員給与 31.3% 62.5% 6.2% 0.0% 2.2%

その他職員給与 3.4% 6.4% 90.2% 0.0% 5.4%

その他人件費 0.0% 85.8% 7.7% 6.4% 18.2%

土地・建設費 34.8% 1.0% 36.8% 27.4% 10.3%

事業費 9.2% 2.5% 87.8% 0.5% 13.4%

債務償還費 0.0% 1.7% 97.4% 0.9% 6.3%

表 小学校教育費 支出 体割合 （平成 年度分）

　　 事業費は人件費や土地・建設費でない教材等の物品等への経費である。

注：その他人件費には、共済・恩給・退職・死傷手当関連が含まれる。

出所：地方教育費調査（文部科学省）

支出項目

支出主体

表５ 小学校教育費の支出主体割合（平成 21 年度分） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教員給与と事務職員給与の部分については、義務教育費国庫負担制度の諸規定７）により原則的な

基準が定められているように、概ね国が 3 分の 1、都道府県が 3 分の 2 を負担している。事務職員

以外の職員給与については 9 割が市区町村の負担となっている。構成比を見ると教員および事務職

員の給与が 46.2％であるのに対し、その他の職員給与は 5.4％に留まる。 
ここまでに示した結果と併せて考えると、教員人件費のすべてと職員人件費の約 3 分の 1 に係る

削減額は、人件費削減の大きな部分を占めるとともに国と都道府県にとっての財政的メリットとな

るが、市区町村にとってのメリットにはほとんどならない。また、職員人件費の削減額の約 3 分の

2 に係る人件費削減額については、確かに削減効果として見られるものの残念ながら限定的である。

この限定的な部分のみが市区町村にとっての財政的メリットとなる。 
表５でも改めて明確になったように、地方財政制度では大部分を占める人件費はほとんどが国や

都道府県からの支出により賄われる一方で、あまり割合の大きくない事業費のほとんどが市区町村

からの支出で賄われている。このことから、公立小学校の統廃合による費用削減効果は主に都道府

県からの支出抑制にはつながるものの、市区町村からの支出抑制にはあまりつながらないことにな

る。すなわち、市区町村レベルでは公立小学校の統廃合による財政的メリットをさほど享受できな

いことが指摘できる。 

公立小学校のほとんどが市区町村立であることから、学校統廃合に関しては市区町村レベルでの

決定がなされる。しかし、その財政的メリットの多くは意思決定をした市区町村レベルよりも、主

に都道府県レベルと財政的裏支えをしている国レベルが受ける仕組みになっている。このように、

住民説得等の意味で政治的にも難しい課題である学校統廃合を行う財政的インセンティブが市区町

村になければ、学校統廃合は行われにくく小規模学校が存続しやすくなると考えられる。 

４．おわりに 

本稿では公立小学校の統廃合により人件費がどの程度削減できるかを、様々な小学校の統廃合事

例に適用してシミュレーション推計した。ここまでに見た主な結果は、次の 3 点にまとめられる。 
① ２校を１校に統合する場合は数千万円規模、３校以上を１校に統合する場合は数億円規模の

人件費を削減する効果が見られた。 
② 多数の小規模な学校が統廃合することにより、統廃合による人件費の削減効果は大きくなる

傾向が見られたものの、必ずしも効果は比例的に大きくなるわけではない。 
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③ 公立小学校の統廃合により人件費削減効果が期待されるのは国と都道府県レベルであり、市

区町村レベルではこの効果をさほど享受できない。 
以上の結果から、学校統廃合を通じたより大きな人件費削減効果を得るためには、一度に多くの

小規模校が統合されることが必要であるという政策的示唆を得られた。さらに、財政面だけで見る

と、国や都道府県レベルでは公立小学校を統廃合するインセンティブが高い反面、市区町村レベル

ではそのインセンティブが低いという政策的示唆も得られた。 
本稿の推計では義務教育標準法の枠組で一般的に考えられる設定をもとにしたが、削減された

教職員の雇用問題やこれを配慮した加配については、データの制約により推計に含められなかっ

た。図１で示した実際の推移を見ると、学校数・児童数の減少とともに学級数や本務職員数も大

きく減少していたのに対し、本務教員数はこれらと比較してさほど減少していなかった。この期

間中に進められた教職員定数改善の影響が一つの理由として考えられる。それに加えて、職員は

様々な形で配置転換しやすいが、教員は免許資格やキャリア形成の観点から配置転換できる範囲

が小さく、雇用調整に時間がかかるという問題も生じるため、短期的には容易に削減することが

難しいことを物語る。また、政治的な観点も含め、通学児童の家族をはじめ地域住民を納得させ

ようと、統廃合後の学校を手厚い教職員配置として財政的なインセンティブを補ってきたことが、

経験的に行われてきた政策的示唆として見えてきた。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：学校基本調査（文部科学省） 

図１ 公立小学校の規模の推移（全国：1990 年＝100） 
 
全体の教員数推移を見ると、本稿の推計削減額は短期的視点では大きく見積られた可能性もある

が、長期的には児童数や学級数の減少に従い教職員数も減らさざるを得ない。その反面、本稿では

各学校に義務教育標準法で定められた教職員配置を想定したが、実際には国から地方への財政補助

基準であり、教員なら都道府県全体の枠として捉えられるべきである。実際には大規模校から小規

模校に教員枠が回されると考えられ、特に小規模校が関係する事例では統合前の教員数が増えるこ

とが予想される。これらの事情を考えると、本稿の推計額は逆に小さく見積られた可能性もある。 
以上のような様々な側面も考慮して、より正確な統廃合後の教員配置を推計に取り込むことは非

常に難しい。しかし、より多くの事例情報や客観的情報を集めて補うことで、さらに精緻化した推

計が可能となるであろう。これについては今後の課題としたい。 
また、本稿では統廃合による人件費削減のみに焦点を当てており、事業費の削減については費用

支出項目による割合からの推測に留めている。今後の研究において、人件費だけではなく事業費部
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分も含めた学校運営費用の推計が求められる。おそらく、人件費ほどの費用削減額は大きくないと

しても、事業費部分でもそれなりの削減効果はあるものと考えられる。ただ、この際には統廃合で

新たに生じるスクールバス等の費用で、逆に費用が増加する可能性も考えねばならない。ただ、本

多(2012)の結果を見る限りにおいては、事業費部分の削減効果はさほど大きくないことが予想され

る。これらの検証も含めて、包括的な学校運営費用の推計は本稿に残された課題である。 
 

付表 公立小学校の統廃合による人件費削減効果のシミュレーション結果 

類 統合

型 年 学校 児童 学級 教員 職員 学校 児童 教員 職員 統合前 統合後 削減額 統合前 統合後 削減額 統合前 統合後 削減額

2.0 572.3 24.2 34.2 6.0 589.8 21.0 27.2 3.0 282.6 211.6 70.9 245.9 193.3 52.6 36.7 18.4 18.4

A 2005 2 604 27 38 6 686 27 34 3 309.3 259.3 50.0 272.6 241.0 31.7 36.7 18.4 18.4

A 2005 2 475 20 29 6 425 15 21 3 246.5 168.6 77.9 209.8 150.3 59.6 36.7 18.4 18.4

A 2005 2 372 18 27 6 372 12 17 3 232.6 140.7 91.9 195.9 122.4 73.5 36.7 18.4 18.4

A 2007 2 782 31 41 6 840 27 34 3 330.3 259.3 70.9 293.6 241.0 52.6 36.7 18.4 18.4
A 2010 2 618 26 37 6 639 22 28 3 302.4 217.5 84.9 265.6 199.1 66.5 36.7 18.4 18.4

A 2010 2 583 23 33 6 577 23 29 3 274.4 224.4 50.0 237.7 206.1 31.7 36.7 18.4 18.4

3.7 577.3 30.0 45.7 11.0 530.0 18.7 24.3 3.0 399.7 191.9 207.8 332.4 173.5 158.8 67.3 18.4 48.9

A+ 2008 3 614 28 42 9 527 21 27 3 359.3 210.5 148.9 304.3 192.1 112.2 55.1 18.4 36.7

A+ 2005 4 452 29 45 12 356 13 18 3 402.4 147.7 254.7 329.0 129.3 199.6 73.4 18.4 55.1

A+ 2008 4 666 33 50 12 707 22 28 3 437.3 217.5 219.8 363.9 199.1 164.8 73.4 18.4 55.1

2.0 259.6 14.6 23.0 6.0 256.6 10.2 15.0 3.0 204.7 126.8 77.9 168.0 108.4 59.6 36.7 18.4 18.4

B 2008 2 421 16 25 6 407 14 19 3 218.6 154.7 64.0 181.9 136.3 45.6 36.7 18.4 18.4

B 2008 2 372 16 24 6 375 12 17 3 211.7 140.7 70.9 175.0 122.4 52.6 36.7 18.4 18.4
B 2008 2 167 14 23 6 156 8 13 3 204.7 112.8 91.9 168.0 94.5 73.5 36.7 18.4 18.4

B 2008 2 120 14 22 6 120 7 11 3 197.7 98.9 98.9 161.0 80.5 80.5 36.7 18.4 18.4

B 2009 2 218 13 21 6 225 10 15 3 190.7 126.8 64.0 154.0 108.4 45.6 36.7 18.4 18.4

3.0 415.4 21.8 34.8 9.0 401.2 13.8 19.4 3.0 309.1 157.5 151.7 254.1 139.1 115.0 55.1 18.4 36.7

B+ 2005 3 239 17 28 9 234 9 14 3 261.7 119.8 141.9 206.6 101.4 105.2 55.1 18.4 36.7

B+ 2006 3 645 27 42 9 633 20 26 3 359.3 203.5 155.8 304.3 185.1 119.1 55.1 18.4 36.7

B+ 2008 3 483 23 36 9 490 16 22 3 317.5 175.6 141.9 262.4 157.2 105.2 55.1 18.4 36.7

B+ 2008 3 441 23 37 9 396 15 21 3 324.5 168.6 155.8 269.4 150.3 119.1 55.1 18.4 36.7

B+ 2010 3 269 19 31 9 253 9 14 3 282.6 119.8 162.8 227.5 101.4 126.1 55.1 18.4 36.7
2.0 190.4 12.1 19.6 6.0 183.6 9.5 14.1 3.0 181.1 120.7 60.5 144.4 102.3 42.1 36.7 18.4 18.4

C 2005 2 76 9 16 6 76 6 10 3 155.8 91.9 64.0 119.1 73.5 45.6 36.7 18.4 18.4

C 2006 2 104 9 16 6 81 6 10 3 155.8 91.9 64.0 119.1 73.5 45.6 36.7 18.4 18.4

C 2007 2 247 15 23 6 247 13 18 3 204.7 147.7 57.0 168.0 129.3 38.6 36.7 18.4 18.4

C 2007 2 121 10 17 6 113 7 11 3 162.8 98.9 64.0 126.1 80.5 45.6 36.7 18.4 18.4

C 2008 2 275 15 23 6 259 11 16 3 204.7 133.7 70.9 168.0 115.4 52.6 36.7 18.4 18.4

C 2009 2 158 12 20 6 152 8 13 3 183.8 112.8 70.9 147.0 94.5 52.6 36.7 18.4 18.4

C 2010 2 305 16 24 6 315 14 19 3 211.7 154.7 57.0 175.0 136.3 38.6 36.7 18.4 18.4

C 2010 2 237 11 18 6 226 11 16 3 169.8 133.7 36.1 133.1 115.4 17.7 36.7 18.4 18.4

5.3 264.3 25.4 43.7 16.0 251.6 11.8 16.8 3.0 422.6 139.2 283.4 324.7 120.8 203.9 97.9 18.4 79.5
C+ 2008 4 268 22 37 12 264 13 18 3 346.6 147.7 198.9 273.2 129.3 143.8 73.4 18.4 55.1

C+ 2009 4 157 18 31 12 144 7 11 3 304.7 98.9 205.9 231.3 80.5 150.8 73.4 18.4 55.1

C+ 2010 4 263 20 35 12 238 11 16 3 332.6 133.7 198.9 259.2 115.4 143.8 73.4 18.4 55.1

C+ 2010 4 228 20 33 12 207 8 13 3 318.7 112.8 205.9 245.2 94.5 150.8 73.4 18.4 55.1

C+ 2009 5 185 29 48 15 173 9 14 3 445.4 119.8 325.6 353.7 101.4 252.2 91.8 18.4 73.4

C+ 2012 5 276 25 42 15 276 13 18 3 403.6 147.7 255.9 311.8 129.3 182.5 91.8 18.4 73.4

C+ 2008 6 370 32 53 18 368 20 26 3 502.4 203.5 298.9 392.3 185.1 207.1 110.1 18.4 91.8

C+ 2010 7 362 31 54 21 336 14 19 3 531.5 154.7 376.8 403.0 136.3 266.7 128.5 18.4 110.1

C+ 2009 9 270 32 60 27 258 11 16 3 617.6 133.7 483.8 452.4 115.4 337.0 165.2 18.4 146.8
D+ 2006 9 299 33 60 27 296 13 18 3 617.6 147.7 469.9 452.4 129.3 323.1 165.2 18.4 146.8

（内）教員人件費 （内）職員人件費統合前計 統合後

C+平均

A平均

A+平均

B平均

B+平均

C平均

総人件費

（統合後の1校当り・人件費の単位は百万円）

 

 
注） 

1)  2008 年までの我が国での学校統廃合に関する研究蓄積は、『国立教育政策研究所紀要第 141 集』の 97～108 ページに

資料として網羅されているので参考にされたい。また、学校統廃合に関する近年の諸問題がまとめられた安田 (2009) も
参照されたい。  

2) 「小・中学校の設置運営に関する事例研究～公立小中学校統合事例集～」（平成 23 年 3 月・株式会社リベルタス・コ

ンサルティング）による。

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shugaku/detail/__icsFiles/afieldfile/2011/07/12/1307367_1.pdf（2012 年 10 月

24 日閲覧） 
3)  公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律（昭和三十三年五月一日法律第百十六号） 
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4)  ここで 2010（平成 22）年データを用いた理由は、物価水準を調整する実質化の基準年であり、職位別の調整に用い

た「学校教員統計調査」の 新調査年が 2010 年であるためである。 
5)  具体的に教員全体の平均を 100 とした時、校長が 130.7、教頭または副校長が 122.3、養護教員が 100.8 となった。

なお、3 職種以外の主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、講師等の職階による給与水準の違いは、人数構成や推計方法

の単純化のために考慮しないこととした。 
6)  ここでは東日本大震災の影響を受けない平成 21 年度のデータを示した。表５についても同じ。 
7)  市町村立学校職員給与負担法（昭和二十三年法律第百三十五号）および義務教育費国庫負担法（昭和二十七年法律第

三百三号）による 
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国立教育政策研究所紀要 第142集  平成25年３月 

カラチ・プラン再考 
―アジアにおける初等義務教育普遍化への夢と現実― 

Rethinking the Karachi Plan: its promises and frustrations 

斉藤 泰雄＊ 

  SAITO Yasuo 

 

Abstract 
In 1960, the General Conference of UNESCO at its Eleventh Session endorsed the Karachi Plan. 

It was a plan that the representatives of 17 Asian Member States of UNESCO assembled in Kara-
chi, Pakistan proposed to the Governments of these countries and to UNESCO for attaining by 
1980 of the objective of free and compulsory education of at least seven years’ duration. The Ka-
rachi meeting declared that the Plan was the essential minimum for developing the economy of 
this region, for raising the general standard of living of the people living in this area, and for es-
tablishing an efficient democratic social order. It estimated the personnel and material require-
ments for implementing the goals and calculated the total amount of financial expenditures. The 
new argument of “educational planning” was fascinating to the people of this region and raised 
their hopes for the Plan. In 1962, the Meeting of Ministers of Education of Asian Member States 
participating in the Karachi Plan was held in Tokyo. The meeting promoted the Karachi Plan. 
However, it soon became clear that it could not escape from certain obvious limitations, especially 
when it covered as long a period as twenty years and had to be prepared without detailed statistic 
data. The Ministers of Education also agreed that educational planning must be extended to cover 
all level of education, not only primary education but also secondary, higher, and adult education 
and such a comprehensive educational program needs to be completed by being part of the overall 
national development plan of each country. Amid such more comprehensive education planning, 
the Karachi Plan targeting sole on primary education gradually had lost priority and its identity. 

 

はじめに 

 カラチ・プラン。開発途上国の教育に関心を持つ者、あるいはそうでなくとも一定年齢以上の教

育関係者なら一度は耳にしたことのある名称であろう。それは 1960 年代初頭に作成されたアジア

地域における初等教育の長期発展計画であった。それはかつて「戦後のアジア教育における も重

要なドキュメントのひとつ」（Duke, 1966, p.73）と呼ばれたものであった。しかし、今日ではそれは

歴史の中にほとんど忘れ去られた存在であり、かすかなノスタルジーとともに思い起こされるだけ

である。1990 年のジョムティエン会議に始まる世界的な Education for All 運動が、その目標期限で

ある 2015 年にむけて 終局面をむかえ、あらためて初等教育の完全普及の成否が議論されている

                                                      
＊ 国際研究・協力部 
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今日、半世紀前にさかのぼる EFA 運動の原点、あるいは先駆けとも言える事業を思い起こし、その

歴史的意味について再検討することは意義があると考えられる。本論は、カラチ・プランとは何で

あったのか、プランの全体像を再現してみるとともに、その意義及びその限界について再検討する

ことを目的とする。当研究所図書室には、当時の関係資料がかなり残されている。さらに近年のユ

ネスコ本部のアーカィブの充実により、1950、60 年代の各種ドキュメント資料が電子化され、閲覧

可能になってきており、この種の歴史的研究を行う上での資料的制約はかなり解消されてきている。 

Ⅰ．カラチ・プランとは何か 

 「カラチ・プラン」は、正式には、1959 年 12 月 28 日～1960 年 1 月 9 日に、パキスタンのカラ

チ市で開催された「初等・義務教育に関するアジア地域ユネスコ加盟国代表者会議」(Regional 
Meeting of Representatives of Asian Member States on Primary and Compulsory Education)で採択された

アジア地域での初等義務教育普及のための長期計画をさす。参加国は、アフガニスタン、ビルマ、

カンボジア、セイロン、中国(中華民国)、インド、インドネシア、イラン、日本、韓国、ラオス、

マラヤ、ネパール、パキスタン、フィリピン、タイ、ベトナムの 17 カ国。各国の教育省の初等教

育局長・次長クラスの中堅幹部が出席。日本からは、京都大学教育学部の相良惟一教授 (ユネスコ

国内委員会委員) が参加している。 
 ユネスコが主催する地域別の初等義務教育会議と初等教育拡充計画の立案には先例があった。そ

れは、1956 年 4 月 23 日～5 月 5 日に、ユネスコ主催で、ペルーのリマ市で開催された「ラテンア

メリカ地域における無償・義務教育会議」であり、そこで採択された初等義務教育普及のための長

期計画であった。ラテンアメリカ向けの計画では、1957-1966 年の 10 年間で、この地域全体で、少

なくとも６年間の無償制義務教育の普遍化を目指していた。カラチ会議は、これと類似の性格のも

のとされ、その第二弾でありアジア版であった。厳密に言えば、カラチ会議で採択されたプランは、

会議の直後にフィリピンのマニラで開催されたアジア地域ユネスコ国内委員会会議 (1960 年 1 月)
において、人口推計値や経費積算方法等に関して微修正が行われた後、ユネスコ本部事務局の承認

を得た修正プランが、やがて“The Karachi Plan”の名で呼ばれることになる。 
 しばしば、カラチ・プランに関しては、アフリカ地域の「アジスアベバ・プラン」、ラテンアメ

リカ地域の「サンティアゴ・プラン」と並べて、ユネスコの地域別三大プランと称されることがあ

る。厳密に言えば、これは正しい認識とは言えないので、この際是正しておく必要がある。カラチ・

プランは、あくまで初等教育に限定した長期拡充計画であり、その意味で、上記のラテンアメリカ

向け初等教育拡充計画と同格のものである。ちなみに、ラテンアメリカの計画が、開催都市の名前

をとって「リマ・プラン」と呼ばれることはなかった。これに対して、その後 1961～62 年に相次

いで開催された地域別の政府閣僚 (文部大臣) 会議、すなわち、アジスアベバ会議 (61 年 5 月)、サ

ンティアゴ会議 (62 年 3 月)、東京会議 (62 年 4 月) は、いずれも、初等教育のみならず中等・高等

教育段階、さらに成人教育 (識字教育) をも含めた包括的教育発展計画を論議したものであり、カ

ラチ・プランとは、性格、対象、レベルを異にするものであった。  
 また、同じ初等教育普及計画でも、カラチ・プランには、ラテンアメリカ向けの計画とは異なる

点があった。まず計画の期間であり、ラテンアメリカの計画が 1957-66 年の 10 年間での計画であっ

たのに対して、カラチ・プランは 1960-1980 年まで 2 倍の 20 年間を措定するより長期の構想であっ

た。また、初等教育の年限として、前者が少なくとも 6 年間としていたのに対して、後者では少な
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くとも 7 年間とより長く設定していることである。当時、アジア諸国では、義務教育の法制化が進

