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五 島： 皆さま、こんにちは。これから90 分間、ＥＳＤ

の世界的な潮流についてパネルディスカッションを行い

たいと思います。年末のお忙しい中、これだけの方にお

集まりいただき、本当にありがとうございました。なる

べく素晴らしいパネルディスカッションにできるように

心掛けて進行したいと思います。

　４名の先生方、素晴らしい講演をありがとうございま

した。最初は、会場の皆さまから受けている質問に答え

ていただいて、それからこちらでパネルを進めていきた

いのですが、今回はフォーカスをある程度絞りたいと

思っています。実はＥＳＤというのは、学校教育とい

うフォーマルエデュケーションだけではなく、ＮＰＯ、

ＮＧＯなどいわゆるインフォーマルエデュケーション、

ノンフォーマルエデュケーションの全ての部分を含む

わけですが、90 分ということを考えると非常に拡散し

てしまいます。今回は申し訳ありませんが、あくまで学

校教育を意識して、学校教育と関わりのあるところでパ

ネルディスカッションを進めていきたいと思います。Ｎ

ＰＯや博物館などいろいろな活動もそれだけで単独で

話していただくのではなく、常に学校教育を意識してご

意見いただければと思いますので、よろしくお願いいた

します。

　では最初に質問がありますので、それぞれのパネラー

に対して私から読み上げたいと思います。まずリカード

先生に対して質問があります。私から二つの質問を読み

上げますので、同時通訳を聞いていただいて答えていた

だければと思います。よろしくお願いします。

　質問です。これはチャールズ・ホプキンス先生にも関

わるのですが、課題発見、調査、まとめ、発表、行動

を取り入れている授業が、ＥＵや北米でもありますか。

このようなプロセスを取り入れている授業があったら、

実際どれぐらいの時間数でどれぐらいの内容があるか

教えて欲しい。もし分かりましたらお願いします。

　次の質問です。ＥＵの共通政策の一つにＥＳＤの取組

があるというお話がありました。どのような組織が運営

しているのか、どこまで加盟国に求めるのかをもう少し

具体的にお願いします。

　リカード先生、この２

点についてお願いしま

す。

リカード： より複雑そう

な二つ目の質問から答

えようと思います。欧州

の共同体の仕組みについ

てわかりやく説明するた
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め、まず皆さんに理解してほしいのは、欧州連合（ＥＵ）

