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　皆さま、尾﨑所長、研究所の皆さま、お招きありがと

うございました。また、ヨーロッパにおけるＥＳＤの潮

流と課題についてお話しする機会をいただきましてあ

りがとうございます。これから、次のような潮流につい

てお話ししたいと思います。まず、ヨーロッパにおける

持続可能な開発のための政策、そして、｢国連持続可能

な開発のための教育の 10年｣ に関連する施策適用につ

いて紹介します。その後に各国の異なる政策を紹介し、

最後にディスカッションの、あるいは考察する上での視

点を紹介します。

　ヨーロッパにおけるＥＳＤの潮流や課題などを考え

るときには、まず、社会経済的な背景を理解することが

重要で、とりわけ前の世紀の後半の動きを理解するこ

とが重要です。50 年前に欧州石炭鉄鋼共同体が生まれ、

これが現在のＥＵの最初のコアとなりました。もとも

とは石炭・鉄鋼・農業に基づいた共同体だったのです。

1945 年から 75 年の間、ヨーロッパ経済の繁栄を支え

た三本柱が石炭・鉄鋼・農業でした。この期間は「栄光

の 30 年」と言われました。産業発展が進み、長く完全

雇用が続いたからです。しかし同時に、ひどく環境汚染

が進んだ時期でもありました。1973 年には第４次中東

戦争のために石油危機が勃発し、ヨーロッパ経済の柱か

ら石炭・鉄鋼が消え、それとともに繁栄の時代が終わり

を迎えました。その結果、社会・経済、文化的に大きな

ダメージを受けました。

　このようにヨーロッパ及びほかの地域でも警戒すべ

き状況になっていたにもかかわらず、地球の資源が枯渇

しつつあるという声はあまり上がっていませんでした。

例外的だったのは、1972 年に出されたローマクラブの

レポートです。ただ、それはあくまで例外で、ようや

くブルントラント報告書が出たのが1987 年のことでし

た。この頃になって、ようやく我々の行動と振る舞いを

変えなければいけないという認識が生まれ、一部のヨー

ロッパの国では、積極的な職人的意思を持って本格的に

持続可能な開発政策を実施しようという国が現れまし

た。

　ヨーロッパはこの石油危機の影響を大きく受けまし

た。ほとんどの政府、ほとんどの国民が環境及び持続可

能性に関する原則をできるだけ広く実施しなければい

けないことを認識するに至りました。しかし、同じよ

うな考え方がヨーロッパの中でもあり、状況もヨーロッ

パ各国で似ており、ほとんどのヨーロッパの国々で価値

観が共有されていたので、容易に導入することができま

した。

　このような共有された価値観について、一部のＥＵの

国々では早い段階から国民に対する教育・訓練・情報提

供が始まりました。とりわけ、2000 年にリスボン戦略

の実施が決定し、それを補う形でほかにも重要な戦略、

例えば、2006 年の欧州持続可能な開発戦略が導入され

たのをきっかけに、そのような動きが広がっていきまし

た。これらのイニシアチブは自然と ｢国連ＥＳＤの 10 

年」のサポートへとつながりました。ヨーロッパでは既

に、持続可能な社会の形成を促すためには、教育と訓練

の役割が重要であることについて、幅広いコンセンサス

が存在していたからです。

　「国連ＥＳＤの 10 年」のヨーロッパにおける実施を

分析すれば明白かもしれませんが、実は、ある程度類似

している、二つのプロセス、二重のシステムに起因する

二つのプロセスが並行して存在しているので、意外と明

白とは言えません。まず、ＥＵは欧州石炭鉄鋼共同体

ミシェル・ド・モンテーニュ＝ボルドー第３大学教授／
ユネスコチェア

ミッシェル・リカード

【ヨーロッパ地域】

「ヨーロッパにおけるESDの現状と課題」
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（ＥＣＳＣ）設立条約に加盟した６か国によって 1951 

年に発足し、今では、27 の国が加盟する現在のＥＵの

形へと進化しました。一方で、国連の欧州経済委員会（Ｕ

ＮＥＣＥ）が 1946 年に 56 の加盟国でスタートしまし

た。うち４か国（カナダ、イスラエル、トルコ、アメリ

カ合衆国）は、地理的にはヨーロッパにある国ではあり

ません。

　このような状況によって、二つの並行するプロセスが

共存してきました。一つは「サイエンスと教育」プロセ

スです。これは、ＥＵレベルで 2000 年以降展開され、

これが土台となり、欧州の持続可能な開発戦略になり、

27 の加盟国が関わりを持っています。加盟国は政治的・

経済的・社会文化的な特徴が似ており、共通のアプロー

チが容易です。もう一つが、ＵＮＥＣＥに関わる拡大プ

ロセスでビリニュス（Vilnius）戦略と呼ばれているも

のです。これは 2005 年に始まり、56 の国々が参加し

ています。その国々の半分はＥＵの加盟国ではありませ

ん。かつ、しばしば、経済的・社会文化的な特性の異な

る国々が関わっています。

　ＥＵ及び「国連ＥＳＤの 10 年」で重視されている学

校教育にフォーカスを当てると、幾つかの傾向を見る

ことができます。2000 年から 2006 年にかけて、ＥＵ

では持続可能な開発戦略とＥＳＤ戦略が策定されまし

た。複数の段階があり、まず 2000 年にリスボン戦略、

2001 年にヨーテボリ戦略、2006 年に欧州持続可能な

開発戦略が作られました。しかし、それぞれの加盟国が

国民教育については一義的な責任を持っていますので、

欧州委員会の主な目的は、複数のイニシアチブにより、

各加盟国が実施をすることができるように推進するこ

とでした。主なイニシアティブが四つあります。

　まず、共通のグローバルな枠組みを全ての加盟国に提

供すること。その上で、加盟国が「国連ＥＳＤの 10 年」

の目的と目標を実現できるようにサポートすること。そ

してヨーロッパの若年層と成人に向けた教育プログラ

ムを通じて、更に持続可能な開発に取り組むこと。例え

ばコメニウス（Comenius）、グルンドヴィ（Grundtvig）、

テンプス（Tempus）プログラムなどです。更に、あら

ゆるＥＳＤ活動を各国の、あるいは国際的なディベート

に折り込むことなどでした。

　ここまでの成果を分析しますと、非常に大きな前進が

ありました。まず、教育内容に関するイノベーションが

ＥＵのグローバルレベルでの慣行の中で最もよく出て

くる要素でした。例えば人権や南北関係などグローバル

化に関連した問題だけでなく、より健康的な生活習慣、

エネルギー消費などの問題も含まれます。

　更に教育の提供方法でもイノベーションがありまし

た。マルチステークホルダーのアプローチが実施され、

その結果、産業界や専門家も参加する教育の新しいパー

トナーシップ、新しいネットワークがヨーロッパレベル

でも発足しました。更にヨーロッパは、グッドプラク

ティスの事例も成功裏に開発できていました。これは重

要な財産です。しかし、これらのベストプラクティスに

ついては、更に共有しなければいけません。初等教育か

ら大学教育までの既存のシステムの中で主流化する必

要があるのです。

　今申し上げたように、非常に意を強くする良い成果は

あったものの、ヨーロッパが格差の問題について更なる

努力をしなければいけないことは明白です。例えば学校

からのドロップアウト、あるいは後期中等教育の達成度

やキー・コンピテンシー（主要能力）がヨーロッパの

多くの国でまだ問題となっています。データによれば、

ＥＵ域内で 18～ 24 歳の若者のうち、まだ大多数が前

期中等教育までしか教育を受けていません。それ以降は

何ら教育も訓練も受けていないことが分かっています。

ヨーロッパは教育分野の能力開発を更に進め、教員の役

割と教師像・資格要件を定義づけ、教育界と産業界と市

民社会との間に新たなパートナーシップを構築するこ

とが必要です。

　今のような状況を改善するためには、教員訓練にター

ゲットを絞ったサポートを提供し、教員のスキルを高

め、地域、国、そして、地方レベルにおいて、意思決定者、

実務者のキャパシティービルディングを行う必要があ

ります。更に、ヨーロッパにおいてより良い指導を確実

なものとするためには、技能と知識をよりうまく活用し

なければなりません。今申し上げたような課題に関連す

る障壁を乗り越えない限り、ヨーロッパはより広くＥＳ

Ｄを展開することには成功できません。

　ここからは、ＥＵ加盟国の政策を見ていきます。まず、

各加盟国はいずれも、程度の違いはあっても環境教育を

カリキュラムに組み込んでおり、その内容は「国連ＥＳ

Ｄの 10年」の勧告に従った内容になっています。各加

盟国はそれぞれの制度を各国の政治・行政の状況に応じ

て展開させていますので、教育・訓練・研究分野で開発

されているプロセス全ての概要を紹介するわけにはい

きませんが、一部の中核だけ紹介します。

　まず学校教育に関して、ヨーロッパの教育制度は非常

に多様で複雑です。唯一の標準的モデルというのはあり

ません。しかし、多様な学校制度が存在している中でも、

主に三つのカテゴリーに分けることが可能です。

　一つ目が、中央集権化された学校制度です。各国の教
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育省の直接監督を受けるような学校です。このような構