展しつつあったが、この場合でも、多くの国での義務教育年限の規定は、4～6 年であり、それも完

成に近づくにはほど遠い状況にあったことを考えれば、カラチ・プランで提起された 低限 7 年間

の初等義務教育という目標値は、今日から見ても、きわめて野心的なものであった。 

Ⅱ．幅広い初等教育目的の設定 

 カラチ会議の報告書は、初等義務教育の年限の設定に関して、次のような理由付けを行っている。

これにふれる前に、カラチ・プランに見られるきわめて顕著な特色として、初等教育の目的を従来

の３R’s、すなわち識字能力と基礎的算数能力の形成のレベルを超えて、以下のようにより幅広くと

らえるよう提起していることに注目すべきである。 
 
(a) 学習の基本的ツールに充分に熟達させること。 
(b) 児童の身体的、知的、社会的、情緒的、美的、道徳的および精神的欲求に応ずることにより、

児童の人格の調和的発達をもたらすこと。 
(c) 児童に、良い市民となる準備をさせ、その心の中に、祖国、その伝統およびその文化に対する

愛情を育み、さらに、その心の中に奉仕と忠誠の念を生み出すこと。 
(d) 国際理解と幅広い同胞愛の精神を養うこと。 
(e) 科学的態度を教えこむこと。 
(f) 労働の尊厳の意識を教えこむこと。 
(g) 勤労経験を含めて、価値のある実践的活動と経験を通して、児童に人生に対する準備をさせる

こと。(UNESCO, 1960, p.10) 
 
  会議参加者は、このような幅広く規定された初等教育が「この地域の経済を発展させ、この地域

の住民の全体的生活水準を向上させ、効率的で民主的な社会秩序を確立するための 低不可欠のも

のである」(ibid. p.5)という点で認識を一致させていた。すなわち、「より幅広い初等教育の目的の観

点に立てば、初等学校コースと義務教育年限とを延長することが必要となってくる。この主題をめ

ぐって先に開催されたボンベイ会議 (1952 年) と、ニューデリー・セミナー (1958 年) の見解に歩

調をあわせて、義務教育の 低年限は７年未満であってはならないと勧告する。しかしながら, こ
の勧告は、二段階にわけて実施してもよいだろう。すなわち、第一段階では、永続的な機能的識字

能力を確保するという観点から、少なくとも 5 年間の義務就学を達成することにつとめ、第二段階

では、漸次、義務教育を 7 年あるいはそれ以上に延長するようにつとめるのである」(ibid. p.10) と
する。戦略的には、機能的な識字能力を形成するためにまずは 5 年間の初等教育を提供し、その後、

より幅広い社会文化的、経済的な観点から初等教育の機能や役割を幅広くとらえ、さらに少なくと

も 2 年の初等教育を継続すべきという構想である。 
あらためてカラチ・プランにおける初等教育の目的を読み返してみると、そこには、この 30 年

後、1990 年の「万人のための教育世界会議」において、「基礎的な学習ニーズ」(basic learning needs) 
という基本的理念が提示され、それを満たすための教育を基礎教育と呼んだことが思い出される。

そこでは、基礎的な学習のニーズは、「人間が生存し、自らの能力を十分に伸ばし、尊厳をもって

生活し、働き、開発に全面的に参加し、生活の質を高め、知識に基づいて判断し、学習を続けるの
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に必要な不可欠の学習手段 (識字、音声による表現、算数、問題解決能力など) 及び基礎的な学習

内容 (知識、技能、価値観、態度など) の双方からなる」(World Declaration on Education for All, 1990, 
Article 1) と規定されていた。ここでも、基礎的学習ニーズは、きわめて幅広くとらえられているが、

上記のようなカラチ・プランでの初等教育観は、幅広さという点では、ジョムティエン会議での基

礎的学習ニーズの概念に優るとも劣らないものであったと言えよう。また、通常の初等教育の年限

をこえる少なくとも 7 年間の初等教育というオープン・エンドの形での初等教育の年限の設定は、

その言葉こそ使用されていないが、ジョムティエン会議以降の弾力的な「基礎教育」の定義（各国

が「基礎」とみなす、初等教育より高いレベルの教育を含む）と相通じるものがあると感じられる。 

Ⅲ．カラチ・プランの全体像 

１．人的要素の推計 
カラチ・プランでは、20 年後の初等義務教育の完全普及をめざし、1965 年、1970 年、1975 年、

1980 年の 5 年区切りで、教育されるべき就学者数、これらの児童の教育に必要とされる教職員数、

校舎や施設整備の規模、必要とされる経費を算出し、段階的にそれらの目標値を達成するための実

施計画を提示した。特に当面の 1960-65 年の計画をやや詳しく算定した。 
 計画では、まず何よりも、初等義務教育の対象となる児童数の増加を推計することからはじめら

れた。当時はまだ正確な人口統計が存在していない国も多かったために、学齢該当年齢層の子ども

の数の統計に依拠する就学率という概念はまだ使われていない。代わりに、カラチ・プランでは、

全人口に占める就学者数の比率という指標が用いられた。それは、次のような理由付けと手続きに

よって算出された。すなわち、いくつかの国で、初等教育該当年齢層 (5 歳～14 歳の 10 年) の人数

が、全人口数の 24％に相当するという事例から、計算上、初等教育就学年限を 8 年間として仮定す

ると、（24％÷10 年×8 年という計算で）就学を想定される子どもの数は、全人口の 19.2％という

ことになる。これに、年齢層外児童の在籍予測を加味して、全人口の 20％に相当する数の子どもを

学校に在籍させることが「この地域にとって合理的かつ現実的な目標になる」とする (UNESCO, 
1960, p.33)。すなわち、総人口が 500 万人の国なら、その 20%の 100 万人を就学させるに必要とさ

れる座席を学校に用意すれば、ほぼ初等教育の完全普及を実現できるはずであるという推計である。 
表 1 は、1950 年、1960 年におけるアジア各国での初等教育在籍者の数値であり、また、この方

式で計算した 1960 年段階における全人口比に占める在学者数の比率を示したものである。 
1950 年代におけるこの地域での初等教育就学児童数は、1950 年の 3,870 万人から、1960 年には

6,618 万人へと大きく増加していた。1952 年、ユネスコは、すでにインドのボンベイにおいて「南

アジアおよび太平洋地域の無償義務教育に関する地域会議」を開催し、独立間もないこの地域での

初等教育の普及をはかる努力を推進してきた。カラチ会議でも、その冒頭において「過去 10 年間

における南アジアおよび東アジアにおける初等教育の大いなる前進は、近年の世界の教育史におけ

る も重要な出来事の一つである」(UNESCO, 1960, p.4)として、その成果を自賛する姿勢を示して

いた。後に述べる、カラチ・プランを彩る、ある種の理想主義と楽天主義は、こうした 1950 年代

における初等教育の普及実績と自信を背景にしたものと言えるかもしれない。この方式の計算によ

れば、1960 年現在のアジア各国の平均的な数値は、全人口比で 8.55%であった。仮に、おおざっぱ

に現在の就学率に換算するなら、平均でほぼ 43%というレベルであろう。国による格差は大きく、

比較的普及が進んでいたカンボジア、セイロン、韓国、マラヤ、タイといった国がある一方で、ア
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フガニスタン、ネパール、パキスタン等では、いまだにきわめて低い水準にとどまっていた。 
 

表１ アジアにおける初等学校在籍者の増加状況 (1950-1960 年) 

国名 
1950-51年在籍者 
実数(千人) 

1960-61年推定 
就学者数(千人) 

1960年における全

人口に対する比率 

アフガニスタン 
ビルマ 
カンボジア 
セイロン 
インド 
インドネシア 
イラン 
韓国 
ラオス 
マラヤ 
ネパール 
パキスタン 
フィリピン 
  タイ 
ベトナム  

91.4 
387.4 
134.5 

1,105.5 
18,293.9 
4,977.3 

684.8 
2,669.5 

34.1 
597.7 

4.0 
3,212.3 
3,442.7 
2,668.9 

399.1 

157.5 
2,045.0 

759.0 
1,638.0 

32,750.0 
7,970.0 
1,578.0 
3,879.0 

129.4 
1,291.0 

251.0 
4,754.0 
3,893.0 
3,603.0 
1,480.0 

1.3 
9.3 

15.2 
16.4 
7.9 
8.8 
7.3 

16.1 
8.1 

18.4 
2.8 
5.2 

14.6 
15.2 
10.5 

    計 38,702.9 66,178.7 平均値  8.55% 

    ＜出典＞ UNESCO, The needs of Asia in primary education  1961  p.11 から作成  
 
カラチ・プランでは、初等教育在籍者数を、1960 年現在の全人口に占める就学者数の比率の実績

8.55％から 20 年間をかけて 20%相当にまで増加させることを目指しているが、これを一気に 20％
にまで引き上げることは困難なので、これを 1965 年 11％、70 年 14％、75 年 17％、1980 年 20％へ

と段階的に引き上げるとしている。これからは５年ごとに３%の上積みで伸び率を達成しようとす

るものである。ちなみに、1950 年代 10 年間での増加は、5.96%から 8.55%へと 2.6%の増加であっ

たので、これからは、拡張のスピードを従来の実績の二倍に加速することを意味している。 
 表 2 は、このように算出した 1980 年までの児童数の推計および彼らを教育するために必要とさ

れる教員数を予測したものである。児童数は、1960 年の 6,618 万人を起点に、65 年に 9,539 万人、

70 年に 1 億 3,577 万人、75 年に 1 億 8299 万人、そして計画の 終年の 1980 年には 2 億 3,700 万人

になると想定されている。教員数は、1950 年代の児童教員比が、この地域全体の平均で教員一人当

たりほぼ 37～38 人であったことを考慮して、計画では 1:35 として必要人員数を算出している。こ

の計算によれば、必要とされる教員数は、1960 年の 184 万人から、1980 年には 677 万人にまで増

加すると予測された。また、退職・死亡・転職などで年間全教員数の 5％が損耗することを見込ん

で、補充を含めて新規需要教員数を算出している。 
  教育に関連する人員の増加に関しては、こうした児童数、教員数の他に、教員養成機関の生徒数

と教官数、指導主事を含む教員行政機関の職員数 (児童 5,000 人毎に一人の教育行政職員を配置す

ることを想定) が計算された。 
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表２ 児童数及び必要とされる教員数の推計 (1960-80 年)  (単位百万人) 
対全人口比率   1960 年 

(8.55%) 
   1965 年 
   (11%) 

  1970 年 
  (14%) 

  1975 年 
  (17%) 

 1980 年 
  (20%) 

児童総数    66.18     95.39   135.77   182.99   237.00 

増加児童数             29.21         40.38       47.22        54.01 

必要教員総数      1.838      2.725     3.879     5.228     6.771 

新規需要教員

数(増加と退職

者補充)  

増加      0. 887    1.154       1.349        1.543 
補充      0. 541       0.788       1.097        1.452 
合計      1.428        1.942       2.446        2.995 

   ＜出典＞ UNESCO, The needs of Asia in primary education  1961 pp.11-15 から作成  
教員／児童比率を 1960 年には 1:36、1961 年以降は 1:35 と措定して算出する。 

             退職者・死亡者・辞職教員の比率を年間 5%と推定する。 
 
２．必要経費の算出  
  カラチ・プランが注目されたのは、このような人的要件の将来予測を立てたのみならず、これを

実現するために必要とされる財政的経費の算出を試みたことである。経費は、教育機関の運営に必

要とされる経常経費 (recurring expenditure)と非経常経費 (non-recurring expenditure)＝物的投資経費

とに分けて算出された。 
経常経費は、(1) 児童一人当たりの経常経費、(2) 教育行政職員の経常経費、(3) 教員養成機関の

経常経費 の三要素からなる。①児童一人あたりの経常経費には、教員に支払う給与と手当、校舎

や設備の維持管理費、学校運営費、教科書・教材の無償支給費、給食費、保健管理費等が含められ

る。この経費は 1960 年現在、地域の平均で児童一人当たり 8 米ドルの水準であるが、これを 65 年

10 ドルに、1970 年 12 ドル、1975 年 16 ドル、1980 年 20 ドルへと漸進的に引き上げることを想定

する。②教育行政職員の経常経費に児童一人当たりの経常経費の 5％を充てる。③ 教員一人を養成

するためにかかる年間平均額は現在 100 ドル程度であり、これを 65 年 125 ドル、70 年 150 ドル、

75 年 175 ドル、80 年 200 ドルにまで引き上げるとしている。 
非経常経費＝物的投入経費には、(1) 初等学校の校舎建設費、(2) 施設設備 (机・椅子・教具)、(3)

教科書と教員用指導書、(4) 教員養成機関の建設・設備、(5) 教員住宅建設費 が含まれる。①1960
年現在の校舎の 50％は老朽化により建て替えが必要される。これに加えて、増加児童数 1 億 7,100
万人分の校舎増築が必要になる。児童一人当たりの床面積を 15 平方フィートとして、学校建設費

を児童一人当たり 30 米ドルとする。②初等学校の施設設備費は、児童一人当たり約 10 米ドル。③

教員養成機関には、教室、図書館、実験室、寄宿舎、教員用住宅が必要になる。一校当たり 20 万

米ドルが必要となる。④農村部や女子教員向けを中心に、総教員数の 50％相当に教員住宅を提供す

る必要があり、一戸当たりの単価は 500 米ドル。 
表 3 は、以上のような単位コストを積み上げて算出したカラチ・プランを実行するために必要と

される経費の総額であった。 
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表３ カラチ・プランの経費総額推計(1960～1980 年)  (単位百万米ドル)  
 1960～65 年 1965～70 年 1970～75 年 1975～80 年  1960～80 年 

経常経費 
初等教育費 
行政・指導 
教員養成 

 
   3,371.3  
    169.0  
    504.0  

  5,923.8 
    296.0 
    853.9 

10,404.7 
    520.0 
   1,317.4 

 
  17,858.7  

     893.0  
   1,807.5  

   37,558.5 
    1,878.0 
    4,482.8 

小計    4,044.3    7,073.7   12,242.1   20,559.2    43,919.3 

非経常経費 
校舎建設 
施設設備 
教員住宅 

教員養成施設 

 
   1,124.0  
    374.6  
    452.0  
    805.0  

  1,459.0 
    486.3 
   518.5 
   396.5 

  1,664.0 
    554.7 
    567.5 

     382.5 

 
   1,868.0  
    622.6  
    616.0  
    406.5  

 
   6,115.0 

    2,038.2 
    2,154.0 
    1,990.5 

小計 2,755.6    2,860.6   3,168.7    5,513.1    12,297.7 

経費総額 6,799.9    9,934.0  15,410.8   24,072.3    56,217.0 

   ＜出典＞ UNESCO, The needs of Asia in primary education  1961  pp.24-25 から作成 
 
３．外部からの財政援助への期待と必要 
本プランに要する総経費を、20 年間で 562 億 1,700 万米ドルと算出する。これは、1980 年の段階

で、初等教育経費がこの地域の人口一人当たり平均で年間 4.3 米ドルになることになるが、1960 年

現在、すでにセイロンでは国民一人当たり年間約 5 ドルを義務教育に費やしている事実を指摘し、

これは「かなり控え目で現実的なアプローチ」(UNESCO, 1961, pp.28-29) である主張している。し

かしながら、現実には、この巨額の経費をアジア地域の各国が自前で調達することはきわめて困難

であることをプランは率直に表明し、外部からの財政支援の必要性を強調する。 
「現在の状況の下では、本プラン実施のために必要とされる大きさの内部財源が、近い将来この

地域において見いだされることはないであろう。・・・こうした事情の下では、内部財源だけの動

員によって必要資金を生み出そうとする可能性は、完全に締め出される。もし初等教育の前進が過

去 (1950 年代) においてそうであったようにもっぱら国内資金に委ねられるとするなら、未来は、

確実に、きわめて暗澹たるものであり、この地域のすべての子どもに無償初等義務教育を提供する

ことは、いつとも知れない未来まで先送りされねばならないだろう」(UNESCO, 1960, pp.5-6)。「内

部資金のみに依存するとするなら、目標到達には 20 年どころか 50 年はかかる」(ibid. p.35) とまで

言う。それゆえに、「この緊急問題にたいする唯一の実現可能な解決法は、外部からの財政援助が

どの程度利用可能かにかかっている。現在必要とされているものは、地域の加盟国各国に対する大

規模な外部財政援助プログラムである」(ibid. p.6) と、外部、すなわち、欧米等の先進国政府や国際

機関による大規模な財政支援に大きな期待を表明していた。 

Ⅳ．カラチ・プランの特色 

 半世紀後の今日の視点から、あらためてカラチ・プランの全体像を見直してみると、そこには以

下のようないくつかの特色を指摘できるように思われる。 
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 ⑴ 理想主義と楽天主義 
それは、1960 年という時代背景もあろうが、なによりも理想主義と楽天主義の横溢が感じられる

ものである。これまでも、1948 年に国連で採択された「世界人権宣言」第 26 条の「教育を受ける

権利」条項を根拠に、無償制初等義務教育の普遍化を推進すべきという主張は見られたが、カラチ

会議では、その直前の 1959 年 11 月 20 日に国連で採択されたばかりの「子どもの権利宣言」に裏打

ちされた、子どもの教育を受ける権利がなおいっそう強く主張された。また、カラチ・プランでは、

初等教育の目的を 3R’s のレベルを超え、より幅広く設定するとともに、当時の義務教育の一般的な

年限である 4～6 年をしのぐ、 低 7 年 (予算推計上は 8 年を想定) の初等教育の提供を提起する。

このような幅広い初等教育目的の設定と長期間の初等教育年限設定という理念は、アジア地域にお

いては、すでに 1952 年のボンベイ会議から議論されていたことであり、必ずしもカラチ会議を発

端とするものではなかった (新井, 1971, 24-37 頁) が、その理念を、現実的な目標として樹立し、ヒ

ト・モノ・カネを動員してその実現をめざすというカラチ・プラン構想の段階においても維持し、

貫き通した理想主義的な態度は注目されても良いではないか。また、初等教育拡張のスピードを

1950 年代の実績の二倍に早めることを打ち出し、それを実現可能とみなし、また、次の述べる外部

からの財政的支援に大きな期待を寄せるなど楽天的な姿勢が随所にみられる。 
 

 ⑵ 外部援助への依存 
野心的な計画立案をする一方で、これを各国の内部資金のみで実現することは不可能であると

早々と宣言し、外部からの財政援助に過剰ともいえる期待を寄せている。ちなみに先行するラテン

アメリカのプランでは、ユネスコの予算措置を受ける Major Project の一つに認定され、教員養成・

研修の部分に関してユネスコの直接的財政支援を受けており、また、同プランが、米州機構 (OAS)
の教育大臣会議などにより追認され、米国からの財政支援を期待できたのに対して、本プランでは 
既存の二国間援助プログラムや NGO による支援を別にすれば、具体的な外部援助見通しは立って

いなかった。「残念なことに、今日、主要な資源である米国の二国間援助も持続しうるかどうか心

もとない」（Duke, 1966, p.75）と言われていた。おそらくユネスコの財源不足が理由であろうがカラ

チ・プランの Major Project への指定は実現されなかった。ちなみに、1990 年のジョムティエン会議

以降、開発途上国の初等教育分野への資金調達を主導することになる世界銀行 (World Bank) は、

当時は教育分野への融資自体がきわめて少なく、数少ないプロジェクトは、初等教育分野ではなく

中等教育分野に集中されていた (Jones, 1992, p.60)。アジア開発銀行の設立は 1966 年まで待たなけ

ればならなかった。また、アジアで唯一、カラチ・プランの目標をすでに実現していた日本には、

このための予算措置は必要とされなかったし、戦後の経済復興をとげつつあった日本に資金的な援

助を期待する声も聞かれた。当時の日本は、第二次世界大戦中に被害を与えたアジア諸国に対する

戦後賠償、経済技術協力協定等無償援助（準賠償）を行なっており、また、1958 年にはインドに対

して 初の円借款供与を行ない経済協力事業にも着手しつつあったが (外務省, 2004, 31-33 頁)、
ODA による本格的な財政・技術的支援に乗り出すまでの余力はまだ期待できなかった。 