は政府であり、二つのレベルから成り立っているという

ことです。一つは政治的なレベルで、27 か国全ての加

盟国の代表者、すなわち政治戦略、方向性、目標を定め

る代表者が参加します。参加者が集まり、欧州理事会を

構成しています。それとは別に、指令と呼ばれる政治的

方向性を実践に移すことを任務とする人々がいます。環

境、教育・研究、エネルギーなど、様々な分野でそれぞ

れ一般的な方向性が定められることがヨーロッパでは

問題になっていますが、他の多くの国でもそうだと思い

ます。どのように実践に移すか、どのような方向に向か

うか、一般的な方向性が定められ後、難しいのはこれら

の決定を横断的に実践に移すことです。持続可能な開発

も状況は同じで、というのも、まず分野ごとに考え、そ

の後全ての分野を架橋するように横断的に取り組むこ

とが課題となっているわけです。条約により定められた

複数の段階があり、それらは持続可能な開発あるいは持

続可能性を推進するプロセスとして活用されています。

　私は先ほどのプレゼンテーションの中で、リスボン戦

略で打ち出された持続可能な開発に関する欧州戦略に

おいて、教育が欧州で持続可能な開発を実現する最も良

い方法だとされていることを述べました。国によってい

くつか顕著な違いが見られるため、欧州レベルと国家レ

ベルで同じ指令をもつことは不可能だということを理

解するのも重要です。そのため、ＥＵで実践に移される

スキームと各国で実践に移されるスキームが、二つの補

完的な、時には重複するスキームとして存在するのを目

にすることがあります。ＥＵと国連の欧州経済委員会が

並立しているため、どういった難しい状況が生じるかに

ついても申し上げました。簡単ではありませんが、リス

ボン戦略が 2000 年に導入されて以降、私たちは前進し

たと言ってよいでしょう。2015 年以降の次のステップ

は欧州にとっても何かもっと明白なものになるよう期

待しています。なぜなら、一方でＵＮＥＳＣＯによって、

他方でＵＮＥＣＥによって適用される、二つの戦略が政

府レベルで並列に存在することの難しさを人々はよく

口にしているからです。

　最初の質問については、フランスを例に答えます。フ

ランスではＥＳＤを―実はそれは持続可能な開発に向

けた環境教育と呼ばれたのですが―2005 年から導入し

ました。当時はまだＥＳＤの実践が始まったばかりで、

予備的なアプローチを正式なものへと形作る必要があ

りました。そこには三つの段階がありました。第１段

階は、教育省の署名による文書が、二つの学校プログ

ラムで持続可能な開発に向けた環境教育を義務化する

ことを明記したことでした。第２段階は、科目ごとに

ばらばらに教えるのではなく包括的なアプローチでど

の科目でも持続可能性を教えるには、学校内部のアプ

ローチをどのように変えるか考えることでした。2005 

年、2006 年、2007 年に知識・実践に向けた共通アプ

ローチの準備を開始し、2009 年までには導入しました。

2009 年から 2010 年には、全ての学校課程を改定し、

教師に持続可能な開発について考慮に入れてもらうよ

うにしました。それなりによく説明されましたが、通常

は持続可能な開発という言葉は明示されておらず、教員

にはグローバルなアプローチを念頭に置くことが求め

られました。

　現在、フランスはその発展の最終段階にあり、学校の

教育課程及び成果について評価することが課題となっ

ています。また、それぞれ独立に動いているように見え

る学校制度と高等教育制度の間のギャップを埋めるこ

とも課題となっています。私の見解では、初等中等教育

から高等教育まで教育に連続性をもたせることと、生涯

教育を含めた全ての教育段階でグローバルなアプロー

チを取り入れることが必要です。

五 島： どうもありがとうございました。次に、ホプキ

ンス先生に質問があります。少しまとめて答えていただ

ければと思います。時間の関係がありますので、３分ぐ

らいをめどに答えていただけるようにお願いします。

　一つは、ＥＳＤを行うと質の高い教育につながるとの

ことですが、ＥＳＤにおける質の高い教育の特徴とは何

ですか。二つ目は、それに似ているのですが、皆さまも

関心がある話題だと思います。ＥＳＤを行うと学力向上

と両立しますか。いわゆるテストの点数や受験に役立ち

ますかということです。三つ目は、先ほどアメリカ合衆

国やカナダにはＥＳＤの未来に明るい見通しがあると

話されましたが、もう少し具体的にご説明ください。よ

ろしくお願いいたします。

ホプキンス：私たちが追

求している質の高さに

は、二つの側面がありま

す。一つは、例えば北京

西部で６年前に学校制度

がＥＳＤの方向に大きく

転換したことに見られま

す。現在ではその地域の

高校の卒業生たちは、以

前には入学できなかったようなトップレベルの大学へ
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の入学を果たしています。中国ではトップ１％しか入学