造ですと、新たなシラバスに持続可能な開発を容易に

導入することができます。フランスの場合がそうです。

「ＥＳＤに関する知識及び能力の共通コア」は、早くも

2006 年９月に導入されています。このシステムの下で

は、教育プログラム間の調整や成果の評価もスムーズに

行うことが可能です。

　二つ目のモデルが、地域パターンです。責任を負っ

ているのは地域の当局であり、自らの教育政策を決め

ます。地方が教育政策を決め、中央政府は小さな役割

しか果たしていません。例えばドイツの場合には州あ

るいは県のような Länder があります。スペインでは

Province( 州 )、スイスでは Kanton などの行政単位、地

方の県や省、州があります。これらの国がこのパターン

です。

　三つ目のモデルは、いわゆるフリースクールと呼ばれ

るものです。例えばオランダの場合には教育の自由が保

障されており、教育省による国レベルでの勧告もほとん

どないため、ＥＳＤは必ずしも学校教育に構造的に組み

込まれているものではありません。

　最初の二つのモデルが最も広く見られているもので

す。一方で三つ目のフリースクールは、基本的には協会・

団体の力が強いところで、また持続可能な開発を実現

するための社会学習が発達した国で導入されているモ

デルです。この三つ目のモデルでは、全ての関係者と

のネットワークづくりと協力関係に積極的で、とりわけ

協会組織やＮＧＯを重視しています。しかし、同時に、

それは、全体像を概観する目、制度的改革をサポートす

るような力が欠けていることを意味します。特にグリー

ン問題、環境問題に関するメッセージにフォーカスする

傾向があるためです。

　これらのフォーマルな枠組みに加え、複数のネット

ワークがヨーロッパ内外でＥＳＤの分野で生まれてい

ます。

　一つ目が Environment and School Initiatives、環境と

学校イニシアチブ（ＥＮＳＩ）です。1986 年にＯＥＣ

Ｄの指揮下で発足しました。国際的なネットワークで、

教育開発、環境理解を推進し、持続可能な開発に関する

教育学習に積極的なアプローチを取っています。

　二つ目が Regional Centres for Expertise（ＲＣＥ）と

いって、ＥＳＤの推進のためにできた地方ネットワーク

で、ヨーロッパで大変活発です。2009 年のボン宣言で

も、その効果が認められています。

　三つ目が東欧、コーカサス、中央アジアのグループ

でＥＥＣＣＡと呼ばれています。これは、ＯＥＣＤが

1990 年代から支援してきた国々の集まりで、非常に重

要なプログラムを実施してきました。教材あるいは熟練

した教育者が不足し、認知、向上が不十分であるにもか

かわらず、重要なプログラムが実施されてきました。

　また、学校教育のところでお話ししたことは、高等教

育にも当てはまります。つまり、ヨーロッパの高等教育

機関においても単一の標準モデルがあるわけではあり

ません。完全なる大学自治権を担保するという動きと、

国の統制下における国立大学の運営という二つの間で

揺れ動いています。サステナビリティを高めるべきであ

るという政策的シフトが求められていますが、高等教育

におけるＥＳＤの導入は依然問題の多く残る部分です。

　サステナビリティを広げられない理由の一つとして

は、政府はＥＳＤに興味を持っているけれども、どうい

う形で更に高等教育に対してＥＳＤを導入していくか

という具体的なロードマップがないのです。更に、いわ

ゆる学術的なフレームワークを越えて、真にＥＳＤをカ

リキュラムの中で実施していくことがなかなか難しい

わけです。ＥＳＤというのは、ＥＵ各国において教員研

修の一部になっていますけれども、しかしながら単なる

環境という話題を取り上げる以上の取組がこれから必

要になってくるわけです。

　各国あるいはヨーロッパのレベルで、様々なプロセス

がこうして動いているわけですが、リスボンやビリニュ

ス戦略を補完する形で、様々な試みも行われています。

例えば、バルチック地域大学ネットワーク、あるいは

バーチャルスクールの Euromed ネットワーク、あるい

はコペルニクス・アライアンスと呼ばれるサステナビ

リティ・デベロップメントのための高等教育のヨーロッ

パネットワークという取組も進められています。

　持続可能な開発に向けた教育の進展ということを考

える上で、適切な指標を使ってその実施を評価していく

ということも大切です。こういった教育に関する指標の

問題というのは、そもそもＯＥＣＤが 2000 年に初のＰ

ＩＳＡ学力調査を 15 歳の子どもたちに対して先進国で

実施したことから始まりました。その後、持続可能な開

発の教育についての指標については各国ベースで、ある

いは国際的な場において多く議論されています。しかし

ながら、今の試みは学校教育に限定した取組であって、

高等教育はほぼ無視され、職業教育訓練においても行わ

れていないわけです。そして、その指標の多くは、ばら

つきの多い結果となっています。

　こうしたＥＳＤの指数を開発していくという取組が

ここ数年続いていますが、これは「国連ＥＳＤの 10 年」

に関わるものでもあります。各国、あるいは各研究機関
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などのイニシアティブに加えて、早くも 2006 年に指標

開発に取り組んだＵＮＥＣＥの運営委員会の専門家グ

ループにも注目すべきです。

　ＵＮＥＣＥの指標においては、様々な活動がその対象

とされています。量的なものから質的なものがあり、そ

れから副次的な指標も含まれます。このＵＮＥＣＥの指

標や報告のメカニズムは、各国の比較のためではなく、

自国の政策立案に役立つ情報を共有する目的で開発さ

れているのです。

　まとめになりますが、ヨーロッパで展開している教

育プロセスというものは「国連ＥＳＤの 10 年」の実施、

そして、いわゆる消費社会から、より地球を尊重する社

会に変わろうとする動きに大きく貢献したと言えるで

しょう。ＥＳＤの実施状況をＥＵあるいはＵＮＥＣＥの

地域について分析するときの、幾つか重要なポイントに

ついて申し上げたいと思います。

　まず、ヨーロッパ各国の取組を同調していくというこ

とはとても難しい、特に国によって経済開発レベルが

違っている状況下において、取組を同調させるのは難し

いということです。そしてそれは、ときに、プロセスの

進展に不利となることもあります。また、ＥＵ地域にお

けるＥＳＤの実施には、どうしてもばらつきが見られま

す。ＵＮＥＣＥ各国においては、当然開発のレベルも、

そして持続可能な開発の見解も異なる段階にあるから

です。ＥＵ加盟国はプロフェッショナルな教育者による

教育システムを確立してきました。

　そして、基本的教育の保障や教育への権利の平等をう

たってきました。しかしながら、ＵＮＥＣＥ地域におい

ても、いまだに重大な不公平が見られます。相対的に産

業発展の遅れている国においては、やはり初期教育を重

視する一方で、そのほかの先進国においては、成人向け、

生涯教育にも配慮しているという違いもあります。

　最後に、2014 年以降のＥＳＤ戦略の視点から、今後

どのような議論が行われていくかについて展望を申し

上げたいと思います。まず、ＥＵ、またＵＮＥＣＥは、

新しい試験的アプローチ、あるいはキーとなるアクショ

ンを取りながら、障壁を乗り越えるための新しい戦略を

打ち立てなければならないということです。ＥＳＤの戦

略の定義や活用と同様に、持続可能な開発の共通定義、

またそれに伴う教育的活動を取り入れることが必要で

す。ヨーロッパ各国が持続可能な開発について足並みを

そろえられるレベルになるために必要なのです。

　また、あらゆる形態のＥＳＤ教育の発展に向けた更な

る取組が必要です。変容していく世界に対して市民を

しっかり適応させていくためにも、Web3.0 の技術を使

いながら、集団的知性というものを使ってこの課題を乗

り越えていくことが求められます。そして、ＥＳＤに関

するコンピテンシーは改善されなければなりません。Ｅ

ＳＤの、学際的、全体的な性質に対応し、制度的・法的・

政策的枠組みをＥＳＤのニーズに合ったものにする必

要があります。

　最後に、持続可能な開発や、関連する教育・訓練・情

報分野における活動は、公的な活動だけに依存できるも

のではありません。新しいアイデアを出して、アクショ

ンを起こすために、あらゆる人たちが関与するべきです。

　ご清聴ありがとうございました。
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　ご紹介ありがとうございました。また日本に来ること