 
 ⑶ 地域一体・共同歩調 
アジア、ラテンアメリカ、アフリカ、アラブ圏という大きな地域圏を単位とした会議の開催、共

通のプラン設計という構想の下に推進されたため、同じ地域内での各国間での格差の存在は捨象さ

れ、あえて地域一体主義を重視し、「統一的行動」(concerted action) により、共通目標の達成を目指
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すことが追求されている。スタートの 1960 年の段階で、すでに目標値の 70～80%の達成に到達し

ていたセイロン、韓国、マラヤという地域的教育先進国がある一方で、きわめて低い水準にあった

アフガニスタン、パキスタン、ラオス、ネパール等にも、5 年毎に同じ数値目標を達成することを

求めている。あえて各国の目標値にハンディをつけなかったことは上記の理想主義とも関連すると

思われる。 
ちなみに、後述するが 1965 年の第二回アジア地域文部大臣会議に提出された包括的な教育開発

の構想案とされた「アジア教育開発モデル」(An Asian Model of educational development) においては、

域内各国の教育及び経済の発展の程度には、かなりの相違があるという事実を認め、7 年間の普遍

的義務教育の達成という目標を、(A) 1980 年までには達成できそうもない国 (アフガニスタン、ラ

オス、ネパール)、(B) ほぼ 1980 年に達成できそうな国 (ビルマ、カンボジア、インド、インドネ

シア、イラン、モンゴル、パキスタン、ベトナム共和国)、(C) 1980 年以前に達成できそうな国 (セ
イロン、中華民国、韓国、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ)、の三グループに分類し、

事実上、地域全体での同一歩調による目標の達成を棚上げしていた (UNESCO, 1966, p.39)。 
 

 ⑷ 仮想現実的なプラン設計 
先行するラテンアメリカの計画が、初等教育 6 年、全人口比 17%を 10 年間で達成することを目

指し、すでに児童一人当たり 低 15 米ドルの支出を確保していたとされるのと比較して、カラチ・

プランの場合、期間が 20 年という長期で設定されたこともあり、構想が全体としてバーチャル (仮
想現実的)であったという印象が強い。計画も、五年ごとの目標値を、充分な根拠を提示することな

く措定し、教員／児童比、各種の単位コストをかなり恣意的に設定して、机上計算を積み上げれば

こうなりますというレベルである。人口統計を含めて詳細な統計資料を欠き、また、カラチ・プラ

ンの作成過程においてコンピュータが活用されたか否かは不明であるが、プランニングの技術的水

準もいまだ原初的であった中での限界は明らかであり、今日的に言えば、プランやロードマップと

いうよりは、イニシアティブ (構想提起) あるいはシミュレーションと呼んだ方が良いと思われる。 
 

 ⑸ プランの技術的限界と挑戦的意義の認識 
カラチ・プランの作成者たちは、この種の計画論の技術的な限界を充分に認識していた。それに

もかかわらず、このような事業に取り組む意義を次のように述べている。 
「このような諸条件が大きく異なる広大な地域を対象とした計画にはどうしても限界がある。特

に、それが 20 年間という長期をカバーするものであり、完全かつ詳細な統計データなしに準

備されなければならなかったからである。しかしながら、こうした限界にもかかわらず、この

プランには、次のようないくつかの明確な利点がある。 
  ①  それは達成すべき目標を示し、行程表を提案し、必要とされる人的・物的・財政的資源を示

すものとなる。 
  ②  それは、この分野において地域の各国が直面しなければならない問題の規模大きさを明確に

示すものである。 
  ③  それは、本地域の各国政府が、国家プランを作成するための参考文献として役立ち、また、

それは、本プランを実行に移すために国内資源及び外部資源がどのように組み合わされねばな

らないかを示唆することによって、他の地域の政府および国際協力機関を支援するものとなる」

(UNESCO, 1960, p.31) 
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計画の技術的な限界はあるものの、アジア地域全体として直面する課題の全体像を具体的数量的目標

として提示し、その規模の大きさをあらためて実感させ、さらに、各国政府及び国際社会に対してそれ

に取り組むための覚悟と意欲を喚起することこそ重要であるという挑戦的姿勢こそ、カラチ・プランの

大の意義であったと言えるかもしれない。  

Ⅴ．わが国のカラチ・プランへの対応  

カラチ会議、次いで地域ユネスコ国内委員会会議で審議・決定されたプランは、1960 年にパリで

開催されたユネスコ第 11 回総会において承認され、1961-62 年度に開始されることとなった。日本

は当時すでにアジアで唯一、九年間の義務教育を完成させており、カラチ・プランの直接的対象国

ではなかった。ユネスコやアジア各国は、わが国に対してカラチ・プランの遂行への協力と支援を

要請した。ユネスコの事業を高く評価し、その活動に積極的に対応していた当時の政府、文部省は、

この要請にも真剣に対応する姿勢をみせた。文部省は、ただちに三つ行動を開始した。第一に、カ

ラチ・プランの発足を日本の教育関係者に周知すること、第二には、東南アジア、中近東地域各国

の教育事情を調査する調査団の派遣であり、そして第三には、予定されていた第一回の「アジア地

域ユネスコ加盟国文部大臣会議」を東京に招致することであった (斉藤,  2011, 6-7 頁)。 
カラチ・プラン (総会で承認された 終修正版) は、日本ユネスコ国内委員会の手で翻訳され、『ア

ジアにおける初等義務教育拡充計画』のタイトルで翌 61 年 10 月に刊行され、関係者にその全体像

が認識されるようになる。教育事情調査団は、1960 年 11 月から翌 61 年 4 月にかけて、四班に分か

れて東南アジア、中近東に派遣された。各班の派遣先は、東南アジア第一班（カンボジア、マラヤ、

インドネシア、タイ）、第二班（ビルマ、インド）、第三班（フィリピン、ベトナム、パキスタン、

セイロン）、中近東班（アフガニスタン、イラン、イラク、トルコ、エジプト）であった。各班は、

学者、文部省職員 (課長、課長補佐クラス) など 5～6 人で構成され、35～40 日間の日程で各班が四

か国ほどの調査にあたった。調査団の目的は、(1) それぞれの国の一般事情、教育事情、諸外国と

の経済協力および教育協力の実情について、(2) その実態に応じて、当該国に対してわが国として

どのような教育協力をすべきか、を調査報告するとされた。開発途上国の教育事情を調査し、さら

にわが国の教育協力の可能性をさぐるという趣旨の調査団の派遣は、文部省としてもこれが初めて

のことであった。当時、先進諸国に追いつくことを 大の目標にして、もっぱら欧米諸国の教育動

向に関心を集中させてきたわが国は、カラチ・プランへの関与により、おそらくはじめてアジア諸

国の教育に目を向け、その問題の深刻さを認識したのではないだろうか。 
1962 年 4 月に東京で開催された第一回アジア地域ユネスコ加盟国文部大臣会議は、正式名称を

Meeting of Ministers of Education of Asian Member States Participating in The Karachi Plan と称したよう

に、本プランの実施状況と近い将来像を各国の文教政策の 高責任者レベルで議論し、アジア地域

の共通の教育政策アジェンダとしての性格を獲得させようとするものであった。文部大臣会議は、

カラチ・プランによる初等教育の普遍化の意義をあらためて次のように確認している。 
「カラチ・プランは、完全な民主的な成長のために必要とされる諸条件を作り上げようとする国

民の希望を具現化するものである。初等教育は、一国の人材の発見と選抜のための基盤となるもの

であり、そのようなものとして教育ピラミッドの基底部をなすものである。それはまた民主的権利

や責任を十分に行使するために必要とされる読み書き能力と知識を提供するものであり、それは世

界人権宣言において一つの基礎的権利として認められてきた。さらに、初等教育は、科学と技術の
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理解と応用をより急速に普及させることを可能にすることによって経済成長にも大きな貢献をす

ることができる」(UNESCO, 1962, p.15, 邦訳 p.27)、「カラチ・プランは、できるかぎり短期間で普

遍的な義務初等教育を達成しようとすることへの、国民と政府双方の国家的意思を映し出すもので

ある。普遍的初等教育はながらく社会的な前進と民主主義のために必要とされる基盤であると見な

されてきた。しかしながら、つい 近になって、政府や教育学者によって、それはまた経済成長に

も大きな役割をはたすものであると認識されるようになってきた」(ibid. p.22, 邦訳 39 頁)。 
会議では、立ち上げて間もないカラチ・プランに則した各国での 1961-62 年度の進捗状況が報告

され、また、当面の 1963-64 年度に向けての事業計画が討議された。同年に作成された文部省の『学

制九十年史』においては、すでに次のような記述が見られている。「明治以来のわが国における急

速な教育の普及・発展と、社会経済の著しい発達、成長という事実は、これらの諸国 (アジア) に
とって貴重な参考となるものであり、わが国の歴史的経験と近代的知識・技術を生かしていかにこ

れらの諸国の教育の発展に協力していくかは、現在わが国教育界に課された も大きな課題の一つ

であるといえよう」(文部省, 1964, 556 頁)。 
また、本研究所もカラチ・プランとの関わりが深い。1966 年 4 月、国立教育研究所に当時として

はめずらしい「アジア教育研究室」が設置されたが、 それは「カラチ・プランと域内諸国の教育

計画の研究、諸国の教育制度・教育事情の研究」を主要な目的とするものであった。室長には、教

育計画研究室長であった阿部宗光が併任となり、弘中和彦、新井郁男、天野郁夫が研究員として配

属された (国立教育研究所広報 第 17 号 1966 年 12 月)。アジア教育研究室の初期の研究成果は、参

考・引用文献に示したものの他に、阿部宗光・天野郁夫『開発段階にあるアジア諸国における初等

の WASTAGＥ(1)日本の経験――近代日本の初等義務教育における WASTAGＥの研究』(紀要第 56
集 1967 年)、阿部宗光等『開発段階にあるアジア諸国における初等の WASTAGＥ(2)アジア各国の

初等教育の WASTAGE』(紀要第 62 集 1968 年) などがある。なお、新井論文 (1971 年) や阿部論文

(1972 年) は、いずれも、カラチ・プラン発足から 10 年が経過した時点のものであり、カラチ・プ

ランの擁護論や推進論にかたよることなく、当時、すでに議論されていたカラチ・プランへの批判

や疑問を踏まえながら、あらためてカラチ・プランの歴史的背景や成立過程を客観的に分析したも

のである。 

Ⅵ．包括的教育計画の中での埋没と存在感の喪失 

しかしながら、もう一方で、第一回文部大臣会議は、カラチ・プランの進展において、一つの方

針転換、分岐点になったということも否定できないように思われる。文相会議では、カラチ・プラ

ンの対象とされた初等教育のみならず、中等教育及び高等教育段階、さらには成人教育を含んだ包

括的教育計画の立案、さらに、教育計画と社会・経済的発展計画との統合の必要性が合意されたか

らである (UNESCO、1962、p.71)。「計画」という時代の新しい思考法と手法が関係者の期待と夢を

かき立てた。カラチ・プランできわめて原初的な形で提起された教育計画論は、わずかの期間の間

に、自己増殖を遂げてきていたのである。計画論の論理展開からすれば、当然のことながら、初等

教育に限定されたカラチ・プランは、総合的教育計画構想の中に組み入れられねばならない。 
しかしながら、この教育計画論の肥大化と変貌は、カラチ・プランそのものにとっては必ずしも

幸運なこととは言えない側面があった。カラチ・プランでは、その目標は、初等義務教育の完全普

及であり、そのターゲットはすべての学齢児童であり、国民に共通の基礎的教育を提供するもので
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あり、その意味できわめて明確なものであった。カラチ・プランと呼ばれたものはまさに a working 
plan すなわち実施計画であり、まさに a time table すなわち行程表であった。 終目標は、明確かつ

不変であり、その達成のために努力をすることは政府にとって義務である。計画とは、これをどの

ような手順で、どのタイミングで実施に移すかという点での選択肢を意味するにすぎない。 
これにたいして義務教育以外の教育領域においては、それぞれの段階の教育を、だれを対象に、

どのような種類のものを、どの程度供給すべきかについて、あらかじめ設定しうる定量的な到達目

標が存在しない。とりわけ、一国の経済社会的発展計画の組み入れられた教育開発計画においては、

まずなによりも、国の経済的社会的発展のために必要とされるマンパワー人材の需要予測を立て、

それにもっとも効率的に対応しうる教育拡充計画を樹立することが求められる。義務教育後の中等

教育への進学率をどの程度にすべきか、中等教育においても、普通教育系と職業教育系との比率配

分をどのようにするか、その選抜と配分をどのようにするか、高等教育においても、その進学の受

け皿を全体としてどの程度用意するか、学部や専攻領域別の配分をどのようにするか、それぞれの

段階の教育水準と年限をどの程度に設定するか、また、中等・高等教育段階では、初等教育レベル

とくらべて私学セクターの比重も大きくなる傾向があり、その進出をどの程度抑制、あるいは促進

するかなどにおいて各国の政府や社会が選択しうる幅はきわめて大きく、教育計画における各教育

段階での到達目標値の設定自体が計画論の中心的課題となる。教育計画は、plan そのものよりも、

むしろ planning というダイナミックな過程を意味するようになる。 
技術的な観点からもマンパワー人材の需要予測は確定が困難であり、前提条件をすこし変えるだ

けで、需要予測のシナリオは大きく変化するものである。必要とされる費用の算出においても、カ

ラチ・プランの場合のように、児童一人当たりの基準、単位コストを設定し、それに頭数を掛けて

積み上げるといった単純なものではなく、提供する教育の種別や段階ごとに綿密な算出過程が求め

られる。各国が包括的教育計画論、特にこの迷宮のような中等・高等教育の計画論に足を踏み入れ

た時、素朴で単純な構造のままのカラチ・プランは、「プラン」の名にさえ値しないと見なされる

ようなることは容易に想像しうることである。プランの実施開始から間もない東京会議においてす

ら、すでに「 近の人口調査結果によると、この地域の人口増加率は高くなってきており、現在カ

ラチ・プランで提示されている教育されるべき児童人口の予測を時代遅れのものとしつつある」

（UNESCO, 1962, pp.43-44）と指摘されるように、プランの根本的前提となる正確な学齢児童数の

把握とその将来予測さえ不確定なものであった。 
また、教育計画が、マンパワー育成論との結びつきを深め、教育の経済的効果が教育計画の 大

の関心になるにつれて、カラチ・プランも、上記のように教育の経済的価値を意識するようになる

が、これはいわば後出しの理論付けであり、初等教育の普及を経済的貢献の観点から主張すること

には限界があった。マンパワー育成と直接的に結びつくと主張される中等教育や高等教育と併置さ

れた時、初等教育の相対的な優先性は失われざるをえなくなる。 
第一回文部大臣会議にも、すでに国連アジア極東経済委員会 (ECAFE) 事務局長が参加し、経済

的社会的発展との関係における教育計画樹立の重要性を論じている。アジア極東経済委員会事務局

が会議のために提出した報告書には、すでに、次のような警告が発せられていたことが注目されね

ばならない。 
 
「もし全体的な経済社会的発展になんらの悪い影響を与えることなしに、20 年以内にすべての

学齢児童への初等教育を普遍化することが可能であるとするなら、アジア各国はこのプログラ
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ムの遂行を躊躇すべきではないという点で、総合的計画立案者は教育計画立案者に疑いもなく

同意するであろう。しかし、アジア諸国の財源不足およびマンパワー構造の脆弱さの観点から

みれば、多くの国が期限内に、カラチ・プランの目標を達成すると想定することは困難である。

この点で ECAFE は、教育制度の計画立案においては、適切な段階的展開がきわめて重要であ

ると認識している。・・・カラチ・プランのアプローチは、そうしたプログラムが、教育制度

の他の部分に影響をおよぼすことはないと想定して、初等教育をできる限り短期間でできる限

り広範囲に普及させようとするものかと思われる。しかしながら、初等教育レベルを過大に重

視することの結果として、初等教育以後の段階の教育の成長が阻害されるという危険が看過さ

れてはならない。・・・ECAFE は、教育システムの一部分のみではなく、システム全体におい

て拡張が効果的に行われるのなら、経済社会的発展にもっとも役立つものとなると感ずる。こ

のために、中等教育、技術教育、高等教育に充分な資源を提供するという観点から、初期の段

階においては、初等教育の拡張のペースは、ある程度抑制される必要があるかもしれない」

(UNESCO、1962、p.75、邦訳 135-136 頁)。 
 

初等教育普及を無条件に政策の 優先課題とすることへの懸念、初等教育への過度の集中的資本

投下に警告を発するものである。文部大臣会議では 1965 年に予定された第二回会議に向けて、各

国での総合的な教育発展計画立案の基礎となる「アジア教育開発モデル」の草案を作成することが

課題として合意される。文部大臣会議開催の数か月後、1962 年 11 月、わが国の文部省は、教育計

画論や人的資源論の思考を大胆に採り入れた異例の教育白書『日本の成長と教育――教育の展開と

経済の発達』を公表している。同白書では、進展中のカラチ・プランに関して次のような認識を表

明している。「この計画については、その後各国において批判も起り、再検討を行なう必要も生じ

たために、計画の実施に関する各国の実績と問題点を検討し、各国における社会・経済発達のため

の総合計画との関連についても検討を進める目的で、昭和 37 年 4 月、東京でアジア地域ユネスコ

加盟国の文部大臣会議が開催された」、「アジア諸国が工業化を進め、近代の科学・技術を導入して、

産業と文化を発達させるためには、中等教育と高等教育を量的にも質的にも拡充・発展させること

が緊急の課題として要求される。また、近代的生産技術と合理的な生活様式を成人に修得させるた

めに成人教育を強化する必要性も強く感じられている。このため、昭和 37 年のアジア文部大臣会

議では、カラチ・プランを修正して、中等教育、高等教育および成人教育を包括した総合教育計画

へと発展させることに意見の一致を見たのである」、「教育投資の重点は今後も依然として初等教育

に向けられよう。しかし、総合教育計画によって、中等、高等教育への投資も同時に推進しなけれ

ばならないところにアジア各国の財政的な困難さがあるものと見られる」(文部省、1962、164-165
頁)。 

1965 年にバンコクで開催された第二回の文相会議においては、すでに会議名は、正式には「ユネ

スコ・アジア加盟諸国の文部大臣及び経済企画担当大臣会議」(Conference of Ministers of Education 
and Ministers Responsible for Economic Planning of Member States in Asia) と改称され、ECAFE との共

同開催となるにいたった。ここでは、上記の「アジア・モデル」についての検討がなされるが、そ

れに関して、関係者の間で明確な合意形成がなされるまでには至らなかったという印象がある。 
また、包括的教育計画志向の時代もそれほど長く続くことはなかった。多元化し複雑さを増した

教育計画立案それ自体の技術的限界が認識されるようになり、またなにより、経験の中で、各国に

おける実際の教育発展のダイナミズムは、教育計画立案者のもくろみを容易に乗り越え、教育発展
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の計画的統制は、実際にはきわめて困難であることが認識されるようになってきたからである。中

等・高等教育の急膨張、中堅技術者育成をめざすとした中等職業技術学校の不人気、初等義務教育

普及の停滞などの計画論の予測と期待を裏切るような現象の出現を前にして、教育計画にかけた期

待と熱意はしぼんでいった。カラチ・プランの発足から 10 年あまりが過ぎた 1971 年にシンガポー

ルで開催された第三回文部大臣会議では、従来の教育計画化推進事業に関する議論は後退し、これ

とは性格を異にする「開発のためのアジア教育革新プログラム」(Asian Programme of Educational 
Innovation for Development, APEID)、すなわち、量的拡張というよりは、教育の内容・方法の革新に

よる教育の質向上をめざす APEID 事業を中心にしてアジア・太平洋地域の教育協力を推進する体制

がスタートすることになった (国立教育政策研究所、2007)。 

むすび  

ラテンアメリカにおける先例があったとはいえ、アジア地域全体を視野にいれた長期的初等教育

普及計画であるカラチ・プランが提起された時、それがアジアの教育関係者に与えたインパクトの

大きさは今日から見ても容易に想像されることである。教育計画の技術論としては初歩的な段階で

あり、はたして「プラン」の名に値するものであったかさえ議論の余地がある。しかし、こうした

限界にもかかわらず、その理想主義、楽天主義に支えられたスケールの大きな構想の提起は、計画

化という時代の新しい思考法と手法ともあいまって関係者の期待と夢をかき立てるものであった

であろう。 
しかし、まもなく、カラチ・プランに触発されて教育計画論が自己増殖を遂げ、教育計画の総合

化、社会経済的発展と教育計画との統合が主張されるようになると、カラチ・プランは独自の存在

感を失ってゆくという皮肉な運命をたどることになる。形式的にはカラチ・プランは、包括的教育

発展計画の中に発展的解消したと言えなくもない。しかし、現実的に生じたことは、カラチ・プラ

ンは、包括的教育計画の中に飲み込まれて埋没し、独自性と相対的優先性の失ってゆくことになっ

たのである。カラチ・プランの廃止が正式に宣言されることはなかった。しかしながら、60 年代後

半には、すでにカラチ・プランが関係者の間で語られることはほとんどなくなっていた。おそらく、

カラチ・プランへの関心が頂点に達したのは東京会議の前後であり、カラチ・プランの輝きは瞬時

の短いものであった。 
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「生きる力」を育成するための自然体験活動を重視した環境教育に関する一考察 
－センス・オブ・ワンダーから問題解決能力や自然観の育成と文化づくりや地域づくり－ 

Consideration of Environmental Education to Emphasize Nature Experience Activities to Foster a “Zest for Living”
－From a Sense of Wonder to Problem-solving Ability & View of Nature and Creating a Local Culture and Area－ 

五島 政一＊ 

GOTO Masakazu 

 

Abstract 
 This paper proposes a concrete environmental education based on science education with an emphasis on 
nature experience activities designed to foster a “Zest for Living” , bringing a sense of wonder to prob-
lem-solving, and creating a local culture and area. It considers the significance of environmental education 
and its future perspective as described below: 
(1) The paper makes clear the issues of an education for a “Zest for Living”, and explains that science edu-

cation should be enquiry-based, fieldwork-centered and integrated through doing science, rather than 
test-oriented through learning by heart for the entrance examinations . It evolves into an integrated science 
education based on systems science, to be informative and creative, creating and establishing a culture of 
doing science as a basis of the environmental education in order to overcome problems.  