できないというような大学があるのです。北京西部の学

校は、ＥＳＤを取り入れれば生徒の点数が上がるようだ

ということに気づきつつあります。同じことがモンゴル

でも見られています。トップレベルの小学校や中学校は

何年も前にＥＳＤを取り入れており、それを非常に重視

しています。

　カナダ、フィンランド、オランダ、アイルランドなど

いくつかの国の校長先生と話した際に聞いたところで

は、ＥＳＤの導入によって生徒の知的な関与が強くな

り、出席率が上がり、校内の士気が高まり、校内暴力の

ような問題行動が減っているそうです。必ずしも数学や

国語などの学業達成ではないかもしれませんが、成績優

秀な生徒だけを引き付けているのではなく、全ての生徒

のための教育の質だと私たちが考えているような側面

が全般的に向上しているのです。そうした教育の質には

相乗効果があります。

　もう一つの質問、なぜアメリカ合衆国とカナダの将来

が明るいと述べたか。それは、特にカナダでは 10 州と

３準州の教育担当の閣僚たちが、国家レベルでの枠組み

が必要だと合意し、過去２年間その構築に取り組んでき

たからです。まさに日本で国家レベルの枠組みを作ろう

と努力しているのと同じです。この枠組みが消えること

はないでしょう、というのも生徒や学生がそれを要求し

ており、親もその重要性を理解し要求しているのです。

ですから、カナダにおける最も大きな問題は、教育機関

やシニアリーダーたちが成すべきこと成せるようにす

るにはどうしたら良いかということでしょう。ほとんど

の教育学部では教授たち自身が教員養成の方法を変更

していくのに多大な支援を必要としているのです。

五 島： ありがとうございました。先ほど事例として具

体的にＥＳＤを行うと学力が向上している例をご説明

していただきました。

　次に、野口さんに２件お願いします。オーストラリア

の総合的な学習の時間では、具体的にどのような教材を

使ってＥＳＤに結び付けているのか。また、日本でそれ

を実現させるとしたらどのように改良して実現するこ

とができますか。オーストラリアのいい事例を日本にサ

ジェスチョンしてくださいということです。

　もう１点は、課題の中で教科の壁と述べられていまし

たが、ＥＳＤを一つのパイプとすれば逆に教科の壁は緩

和できるのではないかと感じています。どのようなとこ

ろが教科の壁となっているのか詳しく説明してくださ

い。お願いいたします。

野 口： ご質問ありがと

うございます。まず、オー

ストラリアの総合学習の

具体的な事例ということ

なのですが、私の知って

いる範囲で答えさせてい

ただきたいと思います。

　先ほどの発表の中でも

申し上げましたが、オー

ストラリアの難民と多文

化共生の問題は非常に大きな問題でもあります。個人的

なことですが、現在、私の子どももオーストラリアの学

校に通っており、英語の集中コースに行っているのです

が、授業を受けながら英語の集中コースに通う難民の

子どもたちが同じ学校内に 30 人いると聞きました。30 

人というのは日本が年間に受け入れている難民の数と

ほぼ同じで、一つの学校にそれだけの難民の子がいると

いうことです。

　その子たちの学校内での理解を促進するために、総合

学習の時間を活用して、学芸会のような校内イベントが

あります。お芝居や劇、歌を歌うというのが全ての学年

に共通しているのですが、それぞれの学年でいろいろな

難民や移民の子のバックグラウンドの国を選び、その国

について集中的に勉強して、最後に発表の場として音楽

やお芝居を通して皆さんに伝えるという取組をしてい

ます。

　それは学校全体の取組ですが、一方で英語の集中クラ

スに通うような難民の子どもたちにも総合学習が行わ

れています。そこでは例えば、どのようにしてオース

トラリアにやって来たのかというようなことをクラス

にいる子どもたちがお互いに分かち合うような授業も

あります。やはり多様な子どもたちがいて、普通に飛行

機に乗ってオーストラリアに来る子もいれば、難民船で

やって来る子もいます。そのような話を聞いて、１人の

子どもの背後には本当に多様でいろいろなバックグラ

ウンドが存在しているということをお互いに聞き合っ

て理解するとともに、本当に大変な思いをしてきている

子どもたちもいるので、その子が受けてきた傷を乗り越

え、支えていけるようなきっかけの一つとしてそういう

授業を活用しています。また、総合学習は環境という

テーマだけではなく多文化共生の議論にかかわってく

るのですが、その子のセルフエスティーム（個人の尊厳）

を高めていくための授業にも活用されているのではな

いかと思われます。

　二つ目は、教科の壁をどうしたら乗り越えられるか
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というご質問についてですが、ホールスクールアプロー

