




は し が き

　

　国立教育政策研究所では、諸外国の教育改革の最前線で活躍する専門家を招き、各国の経験から学び、我

が国の教育改革に活かしていくことを目的として、平成 13 年度より教育改革国際シンポジウムを開催して

います。平成 24 年度は「ＥＳＤの国際的な潮流」をテーマとして、平成 24 年 12 月に東京で開催しました。

　ＥＳＤ（Education for Sustainable Development）は「持続可能な開発のための教育」と訳され、その目標は「す

べての人が質の高い教育の恩恵を享受し、また、持続可能な開発のために求められる原則、価値観及び行動が、

あらゆる教育や学びの場に取り込まれ、環境、経済、社会の面において持続可能な将来が実現できるような

行動の変革をもたらすことであり、その結果として持続可能な社会への変革を実現すること」（下記実施計画

より引用）とされています。

　我が国では、平成 17 年 12 月に「国連ＥＳＤの 10 年」関係省庁連絡会議を内閣に設置し、平成 18 年 3 

月に国内実施計画を策定しました。その後、新しい学習指導要領（平成 20 年、21 年告示）に、持続可能な

社会の構築の観点が盛り込まれたことを受け、平成 23 年 6 月に改訂された国内実施計画では、教育現場で

ＥＳＤ の考え方に沿った教育を前進させることが盛り込まれました。

　国立教育政策研究所では、平成 21年度から教員がＥＳＤの趣旨に沿ったカリキュラムを開発し実践でき

るようになることを目指して研究を行い、その成果として平成 24年に、学校現場にＥＳＤをわかりやすく

紹介する報告書をとりまとめました。その報告書の中では、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べき能力や態度を明らかにしており、今回のシンポジウムでも「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（六つの構成概念、七つの能力・態度）」として紹介いたしま

した。

　今回のシンポジウムは、「国連ＥＳＤの 10 年」の最終年会合に先立ち、世界の主な地域のＥＳＤの現状と

課題の発表及び討論を通じ、ＥＳＤの理念や実践に関する歴史的な経緯、特色などを理解するとともに、未

来の教育のあり方を展望・考察する機会とすることができたと考えております。

　本書は、シンポジウムの内容をまとめたものです。教育現場におけるＥＳＤの推進を考える際の参考資料

としてご活用いただければ幸いです。

平成 25 年 3 月

国立教育政策研究所長

尾 﨑 春 樹
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　本年度の教育改革国際シンポジウムの開催に当たり、