ができてうれしく思います。今年４回目の来日になりま

すが、いつも日本に来て、皆さんと一緒に学べることを

うれしく思っています。日本はＥＳＤが盛んですので、

専門的な開発を教える者にとっては、日本で同じような

ことをして関心を持っている方々と話をし、日本の経験

にアクセスすることができるのは大変重要ですので本

当に感謝しています。尾﨑所長、スピーカーの皆さま、

ご来賓の皆さま、ご列席の皆さま、本当にうれしく思っ

ています。日本に来ることは本当に毎回楽しみです。

　北米というよりはアメリカ合衆国とカナダの話をし

ます。とはいえ、アメリカ合衆国もカナダも中央レベ

ルでの一つの教育省はありません。アメリカ合衆国で

は 50 の州、カナダでは 10 の州と３の準州があるので、

合わせて 63 もの地方当局が独立して教育を管轄してい

ます。その中で、数千個の学校区があり、それぞれが非

常に高い自治を持っています。また、私立がかなりたく

さんありますので、ヨーロッパの場合もそうでしたが、

単一のモデルはありません。リカード先生がヨーロッパ

についてあまりにも多様だとおっしゃっていたのと同

じで、北米でも一つのモデルがあるわけではありません

がトレンドを紹介します。

　まず、国際社会におけるＥＳＤの登場、はじまりに

ついてコメントさせてください。通常、新しい製品や

ビジネス、あるいはアイデアが生まれるとき、イノベー

ションがすぐに受け入れられ、現在の製品やアイデアに

取って代わると願うものです。では、持続可能な開発の

ための教育、つまりＥＳＤを例に考えたいと思います。

1992 年に、我々の間で、世界の教育や一般市民の認識、

そして訓練のシステムが、持続可能な開発を実施する上

で重要なツールとなるということが認識されました。従

来の持続可能ではない開発のために教育システムを活

用するのではなく、持続可能な教育にシフトする必要が

あったわけです。単に国民総生産（ＧＮＰ）だけを国の

教育プログラムのゴールとするのではなく、社会的正義

や環境維持も含め、持続可能な人類の発展に関してより

広い視点を持つことを望んでいました。しかし、すぐに

ＥＳＤへの転換、適応とはなりませんでした。最初の４

年間はもたついて、ほとんど進展がありませんでした。

必要となる変更を行う権限をもつ人は、ＥＳＤを聞いた

ことすらない人たちばかりで、変更など受け入れてもら

えませんでした。そしてそれから、少しずつ動き始めま

した。1996 年に、国連がＥＳＤを、持続可能な開発を

実現するために極めて重要な要素四つのうちの一つと

特定しました。40 あるアジェンダ 21 のトピックのう

ち、極めて重要と言われたトピックは四つありました

が、特に「教育、一般市民の認識、訓練」が四本柱のう

ちの一つだと言ったのです。ところが、どの教育省にも

それは知らされませんでした。関与もしていませんでし

た。そして、ＥＳＤの緩やかな進展は、フォーマル教育

というレーダーにとらえられることはほとんどありま

せんでした。

　８年後の 2000 年に、教育学部の国際的なネットワー

クが始まりました。今や 74 か国に広がっています。こ

こにいらっしゃる日本の高等教育機関も参加をしてく

ださっています。宮城教育大学がリードしてくださって

います。2002 年には持続可能な開発に関する世界首脳

会議（ＷＳＳＤ）が開かれ、「国連ＥＳＤの 10 年」が

発表されました。このとき、突然、各国の教育省がＥ

ＳＤという言葉を耳にし、関わり始めるようになりま

ヨーク大学ユネスコチェア

チャールズ・ホプキンス

【北米地域】

「カナダ・アメリカ合衆国におけるＥＳＤ  
　の過去・現在・未来」
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した。そして 2009 年、ちょうどこの 10 か年の真ん中