チをしていく上での成果と課題の分析を、政府が行って

います。その中でＥｆＳを主流化していく上での大事な

点として、五つのポイントを挙げています。「カリキュ

ラムを変えていくために学校内外の関係者との協働を

進めていくこと」「持続可能性の学習を進めていけるよ

うな校風をつくっていくこと」「教科の中のＥｆＳ的要

素をつないでいくこと」「総合的学習のための時間と場

をつくり出していくこと」「体験型学習を提供していく

こと」が挙げられています。一つの教科の中で何とかし

てつなげようということだけでなく、全体の環境づくり

が大事なのではないかと思いました。

　それに少し関連するのですが、ジョン・フィエンを中

心とするＲＭＩＴ大学の研究グループが、学校と地域

の連携について大事な点を報告しています。「学校が地

域との連携をうまく進めていくには、学校の気質を変え

ていく、学校の校風づくりである」「ＥｆＳをやってい

ることで学校がある程度の知名度を上げることで、理解

が促進される」「規模が大きすぎる学校では難しく、小

さめの学校の方が地域と連携してＥｆＳを進めやすい」

「学校が単独でやるのではなくて、活発にＥｆＳを進め

ているほかの学校とネットワークをつくっていくこと」

「地域の自治体政府（ローカルガバメント）がうまく関

与していくこと」「地域の関係者との距離感」、これは地

域の関係者のところに歩いて行ける距離がいいと具体

的なことなどが挙げられています。

五 島： 丁寧に説明していただき、ありがとうございます。

　次は、国研のフレームワークを説明してくださった角

屋先生に対する質問です。まずは、日本の教育現場では

ＥＳＤが定着しているように思われないが、先生はどの

ように思われますかということです。

　もう一つ、似たような質問なのですが、それに伴って、

ＥＳＤは学校教育や社会教育、生涯学習の中でどの程度

普及していますか。学校が積極的に受容している状況が

見えませんが、その要因は何であると考えますか。うま

くいっていないのはどういう要因ですかということです。

　最後に、教育行政がどこまで本気でＥＳＤを推進しよ

うとしているのか問いたいということです。先生が答え

られる範囲でお願いいたします。

角 屋：今、ご質問が三つぐらいありましたが、全てに

共通するキーワードは普及ということです。普及という

ことで一つにくくれると思います。なぜ普及しないかと

いうことなのですが、普及している、普及していない

をどのようにとらえるか

は人によって違うのだと

思いますが、例えば高等

学校の社会科などでは指

導要領に明記されていま

す。指導要領に明記され

ている以上、日本の国で

はそれに従って指導がな

されています。そういう

意味では普及しているわ

けです。それが一つの考え方です。

　もう一つは、全ての教科で全ての学校でという意味で

の普及と考えると、それはそれぞれの学校が個性、特色

ある学校と言っていますので、全てという形で普及させ

るわけには多分いかないと思います。

　ただ一つ、前者と後者をうまく折衷する方法として

は、総合的な学習の時間をうまく利用して、ＥＳＤとい

う形でくくる方法があります。私はそういう意味を考え

るべきではないかと思います。

五 島： 更にもう一つ、先ほどのフレームワークについ

てなのですが、学校においてＥＳＤはやらなければなら

ないものか、やった方がいいと思っておられますか。こ

れだけ理論的に難しい概念で、フレームワークが難しい

か易しいかという議論もあるのですけれども、認知度も

広がらないし実践も進まないと思うのですが、留意事項

として説明された「つながり」は簡単な言葉だが実践で

は難しいと思うということです。実践しているところが

多いというのは本当ですか、根拠はどこにありますかと

いうことです。いかがでしょうか。

角 屋：その根拠は、例えば先生方、算数や数学の小中

学校の教材系統を見てください。あの教材系統は全部つ

ながっているのですよね。理科も今度は小中学校まで全

部つなげましたね。そういう意味からするならば、教材

の学習内容という視点ではつながっていると思います。

そういうとらえ方ができます。

　今度は、キーワードとしてのつながりというところで

非常に難しいのは、学校教育と地域のＥＳＤのつながり

をどうするかということです。少し考えていただきたい

のですが、学校教育と地域教育というのは本来的には

違った目的なのです。どういうことかというと、学校教

育である限りにおいては教育的価値を付与しなければ

ならないのです。もし学校教育外だったら、教育的価値

をそれほど考えなくてもいいわけです。
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　例えば環境を例に取ると、学校教育外なら、環境問題