(2) It describes how the nature experience activities should be done, considering the developmental stages 
of the children. We show “the nature experience activity according to the developmental stages of children 
and the process to foster their problem-solving ability” in figure 2, and exemplify how nature experience 
activities should be conducted for the fieldwork in biology and geology.  

(3) It explains how an environmental education should be, in order to foster a “Zest for Living”, with such 
concrete examples as integrating the nature experience activities with the language activity, and integrating 
the nature experience activities with the activity of creating a culture and those associated with the foreign 
language. 

(4) It shows visibly and easily “the perspective of an environmental education according to the develop-
mental stages of children and the creation of a local culture and area” in figure 3 with a vision of a system-
atic and comprehensive environmental education, fostering a “Zest for Living”, from the sensitivity needed 
for nursery and elementary education, to the problem-solving ability needed for secondary education, from 
a standpoint of lifelong learning.   

 
 
 

                                                      
＊ 教育課程研究センター基礎研究部総括研究官 
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Ⅰ．はじめに 

平成 18(2006)年に教育基本法の改正（平成 18 年 12 月法律第 120 号）が行われ、第 2 条に教育の目標

の中で環境教育の重要性に鑑み「生命を尊び，自然を大切にし，環境の保全に寄与する態度を養うこと。」

（第二条第四号）が明記された。さらに平成 19(2007)年には学校教育法の改正（平成 19 年 6 月法律第

96 号）も行われ、環境教育の重要性を踏まえて第 21 条に教育の目標として「学校内外における自然体

験活動を促進し，生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。」（第二十

一条第二号）が新たに加えられた。平成 24(2012)年には、「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育

の推進に関する法律」が改正され、そこでも「環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育は、

森林、田園、公園、河川、湖沼、海岸、海洋等における自然体験活動その他の体験活動を通じて環境の

保全についての理解と関心を深めることの重要性を踏まえ、生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全

に寄与する態度が養われることを旨として行われるとともに、地域住民その他の社会を構成する多様な

主体の参加と協力を得るよう努め、透明性を確保しながら継続的に行われるものとする。」など、自然体

験活動を通して環境教育を継続的に連携して行う必要性が高まっている。 

国立青少年教育振興機構が平成 22(2010)年 7 月に公開した子どもの頃の体験を通じて得られる資質・

能力を検証し、人間形成にとってどの時期にどのような体験をすることが重要になるかを明らかにする

ことを目的として行われた「子どもの体験活動の実態に関する調査研究」によれば、「子どもの頃の体験

が豊富な大人ほど、意欲・関心が高かったり、最終学歴が高かったり、現在の年収が高かったりする傾

向が見られる。」という結果が出ている。自然体験に関しては、子どものころに自然体験が豊富な大人ほ

ど、現在の意欲や関心が高いという結果が示されている。具体的には、「海や川で貝を採ったり、魚を釣

ったりしたこと」と「何でも最後までやり遂げたい」、また、「夜空いっぱいに輝く星をゆっくりみたこ

と」と「もっと深く学んでみたいことがある」には正の相関があり、子どもの頃の自然体験は非常に大

切であることが示された。 

 自然体験活動は、子どもの成長にとって大切であるが、日本の教育では、室内実験・観察に比べ、野

外観察はあまり行われていない現状にあり（瀬沼 1998；五島・小林 2009）、改善されるべき課題が多い。 

そこで本小論では、自然体験活動に関する法律や制度面、そして、自然体験活動の意義をレビューし、

子どもの発達段階に応じた自然体験活動のあり方、進め方、配慮事項について分析・考察する。そして、

学校教育で「生きる力」を育成する上で自然体験活動を重視した環境教育のあり方について具体的な提

案を行うことを目的とする。 

Ⅱ．「生きる力」を育成する教育の課題と展望 

今、我が国の教育の目標は「生きる力」、つまり「確かな学力」、「豊かな人間性」、「健康・体力」の育

成にある。「確かな学力」は、基礎・基本的な知識・技能、また、思考力・判断力・表現力などの能力で

あり、「豊かな人間性」は、他人とともに協調し、他人を思いやったり感動したりする心であり、「健康・

体力」はたくましく生きるための健康や体力である。これは、我が国の伝統的な教育の目標である「知・

徳・体」のバランスを大切にした教育の目標そのものである。中央教育審議会答申(2007)では、「生きる

力」を育成するための日本の教育の課題として、①言語活動の充実、②理数教育の充実、③伝統や文化

に関する教育の充実、④道徳教育の充実、⑤体験活動の充実、⑦外国語教育の充実を挙げている。環境

教育は、その展開方法によって、これらの課題に対応できる。 
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 「生きる力」を育成するために、自然体験活動を重視した理科教育や環境教育を充実することは、当

然であるが、さらに、自然体験活動を言語活動と関連させて指導すること、自然体験活動を文化創造活

動につなげること、自然体験活動で英語力を育成することなどが考えられる。 

 

１．学習指導要領「理科」と環境教育 

「生きる力」を育成するために平成 20(2008)年に告示された小学校理科の学習指導要領（文部科学省

2008a）の目標は、「自然に親しみ、見通しをもって観察、実験などを行い、問題解決の能力と自然を愛

する心情を育てるとともに、自然の事物・現象について実感を伴った理解を図り、科学的な見方・考え

方を養う。」とされ、また、中学校理科（文部科学省 2008b）の目標は「自然の事物・現象に進んでかか

わり、目的意識をもって観察、実験などを行い、科学的に探究する能力の基礎と態度を育てるとともに

自然の事物・現象についての理解を深め、科学的な見方や考え方を養う。」と問題解決能力や科学的探究

能力の育成を目指し、自然を利用した観察・実験など科学的探究活動の充実が求められている。また、

平成 21(2009)年に告示された高等学校理科の学習指導要領（文部科学省 2009）の目的は「自然に対する

関心や探究心を高め，目的意識をもって観察、実験などを行い、科学的に探究する能力と態度を育てる

とともに自然の事物・現象についての理解を深め、科学的な自然観を育成する。」とある。今西(1986)は、

自然観を培うには、自然を全体としてとらえるフィールドワークなど自然探究活動が重要であると言明

している。また、五島（2004）は、「人間は自然の中の一部である」という東洋的な思想（竹内 1998）

や自然観を理解させるために、フィールドワークを中心にした自然探究活動を実践した。問題解決能力

の育成を目的にして、地球システム科学に基づいた総合的な理科教育を実践し、その中で環境教育に努

めた（五島 2004）。 

中央教育審議会の答申（中央教育審議会 2007）には、持続可能な社会の構築のために環境教育の果た

す役割の重要性が認識され、各教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間それぞれの特質等に応じ、

環境に関する学習が行われる必要性、そして、子どもの発達段階に応じた自然体験活動や自然探究活動

などを進めてゆく必要性が述べられている。このように理科や環境教育では、「生きる力」を育成するた

めに自然探究活動を基盤にして問題解決能力や科学的探究能力の育成が必要である。 

 本小論では、自然体験活動を重視した理科教育は、自然体験活動を重視した環境教育の中心や基盤

となると考えて論を進める。 
 

２．「生きる力」を育成する体験活動と言語活動の融合 

五島・小林（2009）は理科教育用 W 型問題解決モデルを開発し、そのモデルから問題解決能力を育成

するために、思考と体験の相互作用が重要であると説明している。人間が思考する場合、多くは言葉（言

語）を使って思考する（渋谷 1979）ので、思考力を育成するには、体験と言葉を有機的に結び付けるよ

うな指導法が有効であると考えられる。また、「生きる力」の育成の具体的な方法として、言語活動と体

験活動の充実が求められている（中央教育審議会 2007）が、それらを有機的につなぐ指導方法の開発が

必要である。 

自然体験活動を考える場合、子どもは、視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚など五感をふるに使いながら、

自然に親しみ、触れ合うことで、多様な気づきや発見をする。そして、自然の不思議さ、美しさ、偉大

さ、怖さなどに気づいたり、感じたりすることによって、自らの感性を豊かにしてゆく。自然との出会

いや感動の体験を、言葉を使って他者に伝えたり、話し合ったりすることで情報を共有しながら、自然

体験活動を通してコミュニケーション能力も身に付けてゆく。自然体験活動は言語活動とつなげること
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でより充実したものになる。そのような活動は、子どもが自然体験の面白さや楽しさを実感し、言葉や

文字で表現する楽しさや思考する楽しさを知ることになる。このように自然体験活動と言語活動は、お

互いに深く関係付けられ、学習の中で、有機的につなげられることで思考力や問題解決能力の育成に寄

与し、それが「生きる力」の育成に貢献する。さらに子どもの豊かな感性が言葉となって表現されるよ

うな詩などを作成させるなど、子どもの文学への才能を芽生えさせる活動につなげることもできる。 

 

３．「生きる力」を育成する自然体験活動と文化創造活動や外国語活動の融合 

 2007 年の中央教育審議会では、「国際社会で活躍する日本人の育成を図る上で、我が国や郷土の伝統

や文化を受け止め、そのよさを継承・発展させるための教育を充実することが必要である。世界に貢献

するものとして自らの国や郷土の伝統や文化についての理解を深め、尊重する態度を身に付けてこそ、

グローバル化社会の中で、自分とは異なる文化や歴史に敬意を払い、これらに立脚する人々と共存する

ことができる。」と答申に示されている。このような教育を行うには、子どもが自らの地域の自然や、社

会、経済、歴史、芸術などについて深く理解し、それらを国際社会において外国語で発信できるような

教育が望まれる。自らの地域を深く理解することによって、地域について愛着が生れるだけでなく、地

域に対する誇りなどを育成することにつながる（Goto 2006）。そして、地域についての深い理解は、異

文化理解の基盤でもあり、また、地域について英語で表現することは、実践的な英語を学ぶことになる。

外国語教育、つまり英語教育の充実をそれだけで行うよりも、自然体験や環境教育などと関連させるこ

とで、より効果が表れると思われる。 

 湊（1992）は、小学校の児童に郷土の自然を調べさせることによって、学校の環境教育の活動が地域

の人々の自然観を変え、そして町行政による湿地の買い取りと自然公園化という環境保全へとつながり、

地域づくりに基盤となった事例を報告している。五島（1993;1997）は、地域の身近な自然を利用し、フ

ィールドワークで探究的な学習を長期間展開することで、自然や文化についての研究成果を生徒と蓄積

し、それらを理科室に展示することで、理科室をミニ博物館化した（Goto 2006）。そこでは教師はミニ

学芸員であり、生徒が地域の自然史や社会・文化を研究することを通して、地域の文化創造に貢献する

活動をした。学校が、受験勉強だけの場でなく、生徒の主体的な学習の場となり、地域の文化づくりや

文化発信の場となった（五島 2003）。生徒が地域で課題や問題を見つけ、解決する中で、地域から知識

や文化を作り出したり、地域づくりに貢献した。そして、自ら活動の発信や交流を通じて学ぶ楽しさを

体験していた。また、生徒は、学ぶ過程で英語でコミュニケーションしたりすることで英語を楽しんで

利用していた。これは、環境教育が「生きる力」を育成した事例である。それらの活動の成果を英語で

表現したり、発信したりすることなどで、国際社会の中で、自国の自然や文化などに誇りを持て、また

自国とは異なる自然や文化に敬意を払い、まさに Act locally and think globally な（地域で活動しグローバ

ルな思考をする）能力の基盤を身に付けることができる（Goto 2006）。 

子どもが、直接体験を通して自然の美しさや不思議さに感動し、自然や文化に対する愛着や畏敬の念

を身に付け、そして郷土愛など豊かな人間性を育むだけでなく、地域の自然や文化を学び発信するなど

地域づくりに貢献することができるような総合的な環境教育が、まさに「生きる力」を育成する環境教

育である。 
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Ⅲ．自然体験活動の意義とあり方と進め方 

１．自然体験活動の意義 

子どもは、自然体験活動つまり冒険や探検や遊びを通して、創造性、適応性、選択性、巧緻性、敏捷

性、想像性、平衡や調整の感覚、判断力、瞬発力、持久力などを豊かに培い身に付けてゆく（柴田 1980）。

また、自然体験は美的な感性を養うだけでなく、厳しさ、忍耐、努力、ストレスへの耐性を学ぶことが

でき、それが他人の苦しみ、痛み、悲しみもわかることにつながる。他者理解の始まりは自然体験にあ

る（山田 2000）。 

柴田（1975）は「理科の学習では、まず仮説を立て、これを実験によって検証し、結論を導くといっ

た実験室科学的手法がはっきりとうたわれている。物理や化学の世界では、こうした学習過程は有意義

であるが、自然の学習には、観察し、大量の情報を集め、これを整理し、その中から法則性を導き出す

といった方法技術の方が優れていると思う。よって「自然と一体となって考察する」や「自然と人間生

活との関係を認識させる」などうたっていても実際に自然の一部を、ある仮説をもとに切り離して教室

に持ち込み、ある期待のもとに実験し検証しようとしている。これでは、どうしても個々の、あるいは

個体以下の生命系の追究が主となって、「自然を一体として考察する」能力や「生命を尊重する」などの

目標に到達するのに、まこと迂遠な方法になってしまうでしょう。」と述べ、理科教育における自然体験

活動の意義を説明している。また、日置（2012）は、言語活動と関連づけた体験活動の充実の意義を、

現実の世界や生活などへの興味・関心、意欲の向上、問題発見や問題解決能力の育成、思考や理解の基

盤づくり、教科等の「知」の総合化と実践化、自己との出会いと成就感や自尊感情の獲得、社会性や共

に生きる力の育成、豊かな人間性や価値観の形成、基礎的な体力や心身の健康の保持増進などと述べ、

体験活動は全教科の基本と主張している。 

このように自然体験活動は、理科教育や環境教育の基盤であり、「生きる力」を育成する教育での

意義は明らかである。 
 

２．自然体験活動のあり方 

理科教育や環境教育の中で自然体験活動をどのように進めたらよいのかについて以下に考察する。 

環境教育指導資料小学校編（国立教育政策研究所 2007）では、環境教育の狙いとして次の３つが挙げ

られている。 

・環境に対する豊かな感受性の育成 

・環境に関する見方・考え方の育成 

・環境に働きかける実践力の育成 

 この３つのねらいは、環境の中で気づき、豊かな感性を養い、知識や技能を身に付け、さらに具体的

な実践として活動するという一連のプロセスを段階的に示している。それらの３つのねらいは、段階的

に幼児教育から初等教育、中等教育にかけて育成されるべきものである。 

環境省（2011）は、「今後の環境教育・普及啓発の在り方を考える検討チーム報告書」の中で、生涯学

習としての環境教育の内容を図１のように示している。 

この図１を参考にして自然体験活動と環境教育指導資料小学校編の環境教育の３つのねらいを統合し

て作成したものが以下の図２である。図２について発達段階に応じて以下に具体的に考察する。 
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１）幼児期から小学校 

幼児期における自然体験が、人間としての成長過程において重要な役割を果たすといわれる（小川

2004）。幼児期から小学校までは、自然との直接体験を通して、子どもが自然の美しさ、不思議さ、神秘

さに目をみはる感性（つまり、センス・オブ・ワンダー）（Carson 1965）を呼び起こすような指導が大切

であり、子どもは自然という環境を介して「自ら育つ本然をもっている」という発想の転換（露木 2009）

が必要である。つまり、自然に対する知識を教えるのではなく、子どもが本来もっているセンス・オブ・

ワンダーを呼び起こすような自然を感じる心の育成を重視したい。子どもは、本来このセンス・オブ・

ワンダーをもっているので、教師など大人が知識を教え込むなどすることで、自然体験で呼び起こすべ

きセンス・オブ・ワンダーを失わせるような指導は慎むべきである。このセンス・オブ・ワンダーが将

来、知りたいという興味、関心、意欲の源泉となるのである。子どもたちのセンス・オブ・ワンダーを

育成することが環境教育のベースなのである（阿部 1992）。また、「林間学校や家族旅行などでの自然体

験、ボランティアやサークルでの環境活動などにおける体験などの原体験を通した様々な経験が、その

後の人間形成において大きな影響を与える」（環境省 2011）など人間形成における自然体験・原体験の

大切さも述べられている。 

 

 

（図１）発達段階に応じた環境教育のアプローチ（感性→知識→行動）（環境省 2011） 
 

（図２）発達段階に応じた自然体験活動と問題解決能力の育成(1) 
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自然の中で、直接体験を通して、自然を感じさせることで、自然との一体感や自然に対する愛着を育

てる指導というより、見守る姿勢が大切である。子どもに観察する対象を指示するより、子どもを自然

の中で自由に遊ばせ、探検させ、興味関心を持てるものを発見させる。そして、子どものセンス・オブ・

ワンダー、つまり、発見したものや興味をもったものに共感し、褒めるなど、子ども主体の体験を重視

すべきである。このセンス・オブ・ワンダーは知識、知恵などを身に付けるための土壌となるものであ

り（Carson 1965）、特に、幼児期から小学校までは、センス・オブ・ワンダーを芽生えさせ、さらに維持

させるよう心掛けた指導を行いたい。レイチェル・カーソンは「知ることより感じることの大切さ」を

主張している。 

小学校中学年までは、採集させることも必要である。本物の生命と対することで、生き物に対する愛

着や生命への畏敬などを感じる基盤を養うための直接体験が必要である。また、この時期に継続的な栽

培や飼育を経験させる（柴田 1980）ことも大切である。 

そして、高学年では、生態系を意識させるような指導へと進化させ、自然保護や自然保全的な活動も

取り入れたい。 

 
２）中学校 

中学校では、センス・オブ・ワンダーを維持させながら、体系的な知識を身に着けさせる時期で

ある。基本的に採集する活動を控え、自然をじっくり観察させる活動や継続観察を中心にしたい（五

島・小林 2011）。 
自然に関する知識の詰め込みでなく、自然をパターンで捉えたりできる自然体験活動を指導する

ことや、自然をじっくり観察させる活動や継続観察を行うことを通していろいろな知識や技能を身

に付けることができ有効である。自然環境に潜む「自然のパターン」とは、具体的には、①「比較

観察の対象となる事象」、②「変化を読み取ることが可能な事象」、③「関連性をもつ事象」などの

科学的な事象を指す（下野ほか 2012）。生徒が身近な自然事象で「比較観察」、「関連性」、「変化」

など多面的に自然を認識できる能力の育成を目指す。このような能力を育成することで、いろいろ

な事象を比較観察でき、そのつながりが認識でき、また継続観察などで時間的な変化に気づけ、科

学的、生態学的な思考する基盤を身に付けさせることができる。そして、それが自然を探究する基

礎的な能力となる。 
自然体験活動を言語活動と関連させて指導することとして、発見したことを言語化する、文章で

表現させる、研究レポートを作成させる、俳句や短歌で表現させる、絵で表現させるなど、調査し

たことを表現、発表させることでコミュニケーション能力を育成する。その他、自然体験活動を文

化創造活動につなげること、自然体験活動で英語力を育成することなどが考えられる（Goto 2006）。
自然体験活動を調査、研究にまで広げることで、自然科学に関する研究をまとめることを通して言