で、ドイツのボンでＥＳＤのユネスコ世界会議が開催さ

れました。50 の教育担当閣僚が集まり、参加国の多く

はＰＩＳＡスコアが高い国々だったのですが、突然、教

育省が追いついてきました。この 10 年が終わる頃、今

度は何が起こるか気になります。このような流れは続く

でしょうか。それとも多くの企業が、設立後伸び悩み、

人的・物的資源が研修や設備入替を必要とする危機的な

局面にぶつかるように、失速してしまうでしょうか。今

日まで、あらゆる国と諸機関が、2014 年の後も続ける

ことを約束しています。さてどうなるでしょうか。

　カナダ及びアメリカ合衆国で、持続可能な開発がどの

ように受け入れられたかというと、２か国間ではかなり

の違いがあります。ご存じのように、アメリカ合衆国で

は政府に対してかなり疑いの気持ちがあります。そもそ

も政府に対して懐疑的な気持ちがあって、国連に対して

はなおさら疑いの気持ちが強い国です。アメリカ合衆国

は国際的に何か押し付けられるのは避けたい国です。

　そこで、おおむねアメリカ合衆国では、92 年の時点

から持続可能な開発を必要としていませんでした。アメ

リカ合衆国は社会的な側面が気に入らなかったのです。

環境と経済成長は構わない。しかし、社会的なものはい

らないという態度でした。その結果、Smart Growth だ

と言い始めました。持続可能な開発に近いものとして、

「賢い成長」という言葉が連邦レベルで使われ始めたの

です。

　 ア メ リ カ 合 衆 国 で は Education for Sustainable 

Development と 呼 び た が ら ず、Education for 

Sustainability と呼んでいるのですが、カナダでは逆に

なりました。アメリカ合衆国とカナダは同じと思われが

ちです。確かに似ているところがあるかもしれません

が、カナダはカフェインが少なめといいましょうか、ア

メリカ合衆国より穏やかなのがカナダだという感じが

します。

　カナダは実は、持続可能な開発の概念づくりに大き

な役割を果たしました。そもそも、カナダ人のMaurice 

Strong がＵＮＣＥＤの議長を務めていましたし、ブル

ントラント委員会報告の起草もカナダが行いました。そ

こでカナダ政府は持続可能な開発の監査役さえ設けま

した。どの省庁も、持続可能な開発計画を提出しなけれ

ばなりませんでした。カナダはこのように進んでおり、

結局、最初から「持続可能な開発のための教育」と呼ん

でいました。

　1992 年から 2002 年の最初の 10 年間、早い段階で

は、主に環境省が管轄だと考えられていました。リオ会

議そのものが世界各地では環境省が指導者になるべき

だということだったのですが、当時は大抵の国におい

て、環境省というのは政府の中でも最も弱い存在でし

た。そして世界中で、教育省は、本当の意味では関わり

を持っていない時代で、何のことなのか理解している人

はあまりいませんでした。そこで、納得ができる文脈に

当てはめてみました。その文脈として、いわゆる「○○

教育」の一つにすればいいのではないかと考えたわけで

す。何か社会で問題があると、それに関して「○○教育」

というのをつくるものです。例えば、平和教育、グロー

バル教育などなどです。

　例えば、100 ほど「○○教育」というのがあるのです。

私もトロントの教育委員会でカリキュラムの主事をし

ていたことがあり、毎週、誰かが私のところにファイル

を持って来てこう言うのです。これをカリキュラムに入

れてもらえませんかと。毎週毎週、要請がありました。

社会が風邪を引くと弱い教育制度は肺炎になります。た

だ対応するしかないのですが、初めの頃はよく分からな

いままに、持続可能性教育をつくってみました。あるい

は、環境教育の一環に入れてみました。あるいは野外教

育など、どこかに当てはめてみようという努力がありま

した。

　またカナダでは早い段階で、1991 年の時点で大

きなＮＧＯを全国的につくりました。Learning for a 

Sustainable Future（持続可能な未来のための学び）で

して、早い段階からカナダはＥＳＤを立ち上げていまし

た。一方、アメリカ合衆国では、ＥＳＤは小さな環境教

育のほんの一部、サブセットとして扱われており、日本

でも似たような状況だったと聞いています。早い段階で

は、日本では環境教育の中の一項目だと見なされていた

ということです。

　このようなグローバル教育や環境教育などの○○教

育は、これはこれで大きく貢献しました。これは感謝し

ています。なぜかというと、最初の 10 年間で、逆に環

境教育、活動家などがこういうことをしていなかったと

すれば、ＥＳＤはそのまま消えていたかもしれないから

です。しかし、グローバル教育、平和教育があったおか

げで、ＥＳＤの概念は維持されました。これらのおかげ

で教員の現職研修に織り込まれ、ＥＳＤの研究も始まり

ました。環境教育ジャーナルでは取扱いが始まり、開発

教育ジャーナルということで広がっていき、思想が残る

のみならず、展開されていきました。

　しかし、今はもう少し進んでいます。最初の４～５年

の間は、実は私自身もアジェンダ 21 を起草した一人で

すので、87 年以降、ずっと私は関わっており、当初は



各地域におけるＥＳＤの現状と課題についての発表

19

学校制度を変えようと試みました。「国連が変えなさい

と言っています」と。もちろん何も効果がありませんで

した。

　そこから更に変えて、「子どもたちに残す地球を考え

てください」と言ってみました。子どもたちに残す世界

では 50％ほど人口が増えているのだと。使える土地や

水、水産物は減る一方、二酸化炭素を排出せずに作らな

ければならないエネルギーは４倍になるだろうと。子ど

もたちに残す世界がこういう世界だとわかっていれば、

道義的に、そのような将来のために子どもたちに備えさ

せる必要があるのです。それが、教育制度をだいぶ変え

ました。ただ、今は更にそれを超越しています。

　学校でも広がりましたが、一方で漁業がアメリカ合衆

国とカナダで衰退していましたし、極地では気候変動

の影響が分かりました。また、急速に氷が極地方で減っ

ているということが分かりました。ＥＳＤに対する資金

は、多額ではありませんが、少し予算が出てきました。

また、アメリカ合衆国と違ってカナダでは先住民の知識

や知恵を活用しようという意欲がありました。これもＥ

ＳＤの一環とみなされました。

　一方で、「国連ＥＳＤの 10 年」開始以降、何が起こっ

ているか。ただ単にＮＧＯ、あるいは活動団体だけでは

なく、教育省の関わりが深くなってきました。つまり、

教育の中核、歴史、地理、科学、生物学、物理といった

主要科目とのつながりが生まれてきたのが大きな動き

です。高等教育も動き始めています。高等教育はただ単

に自ら、環境教育とつながっているとは思っていませ

ん。専門家の養成です。例えば私が勤めているヨーク大

学は、ＭＢＡと持続可能な開発の分野で世界ナンバーワ

ンの大学となっています。カナダ全体において、そもそ

も何らかの分野でナンバーワンに選ばれたのはヨーク

大学が初めてだったのですが、しかもＭＢＡと持続可能

な開発という分野でナンバーワンになっているという

ことは興味深いことです。今の時代は多くの専門職が増

えています。工学、冷暖房、換気、調達、などの専門家が、

何ができるかを考えています。持続可能な開発でそれぞ

れの専門分野は何ができるか、多くの専門家が考えてい

ます。1980 年代後半から 1992 年まで、我々がアジェ

ンダ 21 を起草している段階に考えていたような状況に

なりつつあります。

　そもそも我々が考えていた教育とは何だったので

しょうか。当時から中身を考えているよりは、教育の

目的を考えていました。単に開発を目指すところから、

持続可能な開発へと世界がゴールを変えるのであれば、

とにかくより大きく、より良く、より早く、より安く、

というふうに、ＧＤＰさえ伸ばせばいいのではなく、全

ての人にとってのより良い生活にゴールを変えるので

あれば、それを行うために教育が果たす役割は何なの

か。ご覧のように、ＥＳＤは、世界のフォーマル教育制

度の貢献によって実現するものであるということ。一般

市民の意識、あるいはメディアが啓発の役割を担ってい

るということ。そして訓練の役割、世界中にはありとあ

らゆるトレーニングプログラムがありますが、それが何

に貢献ができるのか、この先に進むべき道を考えるに当

たり、どのように貢献できるのか、ということです。

　ＥＳＤには四つの重要な分野があると言いました。そ

のうちの一つ目がアクセスと継続です。学校からのド

ロップアウトの問題への取組などです。しかし、質が

高い教育とは何か。我々の子どもたちに残す世界にとっ

ての質の良い教育とは何か。単に、数学と言語における

優秀さを身につけることだけなのか、あるいはこれらは

単なる道具でしかないのか。なぜ教育をするのか、目的

は何なのか。この話はまた後でいたします。

　二つ目は、そもそもの考え方としては、最も教育が進

んでいる国が生態系を汚している。そして、持続可能性

の問題を一番起こしているのが、学歴の高い国です。そ

こで教育を主導する国として、どうすれば教育制度の方

向そのものを変えることができるかということでした。

Reorient（方向転換）です。どうすれば社会、環境、経

済、問題に取り組むように我々の教育制度を方向転換で

きるかを考えました。

　三つ目が「市民の意識と理解」です。持続可能な開発

に移るために必要な大きな変化は、それをサポートする

ような知識を持った有権者の国民がいなければ起こり

ません。まず政府が変わるべきだと言うかもしれませ

ん。しかし、そもそもどのような政府も、最初の目的は、

良き統治が第一の目的ではありません。どのような、政

党であっても、日本は違うかもしれませんが、少なくと

もカナダではどのような政党が政権を持っていたとし

ても、そもそも権力を維持することが第一の目的です。

　政府、政権はわざわざ法律をつくったりして、自らの

政権存続を脅かすことをしたりしません。そこで市民の

意識と理解が必要です。そして最後に、各専門分野にお

けるトレーニング、つまり現場研修、生涯教育が必要で

す。

　方法は七つあります。皆さんはフォーマル教育の分野

の方だと思いますので、カナダとアメリカ合衆国で見ら

れている一般的なトレンドだけを紹介します。学校にお

けるＥＳＤの段階は大きく七つに分けることができま

す。
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　一つ目のレベルは完全無視です。多くの学校で、全く