教育でいいのです。環境問題を解決するための教育でい

いのです。学校教育ならば、環境問題を解決するのでは

なく、そこに教育的価値を付与しなければいけないとこ

ろがあります。やはりその違いを意識しないと、ＥＳＤ

も単なる流行に終わるのではないかと思います。ですか

ら、学校教育の関係者はその辺をきちんと整理しておか

ないといけないという形で、今回のフレームワークは、

難しいと言われるかもしれませんが、能力、資質、ある

いはつながりという形で提起しました。

五 島： ありがとうございます。実は、こちらの参加者

の中にも国研のフレームワークを実践している方も来

られています。フレームワークがどのように使われて

いるかを和歌山県と、先ほども話が出たユネスコスクー

ルの中でもこういう方法でフレームワークを使ってい

るということで、岡本先生が報告書を書いてくださいま

した。岡本先生、その点についてお願いします。実は

岡本先生もこの開発のメンバーでしたので、実際に使っ

てもらった感想やデータも持っていると思われますの

で代弁者としてよろしくお願いします。

岡 本： 岡山理科大学の岡本です。先ほど角屋先生がご

紹介された国研のプロジェクトに４年間、客員研究員と

して参加させていただいておりました。研究は昨年度

末で済んだのですが、やはりこのフレームワークをもっ

と広げたいということで、今いろいろな学校で使ってい

ただいています。実際に私自身が実践しているわけでは

ありませんが、幾つかの実践についての情報を現在集め

ています。

　資料（「ＥＳＤの学習指導課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、二つの事例

が載っています。その一つが、いわゆるユネスコスクー

ルについての取組です。富山市立中央小学校の取組なの

ですが、この学校は 2009 年にユネスコスクールに指定

されてＥＳＤに取り組んでいます。ご存じかと思います

が、ユネスコスクールの場合、ＥＳＤの年間の全体計画、

４月から３月までの年間指導計画、各教科などでどのよ

うにやっていくかを作ってやっておられます。通常はＥ

ＳＤカレンダーといわれているものです。

　この学校でも、例えば環境や人権、国際などという

キーワードでそういうＥＳＤカレンダーを作ってずっ

と取り組まれていたのですが、その中にそこで取り上げ

ているＥＳＤに関連するいろいろな単元を全て、先ほど

の国研が開発したフレームワークの六つの構成概念、七

つの能力・態度に位置付けることにより、取組を更に深

められています。当然、まだ実践の途上ではありますが、

それをすることで各学年の学習活動の目標が非常に明

確になってきた、学習活動のどういう場面でどういう力

を子どもたちに身に付けさせたいのかということも非

常に明確になってきました。そういうことをやる中で、

更に教科を超えた横断的、総合的な指導が展開できてい

るという状況です。

　もちろんまだ途上ですから今後更に研究を進めてい

かなければいけないのですが、今後の課題としてはフ

レームワークというのがやはり大きなくくりです。小学

校でも中学校でも高校でも使えるような感じで作って

いますので、今後は、例えば小学校バージョンや中学校

バージョンなど、あるいは小学校でも低学年、中学年、

高学年ではかなり発達段階が違ってきますので、そうい

うようなところを更に細かく設定していければと思い

ます。そのためにもこういうユネスコスクールをはじめ

として、学校全体で取組をしていただいていることがま

た各学校段階のフレームワークの開発につながってい

くのではないかと思っています。

五 島： どうもありがとうございました。

　現在どのように行われているかなどをパネルで展示

しています。また、岡山や愛知の実践例なども、後ほど

本音の声といいますか、実際に世界会議を誘致している

ことなども聞きたいと思います。

　国研のフレームワークを使っていただいているとこ

ろは、都内では世田谷や多摩、練馬も多少使っていただ

いていますし、江戸川も使っていただいています。県外

では和歌山県が小学校から高校まで、また、愛知ではか

なり大々的にやっていただいています。いろいろなとこ

ろで少しずつ使われて、今、更にバージョンアップを考

えていますので、忌憚ないご意見をいただければと思い

ます。

　フレームワークの話が、先ほどからありましたように

ＥＳＤのＳＤの概念があまりにも抽象的でよく分から

ないと。「将来の世代のニーズを損なうことなく、現代

世代のニーズを満たす」、これが一体教育にどのように

なるのかということで、角屋部長も言いましたが、国研

はそれを生きる力と結び付けています。皆さんもパンフ

レットを開いていただきますとわかるように、生きる力

を育成する能力と軌を一にしているとまとめているの

が一つの国研の戦略でした。

　もう一つはキー・コンピテンシー、いわゆるＯＥＣＤ

で言っている国際学力とも軌を一にするものであると
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いうことです。こちらも現場の先生からすると、先ほど