語力の育成にもつながる。学生科学賞などに応募させて外部評価を受けることで、子どもが自信を

つけたり、また、地域の自然環境や文化などの独自性に気づき、誇りに思ったりできる自尊心をも

てる活動につなげてゆくなどの工夫が考えられる（益田・五島 2002）。 
 
３）高等学校以降 

高等学校以降では、環境教育を通して、人間は生態系の一部、つまり、地球システムの一部であ

り、「地球は人間のために作られているのではない」という自然観を育成できるような工夫が必要で

ある。生物のつながりを理解できるような生態学的思考や地球の中でのつながりを理解できるよう
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な地球システム的思考ができ、自然の美しさを鑑賞し、そして、地球を保全できるような環境教育

を行う（Mayer and Armstrong 1990）。具体的には、多面的、総合的な視点で地球システムを理解で

きるような自然体験活動を指導することで、問題解決能力や科学的探究能力を育成したい。多面的、

総合的な自然の見方の例としては、アースシステム教育の 7 つの視点を利用した観察が有効である

（五島 2009）。さらに、自然保護の視点を強調し、採集しない、観察するだけの活動を中心に指導

することも大切である。自然観察活動が採集という短絡的な活動でなく、生きている生命そのもの

をその場でじっくり観察し、自然の中で総合的、体系的な自然の見方を育成することを目指して指

導すべき時期である。食物連鎖や生態系などといった自然や地球システムを直接観察することで、

生命を大切にするモラルや生命への畏敬の念を育成することや生きている地球の息吹を感じたり、

理解できる自然把握を目指すことが肝要である。 
中教審答申（2007）の高校理科改善の具体的な事項の一つに「科学的な思考力・表現力の育成を

図る観点から、観察・実験、探究活動などにおいて結果を分析して解釈して自らの考えを導きだし、

それらを表現する学習活動を一層重視する。」と示された。ここに、科学的な探究と思考が一体的に

とらえられていることがわかる。さらに分科型科目の探究活動について「内容の取扱い」で「報告

書を作成させたり発表の機会を設けたりすること」、「理科課題研究」については「研究の成果につ

いては、報告書を作成させ、発表を行う機会を設けること」と明記された。探究活動が、ここでは

さらに、記述・発表といった言語活動までも含むと捉えられていることが明白となっている、この

ように探究と思考・表現と活用との緊密な関係が示されているが、この点こそ今回の改定のポイン

トともいうことができる。 
河原（2011）は高等学校で、教員全員が持続可能な発展の観点に立った環境教育を実践し、「知の

総合化」を図りながら、生徒に学習した内容の相互の関連性を多面的に理解させ、自然体験活動な

どを通して地球環境問題を実感させることを目指した環境教育の有効性について考察している（河

原ほか 2011）。その実践は、図 3 の in と about と for をつなげることを目指した、through による実

践の一つであり、高等学校ですべての教科で環境教育に取り組んだ珍しい事例である。環境教育は、

一部の教員や教科で行われるのでなく、すべての教科を通して行い、その集大成を総合的な学習の

時間などを利用して行われるのが理想である。豊田（2011）は、新潟県立佐渡中等教育学校の活動

を次のように報告している。生徒が地域の加茂湖流域の生き物調査に参加し、そこで知り合ったカ

キ養殖の漁師と「加茂湖エコ・ワーク」を共催した。その後、賀茂湖の再生に向けて加茂湖再生談

義でその保全について未来の加茂湖をテーマに意見交換に参加し、加茂湖を誰もが近づくことので

きる水辺に変えていってほしいと提言している。松井（2010）は、地域探検を通して、地域の財産

を発見し、発表会を通して、主体的に地域の問題発見・問題解決に取り組もうとする意欲や態度を

育成し、地域の将来について考えさせる活動を行った高等学校の事例を紹介している。この３つの

事例は、地域について体験に基づいて総合的に学び、地域への活動へつなげた事例であるが、今後、

環境教育では、このような工夫を期待したい。 
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（図３） 子どもの発達段階に応じた環境教育のあり方と文化・地域づくり（１） 

３．自然体験活動の具体的な進め方 

自然の仕組みを理解するための自然体験活動は、マクロからミクロへ自然体験活動を中心に行い、

その自然のシステムを全体的に理解できるような進め方が必要である。個々の自然の事象を細かく

見るだけでなく、その環境と関連付けてシステム的に考察するなど、高等学校段階では、自然を地

球システムとしてとらえ、体系的に理解できるような自然体験活動を進めることが大切である。 
具体的な進め方としては、自然を岩石圏、水圏、生物圏、大気圏など地球システムとしてマクロ

的にとらえる、注目した自然について遠くから全体を眺める、その自然について近づいてミクロ的

に捉える、その対象を中からとらえる、最後に、もう一度自然を遠くから俯瞰的に振り返りとらえ

るなど、マクロ的とミクロ的の両面から総合的に自然をとらえてゆく。 
ここでは、フィールドワークの事例として、生物学的自然と地学的自然の観察の進め方を「森」

と「地層（露頭）」を事例にして説明する。 
 

１）「森」の観察（日本自然保護協会 1993） 

①森を遠くから見る：森をマクロにとらえる見方を身に付ける 
②森に近づいて見る：森全体を遠くからとらえた後で、近づいて観察することで、新しい気づきや

発見をする 
③森に入って見る：森の中から見ると、外から見ることの違いに気づく 
④林床に見てみよう：落ち葉や土の中にいる生物や林床の変化に気づく 
⑤活動を振り返る：マクロからミクロへ、遠くから近くへ、外から中へ、そして中から外へ、ミク

ロからマクロへと自然を多面的に観察した後、総合的に考察してみる 
 
２）「地層（露頭）」の観察 

①地層（露頭）を遠くから見る：地層の特徴をマクロにとらえる 
②地層（露頭）に近づいて見る：地層（露頭）全体を遠くからとらえた後で、近づいて観察するこ

とで、新しい気づきや発見をする 
③一つの地層の中をじっくり見る：一つの地層の中をじっくり見ると、その構成物の特徴や堆積状
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況（古環境）の特徴などに気づく 
④地層の中を見てみよう：地層の構成物の特徴から、古環境の特徴や変化に気づく 
⑤活動を振り返る：マクロからミクロへ、遠くから近くへ、外から中へ、そして中から外へ、ミク

ロからマクロへと自然を多面的に観察した後、総合的に考察してみる。 
このような 5 段階の基本的な自然観察、それぞれの発達段階に応じて工夫して行うことで、最終

的に、自然の多面的・総合的な見方、つまり体系的な見方を身に付け、そして自然観を培えるよう

な指導ができると考える。 
以下に各学校段階におけるポイントを表１にまとめる。 
 

（表１）自然観察のあり方を配慮した自然観察の各学校段階での進め方 
自然観察の進め方 

①マクロに自然を捉える。②ミクロに自然を捉える。③・④視点を変えて捉える。⑤振り返って総合的に

捉える。 

小学校 

①感性で捉える。 

②ミクロに各自然事象を観察する。 

③視点を変えて観察する。 

④視点を変えて観察する。 

⑤全体を振り返る。 

中学校 

①感性に加え、景観を理解する。 

②自然事象を比較観察、時間的変化、関連性の視点からミクロに観察し理解する。 

③視点を変えて観察し理解する。 

④視点を変えて観察し理解する。 

⑤自然事象を比較観察、時間的変化、関連性の視点から全体を振り返る。 

高等学校 

①地球システムをマクロに景観として理解する。 

②地球システムをミクロに観察し、それらの相互関連を理解する。 

③視点を変えてミクロに観察し、相互関連を理解する。 

④視点を変えてミクロに観察し、相互関連を理解する。 

⑤地球システムをマクロとミクロに総合的に捉え、全体を振り返る。 

  

Ⅳ「生きる力」を育成する自然体験活動を重視する環境教育 

 中央教育審議会答申（2007）では、環境教育の重要性を鑑み、その答申の中で環境教育に関する

内容として「地球温暖化、オゾン層の破壊、熱帯林の減少などの地球的規模の環境問題や、都市化、

生活様式の変化に伴うゴミの増加、水質汚濁、大気汚染などの都市・生活型公害問題は世界各国共

通の課題となっている。その解決に向けて、有限な地球環境の中で、環境負荷を最小限にとどめ、

資源の循環を図りながら地球生態系を維持できるよう、一人一人が環境保全に主体的に取り組むよ

うになること、そして、それを支える社会経済の仕組みを整えることにより、持続可能な社会を構

築することが強く求められている。」と述べられている。地球生態系を維持し、課題を解決でき、持
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続可能な社会を構築できるような資質・能力・態度を育成するには、子どもの発達段階に応じた自

然体験活動や自然探究活動を重視し、問題解決能力の育成を目指した体系的な環境教育が必要であ

る。 
生涯学習を視野に入れ、自然体験活動や探究活動と環境教育のあり方を体系的に示したのが図 3

（子どもの発達段階と環境教育のあり方と文化・地域づくり）である。ここでいう Environments（「環

境」と訳す）は、自然環境という狭義の環境ではなく、自然環境・社会環境・文化環境などを含ん

だ広義の環境を意味している。幼児期から小学校までは、環境の中（in environments）で活動や実体

験を主体にした環境教育（EE In Environments）、中学校段階では、自然体験活動から探究活動へと

進化しつつ、基盤としての自然体験に基づいて、環境をよりよく理解するために知識、技能なども

身に付ける環境教育（EE About Environments）、そして高等学校以降では、知識を身に付けるだけで

なく、環境保全や環境問題などを解決できるような活動に参加して持続可能な社会づくりに貢献で

きるような環境教育（EE For Environments）を全体のビジョンにいれ、生涯を通して体系的に環境

に働きかける環境教育（EE Through Environments）を行っていくことが期待される。そのような環

境教育は、自然体験活動に基づいて、児童生徒が自ら、地域の自然や文化について問題を見つけ、

解決するような問題解決能力を育成し、その成果として次の世代の教育に役立てるような作品や教

材として残し、学んだことに基づいて地域の自然や文化づくりにつなげるような創造的な教育であ

る（五島 2003）。その活動が地域や社会づくりや地域の人々を元気にすることなどに貢献できるよ

うな教育でもある。また、その教育は内発的発展に基づいた教育(2)でもある。 
その教育における学習とは、設定された知識や技能を獲得することではない。その環境教育で目

指すものは、子どもが学ぶことを通して文化づくりの場に参加するような創造的な教育で、参加し

た子どもは、その状況とともにその活動に込められている意味を理解するような教育である。それ

は、従来のどれくらい知識や技能を獲得したかという、獲得した知識や技能などを測定する受験勉

強的な学習観とは違い、学んだことを基盤にしてどれくらい地域に貢献できたかという内発的、創

造的な学習観に基づく教育である。それは、箕浦（1990）が「外在する意味体系が、個々の人の中

に摂取され、その人なりの意味空間を構成し、象徴的自己になり、その人の行動を動機づけるよう

になってゆく過程の解明、および、意味空間の構築過程に広義の社会・文化的環境がどのような影

響を与えているかを検討する」と述べているものに匹敵する教育である。また、それは、レイブや

ウエンガーのいう状況論的な学習に近いものである。それは、学習をいうものを、個人の頭の中に

ではなく、まさに共同参加の過程の中に位置づけた学習であり、学習を命題的知識の獲得と定義す

るのではなく、特定のタイプの社会的共同参加という状況の中におくもので、学習にどのような認

知過程と概念的構造が含まれるか問うかわりに、子どもがどのような社会的関わり合いが学習を生

起する適切な分脈を提供するかを問うものである（Lave & Wegner 1991）。 

Ⅴ 終わりに 

 本小論では、センス・オブ・ワンダーから問題解決能力や自然観の育成、文化・地域づくりまで

を視野に入れて、「生きる力」を育成するための自然体験活動を重視した環境教育に関する具体的な

提案と配慮事項、そしてその環境教育の意義やあり方について考察を行った。その中で、「生きる力」

を育成する教育の課題、課題を克服し「生きる力」を育成するために、自然体験活動を重視した環

境教育の基盤としての理科教育のあり方について解説し、自然体験活動と言語活動の融合、自然体
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験活動と文化創造活動や外国語活動の融合をするなど具体的な事例を基に環境教育のあり方につい

て説明した。また、自然体験活動の意義や子どもの発達段階に応じた自然体験活動のあり方、自然

体験活動の進め方として、生物学的自然と地学的自然のフィールドワークの具体的な方法について

論述した。そして、幼児期、初等教育における感性の育成から、中等教育で段階的に問題解決能力

の育成まで、そして生涯学習を展望した「生きる力」の育成を目指した体系的、総合的な環境教育

のビジョン「子どもの発達段階に応じた環境教育のあり方と文化・地域づくり」を図 3 に示してわ

かりやすく解説した。理科教育は、その教科の性質上、環境教育の基盤に位置付けられる。理科教

育を基盤にした「生きる力」を育成する環境教育を実践するためには、知識や技能を身に付けるこ

とを目的とした受験勉強的な理科教育から、理科教育で学ぶ意味や意義を考え、身に付けた知識や

技能を基盤として、自然や科学に関する問題に働きかけ、解決に参加、あるいは貢献するような「科

学する文化の創造や構築」につながる内発的、創造的な理科教育や環境教育に進化する必要性につ

いても論述した。近年、地域の文化が失われ、多くの地域でコミュニティーが崩壊しつつあるが、

環境教育はこの動きに歯止めをかけることにつながる（阿部 1992）。 
 地域の環境に関連した知識や活動などを、地域に中だけで閉じるのではなく、それを他地域と比

較、関連させたり、世界に広げて行くようなビジョンをもった環境教育を実践して行くことが重要

である。自分の住む地域を学んだ子どもたちは、自信を持って外国の地域とも交流を持ち、自分の

地域について情報を発信できるようになり、外国の学校との交流を通じて Global thinking が成立す

る（見上 2009）。その環境教育は、「地球規模で思考し、地域で活動する（Think globally , act locally）」
教育（UNDESD 関係省庁連絡会議，2006）と軌を一にするものである。 
阿部は、環境教育は、「人と人、人と自然、人と社会の関係を改善する関係性教育」と捉え、日本

の従来の環境教育を、自然系環境教育、生活系環境教育、地球系環境教育と３つに大別し、持続可

能な社会づくりを通じて互いに近づき重なった部分を、「地球規模で考えて足元から行動する」総合

系環境教育とよび、持続可能な開発のための教育（ESD）(3)に他ならないことを示した（阿部 2004）。 
国立教育政策研究所では、「環境教育指導資料（小学校編）」（国立教育政策研究所 2007）を刊行

した後「学校における持続可能な発展のための教育（ESD）(1)に関する研究」（国立教育政策研究所 
2012）を刊行し、「生きる力を育成する教育と持続可能は発展のための教育は軌を一にした教育であ

る」とその関連性を述べている。また、それらの刊行物では、環境教育は、持続可能な社会づくり

を目指しており、ESD に進化しているというビジョンで示されている(4)。そして、その研究は、「生

きる力」を育成する ESD の視点に立った学習指導の目標として、「教科等の学習指導を進める中で、

「持続可能な社会づくりに関わる課題を見いだし、それらを解決するために必要な能力や態度を身

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。」と挙げ

て、多くの実践事例を示しているので参考になると思われる。また、岡本ら(2011)は、ESD の推進

の方策として、「持続可能性の構成概念(4)（国立教育政策研究所 2012）などを規定しながら、教材

や教科等の相互関連性を踏まえながら、教材や指導方法の研究・実践をふかめること」、「学習の過

程において自分と他者とが時間と場を共有し、コミュニケーションを通して互いに学びあうなど、

学習者同士の交流や多様な立場や世代の人々との協働を重視した参加体験型の学習を展開し、思考

力・判断力・表現力などとともの自律心・責任感なども含めた幅広い能力を育成すること」、「学校

や地域の実情等に応じた学習課題を取り上げ、学校教育と社会教育の連携・融合を保ちながら、現

実的で継続的な実践へと発展するような学習を通して、身に付けた態度を行動に移すとともに、そ

の成果を学校自己評価や学校の特色づくりのために活用すること」の 3 点を提案している。今後、
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持続可能な社会づくりや持続可能は開発や発展を目指した環境教育は、「生きる力」を育成するため

の自然体験活動を重視した環境教育と軌を一にするので参考にできる。つまり、ESD と連携した環

境教育に取り組んでいくことが持続可能な社会の形成に寄与する新学習指導要領における「生きる

力」を育成する環境教育である（阿部 2008）。教育は、古来から文化の伝達、継承をその主要な任

務の一つとして、社会の成員を育てる重要な機能を担ってきた（江原 2003）。「生きる力」を育成す

る環境教育は、文化継承より文化創造や地域づくりに重点を置いた教育に発展することが期待され

る。 
中央環境審議会(1998)は、「環境問題に関心を持った国民のあらゆる層に対し、実践活動体験の機

会を十分に含みながら学習機会が提供されるよう、学習の主体に応じた目標、プログラム等の全体

的な枠組みを体系化することが必要である。」と、学校内外における環境教育の体系化の必要性が指

摘されている。また、中央教育審議会（2007）も「各学校では、教員間の共通の理解を図り、各教

科、道徳、特別活動などのそれぞれにおける指導内容と、それらの相互の関連付けを明確にすると

ともに、子供たちの発達段階や学校の周りの環境の特色等を十分に踏まえて、環境教育に取り組む

ことが大切である。」と、各学校における環境教育の教育課程での体系的な位置付けを求めている。

本小論では、「生きる力」を育成するための生涯学習を考慮した自然体験活動のあり方や環境教育の

あり方、自然体験活動を重視した環境教育の配慮事項について明らかにし、環境教育のあり方につ

いて具体的な提案を行った。今後は「生きる力」を育成する自然体験活動を重視した環境教育の体

系化のためにカリキュラム開発や教師教育について研究を深めて行きたい。 
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注 

(1) 図 2 と図 3 について 

  自然体験活動は理科教育や環境教育などで行われるが、その目標としては、問題解決能力の育成を最終目標にする。

しかし、環境教育は、子どもの問題解決能力を育成し、更にその能力を活用して行動すること、つまり文化づくりや地

域づくりまでを最終目標とする。それによって自然体験活動と「生きる力」を育成する環境教育の目標を段階的に区別

する。 

(2) 内発的発展に基づいた教育： 

  「内発的発展論」（鶴見和子・川田 侃 1989）は、地域内の自然、文化、歴史、人材などの資源を活用し、地域で持

続的に循環させることで経済や福祉など社会や地域を充実させることを目指した理論で、鶴見和子らによって提唱され

た理論である。西川（西川 1989）は「内発的発展とは、他者への依存や従属を峻拒する人間、または人間たちの発展

の在り方といってよいだろう」と説明し、また内発的発展の 4 つの特徴を「①内発的発展は経済学のパラダイム転換を

必要とし、経済人の代え、人間の全人的な発展を究極の目的として想定している。②内発的発展は他律的・支配的発展
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を否定し、分ち合い、人間解放など共生の社会づくりを指向する。③内発的発展の組織形態は参加、協同主義、自主管