扱わないと。「ＰＩＳＡの点数を上げるために頑張って

いるので忙しい」と言ったり、誰も聞いたことがないか

ら、あるいは中身を本当に理解していないから、などの

理由で受入れないのです。二つ目のレベルは、クラブを

つくったり、プロジェクトを始める活動です。例えば、

他の国の学校のためにお金を集めるとか、ある部屋では

紙をリサイクルするとか、様々なクラブレベルの活動を

するということです。三つ目はエコスクールあるいはグ

リーンスクールなどで、全校規模の活動です。その少し

上のレベルが持続可能な開発についての教育です。つま

り、地理や理科などの教科で教えられているケースで

す。　

　更に上のレベルが、校長も教員もみんな一緒になって

行う全学的アプローチです。何をするにしても、より持

続的な共同体のために教え始めます。しかし、ご存じの

ように、学校は教える内容を完全にコントロールできる

わけではありません。何を教えるか、カリキュラムは

学校だけが決められるわけではありません。学校よりも

高い省レベルで行われます。つまりカリキュラムづくり

で、購買、あるいは冷暖房など、学校が全部決めること

ができるわけではありません。そこでホールスクール

（全学的）システムが必要です。それが一つ上のレベル

です。

　最後にコミュニティー全体です。学校制度は、学校

のリーダーの所有物ではありませんから。コミュニ

ティー、つまり、地域の機関です。Regional Centres 

for Expertise、地域の拠点（ＲＣＥ）が一番上にあって、

幼稚園から大学まで全てのコミュニティーが一致協力

しています。このような動きも生まれています。

　教育の目的は何か。恐らく、カナダとアメリカ合衆国

の中で、一番進んでいる例はカナダのマニトバ州です。

リカード先生が、国連の欧州経済委員会の話をしまし

た。欧州経済委員会にあるＥＳＤのワーキンググループ

で、今、議長をしているのはマニトバ州教育副大臣です。

マニトバ州は、教育制度の目的をこれにしています。そ

うなのです。確かに数学、言語の優秀さも目指している

のですが、マニトバ州の教育の最終目標は、持続可能な

暮らしのできる住民を育成することです。驚くべき状況

です。フィンランドやボリビアもこの方向に進みつつあ

ります。

　現在、まだ以前と同じ道義的な義務を負っており、Ｅ

ＳＤのかなりの部分は、いわば道義的な義務に基づいて

います。早くから活動した学校、早くから制度が変わっ

たところは、道義的な義務があったからこそ、ＥＳＤを

過去５～６年間実施してきました。しかし今となって

は、それらの学校の教育の質が優れていて、上がってき

ていることが分かりました。我々はまた、学校制度に訴

えています。ただ単に国連が言ったからとか、道義的に

正しいことだからではなく、ＥＳＤを行えば、教育制度

の質向上につながりますよと。こういう説得力が出てき

ました。これはとても大きな意味を持っています。

　教師教育も動きつつあります。修士のプログラムで、

ＥＳＤのコースができています。カナダ全体で、多くの

教育学部において大規模な教員訓練が行われています。

教員の教育はアメリカ合衆国でも２年前から始まって

います。指導者トレーニングがありまして、小さなネッ

トワークができて、指標の開発、コンピテンシーの策定

などを進めています。

　今、起こりつつある大きな変化は、カナダ独特のもの

かもしれません。カナダでは上級教育者のトレーニング

プログラムが始まっています。教育省にいる人たち、あ

るいは、教育学部にいる人たち、校長、あるいは大規模

な機関のトップです。マニトバ州の場合、そのような変

革を起こして、実際に持続可能な暮らしができる人を育

成するために、トップの人たちに３～５日間、泊まり込

みで研修を受けてもらい、学校全体の制度や方向性を変

えるにはどうしたらいいかを学んでもらいます。交通手

段、購買・調達、建物の仕組みそのものから方向性を変

えることを考えてもらい、主に五つの分野に関する指標

開発に取り組んでもらいます。その分野は、ガバナンス、

つまり、方針・政策の改訂、カリキュラム、人的能力の

育成、施設と運用、地域協働です。これは非常に大きな

変化だと考えられています。教育の指導者たちがこの内

容をしっかり理解しなければ、こういう変容を遂げると

いうことはあり得ないからです。

　そのほかに、ノンフォーマル教育においても様々な試

みが行われています。両国において、企業の社会的責任

ということも非常に大規模に行われていますが、中小企

業はやはりなかなかできません。また、一般市民の意識

も、要求も強くなっています。実は自治体レベルはとて

も強いのですが、連邦政府としてはあまり積極的ではな

く、なかなか承認されません。カナダもアメリカ合衆国

も例えば京都議定書から抜けました。しかし、市、州レ

ベルでは、大きく変わろうとしています。二酸化炭素や

温室効果ガスの排出などにも非常に自治体レベルで関

心が高まっています。

　ここで結びということにしたいと思います。もう一

度、後ほどパネルディスカッションで将来についてお話

しする機会があるので、この辺りにしたいと思います



各地域におけるＥＳＤの現状と課題についての発表

21

が、少しだけ申し上げますと、ＥＳＤの将来は、アメリ

カ合衆国、カナダの両地域においても、非常に明るい見

通しがあると思います。今までも成長してきたし、これ

からも明るい見通しが続くと思います。

　なぜかというと、残念ながら、持続可能性についての

問題は、大きくなる一方でなくならないからです。恐ら

く、社会において、こういう問題が悪化を続ける限り、

ニーズはどんどん高まっていくでしょう。私の希望は、

教育システムがこうした問題に取り組んでいくことで

す。

　この機会をいただき、大変ありがとうございました。

パネルディスカッションを待ちたいと思います。皆さま

の質問とご意見をお待ちしています。ありがとうござい

ました。
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　皆さん、こんにちは。私は認定ＮＰＯ法人持続可能な

開発のための教育の 10 年推進会議（ＥＳＤ - Ｊ）で国

際プログラムコーディネーターを務めております。昨年

７月よりオーストラリアのメルボルンにありますロイ

ヤルメルボルン工科大学で博士課程にも在籍していま

す。

　ちょうど１週間前、国立教育政策研究所の五島さんよ

り、夜中の電話がございまして、ジョン・フィエン教授

が突然来られなくなったと伺いました。昨年、たまたま

この分野に関して小さなペーパーを幾つか書かせてい

ただいたこともあり、ピンチヒッターでジョンの代わり

に話してくれないかということでした。チャールズ・ホ

プキンス先生をはじめ、会場にいらっしゃる皆さんも、

この分野では大変な先輩方を前に、私がお話しするのは

どうかと非常に不安になりましたが、小さな力でも何ら

かの貢献になればと思い、また、尊敬するこの分野の大

先輩でもあるジョン・フィエンのためにと思いまして、

この仕事を受けさせていただきました。

　オーストラリアのＥｆＳ /ＥＳＤ政策について、私の

知っている範囲でご紹介をさせていただきたいと思い

ます。

　こちらはオーストラリアの地図です。非常に大きな国

で、コアラとカンガルーとフットボールで有名なオース

トラリアなのですが、ここは世界で最も古い大陸でもあ

ります。厳しい自然環境、世界で古い大陸ということで、

土壌が風化しており、そのために土壌の栄養分も乏し

く、塩害、洪水、干ばつ、森林火災が気候変動による影

響を受ける前からもたびたび起こっています。こうした

独特の自然環境の中で、独自の生態系も発達し、皆さん

がよくご存じのコアラ、カンガルーといった有袋類や、

その動物が食性としているユーカリの木などをはじめ、

ユニークな植生が見られます。

　国土は日本の 21 倍あり、その中に日本のたった

15％に当たる 2,100 万人の人々が住んでいます。八つ

の州、準州から成っています。首都はキャンベラにあり、

先ほどのチャールズ・ホプキンス先生の話にあったカナ

ダと並んで、世界で二つだけ、多文化主義が憲法に明文

化されていて、先住民族であるアボリジニ、トレス海峡

島嶼民に対する政策、200 諸国からの移民、難民の受

入れを積極的に行っています。

　オーストラリアは、いわゆる持続可能性に関する課題

として、先進諸国が抱えている課題、失業問題、格差、

急激な都市化、集約農業・産業・生活による自然環境破

壊、競争社会といった、日本も抱えているのと共通の課

題を持っているのですが、そこにオーストラリアならで

はの気候や文化的な背景が加わり、オーストラリアの持

続可能性に関する課題が存在しています。すなわち、厳

しい自然環境の中で、人々がいかに自然を壊さずに生き

ていくのか、もろい自然生態系をどう維持・保全してい

くのか、先ほど申し上げたような多様な文化がどのよう

に共存していくのか、どんどん増えていく難民や移民と

どう共存していくのか、先住民族との関係をどう再構築

していくのかという課題です。

　国際的には 60 年代より環境問題の解決に向けて、開

発と環境に関する議論が始まり、その中から持続可能な

開発に関する議論が高まっていったかと思います。ま

た、それに関連する形で教育の役割が議論され、現在の

持続可能な開発のための教育に至ったというように、先

ほどのチャールズ・ホプキンス先生の話にもありました

が、オーストラリアでもそうした国際的な議論を受け、

認定ＮＰＯ法人持続可能な開発のための教育の10 年推進会議（ＥＳＤ-Ｊ）
国際プログラムコーディネーター

野口　扶美子

【オセアニア・アジア地域】

「オーストラリアのＥＳＤ/ＥｆＳ政策 
とその動向について 
－公教育セクターを中心に－」
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また、国内でも開発と環境と持続可能性、そして、教育