主催者を代表して一言ご挨拶を申し上げます。

　本日はご多用の中、本研究所のシンポジウムにご参集

いただきまして、誠にありがとうございます。この教育

改革国際シンポジウムは諸外国の教育改革の最前線で

活躍されている専門家の方々をお招きしまして、各国の

経験から学び、我が国の教育改革の実践に生かしていこ

うという趣旨の下、平成 13 年度から開催しております。

　本年度のシンポジウムは「ＥＳＤの国際的な潮流」

をテーマにして開催することといたしました。ご承

知のとおり、ＥＳＤとは Education for Sustainable 

Development の略で、「持続可能な開発のための教育」

と訳されています。環境的な視点、経済的な視点、社会・

文化的な視点、新たな価値観や行動を生み出すことを目

指した教育活動です。

　1987 年、国連の環境と開発に関する世界委員会が公

表しました報告書の中で、「将来の世代のニーズを満た

しつつ、現代の世代のニーズも満足させるような開発」

という、「持続可能な開発」の概念が取り上げられ、そ

の後の国際的な取組に関する行動計画の中で、持続可能

な開発のための教育、すなわちＥＳＤの重要性とその取

組の指針が盛り込まれました。

　このように持続可能な開発とそのための教育に関す

る取組が世界的に行われる中で、2002 年の第 57 回国

連総会におきまして、我が国から 2005 年からの 10 年

間を「国連持続可能な開発のための教育の 10 年」とす

ることを提案し、採択されました。ＥＳＤは世界のいろ

いろな国で行われていますが、道徳教育としての位置

付け、学校全体の取組として位置付けられている場合、

ＤｅＳｅＣｏ計画、すなわち Defi nition and Selection of 

Competencies Project との深い関係性、あるいは環境教

育を基礎とした取組、あるいは民主主義教育としての位

置付けなど、その取組のスタイルは様々です。

　我が国では「国連ＥＳＤの 10 年」にかかる施策の実

施について、関係行政機関がお互いに緊密な連携を図っ

て、総合的かつ効果的な発展を図ろうということで、

2006 年３月に関係省により連絡会議を設けまして、実

施計画を定めました。その中で、関係省や学識経験者、

教育関係者、ＮＰＯの関係者、企業の皆さまといった

方々の円卓会議により、ネットワークをつくり上げ、能

力開発、人材育成、調査研究、プログラム開発などに取

り組もうということで、現在、進行している状況です。

　私どもの文部科学省の関係で言えば、2011 年度から

新しく導入している新学習指導要領の中で、持続可能な

社会の構築の観点から指導を展開することとしており

ます。例を申し上げますと、小学校の家庭科では主体的

に生きる消費者としての態度を育成すること、また中学

校の理科の場合ですと、自然環境の保全と科学技術の利

用の在り方について科学的に考察をして、持続可能な社

会をつくることの重要性を認識すること、このようなこ

とを各教科などの特質に応じてＥＳＤの実践として行

うことが期待されているところです。

　私ども国立教育政策研究所としては、学校現場にＥＳ

Ｄをなるべく分かりやすく紹介して、教員がＥＳＤのカ

リキュラムを開発して実践することができるようにな

ることを目指して、研究を進めてまいりました。その中

主催者挨拶

国立教育政策研究所長

尾﨑 春樹
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で持続可能な社会づくりの構成概念やＥＳＤの視点に

立った学習指導を重視すべき能力、あるいは態度などを

明らかにすることができたと考えております。私どもの

ホームページに報告書を掲載しております。機会があれ

ば是非目を通していただければと思っているところで

す。

　さて、このように国や地域によって様々なＥＳＤの取

組が行われておりますが、今回のシンポジウムでは、世

界の各地域におけるＥＳＤの現状と課題について発表

していただくために、海外からお二人の先生をお客さま

としてお招きいたしました。まずはフランスのボルドー

大学教授で、「持続可能な開発のための教育・訓練・研究」

のユネスコチェアであると同時に、ユネスコＥＳＤ世界

会議の国際運営グループのメンバーとしてフランスの

ＥＳＤを牽引しておられます、ミッシェル・リカード教

授。そしてもうお一方は、カナダのヨーク大学の大学院

課程で教鞭を執りながら、ユネスコチェアとして 70 か

国以上で教師教育機関の国際ネットワークの調整役を

なさっておられます、チャールズ・ホプキンス博士でい

らっしゃいます。お二人の先生方にはご多忙の中、今回

のシンポジウムにわざわざご出席いただきまして、心か

ら感謝を申し上げます。ありがとうございました。ミッ

シェル・リカード教授にはヨーロッパ地域の、チャール

ズ・ホプキンス博士には北米地域の現状と課題について

ご発表いただけるものと思っています。私どもの日本の

現状と課題につきましては、当研究所教育課程研究セン

ターの基礎研究部長、角屋重樹部長から発表をいたしま

す。

　なお、当初プログラムに掲載しておりましたが、オセ

アニア・アジア地域について発表していただく予定でお

りましたジョン・フィエン教授は、残念ながら急なご用

のために来日がかなわなくなりました。持続可能性教育

に関して長い経験と知識・知見をお持ちで、ＥＳＤの国

際実施計画の起草にも深く関わっておられた先生であ

り、お話を楽しみにしていた方もいらっしゃると思いま

すし、残念ではございますが、ご了承いただきたいと思

います。その代理として、オセアニア・アジア地域の

現状と課題については野口扶美子先生にご発表いただ

きます。野口先生は認定ＮＰＯ法人の「ＥＳＤの 10 年」

推進会議（ＥＳＤ－Ｊ）の国際プログラムコーディネー

ターを務めるかたわら、2011 年からはオーストラリア

のロイヤルメルボルン工科大学の大学院博士課程に在

学して、出席予定でしたジョン・フェイン教授、あるい

はロバルト・ゲバラ博士のご指導の下で、持続可能な地

域づくりの文脈におきましてＥＳＤの研究を進めてい

らっしゃいます。

　以上４名の先生方により、本日は最新の知見を皆さま

方にご紹介できると考えております。

　2014 年には我が国で「国連ＥＳＤの 10 年」最終年

会合が開催される予定になっております。これに先立

ち、今回のシンポジウムを開催することになったわけで

すが、この機会に我が国内外のＥＳＤに関する取組につ

きまして、少しでも多くの教育関係者が関心を持ってく

ださることを期待しております。今回のシンポジウムが

我が国におけるＥＳＤの更なる推進に寄与することを

ご期待申し上げまして、簡単ではございますが、主催者

からのご挨拶とさせていただきます。

　本日は誠にありがとうございます。