理等と関連している。④内発的発展は地域分権と生態系重視に基づき、自立性と定常性を特徴としている。」と挙げて

いる。また、鶴見（鶴見 1996）は「内発的発展とは、目標において人類共通であり、目標達成への経路を創出すべき

社会のモデルについては多様性に富む社会変化の過程」と、そして江原（江原 2003）は「内発的発展は豊かな人間性

を育てる教育によって支えられる」と説明している。ここでは、そのような内発的発展に基づいた教育を示す。具体的

には、人間の内発的な動機付けを重視し、人間の内発的な発展、参加型の発展、文化の発展、地域の発展などを重視し

た教育で、その教育の主要な目的を人間の多様な能力の育成に置く。文化づくりや地域づくりやそれらの発展に貢献で

きる個人や集団の役割を強調した教育である。成績（受験学力）が教育の成果であるという学力観に対して、学んだこ

とを文化づくりや地域づくり、地域や社会の人々を元気にさせるような能力（創造的な学力）を重視する。 

  内発的発展論に基づいた教育は、子どもの内発的な動機付けを重視し、その資質・能力を考慮し、地域に根ざした持

続可能なやり方で人材・施設・環境など地域資源を活用しながら、かつ外部の資源を活用しつつ、人間の内発的な発展

を目指して多様な持続可能な教育の展開をするものである。 

(3) Education for Sustainable Development (ESD)の Development については，「開発」「発展」などと訳されているが，ほぼ

同じ意味で学習指導要領（平成 20 年 3 月告示）では「社会の構築」「社会づくり」などと表現されている。何れも同じ

主旨としてとらえたうえで，ESD の邦訳は，文献の表現を尊重して記載し「持続可能な開発のための教育」や「持続可

能な発展のための教育」と併記する。なお,日本ユネスコ国内委員会では，ESD を「持続発展教育」としている。 

(4) 国立教育政策研究所では、2007 年に「環境教育指導資料（小学校編）」、2012 年に「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」を刊行している。「環境教育指導資料」では、環境を捉える視点として「循環、多様

性、生態系、共生、有限性、保全」を示し、「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」では、

持続可能性の構成概念として「多様性、相互性、有限性、公平性、連携性、責任性」を示している。環境教育の六つの

視点は、ESD の初めの三つの構成概念にまとめ、そして、後半の三つの概念は、環境以外の人の意思や行動に関する概

念としてまとめたものであり、ESD は環境教育を包括する形でまとめられている。 
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このたび安嶋彌氏から、「二つの解散とその後の文部行政－激動の 1950 年代－」を御寄稿いた

だきました。安嶋氏は昭和 21 年に文部省入省後、管理局長、初等中等教育局長などを歴任され、

昭和 50 年からは文化庁長官、昭和 52 年からは東宮大夫を勤められました。 
今回の御寄稿は、市町村教育委員会の発足及び義務教育費国庫負担制度の復活という 1950 年代

初頭の大きな制度改正について、当時文部省で大臣秘書官等として携わった立場から解説したも

のです。教育委員会制度の在り方等が現下の重要な政策課題となっている折、制度導入に実際に

関わった方による論考を掲載することは意義があることと考え、他の論文等とは別に、特別寄稿

という形で本紀要に掲載することとしました。 
 

所長  尾 﨑 春 樹 
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二つの解散とその後の文部行政－激動の1950年代－ 

Two breakups and the subsequent administration of the Ministry of Education: 
the turbulent 1950s 

安嶋  彌 

YASUJIMA Hisashi 

 
 
 いわゆる政争は、政界にはつきものであるが、昭和 27、28 年のそれには甚だしいものがあった。

すなわち、昭和 26 年に鳩山一郎、河野一郎、大麻唯雄、松村謙三といった人々が、追放解除となり

政界に復帰したが、これより先、鳩山は自由党総裁として、総理大臣を目前にして追放されていた。

復帰した鳩山は、吉田総理に対して、預けておいた政権の返還を求めたという。対立する与野党の

政争とは異なり、これは身内の争いであった。こうした中、昭和 27 年 8 月 28 日のいわゆる抜き打

ち解散は、吉田派が鳩山派の勢力を殺ぐためのものであったといわれている。この直前の同月 12
日、いわゆる学者文相天野貞祐に代わって、岡野清豪が自治庁長官（国務大臣）兼任のまま、文部

大臣に任命された（11 月 1 日に専任となる）。このとき私は、大臣秘書官（特別職）となっていた

ので、抜き打ち解散による選挙運動には岡野の選挙区大阪一区のみならず、その他の遊説にも随行

することとなった。 
 この国会に文部省は、市町村教育委員会委員の選挙を 1 年延期するための法案を提出していたが、

これが解散によって廃案となり、図らずも本法の規定どおり、10 月 5 日に選挙が行われることとな

った。 
 地教委の設置については、かねて都道府県教委も市町村長も日教組も反対であった。道府県教委

の中には教組の影響の強いものもあったが、地教委は多く日教組の動きには批判的であった。すな

わち地教委の発足によって新しい政治地図が生まれたのである。日教組はその後も地教委の廃止を

求めていたが、政府、与党はむしろ地教委に好意的であった。 
 次に、抜き打ち解散から僅か半年後の翌 28 年 3 月 14 日、いわゆるバカ野郎解散があった。これ

は、吉田総理が衆議院予算委員会において、社会党（右派）委員の西村栄一に対して「バカ野郎」

という言葉を浴びせ、この故に吉田の懲罰動議が可決された。次いで内閣不信任案は、農林大臣の

広川弘禅の一派が本会議を欠席したことにより成立し、ために 3 月 2 日広川は農林大臣を罷免され

た。憲法第 68 條による大臣の罷免はこれが初であった。私はそのとき、院内の秘書官室にいて閣議

の様子を窺っていたが、一帯は熱気につつまれ、劇的ともいうべき雰囲気であった。この内閣不信

任案の可決に対応するものが、「バカ野郎」解散であった（続いて 3 月 18 日から 24 日までの間参議

院の緊急集会という稀なことがあった）。私は、再び岡野の選挙運動に随うこととなる。 
 ちなみにその頃、広川の秘書官は、桧垣徳太郎（後に農林大臣）、次いで中西一郎（後に総務長官）

であった。桧垣は広川のことを「和尚、和尚」と呼んでいた。また池田勇人通産大臣の秘書官は宮

沢喜一であった。秘書官仲間には、有能で面白い人が多かった。 
 前年夏の抜き打ち解散のときと同様、文部省が国会に提出した義務教育学校職員法案は、廃案と

なり、その結果、議員立法による新義務教育費国庫負担法がそのまま翌 28 年 4 月 1 日から施行され

ることとなった。 
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 ちなみに旧義務教育費国庫負担法は、昭和 15 年制定のものであるが、これが占領下の 25 年、シ

ャウプ勧告による地方財政平衡交付金制度の実施に伴い廃止されていた。文部省は、このことによ

る義務教育水準の低下を惧れ、初中局庶務課長の内藤誉三郎を中心に、これに対処する「標準法」

の制定を検討していたが、容易に実現を見なかった（のちに 33 年、内藤初中局長、財務課長が私の

ときに立法化）。一方、地方財政平衡交付金制度も、国家財政の逼迫から機能を発揮できず、地方団

体からも不評であった。これが地方交付税制度に切り換えられるに際して、議員立法として新義務

教育費国庫負担法が成立したのである。議員立法の中心は、衆議院文教委員長の竹尾弌
はじめ

であった。

都道府県やまた衆議院地方行政委員長の桜内義雄もこれに同調した。しかし自治庁は、新国庫負担

法にはあくまでも反対であった。岡野文相は前任の自治庁と文部省の板挟みとなった。このとき内

閣官房副長官から再び文部次官となっていた劍木亨弘の発案によって、苦肉の策として現れたのが

「義務教育学校職員法案」であった。その核心は、義務教育学校職員を国家公務員とし、定員定額

制によってその給与の全額を国庫で負担しようとするものであった。しかしこの法案は前記のよう

にバカ野郎解散によって廃案となった。実をいうとこのとき、文部省は正直ホッとしたのであった。 
 思えば、地教委の発足といい、義務教育費の国庫負担の復活といい、初等中等教育の根幹をなす

二つの制度が、思いがけない二つの解散によって実現に至ったことは、瓢箪から駒が出たともいえ

る。岡野の時期は、積極的な文教施策はなかったが、結果的には大きな転機であった。 
 一方、こうした教育行政の動きの背景には更に大きな時勢の変化があった。25 年 6 月には朝鮮戦

争がはじまり、翌 26 年 7 月には停戦となっていたが、冷戦を機とする左右政治勢力の対立は厳しさ

を加えていた。26 年 10 月 16 日、日本共産党は、五全協において、コミンフォルムの指導に従い、

武闘方針を採用した。「愛される共産党」からの転換である。ここに所感派と国際派の対立が生まれ

た。次いで 27 年 4 月には平和条約が発効した。そして 6 月 18 日には、日教組は第 9 回大会におい

て「教師の倫理綱領」を採択した。騒然たる内外の情勢であった。 
 こうした中、昭和 28 年 5 月 21 日第五次吉田内閣の文部大臣として大達茂雄が任命された。バカ

野郎解散による総選挙（4 月 19 日）に続く 4 月 24 日の参議院選挙において、大達は島根地方区で

当選を果たしていたのである。大達は石見・浜田の出身であったが、出雲の田部長右衛門（島根県

自由党幹事長、後に知事）らもこれを支持した。その頃竹下登は、県の連合青年団長であって、田

部の影響下で動いていた。 
 大達は戦中、初代の東京都長官であり、小磯内閣の内務大臣であった。そして戦犯容疑者として

巣鴨に収容されたが、釈放されていた。大臣任命のとき私は大達のことは全く知らなかったが、引

き続き事務秘書官として三ヶ月大達に随うことになった。暫くして私は大達の人格に感服すること

になった。 
就任して間もなく大達は、文部大臣の在任期間は平均どれ位かと聞いた。私は、兼任を除くと約

10 ヶ月と答えた。大達は心に期するところがあるように見えた。 
新大臣に対する日教組の大臣会見（日教組は交渉と称した）は、混乱を極めた。罵詈雑言が飛び

交い、大臣室が占拠されるという椿事もあった。大達は平然としていた（ちなみに大達には総理の

吉田を畏れる風もなかった）。そして 7 月には山口日記問題が起こった。 
これに対して、7 月 8 日附で次官通達が出され、翌春、教育二法案へと展開してゆく。 
この頃文部省記者クラブには安倍晋太郎（毎日政治部、後に自民党幹事長）、伊藤宗一郎（読売政

治部、後に衆議院議長）がいたが、二人とも大達に傾倒していた。 
29 年 2 月、いわゆる教育の政治的中立性確保に関する法律案が国会に提出され、6 月 3 日に成立
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する。これが大達の最後の大仕事となった。この第 20 回国会は大荒れの国会であった。警察法案成

立のための会期延長決議を行う衆議院本会議に警官が導入された。 
この国会においては警察法のほか防衛二法（防衛庁設置法と自衛隊法）も成立した。これより先、

造船疑獄問題に関して指揮権発動のことがあり、またビキニ環礁被爆のこともあった。そして、つ

いに 12 月 10 日第五次吉田内閣は総辞職し、鳩山内閣が発足した。翌 30 年 1 月、日本共産党は極左

冒険主義を自己批判し、六全協において武闘方針を撤回した。 
これによって左翼勢力は分裂し、大学紛争にまで尾を引くことになる。11 月には保守合同があり、

いわゆる 55 年体制が生れ、31 年 6 月、第三次鳩山内閣の清瀬文相のもとで、地教行法が成立した。

同年 10 月には教科書検定が強化され、11 月には愛媛県で勤評の実施が決定された。32 年には岸内

閣が発足し、33 年には道徳教育が実施された。ちなみに私は 30 年 9 月から初中局財務課長であっ

て、思い出の多い、激動の時期である。 
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所 員 業 績 一 覧 

 

１．平成 24 年１月 1 日から平成 24 年 12 月 31 日までに発表されたものを対象とする。 

２．所属と氏名は平成 25 年１月現在とする。 

３．掲載対象  

（著書）・・・・・・・編著のときは、編纂書の後に（編著）と記する。 

（論文）・・・・・・・査読有のときは、末尾に（査読有）と記する。 

（学会報告）・・・・・共同発表または共著のときは、末尾に（共同発表）または（共著）と記する。 

（雑誌寄稿）・・・・・学術雑誌への寄稿 

（新聞寄稿）・・・・・新聞へのコメント程度のものは除く 

（翻訳）・・・・・・・翻訳 

（その他）・・・・・・上記のカテゴリーに該当しない業績 

 

○書式 

【例】（編著）「生活科と学校の経営」 第一法規出版 平成○年○月 

   （論文）校長のリーダーシップに関する理論的・実証的研究 

      「日本教育経営学会紀要 第○号」平成○年○月（査読有） 

（雑誌寄稿）生徒指導とキャリア教育との関係を整理する  
       「月刊生徒指導 第○巻第○号」 学事出版 平成○年○月 

注：（著書、編著について） 

   ・「著書名」（共著） 出版社名 出版年月 の順で表記する。 

  （編纂書掲載論文について） 

   ・論文名＜改行＞ 

    編者名 「書名」 出版社 出版年月 の順で表記する。 

   ・論文名においては、章・節等の記載は含めず表題のみとする。 

  （論文について） 

   ・論文名＜改行＞  

    「掲載誌名」 掲載紙の編者 掲載誌の出版社 出版年月 査読の有無 の順で表記する。 

   ・頁数は記載しない。 

   ・雑誌名の巻、号は「○○○紀要 第○巻 第○号」のように「」内に記述する。 

   ・誌名から編者、発行所が明らかな学会誌等については編者、発行所名は記載しない。 

    例 「国立教育研究所研究集録 第○号」 「教育学研究 第○巻 第○号」 

      「日本教育経営学会紀要 第○号」 「日本教育行政学会年報 第○号」 

   ・査読の有無は、査読有のときに（査読有）と記述する。 
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所長 

尾崎 春樹 

（雑誌寄稿） 

・学校とともにある地域 

 「社会教育 No.798」 財団法人日本青年館 平成 24 年 12 月 

 

 

研究企画開発部 

坂谷内 勝 

（学会報告） 

・日本語教育用コンテンツの開発を振り返って 

「日本科学教育学会第 36 回年会論文集」 平成 24 年８月 
 

 

教育政策・評価研究部 

葉養 正明 

（著書） 

・プロジェクト研究「Co-teaching スタッフや外部人材を生かした学校組織開発と教職員配置の在り方に関する総合的研

究 第二年次報告書」＜研究代表者＞ 国立教育政策研究所 平成 24 年 3 月 

・全国市区町村教育委員会における小中学校の適性規模や適正配置等に関する政策動向－学校統廃合答申類の分析 

 プロジェクト研究「教育条件整備に関する総合的研究 関連報告書」＜研究代表者＞ 国立教育政策研究所 平成 24

年 2 月 

・学校教育における外部セクターとの連携・協力による市区町村教育委員会の意識－ふたつの調査の結果の対比による

１７年間の変化（速報）－ 

 プロジェクト研究「Co-teaching スタッフや外部人材を生かした学校組織開発と教職員配置の在り方に関する総合的研

究 成果報告書」＜研究代表者＞ 国立教育政策研究所 平成 24 年３月 

・「必携学校小六法 2013 年度教採対応版」（共編著） 

 協同出版 平成 24 年 2 月 

・「よくわかる教育学原論」（共著） 

 ミネルヴァ書房 平成 24 年 4 月 
・「震災からの教育復興-過去、現在から未来へ」（共編著） 

悠光堂 国立教育政策研究所監修 平成 24 年 10 月 

・「震災からの教育復興-岩手県宮古市の記録」（共編著） 

悠光堂 国立教育政策研究所監修 平成 24 年 10 月 
（論文） 

・人口減少下の学校の規模問題と教育システム 

 「国立教育政策研究所紀要第 141 集」 平成 24 年 3 月 

（学会報告） 

・第 63 回大会課題研究Ⅱ「職場環境から教師の仕事を考える－外部環境の視点から」 

 学校規模の適正化を巡るイッシューと教師の職場環境‐公立小中学校統廃合調査から 平成 24 年 9 月 

・東日本大震災被災自治体における小中学生の通学圏と学習環境の変化 

 「日本教育行政学会第 47 回大会」 平成 24 年 10 月 
（雑誌寄稿） 

・地域コミュニティの核としての学校 
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「教育展望 第 58 巻第 1 号」 教育調査研究所 平成 24 年 1・2 月合併号  

・被災地のこれからの教育復興に必要なこと 

「月刊 教職研修 第 475 号」 教育開発研究所 平成 24 年 3 月号 

・クライストチャーチの震災復興 

「内外教育 第 6147 号」 時事通信社 平成 24 年 3 月 6 日 

・東日本大震災からの教育復興のこれまでとこれから 

「文部科学時報 No.1635」 文部科学省 平成 24 年 3 月号 

・学校の復旧・復興とまちづくり 

「教育と医学 第 60 巻第 4 号」 慶応大学出版会 

・少子化時代の教育 

「日本教育 No.411」 日本教育会 平成 24 年 4/5 月合併号  

・ひとこと 教育委員会再編論の再燃 

「内外教育 第 6185 号」 時事通信社 平成 24 年 8 月 7 日 

・再燃する教育委員会再編論議と中教審答申 

「内外教育 No.6192」 時事通信社 平成 24 年 9 月 11 日 

・問い直される学校と地域�東日本大震災被災校調査から＜シンポジウム 学校と地域の連携を考える�学校は地域に

何ができるか�＞ 

「学校教育研究 第 27 号」 日本学校教育学会 平成 24 年 8 月 

・縮小社会の学校像をどう描くか（その１～11） ＜少子高齢化を生かす「学校づくり」 第 151～162 号＞ 

「週刊 教育資料 No.1191～1201」 教育公論社 

・「無学校村」の兆しと子どもの学習拠点（その１～5） ＜少子高齢化を生かす「学校づくり」 第 163～167 号＞ 

「週刊 教育資料 No.1202～1206」 教育公論社 

・学校規模を考える（その１～9） ＜少子高齢化を生かす「学校づくり」 第 168～176 号＞ 

「週刊 教育資料 No.1207～1215」 教育公論社 

・吹き出す教育改革論と小中学校システムの未来像（その１～8） ＜少子高齢化を生かす「学校づくり」 第 177～184

号＞ 

「週刊 教育資料 No.1216～1223」 教育公論社 

・東日本大震災 1 年半の被災校の現在（その１～12） ＜少子高齢化を生かす「学校づくり」 第 185～196 号＞ 

「週刊 教育資料 No.1224～1235」 教育公論社 

  

屋敷 和佳 

（著書） 

・少子化に伴う学校施設整備の展開と学校運営から見た成果検証に関する研究 

 科研費補助金研究成果報告書 平成 24 年 3 月 

（論文） 

・小・中学校統廃合の進行と学校規模 

 「国立教育政策研究所紀要第 141 集」 平成 24 年 3 月 

・保護者や地域住民等による学校支援の促進と校務分掌組織－コミュニティ・スクールの先進事例から－ 

 プロジェクト研究「Co-teaching スタッフや外部人材を生かした学校組織開発と教職員配置の在り方に関する総合的研

究 第二年次報告書」（研究代表者：葉養正明）国立教育政策研究所 平成 24 年 3 月 

（学会報告） 

・オープン型教室の環境と整備方針の転換に関する研究 

「日本教育経営学会第 52 回大会」 平成 24 年 6 月 

・小学校オープン型教室の境界のつくりと利用状況－Ｔ県の公立小学校におけるオープン型教室の評価と課題に関する
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研究 その１－ 

 「日本建築学会 2012 年度大会」 平成 24 年 9 月 

・小学校のオープン型教室に対する教員の評価－Ｔ県の公立小学校におけるオープン型教室の評価と課題に関する研究 

その２－ 

 「日本建築学会 2012 年度大会」 平成 24 年 9 月 
・小･中学校統廃合の進行と学校規模 

 「日本教育行政学会第 47 回大会」 平成 24 年 10 月 
 

橋本 昭彦 

（論文） 

・1950 年代後半の小規模学校区における学校統合過程の一考察－地域における施策の形成と評価に着目して－ 

 「国立教育政策研究所紀要第 141 集」 平成 24 年 3 月 

 