の役割に関する議論が高まりました。また、国内の議論

も同様に国際的にも反映をされていったかと思います。

　こうした国内の環境教育の人たちを中心とする教育

関係者の努力によって、70 年代頃から、環境教育とい

う視点から、持続可能性のための教育に向けた政策提言

が続けられました。その結果をもって、90 年代後半よ

り国内での政策や体制が整備されてきました。この中

でオーストラリア環境教育学会（Australian Association 

for Environmental Education）が中心的な役割を果たし

ております。

　先ほどの話にもあったのですが、ホプキンス先生に

オーストラリアはＥＳＤという言葉は使わないでＥｆ

Ｓを使っているけれども、ほかにそういう国はあるかと

質問させていただいたところ、アメリカ合衆国がそうだ

と伺いましたが、オーストラリアでもＥＳＤではなくＥ

ｆＳという言葉が主流になっています。

　これはＥＳＤに対する反発では決してなく、幾つか理

由があります。一つ目は、持続可能性に関する議論の中

で、Ecologically Sustainable Development という概念

が、オーストラリアの持続可能な開発に関する概念とし

て固められていきました。それが 90 年代ぐらいなので

すが、これもその頭文字を取るとＥＳＤで、その言葉自

体がオーストラリアの持続可能性に関する政策文書の

中で既に使われているため、言葉の混乱を避けるために

ＥＳＤという言葉が浸透しなかったと言われています。

　二つ目に、やはりＥｆＳという言葉での議論が非常に

長くあって、ＥＳＤという言葉が後から入ってきたため

に、ＥｆＳという言葉によりなじみがあり、ＥＳＤとい

う言葉がなじまなかったことです。あとは、一部の関係

者だと思うのですが、先ほどのアメリカ合衆国の事例と

一緒で、ＥＳＤという言葉の中に使われている「開発」

という単語に対して抵抗感を示す関係者がいることか

ら、ＥＳＤではなくＥｆＳという言葉が使われているよ

うです。いずれも、ＥｆＳにしてもＥＳＤにしてもほぼ

同じような意味合いで使われています。オーストラリア

でＥＳＤという言葉が使われるのは、特に国際的な文脈

においてユネスコを意識しなければならないときとの

ことです。

　オーストラリアでは、ＥｆＳの議論や研究の 80％が

学校教育を対象としていると言われています。実際に今

まで申し上げたような議論の成果が、90 年代後半から

の、特に学校教育を中心としたＥｆＳ政策に反映され、

そして、推進のための体制づくりが整っていきました。

お手元の資料に、1990 年代から発行された主要な政策

文書を紹介させていただいておりますが、この中で特

に、オレンジ色の文字にして表記している文書が、国の

推進体制の整理に直接影響してきた文書だということ

になっています。

　2000 年の国家行動計画によって、三つのＥｆＳ

を進める主要機関が設立されました。一つ目が、国

家ＥｆＳ協議会（National Council on Education for 

Sustainability：ＮＣＥｆＳ）で、こちらは 2000 年に、

National Environmental Education Council（ＮＥＥＣ）

という名前で設立され、2009 年の新行動計画の下で現

在の名称に変更されました。これは環境教育、ＥｆＳ

に関する国家委員会で、構成員はビジネス、産業、コ

ミュニティー、環境教育の専門組織、学校、職業訓練校、

大学、そしてＮＧＯが加わっております。年 2 回の会

合を開催しており、国家プログラム及び教材のオーバー

ビュー、国家政策や研究の優先順位付け、環境教育・Ｅ

ｆＳワーキングプログラムの設置と活動をしています。

２回の会合以外にも、ワーキンググループでの活動をし

ているということです。

　このワーキンググループには、外部の地域やＮＧＯな

どの関係者もメンバーに入っております。会合には、大

臣の承認付きのレターをもらって参加できるというこ

となので、自分が関わっている大学の仕事、学校の仕事

を公休として休んで、そうした活動に参加がしやすいよ

うな配慮がされているそうです。こうしたワーキンググ

ループでの議論の成果が、ＮＣＥｆＳ全員に共有され、

この協議会としての意見として承認されるという手続

になっています。

　二つ目の組織が国家ＥｆＳネットワーク（National 

Education for Sustainability Network：ＮＥｆＳＮ）で

す。こちらも 2000 年の行動計画を踏まえ、2001 年に

National Environmental Education Network（ＮＥＥＮ）

という名称で設立されましたが、2009 年に現在の名称

に変更になりました。こちらは、連邦（国）、州、準州

の環境及び教育に関する経歴を持つ、管理職以上の担当

者から構成されるネットワークです。特に文部省とサス

テナビリティ省（環境省）との間の調整、連邦政府と州・

準州の政府間の調整、州と州政府間の調整促進を目的

としています。こちらはオンラインベース、あとは紙媒

体を中心とした情報交換をしており、リソースの共有、

プログラム・教材開発の支援、環境教育・ＥｆＳに関す

る理論的基盤の構築、それから、後ほど申し上げますが、

ＡｕＳＳＩスクールプログラムの登録・実施の支援を

行っております。

　三つ目の設置機関が、オーストラリア持続可能性のた
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めの教育に関する調査研究所（ＡＲＩＥＳ）です。こち

らは2003 年にシドニーのマッコーリー大学の中に設置

をされました。最近ウェブサイトを見たときに、ＥｆＳ

という言葉がなくなって、Australia Research Institute 

for Environment and Sustainability となっていました。

略称は一緒なのですが、少し名称が変わっていて、ど

ういう経緯で変わったのかまでは調べることができず、

具体的な時期についても分からないのですが、2009 ～

2010 年以降かと思われます。こちらは国による研究所

として当初設置をされて、2009 年まで国による予算を

受けていました。政府が優先する課題の研究、パイロッ

トプログラムを実施しており、中でもＥｆＳの推進・阻

害要因分析、既存のプログラム・手法の評価、教材・プ

ログラム開発などを行ってきました。研究成果は国家主

導プログラムの実施や国・州・準州の計画策定に盛り込

まれていきました。2010 年より独立した研究機関にな

り、この頃に名前が変わったのではないかと思われます

が、今でも国のＥｆＳに関する優先課題を中心としたプ

ログラムを実施しているとのことです。

　非常に興味深いのは、これらの三つの機関が密に連携

をし合って設置されていることです。ＮＣＥｆＳが学校

や大学・企業などの現場の課題を拾い上げ、政府に対す

る報告を行っております。ＡＲＩＥＳ はＮＣＥｆＳが

明確にする課題をベースに、現場の課題分析、パイロッ

トスタディを実施します。研究結果は再び政府に報告

され、政策文書や支援体制が見直され、ＮＥｆＳＮは政

策文書のレビューや提言を行うとともに、連邦（国家）

政府と州、州と州との間の調整を行っているとのことで

す。三つの機関がうまく連携し合うことで、実践と研究

と政策が結び付いたアクションリサーチが、国家レベル

で展開しているような位置付けになっています。

　ここでオーストラリアの教育制度についてご紹介さ

せていただきます。オーストラリアでは連邦政府、国家

政府が教育方針やガイドラインを策定します。一方で、

州政府が教育に関する決定権を持ち、教育の枠組み、教

育指導要領を策定・実施する権限を持っています。

　資料の「準備学年」はキンディ、プレスクール（幼稚園、

就学前教育）のことです。それから１～６年生、クイー

ンズランドでは７年生までがプライマリー（初等教育）、

７年生又は８～ 10 年生がジュニアセカンダリー（中等

教育における中学校）、11～ 12 年生がシニアセカンダ

リー（中等教育における高等学校）となっており、１～

10 年生が義務教育期間となっています。

　学習教科なのですが、Key Learning Area（ＫＬＡ）

と呼ばれている八つの教科領域があります。こちらは英

語、数学、科学、社会と環境、芸術、自己啓発及び保健・

体育、言語、テクノロジーの八つの科目になっています。

また、それとは別に、80 ～ 90 年代に各州で導入され

た総合的学習カリキュラム（Integrated Studies）があ

ります。こちらは日本の「総合的な学習の時間」と似た

ようなカリキュラムになっていて、異なる教科間につな

がりを持たせ、学習により意味を持たせる工夫をするた

めに導入されました。探究学習を基本に、知識、技能の

両方を能動的に学ぶ力を養うことを目的に導入されて

います。

　この探究学習というのは、課題を見つける、調べる、

まとめる、結論を導く、行動を起こす、振り返るという

六つのステップで進められているカリキュラムで、教員

は教えるというよりは、どちらかというと、生徒の自由

な意見を引き出すためのファシリテーター役に撤する

ということが強調されています。

　こうした一連の政策文書や推進体制を整備していく

中で、国主導のＥｆＳイニシアチブとして始められた

のが、Australia Sustainable School Initiative（ＡｕＳＳ

Ｉ）というプログラムです。オーストラリアの通称「オー

ジー」をもじって名前が付けられています。こちらは

2000 年の国家行動計画が概念的な枠組みとなってお

り、国家環境教育声明、2005 年に出された声明文で洗

い出された目標がベースとなっています。

　シドニーのあるニューサウスウェールズ州、メルボル

ンのあるビクトリア州で、18 か月間のパイロットスタ

ディが実施され、2005 年からの本格的な実施へとつな

がりました。先ほどチャールズ・ホプキンス先生のお話

の中にもありましたホールスクールアプローチがこの

プログラムの中で強調されており、学習教科、教える内

容だけではなく、学校の経営、例えば学食の運営、学校

生活の全て、そして地域とのつながり、校舎や校庭の設

計、全てを含んだ形でＥｆＳを進めていくということが

強調されています。

　希望校による登録制度で、小学校、中学校はオース

トラリアには私立を含めて 9,600 校余りあるのですが、

そのうちの約 30％、3,000 校が登録を現在していると

いうことです。

　新しいプログラムをＥｆＳとして学校でするのでは

なくて、既存の環境学習プログラムとの関連付けをしな

がら、ＥｆＳを進めていきましょうということが強調さ

れています。また、行動を通した学習サイクルを実践す

ることも推奨されています。

　国際的には、ユネスコスクールがＥＳＤを強く推進

しているのですが、オーストラリアではユネスコスクー
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ルの数はとても少ないです。どうしてかというと、やは