チャールズ・ホプキンス先生がＥＳＤをやると学校の点

数だけではなく、学校文化というか、生徒指導もそうで

すが、雰囲気も良くなるのだとおっしゃいました。実際

に私も学校現場に 16 年間勤めていましたが、ＥＳＤが

できるような和やかな雰囲気の学校は落ち着いて学習

ができますので、当然、成績にも跳ね返ってくることが

あるのではないかと思います。

　いかに現場の先生方又は現場の一般の人たちにＥＳ

Ｄとは何かを分かりやすく説明するためのフレーム

ワークという中で、野口さんが発表の中でちらっと触れ

ていましたが、オーストラリアでもフレームワークとガ

イドラインがあります。その辺について、オーストラリ

アとどこが違うのか述べていただきたいと思います。ホ

プキンス先生も、先ほどフレームワークの話をされてい

ましたので、国研のフレームワークについて、それに対

する評価というか、思ったことをご意見いただきたいと

思います。リカード先生には、ヨーロッパとしてＥＮＳ

Ｉなどもいい資料を作っていますけれども、もしその辺

で分かりやすいフレームがあればご紹介いただければ

と思います。また、国研のフレームワークについてコメ

ントいただければと思います。　

　では、野口さんからお願いします。

野 口： オーストラリアに関しては、2010 年発行の持続

可能性のカリキュラムのフレームワークという文書が

あります。カリキュラム開発者と政策決定者のためのガ

イドというもので、カリキュラム開発者が様々な年齢層

の学習者に見合ったより深い学習ができるように、学校

教育機関を大きく三つのグループに分けています。就学

前から２年生、３年生から６年生、７年生から 10 年生

に分けて、各グループの最終年までに生徒が何を知り、

どんなことをできるようになるべきかを示しています。

三つの枠組みは、持続可能性のための行動のプロセス、

生態系及び人間システムに関する知識、実践領域のグ

ループに分かれています。

　具体的なテーマは、ライフサイクル、地域の環境、生

命の進化などいろいろあって、マトリックス状になって

います。全体としては、環境の視点が非常に強いです。

オーストラリアのＥｆＳの議論の中心が、いろいろ議論

されているものの実践的なところを見ていると、やはり

どうしても自然環境教育的な要素、かつ学校教育に絞っ

ているというところが非常に強いという印象を受けて

います。

　国研のこの枠組みを見る限りにおいては、学校教育に

限られていますが、非常に需要な要素がより包括的な形

で、かつポイントを押さえて書かれているので、環境に

偏らず、ＥＳＤが人権や貧困など多様な分野を網羅して

発展していける可能性を持っているのではないかと思

いました。

五 島： ありがとうございました。先ほど岡本先生が課

題としていた学校別のフレームワークを日本で作成す

る上でオーストラリアの段階別のフレームワークが、

きっと参考になるのかなと思います。国研としては、先

ほど申し上げた六つの概念の中で、自然・環境にかかわ

るものと、どちらかというと人文・社会的にかかわるも

のと二つに分けていますよね。その辺りがある意味で言

うとオーストラリアよりよくできているのではないか

というコメントだったと思います。ありがとうございます。

　ではホプキンス先生、よろしくお願いします。

ホプキンス： どの国でも枠組み開発は非常に難しいで

す。なぜなら、教育の目的の話をしているのであって、

教育の内容を増やしたり変えたりしようとしているの

ではないことを説明するのが難しいからです。教員が

こうした類の議論に慣れていないだけでなく、リーダー

たちもあまり理解していません。大変難しいのです。

　私が指摘したいのは、ちょうど先ほどの話にもありま

したが、低学年の子どもたちは環境について特に強い関

心をもつ傾向が明らかになりつつあることです。そして

中学レベルになると生徒の関心が社会に向き、人間関係

のことと人間関係を築けるようになることが大きな論

点になってきます。後期中等教育段階に入ると、経済学

が重要となってきます。その年になると本格的に物を

買ったり取得したりし、あるいは将来の職業や社会的起

業などについて考え始めるからです。だからといって、

これらの論点は全て相互的に関連しているので、ある学

年で一つのことだけを教え、次の学年でまた別のことを

教えるべきだと言っているわけではありません。

　しかし枠組みの中で、最初の側面、すなわち私が挙げ

た四つの推進力のうちの第一の推進力である、質の良

い教育へのアクセスと維持に着目することも重要です。

全ての学校がこのことを議論しなければなりません。世

界で最も優秀な成績を収めている学校は、何が教えられ

るべきかについて、地域の職員が学校と対等な発言力を

もっているようなところに見られます。そうした地域の

職員は、何がコミュニティーや生徒が直面している問題

かよく分かっているからです。

　一番成績が良くないのは、高度に中央集権的で、試験
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の非常に多い、例えばＯＥＣＤ諸国の中で順位の低いア