本多 正人 

（論文） 

・自治体財務管理と学校規模・学校配置 

「国立教育政策研究所紀要第 141 集」 平成 24 年 3 月 

・第３章 教育財政のしくみと特徴 

小川正人・勝野正章編「教育行政と学校経営」 放送大学教育振興会 平成 24 年３月 

・第４章 地方自治体の教育行政機関と教育政策過程 

小川正人・勝野正章編「教育行政と学校経営」 放送大学教育振興会 平成 24 年３月 

・第 13 章 学校の財務管理 

小川正人・勝野正章編「教育行政と学校経営」 放送大学教育振興会 平成 24 年３月 

（学会報告） 

・学校財務会計の現状と課題（３） 自治体学校予算および経費分析の展望 

「日本教育行政学会第 47 回大会」 平成 24 年 10 月 
 

植田 みどり 

（論文） 

・学校間連携とスクールリーダーの役割－イギリスでの取り組みを中心に－ 

 「国立教育政策研究所第 141 集」 平成 24 年３月 

・多様な職種を活用した学校組織開発に関する取り組み－イギリスを事例として－ 

 プロジェクト研究「Co-teaching スタッフや外部人材を生かした学校組織開発と教職員配置の在り方に関する総合的研

究 第二年次報告書」（研究代表者：葉養正明）国立教育政策研究所 平成 24 年３月 

・イギリスにおける才能児教育 

 「比較教育学研究 第 45 号」 東信堂 平成 24 年６月 

（学会報告） 

・地方教育行政における指導行政の在り方－イギリスの SIP の改編を通して－ 

 「日本教育行政学会第 47 回大会」 平成 24 年 10 月 

（雑誌寄稿） 

・「地域とともにある学校」づくりと学校評価 

 「教育展望 第 58 巻第７号」 教育調査研究所 平成 24 年７月 
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妹尾 渉 

（論文） 

・公立小中学校における教員需給の事後的考察－需給予測結果の検証と PT 比増減率の要因分解による時代背景の検証

－（共著） 

 プロジェクト研究「Co-teaching スタッフや外部人材を生かした学校組織開発と教職員配置の在り方に関する総合的研

究 第二年次報告書」（研究代表者：葉養正明）国立教育政策研究所 平成 24 年３月 

・学力層別の学力達成の規定要因分析（共著） 

 プロジェクト研究「初等中等教育財政における教育財政に関する調査研究 最終報告書」（研究代表者：長屋正人） 国

立教育政策研究所 平成 24 年３月 

・新体力テストとその他諸変数との関連性分析（共著） 

 プロジェクト研究「初等中等教育財政における教育財政に関する調査研究 最終報告書」（研究代表者：長屋正人） 国

立教育政策研究所 平成 24 年３月 

（学会報告） 

・東日本大震災が新卒者の賃金に与えた短期的影響について－教育の質の役割に着目して－ 

 「日本経済学会 2012 年度秋季大会」 平成 24 年 10 月（共著） 

・（討論者）非市場型サービスである教育の国民経済計算（藤澤美恵子） 

 「日本経済学会 2012 年度秋季大会」 平成 24 年 10 月 

・人事・労務管理上の課題としての教職キャリア危機とその対策－精神疾患事由病気休職・病気休暇に着目して－ 

 「日本教育行政学会第 47 回大会」 平成 24 年 10 月 

 

宮崎 悟 

（論文） 

・Corporate Productivity and the Stages of ICT Development（共著） 

「Information Technology and Management Vol.13 No.1」 平成 24 年３月（査読有） 

・診療報酬制度は看護人材の賃金構造に影響するのか 

「同志社大学 ITEC Working Paper Series 12-01」 平成 24 年３月 

・女性看護師の就業意識に関する実証分析 

「日本医療・病院管理学会誌 第 49 巻第２号」平成 24 年７月（査読有） 

・看護人材の就業率の推移―再検討した潜在者数推計方法による結果から― 

「同志社大学 ITEC Working Paper Series 12-04」 平成 24 年７月 

（学会報告） 

・診療報酬制度は看護人材の賃金構造に影響するのか 

「日本経済学会 2012 年春季大会」 平成 24 年６月 

 

 

生涯学習政策研究部 

笹井 宏益 

（著書） 

・「成人力とは何か―OECD「国際成人力調査」の背景―」（共著） 明石書店 平成 24 年９月 

 

岩崎 久美子 

（著書） 

・「教育研究とエビデンス－国際的動向と日本の現状と課題－」（共著） 明石書店 平成 24 年５月 

・「成人力とは何か―OECD「国際成人力調査」の背景―」（共著） 明石書店 平成 24 年９月 
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・「児童の放課後活動の国際比較—ドイツ・イギリス・フランス・韓国・日本の最新事情」（共著） 

福村出版 平成 24 年 10 月 

（論文） 

・フランスの高等教育改革における博士教育への取り組みについて 

 「国立教育政策研究所紀要第 141 集」 平成 24 年３月 

（雑誌寄稿） 

・放課後プログラムは教育効果を高めるか（医療の近接領域および社会科学における EBP の動向） 

 「正しい治療と薬の情報」 第 27 巻 8・9 号 医薬品・治療研究会 平成 24 年９月 

・子どもの読書量は本当に減っているのか「月刊社会教育」no.797 平成 24 年 11 月 

（翻訳） 

・OECD 教育研究革新センター編著「知識の創造・普及・活用－学習社会のナレッジマネジメント」（共訳） 

明石書店 平成 24 年３月 

・ロシター, M.,クラーク,M.C.「成人のナラティヴ学習－人生の可能性を開くアプローチ」（共訳） 

 福村出版 平成 24 年 10 月 

 

立田 慶裕 

（著書）  

・OECD 教育研究革新センター編著「知識の創造・普及・活用－学習社会のナレッジマネジメント」（監訳） 

明石書店 平成 24 年３月 

・「よくわかる教育学原論」（共編著） ミネルヴァ書房 平成 24 年４月 

・「成人力とは何か－OECD 「国際成人力調査」の背景－」（共著） 明石書店 平成 24 年９月 

・ロシター, M／クラーク, M.C.「成人のナラティヴ学習－人生の可能性を開くアプローチ」（共訳） 

 福村出版 平成 24 年 10 月 
（論文）  

・読書活動の成人リテラシーへの影響に関する実証的考察 

 「生涯学習・社会教育ジャーナル 第５号」 平成 24 年８月 

  

籾井 圭子 

（著書） 

・「成人力とは何か―OECD「国際成人力調査」の背景―」（共著） 明石書店 平成 24 年９月 

 

 

初等中等教育研究部 

工藤 文三 

（著書） 

・プロジェクト研究「学級編制と少人数指導形態が児童の学力に与える影響に関する調査 報告書」＜研究代表者＞ 国

立教育政策研究所 平成 24 年３月 

・「よくわかる教育学原論」（共編著） ミネルヴァ書房 平成 24 年４月 

・「新版社会科教育事典」（共著）ぎょうせい 平成 24 年６月 

 

松尾 知明 

（論文）  

・文化的多様性の実践と教師の力量形成－外国人集住地域における中学校教師の実践 

 異文化間教育学会編「異文化間教育 第 35 号」 平成 24 年３月 
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・日本における多文化教育の構築－教育のユニバーサルデザインに向けて 

 日本社会科教育学会編「社会科教育研究 第 35 号」 平成 24 年９月 

（学会報告） 

・国際理解教育とキーコンピテンシー－ニュージーランドに焦点をあてて－ 

 「日本国際理解教育学会第 22 回研究大会」 平成 24 年７月 
 

藤原 文雄 

（著書） 

・「学校事務職員という仕事・生き方」（編著） 

学事出版 平成 24 年３月 

（論文） 

・大学における教師教育担当者に求められる力量と力量形成支援－英国エクセター大学の事例を素材として－ 

 「国立教育政策研究所紀要第 141 集」 平成 24 年３月 

・学校事務職員の役割の高度化と全国的プログラム開発の必要性 

 プロジェクト研究「Co-teaching スタッフや外部人材を生かした学校組織開発と教職員配置の在り方に関する総合的

研究 第二年次報告書」（研究代表者：葉養正明）国立教育政策研究所 平成 24 年３月 

 

山森 光陽 

（著書）  

・プロジェクト研究「学級編制と少人数指導形態が児童の学力に与える影響に関する調査 報告書」（研究代表者：工藤

文三） 国立教育政策研究所 平成 24 年３月 

 

白水 始 

（論文） 

・認知科学と学習科学における知識の転移 

「人工知能学会誌 第 27 巻第４号」 平成 24 年７月 

・ヒューマン・ロボット・ラーニング（共著） 

 「認知科学 第 19 巻第３号」 平成 24 年９月 

 

 

高等教育研究部 
塚原 修一 

（著書） 

・「[新通史]日本の科学技術 世紀転換期の社会史 1995 年～2011 年」第５巻 原書房 平成 24 年３月 

（学会報告） 

・秋入学を考える─インターンシップは変わるのか？ 

 「日本インターンシップ学会第 13 回大会」 平成 24 年９月 

 

川島 啓二 

（学会報告） 

・課題研究「現代における学生支援の課題と展望」（平成 23～25 年度）の基本的な考え方と今後の進め方について 

 「大学教育学会誌 第 34 巻第１号」 平成 24 年５月 
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深堀 聰子 

（著書） 

・「学習成果アセスメントのインパクトに関する総合的研究（研究成果報告書）」（編著） 

 国立教育政策研究所 平成 24 年３月 

・「高等教育における学習成果アセスメントと質保証に関する国際比較研究（研究成果報告書）」（編著） 

科研費補助金基盤研究 平成 24 年３月 

（学会報告） 

・学習成果にもとづく大学教育の質保証に関する国際比較研究 

「日本高等教育学会第 15 回大会」平成 24 年 6 月（共同発表） 

・OECD-AHEL0 Feasibility Study Report 

“The Japan Society of Mechanical Engineers 2012 Annual Conference”平成 24 年 9 月（共同発表） 

・東大社研パネル調査（JLPS）からわかる現代日本の若者像（3）�自立への道程 

「日本教育社会学会第 64 回大会」平成 24 年 10 月（共同発表） 

・Regional Reform for Global Mobility: Response to the Bologna Process in the UK, France, Romania, and the US 

“American Society of Higher Education 37th Annual Conference”平成 24 年 11 月（共同発表） 

（雑誌寄稿） 

・欧州教育制度のチューニング-ボローニャ・プロセスへの大学の貢献 

民主教育協会編「IDE 現代の高等教育-大学情報公開の新段階 №.542」平成 24 年 7 月（文献紹介） 

・認知的個性を伸ばす米国の才能教育（上） 

日本教育新聞社編「週刊教育資料 No.1219 号」平成 24 年 8 月 

・認知的個性を伸ばす米国の才能教育（下） 

日本教育新聞社編「週刊教育資料 No.1221 号」平成 24 年 9 月 

（翻訳） 

・「欧州教育制度のチューニング－ボローニャ・プロセスへの大学の貢献－」 

 （J.ゴンザレス・R.ワーヘナール編著，共訳）明石書店 平成 24 年 2 月 

・卒業生としての知識・技能と専門職としての知識・技能 

文部科学省先導的大学改革推進委託事業『技術者教育に関する分野別の到達目標の設定に関する調査研究(報告書)』 

（千葉大学）平成 24 年 3 月（共訳） 

（その他） 

・OECD-AHELO の活動について 

「内閣府内外科学技術動向報告会」平成 24 年 5 月 

・OECD-AHELO フィージビリティ・スタディ –第２フェーズを終えて- 

「中央教育審議会大学分科会 AHELO ワーキンググループ」平成 24 年 8 月 

・学習成果にもとづく大学教育の質保証‐教員養成教育に着目して‐ 

「東京学芸大学教員養成評価プロジェクト専門職基準部会」平成 24 年 9 月 

 

 

国際研究・協力部 

小桐間 徳 

（著書） 

・「教育改革の動向と学校図書館」（共著） 八千代出版 平成 24 年４月 

・「成人力とは何か－OECD「国際成人力調査」の背景－」（共著） 明石書店 平成 24 年９月 
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大塚 尚子 

（著書） 

・OECD 編、渡辺良監訳「PISA から見る、できる国、頑張る国２ 未来志向の教育を目指す：日本」(分担翻訳） 

 明石書店 平成 24 年３月 

 

斉藤 泰雄  

（著書） 

・教育における国家原理と市場原理：チリ現代教育政策史に関する研究」 

 東信堂 平成 24 年５月 

（論文） 

・外国人児童生徒の教育をめぐる政策論の動向と展開 

「国立教育政策研究所紀要 第 141 集」 平成 24 年３月 

・識字能力・識字率の歴史的推移  日本の経験 

「国際教育協力論集 第 15 巻 第 1 号」（広島大学） 平成 24 年４月 

（学会報告） 

・カラチ・プラン：アジアにおける初等義務教育普遍化への夢と現実 

 「日本比較教育学会第 48 回大会」 平成 24 年６月 

 

篠原 真子 

（著書） 

・OECD 編、渡辺良監訳「PISA から見る、できる国、頑張る国２ 未来志向の教育を目指す：日本」(分担翻訳） 

 明石書店 平成 24 年３月 

 

丸山 英樹 

（著書） 

・International Student Policy of Japan 

「Education in Japan」 NIER 平成 24 年 3 月 

・International Cooperation in Education by Japan 

「Education in Japan」 NIER 平成 24 年 9 月 

・「書評：『中央アジアの教育とグローバリズム』（嶺井明子・川野辺敏編著）」 

『ロシア・ユーラシアの経済と社会』平成 24 年 11 月 

・「トビリシ+35 宣言：持続可能な未来に向けた今日の教育」 

グルジア政府・ユネスコ 平成 24 年 11 月（共訳） 

（論文） 

・トルコ移民のノンフォーマル教育による社会参加とエンパワメント 

 「比較教育学研究 第 44 号」 日本比較教育学会 平成 24 年１月（査読有） 

・Challenges of UNESCO ASPnet: a Comparative View between the Baltic Sea Project and Japanese ASPnet 

Y. Nagata ed.「A Study for Networking of ESD/Sustainable Schools in East Asia" Final Report」 平成 24 年 3 月（共著） 

・Learning for Sustainable Development beyond School Education: Challenges in Japan after UNDESD 2014 

Regional Environmental Center (REC) Country Office Turkey 平成 24 年 11 月 

（学会報告） 

・Social Participation and Empowerment of Turkish Immigrants in Berlin  

International Symposium on the Sociology of Education 平成 24 年５月 

・被災地におけるコミュニティ再生と教育の役割－地球規模での人々の共感・絆の形成に向けて－ 
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「日本比較教育学会第 48 回大会」 平成 24 年 6 月（共同） 

・「東アジアの高校生等による放射線量測定調査：持続可能な社会に向けたボランティア・ネットワーク」 

 日本比較教育学会第 48 回大会 平成 24 年 6 月（共同） 

・Non-formal Education Revisited: Restructuring the Discourse and Research Area 

Eighth Biennial Conference of the Comparative Education Society of Asia (CESA) 平成 24 年７月 

・ポスト 3.11 の東アジアにおける ESD の課題―国境を越えた若者による放射線測定事業で見られた学習活動の成果と

課題― 

「日本国際理解教育学会第 22 回研究大会」 平成 24 年７月（共同） 

・多言語・多文化教材開発プロジェクト中間報告 

「日本国際理解教育学会第 22 回研究大会」 平成 24 年７月（共同） 

・ノンフォーマル教育への社会学的アプローチ（テーマ部会） 

「日本教育社会学会第 64 回大会」 平成 24 年 10 月（共同） 

 

 

教育研究情報センター 
小松 幸廣 

（学会報告） 

・小中学校デジタル教材の整備と利用状況に関する調査結果の考察 

 「日本科学教育学会第 36 回年会論文集 36」 平成 24 年８月(共著） 
 

吉岡 亮衛  

（学会報告）  

・高校生が理解する自分と周りの世界との関係の日独比較 

 「日本理科教育学会第６２回全国大会」 平成 24 年８月 

・卓越性科学教育教育課程研究(1)－基盤カリキュラム構想－ 

 「日本科学教育学会第 36 回年会」 平成 24 年８月(共著） 

・高校生の持つ認知能力と「人生の意味」についての考え方の関係 

 「日本科学教育学会第 36 回年会」 平成 24 年８月(共著） 
・小中学校デジタル教材の整備と利用状況に関する調査結果の考察 

 「日本科学教育学会第 36 回年会」 平成 24 年８月(共著） 
・天文教育における「社会的な学び」の構成ツールとしての電子黒板とタブレットの活用 

 「日本科学教育学会第 36 回年会」 平成 24 年８月(共著） 

 

千々布 敏弥 

（論文） 

・都道府県指定都市における教職経験者研修の改編動向に関する考察 

 「国立教育政策研究所紀要第 141 集」 平成 24 年３月 

（学会報告）  

・校内研究を支援する教育委員会の指導体制に関する調査研究－都道府県が計画訪問を実施していない市町村の分析－ 

 「日本教育経営学会第 52 回大会」 平成 24 年６月 

・校内研究を支援する教育委員会の指導体制に関する調査研究－３教育委員会の事例分析－ 

 「日本教師教育学会第 22 回研究大会」 平成 24 年９月 
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福本 徹 

（著書）  

・「ベーシック司書講座・図書館の基礎と展望９ 図書館施設特論」 

 学文社 平成 24 年３月 

・ＯＥＣＤ教育研究革新センター編著「知識の創造・普及・活用－学習社会のナレッジマネジメント」（共訳） 

明石書店 平成 24 年３月 

（学会報告） 

・情報通信機器利用を含むアサーション技法を用いた「情報モラル」育成プログラムの実践研究 -生徒の投稿による掲

示板に着目して- 

「日本教育工学会研究報告集 JSET12-1」 平成 24 年３月（共著） 

・高校生のためのソーシャルスキルトレーニングの研究―普通教科「情報」での実践報告― 

「日本教育工学会研究報告集 JSET12-3」 平成 24 年７月（共著） 

・ワークルールに焦点を当てたキャリア教育の実践 

「第 28 回日本教育工学会全国大会講演論文集」 平成 24 年９月 

・小学生のインターネット端末としてのゲーム機利用に関する「保護者向けゲーム機セットアップリーフレット」の 

開発 

「第 38 回全日本教育工学研究協議会全国大会講演論文集」 平成 24 年 11 月（共著） 

 

江草 由佳 

（著書） 

・「震災からの教育復興-過去、現在から未来へ」(共著） 

悠光堂 国立教育政策研究所監修 平成 24 年 10 月 

・「情報サービス演習」(共著） 樹村房 平成 24 年  

(学会報告)  

・saveMLAK ウィキにおける共同編集行為の分析 

 「情報処理学会 第 108 回情報基礎とアクセス技術研究会・第 43 回ディジタル図書館ワークショップ 合同研究発表会」 

平成 24 年９月 

 

 

教育課程研究センター基礎研究部 

角屋 重樹 

（著書） 

・「観察・実験の指導」(編著） 文渓堂 平成 24 年３月 

（論文） 

・理科における観察・実験結果の考察に関する子どもの学習実態と要因構造の分析―小学生と中学生との比較の視点か

ら― 

 「理科教育学研究 第 53 巻、第１号」 平成 24 年７月 
・理科学習における観察・実験結果の考察に関する調査研究―中学生を対象とした質問紙調査をもとに― 

 「日本教科教育学会誌 第 35 巻、第 1 号」 平成 24 年９月 
・理科教員養成のコア・カリキュラムのあり方に関する一考察－教職専門と教科専門の架橋を中心に－ 

「日本教科教育学会誌 第 35 巻、第 2 号」 平成 24 年９月 

（学会報告） 

・理科教員養成のためのコア・カリキュラムのあり方 教科専門科目と教職専門科目を架橋する理論的枠組みの一試案 

 「日本理科教育学会第 62 回全国大会」 平成 24 年８月 
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河合 久 

（論文）  

・指導者用・学習者用デジタル教科書の利用状況と課題、利点・留意点《英語》  

「教科書・教材のデジタル化に関する調査研究《全体報告書》」 教科書研究センター 平成 24 年２月 

銀島 文 

（学会報告） 

・「卓越性の科学」の教育課程の開発：問題設定を中心に 

 「日本科学教育学会第 36 回年会論文集」 平成 24 年８月 

・数学教育学における理論と実践の往還 

 「日本数学教育学会第 45 回数学教育論文発表会」 平成 24 年 11 月 

・調査結果を視座とした研究課題の設定 －割合に関連した設問に焦点化して－（課題別分科会：数学教育学における

理論と実践の往還） 

「日本数学教育学会第 45 回数学教育論文発表会」 平成 24 年 11 月 
 

後藤 顕一 

（著書） 

・「理科の授業研究」（分担執筆） 北樹出版 平成 24 年９月 

（学会報告） 

・移動型実験台（演示実験ワゴン）の開発と利用 

 「日本化学会 第 92 回 春季年会」 平成 24 年３月 

・理科教員養成のためのコア・カリキュラムのあり方 化学における学習指導方法を中心に 

 「日本理科教育学会第 62 回全国大会論文集」 平成 24 年８月 

・高校化学の授業に「相互評価」を導入した事例研究－炭酸カルシウムと塩酸の反応実験－ 

 「日本理科教育学会第 62 回全国大会論文集」 平成 24 年８月 

・GSC の活用を含めた大気汚染対策教材の実践 

 「日本理科教育学会第 62 回全国大会論文集」 平成 24 年８月 

・大気汚染対策教材の英語版での実践 

 「日本理科教育学会第 62 回全国大会論文集」 平成 24 年８月 
・USB データーロガーを使った酸素センサのマルチ計測－ロウソクの燃焼実験－ 

 「日本科学教育学会第 36 回年会論文集」 平成 24 年８月（共著） 

・科学コミュニケーションで支える理系キャリア教育 

 「日本科学教育学会第 36 回年会論文集」 平成 24 年８月 
・理系のキャリア意識と理系進路の意識形成過程 

 「日本科学教育学会第 36 回年会」 平成 24 年８月（共著） 

 