り、ユネスコがユネスコスクールをＥＳＤの強化推進の

ために始めたよりも前に、ＡｕＳＳＩスクールが始まっ

てしまっていたという経緯もあり、オーストラリアはど

ちらかというとユネスコスクールの普及や促進にはそ

れほど力が入っていないような印象があり、一方で、こ

のＡｕＳＳＩスクールは元気がいいという感じがあり

ます。

　この行動を通した学習のサイクルでは、四つのステッ

プを踏むことになっています。監査と基礎データの収

集、目標設定と行動計画の策定、行動計画の実施、モニ

タリングと評価、成果の批判的振り返りと行動計画の改

善ということを通して、より持続可能性に近づいていく

ようにホールスクール（全校）、学校に関わる全ての人

がＥｆＳにコミットをしていくことが求められていま

す。

　ＡｕＳＳＩを支えるための仕組みも整えられていま

す。ＮＥｆＳＮ内のＡｕＳＳＩスクール支援のための

ワーキンググループが、登録校への支援を行っていま

す。また、各州に連邦政府から予算が配分されており、

そのＡｕＳＳＩスクールを支援するためのファシリ

テーターを雇用するための予算も付けられています。こ

のファシリテーターというのが、ＮＧＯや企業、コンサ

ルティング会社や個人など、プロとしてＥｆＳを進めて

いる人たちなのですが、州によって雇用されて、ＥｆＳ

の理解向上、実施に向けた学校の体制づくり、プログラ

ム開発の支援を行っているとのことです。

　ＡｕＳＳＩの事例も集められており、こちらは「AuSSI 

School Case Study」と入れてサーチエンジンで探すと

すぐに出てきますので、ご覧いただければと思います。

　ＡｕＳＳＩスクールの成果について、幾つかご紹介さ

せていただきます。目に見える成果としては、水やエネ

ルギーの節約、ごみの少量化につながり、それが学校の

経費節減にもつながったと言われています。一方、目に

見えない成果として、生徒が学校への誇りを感じるよう

になった。落書きや学校備品の破壊行為が減った。学校

内関係者の協力が進んだ、保護者や地域コミュニティー

が学校に関与するようになった。先ほどＰＩＳＡの話も

出ていましたが、読み書き、計算能力の向上。それから、

男子生徒のリーダーシップ能力が向上するようになっ

た。出席率も向上した。校風も改善したということが言

われているようです。

　一方で、課題もあります。全体としてＥｆＳを理解す

る教員、ファシリテーターと人々が、やはり依然として

不足しているということ。ホールスクール（全校的）ア

プローチを取る上での教科の壁、持続可能性を横断的に

進めていくための、情報や能力の不足というものがあり

ます。また、持続可能性そのものが、学校の現場で十分

に理解をされていない。そして、州と州の間でＥｆＳに

関する理解や熱意、施策に大きな違いがあるという大き

な問題があります。

　こうした課題を乗り越えるための試みもなされてい

ます。その一つはＡＲＩＥＳが進めている教員養成課程

の学生向けプログラム開発です。ホールスクールアプ

ローチでＥｆＳを進めていく能力を身に付けるための

プログラムで、クイーンズランド州の五つの大学でプロ

グラム開発が 2006 年に実施され、そのプログラムの結

果と、新たに幾つかの大学の調査も踏まえて、ＥｆＳを

ホールスクールで進めていけるためのプログラム実施

における推進課題の分析なども行われました。そうした

結果を踏まえ、「持続可能性カリキュラムの枠組み：カ

リキュラム開発者と政策立案者のためのガイドブック」

も発行されています。

　学校外での取組について、少しご紹介させていただき

ます。2009 年の国家行動計画の改定で、あらゆるセク

ターでのＥｆＳの強化・推進が明記されています。いろ

いろな分野で活動はされているのですが、ＥｆＳの視点

から見たこれらの教育的効果の分析というのは、まだま

だこれからです。企業、あるいは国立公園や自然公園な

どでのインタープリテーション、コミュニティー向け

の自治体による取組があります。一例としては、ニュー

サウスウェールズ州における多民族向けのプログラム

などが挙げられます。

　また、各州にある環境教育センター、環境保全ＮＧＯ、

地域づくりのＮＧＯが行っているプログラムもありま

すが、あらためてこの多様な取組が、ＥｆＳという視点

から拾い上げられ、そして分析されるにはもう少し時間

が必要という感じです。

　最後に、最近聞いた非常に大きなニュースをご紹介さ

せていただきます。現在の文部大臣でもあり、元環境

大臣でもあり、ロック歌手でもあるピーター・ギャレッ

ト大臣は、環境教育やＥｆＳに非常に熱心な方で、そう

した背景もあり持続可能性、アジア、先住民族を三つの

オーストラリアの教育カリキュラムの大きな柱とする

ということを決めました。現在、2015 年に向けて、こ

れらを三本柱に教育カリキュラムを再編成中とのこと

です。

　ご質問されたい方、今、ここで聞きたいと思ったけれ

ども、私が言わなかったことなどあったかと思います

が、お気軽にご質問いただければと思います。
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　私の発表は以上です。ありがとうございました。
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　皆さん、こんにちは。私が今からお話しする内容は、

我が研究所が報告書として出しております分厚い報告

書（※ 1）、また薄い報告書（※ 2）、それから、今年出し

ました薄いパンフレット（125 ページ参照）にまとめたも

ののエッセンスです。したがって、今までお話しいただ

きました３人の先生方とは多少文脈が違うということ

をあらかじめご了解いただきたいと思います。

　我が研究所がそういう報告書を出したのは一体どう

いうことかというと、先ほど尾﨑所長のご挨拶にありま

したように、ＥＳＤを学習指導要領で位置付けた場合

に、どのようにして実際にＥＳＤの授業を行っていくの

か、非常に大きな問合せがありました。それを具体的に

このようにしたらいいということを提案しなければい

けなかったわけです。したがって、一言で言いますと、

ＥＳＤの授業を実際に行う場合に、ＥＳＤたらしめてい

るものは一体何かということからの問いを発しました。

　そこで、大きく四つに分けてお話をしたいと思いま

す。１番目は、今、なぜＥＳＤかということです。つま

り、ＥＳＤということをなぜ問題にしなければいけない

のか。２番目は、ＥＳＤというのは一体何を目的とし

ているのか。３番目は、先ほど申し上げましたように、

ＥＳＤの授業と普通の授業が違うということをやはり

言わなければ、このＥＳＤの授業をしたことにならない

と思います。したがって、ＥＳＤをＥＳＤたらしめてい

るものは一体、何かという形で、大きく三つに分けて、

要因を抽出しました。一つは、構成概念と言われるもの

です。もう一つは、能力・態度と言われているものです。

それから、授業を組む場合の留意点のようなもの、ある

いは授業を組むときの一つの配慮しなければいけない

事項です。そのような三つのことにたどり着きまして、

更にそのたどり着いたものを基に、実際に授業に落とし

込むにはどうしたらいいかということで、４番目の方に

「ＥＳＤの学習指導過程の具体化」をどうしていくかと

いうこと、この四つを今からお話ししたいと思います。

　今、なぜＥＳＤかということなのですが、これは資料

にも書いてありますように、2006 年の関係省庁の連絡

会議において、こういうことが言われています。「全て

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」。これを満たすために、実際に各教科

などの授業においてどのようにＥＳＤを実践すればい

いのか、あるいは、持続可能な社会づくりに関する問題

を解決していくためにはどうすればいいかということ

です。これがこの問題設定、あるいはこのような時代背

景が、今なぜＥＳＤかということです。

　こういうことが決まってくると、私たちの研究所は主

に学校教育を対象にしていますので、学校教育における

ＥＳＤの実践ということから、今までのＥＳＤという名

国立教育政策研究所 教育課程研究センター 基礎研究部部長

角屋　重樹

【日本】

「持続可能な発展のための教育（ＥＳＤ）  
とは何か」

※ 

※ 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。本発表におけるＥＳＤの邦訳では、
何れも同じ趣旨としてとらえたうえで、「持続可能な発展のための教育」とする。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。