メリカ合衆国のような国です。そういった国では試験の

罠に陥り、生徒・学生は自分の弱点ばかりに目を向けさ

せられ、ひとりひとりの強みに向き合う時間はほとんど

与えられません。その結果、特に男子生徒を学校や教育

からドロップアウトさせてしまうのです。

　リーダーや教員の誰もが、生徒・学生に質の良い教育

を提供することに関心をもっていますが、何が教えられ

るべきかについて発言権をもっていればなおさらそう

です。子どもたちに何が必要でしょうか、またどうすれ

ば子どもたちの士気を高められるでしょうか。答えはＥ

ＳＤにあります。しかし、多くの人々はＥＳＤがリサイ

クルやエネルギー保全、そういったプロジェクトだとい

う意識があります。七つのステップを思い出し、できる

だけそのリストの上の方まで達成できるように頑張っ

てください。

五 島： ありがとうございました。できたら国研のフレー

ムワークについて、後で少しコメントをいただきたいと

思いますのでよろしくお願いします。

　では、リカード先生、よろしくお願いします。

リカード： チャールズ・ホプキンス先生のコメントにつ

なげてお話しします。教育の質に関して言えば、重要

なことは、そしてフランスで試みようとしているのは、

抽象的な教育モデルを離れることです。私は先ほど、何

年も前に導入された共通の目標、知識、能力が何だった

かについて触れましたが、そこでも能力とはあくまでも

アカデミックなものでした。実は私たちはもう一つプロ

グラムを開発しました。三つのレベルをもつ応用プログ

ラムです。まず、学校課程の勧告に従って生徒を教育

する場である学校について考えます。次に、組織全体

を、すなわち教員のみならず職員を含む学校内部の全て

の当事者あるいは外部の人全てを考えます。三つ目の

レベルは、学校と教育機関の管轄として銘打たれたこ

とについて考えます。三つの、しかし相補的なアプロー

チを取るため、学校とその周りの社会全体、地方政府、

学校に関与して働く人全て、ＮＧＯなどの団体との関係

を考えるという意味です。大学についてもグリーンキャ

ンパスを通じて同じシステムを開発しましたが、その場

合も常に教育機関と、その周囲にある広い意味での環境

との関係性の問題を考えています。持続可能な開発につ

いて考える際には、様々なメカニズムや要素の機能を理

解するため、全ての学問分野を考慮に入れる必要があり

ますが、それは教えられた内容と実生活や実社会とのつ

ながりを見つけるためにも必要です。これは非常に重要

なことだと思います。

五 島： ありがとうございます。

　では、実際にＥＳＤを進めている愛知は世界会議を誘

致していますので、多分いろいろな成果や課題が当然あ

ると思います。まず、成果について言っていただいて、

それから課題などについて。櫛田先生は教育センターで

ＥＳＤを愛知全体に広めていますので、最初に櫛田先生

から、教育センターではどのような成果や課題があるの

かをお話しいただきたいと思います。次に、岡山からは

原さんという学校教育が専門ではない方が、学校教育を

支えるためにいろいろ活動してくださっています。外か

らＥＳＤを支えるという点からお願いします。

　国研で開発したフレームワークは、フォーカスを絞ろ

うということで学校教育にフォーカスしたのですけれ

ども、学校教育には属さない環境省の環境教育推進室の

方でも国研のフレームワークを使っていろいろ活動を

進めていただいていますので、３番目にご意見を伺いた

いと思います。

　では、まず愛知の櫛田先生からお願いします。

櫛 田：愛知県総合教育センターの櫛田です。よろしく

お願いします。

　今、五島先生からお話があったように、愛知県では

2014 年に最終年会合を開催します。それだけが理由で

はないのですが、大村知事を先頭にＥＳＤをなるべく多

くの学校に普及させようと努力しています。その推進役

を教育センターがやっているのですが、ＥＳＤの概念な

どをお話しするのですけれども、やはり初めは、ではこ

れをどうやって授業などに落としていくのかというよ

うな話になります。センターの方でも研究していたので

すが、先ほど角屋先生が言われたのですけれども、学校

としてやっていくにはやはり総合的な学習の時間を柱

にして教科との連携を考えてやっていくのが非常に導

入しやすいことがだんだん分かってきました。

　本日は二つの学校のパネルを持ってきました。両校も

活用していますが、授業にＥＳＤの視点を落とすときに

国研のフレームワークが非常に役立ちます。愛知県で

は、どのように使っているかというと、まず実際の総合

的な学習の時間の単元案と国研のフレームワークを比

較します。すると、ＥＳＤの視点としてどうしても足り

ない点が出てくるのです。それを、フレームワークを見

ながらＥＳＤの視点が不足するところを改善するとい

う形で使わせていただいています。いろいろな学校に
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どうやってＥＳＤをやるのかというときに、パンフレッ

トをバンと出して、これで総合的な学習の時間を一度見

直してみてくださいということでやっています。国研の

フレームワークのようなものを最初はセンターでつく

らなければいけないかなと思っていたのですが、先に国

研でつくってくださったので非常に感謝しています。

　愛知県では現在でユネスコスクールに登録した学校

は、申請中も含めて 50 校を超えました。愛知県では今

トップダウン式にユネスコスクールを増やしているの

ですが、そういった学校がＥＳＤを理解するときに国研

のフレームワークが非常に役立っています。ただ１点、

パンフレットは非常にいいのですが、報告書しかダウン

ロードができないのですね。非常に見やすいのですが、

増し刷りしようとすると増し刷りしにくいので、非常に

さ細なことでありますが、そこを改善していただけたら

と思います。ありがとうございます。

五 島： どうもありがとうございました。確か愛知は

1,600 校くらいあって、その中でどれくらいの学校がこ

れから2014 年に向けて実施できるかということが大き

な課題の一つだと思います。ありがとうございました。

　では、岡山の原さん、本音で結構ですので、外側から

ＥＳＤを進める上での成果と課題、大変さを語っていた

だければと思います。

原：岡山市のＥＳＤ最終年会合準備室の原と申します。

　岡山市は2005 年からＥＳＤに取り組んでいるのです

が、教育委員会ではなく、市の環境部局が事務局となっ

て進めてきました。当然ながら、当初、学校でも進めて

いただきたいと、環境教育を熱心にされている小学校を

中心に説明に上がったのですが、そこでやりますとおっ

しゃってくださったのは、地域として持続可能性が危

ういような地域、つまり都市化が進んで子どもも少なく

なっているような学校がなぜかやってくださるという

結果になりました。恐らく、持続可能な社会づくりとい

う言葉を「持続可能な地域」というふうに解釈されたん

だろうなあというのが正直なところです。ですから、ユ

ネスコスクールの動きが出るまでは結果的に周辺部の

小規模校が多かったです。

　岡山市の場合、教育委員会ではないところがＥＳＤを

進めたことで良かったことがあります。それは、環境保

全課からのアプローチだったので、取組が最初から地域

の課題に根ざしていて、学校に閉じていなかったことで

す。地域の環境については多様な関係者がいて、人間間

の利害の対立や、人間の都合と自然界、生物界の折り合

いがつかないような事例がいろいろあったのです。そう

いう持続可能な社会づくりにおける難しさを、学校と連

携して考えることになりました。ですから、さきほど

チャールズ・ホプキンス先生から、学校におけるＥＳ

Ｄの取組方の７段階がありましたが、最後のコミュニ

ティーから始めたようなものなのですね。

　あと、岡山市は公民館が各中学校区に一つあり、公民

館を中心にＥＳＤを進めていました。公民館でも地域の

課題を解決できる人を育てるということを主題として

いたので、そこを学校と共有できたことが良かったこと

かなと思っています。

　一方で、課題としては、学校と地域が連携するには

コーディネーターが必要で、岡山市の場合、公民館がそ

の役割を果たしていくことが期待されているのですが、

言うは易しでなかなかできないことなので、それぞれの

ニーズや想いに寄り添いながら地域課題解決にどうつ

なげていくか、地域の切実な課題に迫れているか、お互

いに問い直しながらやっているところです。

　もう一つは、子どもたちが、地域の人と一緒に地域課

題を学んで自分のできることをするということに留ま

らず、課題解決の活動に参画して、地域の役に立ってい

ると思えるような活動までできているかというと、まだ

そこまでは行けていないのではないかと思います。今

後、そういう活動ができていくといいと思っています。

　