五島 政一 

（論文） 

・初等理科の環境学習における地域素材の教材化の視点－自然のパターン把握を通した思考力・判断力・表現力の育成 

「共生科学 第３巻」 平成 24 年６月（共著） 

（学会報告） 

・課題研究を指導できる理科教員養成のあり方に関する研究 総合的な科学「地球システム科学」を基盤にした取り組

み例 

 「日本理科教育学会第 62 回全国大会」 平成 24 年８月 



所員業績一覧 

 263

・科学する文化の構築－藤沢科学少年団の 30 年の活動－ 

 「日本理科教育学会第 62 回全国大会」 平成 24 年８月 

・理科の基本概念「地球」についての考え方 

 「日本理科教育学会第 62 回全国大会」 平成 24 年８月 

・子どもの科学的リテラシーを育成する指導の枠組みの開発～W 型問題解決モデルの具体化を通して～ 

 「日本科学教育学会第 36 回年会」 平成 24 年８月 

・問題把握能力育成プログラムとしての科学館の活用 

 「日本科学教育学会第 36 回年会」 平成 24 年８月 
 

袰岩 晶 

（著書） 

・OECD 編、渡辺良監訳「PISA から見る、できる国、頑張る国２ 未来志向の教育を目指す：日本」(分担翻訳） 

 明石書店 平成 24 年３月 

 

松原憲治 

（学会報告） 

・国際教育協力と大学における理数科教員研修 

 「日本理科教育学会第 62 回全国大会」 平成 24 年８月 

・ウガンダ第三回理科授業改善セミナーで得られたこと－探究型授業のデモンストレーションを通して 

 「日本理科教育学会第 62 回全国大会」 平成 24 年８月 

・理系文系進路選択に関わる意識調査結果－全国値の傾向 理科に対する意識はいかに変化するか 

 「日本理科教育学会第 62 回全国大会」 平成 24 年８月 

・理系のキャリア意識と理系進路の意識形成過程（共著） 

 「日本科学教育学会第 36 回年会」 平成 24 年８月 
 

萩原 康仁 

（学会報告） 

・カリキュラムの被覆状況を考慮した TIMSS データの DIF 検出の一分析－中学校第 2 学年理科の物理領域を例として－ 

 「日本テスト学会第 10 回大会」 平成 24 年８月 

・母親を取り巻く様々なサポート源が育児ストレスに与える影響 

 「日本子育て学会第４回大会」 平成 24 年 11 月（共著） 

・中学校第２学年理科の物理領域を対象とした TIMSS データの DIF 検出の一分析―カリキュラムの被覆状況の違いに

着目して― 

 「日本教育心理学会第 54 回総会」 平成 24 年 11 月 

・保育所長や保育士からの知覚されたサポートが母親の育児ストレスに与える影響 

「日本教育心理学会第 54 回総会」 平成 24 年 11 月（共著） 

 

 

教育課程研究センター研究開発部 

水戸部 修治 

（著書） 

・「協同的学び合い」をつくる言語活動―教科の特質をふまえた授業づくり（共著） 

明治図書 平成 24 年 5 月 

・教科調査官が語るこれからの授業 小学校－言語活動を生かし「思考力・判断力・表現力」を育む授業とは－（共著） 
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図書文化社 平成 24 年８月 

・新授業展開＆言語活動ワークシート集３／４年、５／６年（共著） 

光文書院 平成 24 年９月 

・「領域組み合わせ」で言葉の力を育てる！小学校国語言語活動ベストモデル（共著） 

明治図書 平成 24 年 10 月 

・国語言語活動実践アイディア集（共著） 

小学館 平成 24 年 11 月 

 

樋口 雅夫 

（著書） 

・社会認識教育学会編「新社会科教育学ハンドブック」（分担執筆）明治図書 平成 24 年４月 

（論文） 

・中学校社会科における「節電教育」の方向性－公民的分野「資源・エネルギー問題～発電所から“節電所”へ～」を 

通して－ 

「社会系教科教育学研究 第 24 号」 社会系教科教育学会 平成 24 年 12 月  

（学会報告） 

・社会的な見方や考え方を成長させる経済学習－新学習指導要領に基づく中等社会系教科の場合－ 

 経済教育学会第 28 回全国大会 平成 24 年９月 

（雑誌寄稿） 

・消費者教育と社会科 

 「研究紀要<41>」 全国中学校社会科教育研究会 平成 24 年８月 

 

村瀬 正幸 

（著書） 

・福井憲彦・田尻信壹編「歴史的思考力を伸ばす世界史授業デザイン－思考力・判断力・表現力の育て方（執筆分担） 

明治図書 平成 24 年８月 

 

澤井 陽介 

（著書） 

・教科調査官が語るこれからの授業 小学校－言語活動を生かし「思考力・判断力・表現力」を育む授業とは－（共著） 

図書文化社 平成 24 年８月 

 

笠井 健一 

（著書） 

・教科調査官が語るこれからの授業 小学校－言語活動を生かし「思考力・判断力・表現力」を育む授業とは－（共著） 

図書文化社 平成 24 年８月 

 

濵野 清 

（学会報告） 

・『身近な地域の調査』における指導のポイント－「社会参画」意識を育む「ＥＳＤ」の考え方－ 

地理科学学会地理教育ＥＳＤ研究ＷＧ 平成 24 年２月 

・今，学校教育で求められるＥＳＤとは？～ＥＳＤ；持続可能な社会の構築のため「社会科」教育に求められること～ 

日本環境教育学会大会 平成 24 年８月 

・学習指導要領改訂における地図学習のデザイン 
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  日本国際地図学会大会 平成 24 年８月 

（雑誌寄稿） 

・これからの地理の授業で学ばせたいこと～「地図中心に」～ 

「月刊 地図中心 ２月号（通巻 473 号）」日本地図センター 平成 24 年２月 

・新学習指導要領のねらいと「中・高接続」 

「月刊 地理 57 巻４月号」古今書院 平成 24 年４月 

・学習指導要領における地誌学習のデザイン 

「人文地理 第 64 巻 2 号」人文地理学会 平成 24 年４月 

・『評価規準の作成，評価方法等の工夫改善のための参考資料【中学校 社会】』の解説 

「研究紀要<41>」 全国中学校社会科教育研究会 平成 24 年 8 月 

 

田代 直幸 

（著書） 

・日本理科教育学会編著「今こそ理科の学力を問う」 

東洋館出版 平成 24 年８月 

（論文） 

・科学教育とキャリア（物理教育シンポジウム） 

日本物理学会「大学の物理教育」第 18 巻、第２号 平成 24 年７月 
（学会報告） 

・小・中学校理科における探究のスキルに関する一考察(1)～(3) 

 「日本理科教育学会第 62 回全国大会」 平成 24 年８月 
 

林 誠一 

（学会報告） 

・高等学校理科教育の現状 

 「日本理科教育学会第６２回全国大会」 平成 24 年８月 

・USB データーロガーを使った酸素センサのマルチ計測－ロウソクの燃焼実験－（共著） 
「日本科学教育学会第 36 回年会」 平成 24 年８月 

 

村山 哲哉 

（著書） 

・教科調査官が語るこれからの授業 小学校－言語活動を生かし「思考力・判断力・表現力」を育む授業とは－（共著） 

図書文化社 平成 24 年８月 

 

清原 洋一 

（学会報告） 

・科学技術ガバナンスの形成に資する科学教育に向けて－初等中等教育の教育課程行政の立場から－ 
「日本科学教育学会第 36 回年会」 平成 24 年８月 

 

直山 木綿子 

（著書） 

・教科調査官が語るこれからの授業 小学校－言語活動を生かし「思考力・判断力・表現力」を育む授業とは－（共著） 

図書文化社 平成 24 年８月 
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杉田 洋 

（著書） 

・教科調査官が語るこれからの授業 小学校－言語活動を生かし「思考力・判断力・表現力」を育む授業とは－（共著） 

図書文化社 平成 24 年８月 

 

上野 耕史 

（学会報告） 

・技術教育における教材・題材の理念と理数教育との連携・協働 

 「日本科学教育学会第 36 回年会」 平成 24 年８月 

 

向後 秀明 

（雑誌寄稿）  

・高等学校外国語科における学習評価の改善 －観点別学習状況の評価の在り方・進め方－  

「STEP 英語情報 2012 年 5・6 月号」 公益財団法人日本英語検定協会 平成 24 年 5 月  

・高等学校外国語科における学習評価の改善 －観点ごとの評価から総括の仕方まで－  

「STEP 英語情報 2012 年 7・8 月号」 公益財団法人日本英語検定協会 平成 24 年 7 月  

・高等学校における外国語（英語）教育の改革 －今，英語教師がおさえておかなければならないこと－  

「Argument 2012 年秋号」 旺文社 平成 24 年 10 月  

 

田中 保樹  

（雑誌寄稿）  

・平成 24 年度全国学力・学習状況調査【第２分野】調査結果と授業改善  

「初等理科教育 Vol.46 No.11」 日本初等理科教育研究会 平成 24 年 11 月  

 

谷口 哲也  

（雑誌寄稿）  

・平成 24 年度全国学力・学習状況調査【第１分野】調査結果と授業改善  

「初等理科教育 Vol.46 No.11」 日本初等理科教育研究会 平成 24 年 11 月  

 

 

教育課程研究センター総合研究官 

猿田 祐嗣 

（著書） 

・論理的思考に基づいた科学的表現力に関する研究―TIMSS 及び PISA 調査の分析を中心に― 

 東洋館出版社 平成 24 年１月 

・理科教育学会編著「今こそ理科の学力を問う－新しい学力を育成する視点」（共著） 

東洋館出版社 平成 24 年７月 
（論文） 

・中学校理科教科書における問いの分析－物理領域と化学領域における問いの特徴と傾向－（共著） 

 「宮崎大学教育文化学部附属教育実践総合センター研究紀要 第 20 号」 平成 24 年３月 

・中学校理科教科書における問いの分析－生物領域と地学領域における問いの特徴と傾向－（共著） 

 「宮崎大学教育文化学部附属教育実践総合センター研究紀要 第 20 号」 平成 24 年３月 
・理科教員養成のコア・カリキュラムのあり方に関する一考察－教職専門と教科専門の架橋を中心に－（共著） 

 「日本教科教育学会誌 第 35 巻 第 2 号」 平成 24 年９月（査読有） 
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（学会報告） 

・化学の基礎的概念としての『粒子』に関する児童生徒の理解(2) 

 「日本理科教育学会第 62 回全国大会」 平成 24 年８月 

・理科における学力を考える－TIMSS 調査データからみた学力格差－ 

 「日本理科教育学会第 62 回全国大会」 平成 24 年８月 

・フィンランドの理数教育最新事情－その光と影－「フィンランドの理数教育－TIMSS にみる義務教育の成果－」 

 「日本科学教育学会第 36 回年会」 平成 24 年８月 
・理系のキャリア意識と理系進路の意識形成過程（共著） 

 「日本科学教育学会第 36 回年会」 平成 24 年８月 

・次世代の科学力を育てるための教員・指導者養成－教員養成改革の動向をめぐって－ 

 「日本科学教育学会第 36 回年会」 平成 24 年８月 

（雑誌寄稿） 

・国際的に通用するリテラシー（活用力）とは 

 「中学校 707 号」 全日本中学校長会 平成 24 年８月 

・「思考」と「表現」の一体化を目指した理科授業について 

「理科の教育 722 号」 東洋館出版社 平成 24 年９月 

 

 

生徒指導・進路指導研究センター 

滝 充 

（著書） 

・よくわかる教育学原論（共著） 

 ミネルヴァ書房 平成 24 年４月 

（雑誌寄稿） 

・いじめの調査結果について —「問題行動等調査」の意義を考えた取組を- 

「教育委員会月報」 平成 24 年 12 月号 

・いじめの定義を、しっかりと受け止める 

「教職研修」 平成 24 年 12 月号 

・今、生徒指導として、何を、どう行うべきか 

岡山県教育委員会「教育時報」 平成 24 年 12 月号 

(学会報告) 

・『中１ギャップ』の真実―実践に役立つ研究の視点Ⅱ― 

「日本生徒指導学会第 13 回大会」 平成 24 年 11 月 

 

藤田 晃之 

（雑誌寄稿） 

・生徒指導とキャリア教育との関係を整理する－一石二鳥の実践を目指そう－ 

 「月刊生徒指導 第 42 巻第８号」 学事出版 平成 24 年７月 

・公立高等学校におけるインターンシップ（就業体験）の現状と課題 

 「月刊高校教育 第 45 巻第 10 号」 学事出版 平成 24 年９月 

 

藤平 敦 

（著書）  

・『初任者研修実務必携』（共著）  
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 第一法規 平成 24 年５月  

（論文） 

・規範意識の醸成を図る学級経営 

 「生徒指導学研究 第 10 号」 日本生徒指導学会 平成 24 年 10 月 

（学会報告）  

・「生徒指導 はじめの一歩」  

 日本生徒指導学会第１３回大会 平成 24 年 11 月 

（雑誌寄稿）  

・(連載) 事例から学ぶ生徒指導  

 「教職課程３月号～12 月号、１～２月号」 協同出版社 平成 24 年１月～12 月  

・「生徒指導提要」重要ポイント７ 

「教職課程５月号」 協同出版 平成 24 年３月  

・Q&A 文教施策・学校課題解説  

 「月刊 教職研修７月号」 教育開発研究所 平成 24 年６月  

・生徒指導に関する校内研修の在り方  

 「月刊 生徒指導９月号」 学事出版社 平成 24 年８月  

・あなたはいじめ問題にどう向き合う？ 

 「教職課程 10 月号」 協同出版社 平成 24 年８月  

・いじめ対応の基礎・基本  

「教職課程 11 月号」 協同出版社 平成 24 年９月  

・「いじめ調査」にどのように実効性をもたせるか  

 「月刊 教職研修 12 月号」 教育開発研究所 平成 24 年 11 月  

・不登校・中途退学の調査結果について  

 「教育委員会月報 12 月号」 文部科学省 平成 24 年 12 月  

 

城戸 茂 

（雑誌寄稿） 

・地道に「いじめ」対策を見直す 教育委員会からの学校への周知徹底をどう見直すべきか 

 「教職研修 12 月号」 教育開発研究所 平成 24 年 12 月 

 

 

文教施設研究センター 

齋藤 福栄 

（学会報告） 

・"Enhancing the Competitiveness of Universities through Educational Facilities" 

 Performance Evaluation Systems for University Facilities in Japan（OECD/CELE-Conference 平成 24 年６月 

・「体育館のエコ改修報告書」と「文教施設研究講演会報告書」について 

 OECD Center for Effective Learning Environments (CELE) 運営委員会 平成 24 年９月 
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国立教育政策研究所紀要編集要項 

 

平 成 1 8 年 1 1 月 2 2 日 

国立教育政策研究所長決定 

 

（総則） 

第１条 国立教育政策研究所紀要（以下、「紀要」という。）は、国立教育政策研究所（以下、「研究

所」という。）における研究の成果を公表することにより、我が国の教育研究の発展に寄与す

ることを目的とする。 

第２条 紀要の刊行は、毎年度１回を原則とする。 

 

（原稿の種類及び内容） 

第３条 原稿の種類及び内容は次のとおりとし、⑹を除きいずれも未発表であることを原則とする。 

 ⑴ 論文：オリジナルな研究成果をまとめたもの。 

 ⑵ 研究ノート：研究方法、教材開発、教育実践などを比較的短くまとめたもの。 

 ⑶ 資料：調査結果や研究報告をまとめたもの。 

 ⑷ 研究展望：教育研究分野の成果をまとめ、研究を展望したもの。 

 ⑸ 解説：教育研究分野の動向を解説したもの。 

 ⑹ プロジェクト研究報告概要：終了したプロジェクト研究について、報告の概要を比較的短く

まとめたもの。 

第４条 特集テーマによる紀要を刊行できるものとする。ただし、特集テーマ原稿の種類は前条の

分類によらない場合も可とする。 

 

（原稿の投稿資格等） 

第５条 紀要に原稿を投稿できる者は、下記のとおりとする。 

 ⑴ 研究所の所員 

 ⑵ 研究所の評議員、名誉所員、旧所員 

 ⑶ 客員研究員、研究協力者、研究補助者 

 ⑷ 研究所の共同研究における研究分担者 

 ⑸ 国立教育政策研究所紀要編集会議（以下、「会議」という。）から原稿執筆依頼を受けた者 

 ⑹ その他会議が適当と認めた者 

第６条 投稿する原稿は、各号につき一人一点を原則とし、その内容は一つの原稿ごとに完結され

たものとし、連載は認めない。 

 

（原稿の審査及び掲載等） 

第７条 審査は、紀要の原稿のすべてを対象とする。 

第８条 原稿の審査は会議が担当し、個々の原稿について、原則としてそれぞれ２名以上の審査者

が行う。 

 ⑴ 審査する者は、会議の議を経て座長が委嘱する。 

 ⑵ 会議は必要に応じ、審査する者に研究所外の研究者を含めることができる。 
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第９条 原稿の紀要への掲載、その他については、会議の議を経て座長が決定する。 

第10条 掲載が決定された原稿について、内容の一部を修正することが望ましいと会議が判断した

場合には、座長がその旨を執筆者に要請する。 

 

（その他） 

第11条 研究所内外の研究者等の利用に供するため、紀要に掲載された論文等を研究所のホームペ

ージに掲載する。 

第12条 提出された原稿は、原則として返却しない。 

第13条 原稿料の支払い及び掲載料の徴収はしない。 

第14条 紀要には、原稿のほか、年度内の研究所の所員の業績一覧を掲載する。 

第15条 その他必要な事項は、会議が定める。 

 

附則 

  本要項は、平成18年11月22日から適用する。 

 

附則 

  本要項は、平成19年11月６日から適用する。 

 

附則 

  本要項は、平成21年10月15日から適用する。 

 

附則 

  本要項は、平成22年11月29日から適用する。 
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平成24年度国立教育政策研究所紀要編集会議設置要項 

 

平 成 24 年 11 月 7 日 

国立教育政策研究所長決定 

 

１ 趣旨 

１ 趣旨 

  平成24年度国立教育政策研究所紀要（以下、「紀要」という。）の編集を行うため、研究企画開

発部に平成24年度国立教育政策研究所紀要編集会議（以下、「会議」という。）を設置する。 

 

２ 所掌事務 

  会議は、紀要の原稿の審査及び評価を行う。 

 

３ 会議の構成 

 ⑴ 会議は、次の者をもって構成する。 

     萬谷 宏之  研究企画開発部長 

     笹井 宏益  生涯学習政策研究部長 

橋本 昭彦  教育政策・評価研究部総括研究官 

     藤原 文雄  初等中等教育研究部総括研究官 

     深堀 聰子  高等教育研究部総括研究官 

     丸山 英樹  国際研究・協力部総括研究官 

銀島  文  教育課程研究センター基礎研究部総括研究官 

 ⑵ 会議の座長は、研究企画開発部長とする。 

 ⑶ 会議は必要に応じて臨時委員を置くことができる。 

 

４ 紀要の構成 

 ⑴ 紀要は、特集、自由投稿、プロジェクト研究報告概要及び業績一覧により構成する。 

 ⑵ 特集は、「ESDの国際的な潮流」に関するテーマとする。 

 

５ 庶 務 

 会議の庶務は、研究企画開発部において行う。 

 

６ その他 

 原稿執筆要領は、会議が別に定める。 
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