各地域におけるＥＳＤの現状と課題についての発表

36

の下で行われている学習指導の事例を収集しました。い

ろいろなものがあるのですが、環境に関するもの、これ

は非常に多かったです。あるいはエネルギーに関するも

の、自然災害に関するもの、防災に関するものなどが出

てまいりました。このほかにも人権に関するもの、平和

教育に関するもの、国際理解・協力に関するものなどが

いろいろあります。

　では、環境に関する実践をしたら、それは本当にＥＳ

Ｄと言えるのでしょうか。先生方、いかがでしょうか。

あるいは、防災をテーマに取り上げたら、そういう学習

指導を組んだら、ＥＳＤと言えますか。あるいは国際理

解に関するテーマを採り上げたらＥＳＤと言えますで

しょうか。

　先ほどホプキンス先生が、カナダのいろいろな学校で

扱われているテーマが非常にたくさんあるということ

を示されました。わが日本においても、小学校関係では

三十幾つの教育があるのです。金銭教育、○○教育、×

×教育とあるのです。名前はいいのですが、例えば金銭

教育であれば、何をしたら金銭教育かということは一つ

も言っていないのです。それと同じように、エネルギー

に関する教育をしたならばＥＳＤと言えるのか、あるい

は防災に関する教育をしたならばＥＳＤと言えるのか

どうかということなのです。

　そこに問題があるのです。そこに書きましたように、

それぞれのテーマをどのように扱えばＥＳＤと言える

のかということを、まず決めなければいけません。それ

がＥＳＤの成立要件を明らかにするということなので

す。

　そこで、そのような問題意識の下で実際にやりました

のは、このＥＳＤとはということで、まず、ＥＳＤの目

的を定めなければいけません。そこでいろいろな資料を

収集して、まとめて整理していくと、ここに書いてある

ような形で収まったわけです。それは「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」という形に規定しました。

　この目的が規定されない限り、後の作業が進まないも

のですから、一応このような目的を定めました。そのと

きの一番大きなキーワードは何かということが大きな

問題になり、何がＥＳＤたらしめているかということ

で、一番大きなものは何かといいますと、目的に「持続

可能な社会」ということが入っているかどうかです。そ

こから考えざるを得なくなってきたわけです。したがっ

て「持続可能な社会」という形を大きなキーにしまして、

次のように考えました。

　持続可能な発展のための教育の成立要件をまず明確

にしようというわけです。それも学習指導過程上という

文脈においてです。

　そこでまず、学習者に構成される構成概念をまず明ら

かにしようというわけです。２番目は、そうしたら重視

する資質や能力を明らかにしようというわけです。そし

て、学習指導過程上の留意点を明らかにしようというわ

けです。そのような三つの大きなカテゴリーに分けまし

て、実際に作業を進めました。

　まず、学習者に構成する構成概念ですが、その結果は

既に先生方にお配りしておりますパンフレットの中に

書いてあります。これがどうして出てきたのかという

と、ＥＳＤの目的に照らし合わせていろいろな資料を集

め、共通するものを集約して、整理・統合していったわ

けです。そうすると、多様性、相互性、有限性、公平性、

連携性、責任性というような、まだほかにもあると思い

ますが、一応この六つぐらいに集約できました。

　この集約したものは、具体的に「環境の側面」と「意

思・行動の側面」という形で、つまり子どもたちが働き

掛ける対象と、それから子どもたちの内面的なもの、あ

るいは行動的なものという大きく二つに分けて、その構

成要素、相互作用、変化という視点から整理していくと、

このような形の分類ができたわけです。そして、それを

多様性、相互性、有限性、公平性、連携性、責任性とい

うキーコンセプトで一応くくることができました。これ

が構成概念の大きなあらましです。これはもう少し易し

く、言葉が固いと、実践者の方々はなかなか分かりにく

いとおっしゃるものですから、協力者の先生方、研究官

が集まりまして分かりやすい言葉に直しましたのが、こ

こに書いてあるようなものです。

　このように出しますと、根拠はどこにあるかというこ

とが問題になります。それは、このような資料です。関

係省庁連絡会議の「持続可能性の基礎」というところに

八つぐらいのものがあります。

　それから、そこに列挙してあるような五つぐらいのも

のがありました。

　更に今度は英国の 2005 年の資料（教育技能省）によ

りますと、このような資料が出てまいります。このよう

なものを一応、全部集めまして、共通性と差異という視

点で全部、構成概念を整理していったわけです。それが

そこに挙がったようなものです。

　次に、能力や態度はどうなのだということなのです

が、これも同じような手続を取りました。

　先ほど申し上げましたように、まず目的に照らし合わ



各地域におけるＥＳＤの現状と課題についての発表

37

せて、そこから一応、学習指導で重視する能力・態度を

七つぐらいに出したわけです。「批判的に考える力」と

いうのはあまりいい言葉ではない、クリティカル・シン

キングと言った方がいいのではないかと思うのですが、

よく使われておりますので、「批判的に考える力」とし

たわけなのです。２番目に「未来図を予想して計画を立

てる力」、立案する力ですね。あるいは「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」といった形で整理できました。

　この根拠はというと、そこに書いてある資料に基づき

ました。それは先生方のお手元の資料を見ていただけれ

ばと思いますが、そういう資料を、全部、整理、統合し

ていったわけです。そのように統合していきますと、先

ほどの能力・態度になりました。

　今度は、留意事項です。実際に指導過程を組む場合に

どうしたらいいのか。

　それは、このようなポイントが要るのではないかとい

うわけです。一つは教材です。学習課題あるいは内容を、

内容的、空間的、時間的につなげてみようという形です。

あるいは、学習者同士、学習者と他者の立場、あるいは

世代の違う人々、学習者と地域・社会をつなげてみよう

とか、あるいは、身に付けた能力や態度を具体的に行動

し、実践につなげることが重要だということが分かりま

した。

　そうすると、キーワードは「つながり」なのです。①

～③を見ていただくと分かりますように、つながりとい

う形のもので、抽出することができます。だから、留意

事項はどうなるのかというと、時空間のつながり、内容

のつながり、人間同士のつながり、あるいは行動や実践

とのつながりという形になってまいります。そのような

形でつなげればいいというわけです。

　今まで申し上げたようなものを例に、実際に指導過程

にどのようにして組むか。その前に根拠を言っておかな

ければいけませんので、そのつながりを出すために、こ

ういう資料を見ましたということです。そこから先ほど

言いました形で整理をしていったわけです。

　そして、具体的に授業を組む場合にどうすればいいか

というと、今までの授業と何が違うのだという形のもの

が出てきたので、一つ、教師によって言い方は違います

が、単元名や題材名はそんなに大きく変わらないだろう

と。ただ、2 番目に書いた「ＥＳＤの視点の明確化」と

いうのは、先ほど言った構成概念や能力、態度というも

のが引っ掛かってくるだろうというわけです。そのよう

なものを明確にしておかなければいけないというわけ

です。つまり、その授業で、その単元で、ＥＳＤたらし

めている視点から、こんなものを入れておいた方がいい

のではないかというわけです。そのようなものを基に、

単元あるいは題材の目標を設定する。実際に単元の計画

を作る。そして実際に授業をするという形です。

　こういう形で研究所が出したものを提案しており、こ

れは後から五島先生からご紹介があると思いますが、い

ろいろな学校で実際にこのフレームワークと言われる

ものが使われています。使われているということは、か

なり妥当性のあるものだろうと思います。ただ、妥当性

のあるものだと言いながら、やはり絶対的ではありませ

んので、更にバージョンアップが必要ではないかと思っ

ています。

　そういうことを報告させていただいて、私どもの発表

としたいと思います。どうもご清聴ありがとうございま

した。

※ 1　学校における継続可能な発展のための教育　
　　（ＥＳＤ）に関する研究〔最終報告書〕

※ 2　学校における継続可能な発展のための教育　
　　（ＥＳＤ）に関する研究〔第Ⅰ部抜粋版〕
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