五 島： 本当に素晴らしい説明をありがとうございまし

た。今まさに国で求めている開かれた学校を、外の人が

どうやって支えているか、ある意味では大変だと思いま

すけれども、素晴らしい事例だったと思います。

　その中でやはり一番の課題は、先ほどの質問にもあり

ましたけれども、コーディネーターやファシリテーター

をどうするかですよね。コーディネーター、つまり学校

と学校外部の人をつなぐ人が必要でしょう。生きる力で

も、ＥＳＤでも探究力の育成が求められています。やは

りそのような教育を行うには実際にどういう人材育成

があるのかということは、本質的な非常に重要な問題だ

と思います。

　では次に、学校教育にフォーカスして開発した六つの

概念と七つの資質・能力について、生涯学習的な視点で

環境省の宮澤室長からお願いします。ある意味で環境省

と文部科学省の連携にもつながると思います。

宮 澤 ： ただ今ご紹介いただきました環境省で環境教育

推進室の室長を務めている宮澤と申します。前に出てい

るスライドは封筒の中に一枚紙で入っています。英語版
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とフランス語版がないのはご容赦いただきたいと思い

ます。

　周辺状況から説明させていただきたいと思いますが、

環境省は内閣府、外務省、文部科学省と共にＥＳＤ推

進の中心的な役割を担う４府省の一つとして位置付け

られています。ＥＳＤの対象とする幅広い様々な分野、

環境教育だけではなく、文化や貧困撲滅、あるいはジェ

ンダーの問題などいろいろありますが、その中の環境教

育や環境保全活動の分野を環境省で担当しています。よ

く役所の縦割りなどと言われますが、ＥＳＤに関しては

文部科学省と非常に仲良くやっているのではないかと

私は思っています。

　現在、日本各地で植林やビオトープづくり、野生生物

の保護・管理という自然保護活動、あるいはごみ拾いや

リサイクルという環境美化活動など、様々な環境保全活

動が行われています。これらと関連して、環境学習や環

境教育ということもＮＧＯや環境カウンセラーの方々

によって行われています。学校におけるこういう環境教

育、環境学習、環境保全活動については、総合学習、あ

るいは教科における出前授業、ゲストティーチャーなど

により行われるものも当然、多々あると思います。

　問題なのは、国全体でＥＳＤを進めなければいけない

という中で、ＥＳＤに従った環境教育や、ＥＳＤ活動と

しての視点をちゃんと持っている環境保全活動が残念

ながらあまり行われていないという状況にあります。い

い環境教育プログラム、いい環境保全活動はたくさんあ

るのですけれども、ＥＳＤの視点がきちんと入っている

ものについては必ずしも多くありません。これについて

は我々も反省しなければいけないわけで、ＥＳＤ化の必

要性やノウハウに関する情報が十分に伝えられていな

いことが大きな原因ではないかとも思っています。

　このため、環境省においては環境教育や環境保全活

動のＥＳＤ化に取り組んでいます。この取組を進める

上で、先ほど角屋部長からご説明のあった六つの概念、

七つの能力が大変有効なツールであると思っています。

これを我々は通常、６＋７といっていますが、お手元に

あるプリントのようなチェックシートを、文部科学省

やＥＳＤ－Ｊと調整して、ＮＧＯの方が自分の活動を点

検できるようなものを作りまして、ＮＧＯなどの方にこ

のチェックシートを基にＥＳＤ化について検討してく

ださい、又はＥＳＤ化をしてくださいという働き掛けを

行っています。

　六つの概念、七つの能力については先ほど角屋部長か

ら説明がありましたので割愛しますが、６＋７を全て含

む、あるいはたくさん含んだプログラムにしなさいと

要求しますとハードルがとても高くなって、「室長、そ

れは面倒くさくてできません」と言われてしまいます。

ですので、私どもは六つの概念、七つの能力をそれぞれ

少なくとも一つクリアできれば、ＥＳＤ活動あるいはＥ

ＳＤ環境教育になる、レベルアップできると呼び掛けて

います。学校的に言えば、満点を取るのではなくて合格

点を取る、あるいは単位を取れるように 51 点を取ると

いうことを、まずは現実的な目標として呼び掛けていま

す。これによって、「それならできるかもしれない」と

いうことでいろいろご検討いただいています。

　例えば、川のごみ拾いは非常に素晴らしい活動です

が、みんなでごみ拾いをしていい汗をかいたね、川辺が

きれいになって良かったねというだけでは、環境保全活

動であって、環境教育ではありません。学びもＥＳＤの

視点もありません。しかし、その中に、なぜこんなにご

みを出す人が出てきてしまうのだろう、こういうものが

出続けたらどうなってしまうのだろうという学びの観

点や気付きを引っ張り出す、あるいは発問をして、ただ

毎年ごみを拾うだけでいいのか、ごみを出ないようにす

るにはどうしたらいいのだろうといったことを考えさ

せることで、ただの川の清掃活動ではなく、そこからＥ

ＳＤプログラムに持っていくようなことを例示しなが

ら働き掛けています。

　今、実際に実践されている取組、環境教育のプログラ

ムやカリキュラム、あるいは環境保全活動のマニュアル

は、学校であれ、ＮＧＯであれ、いろいろあるのですけ

れども、これを点検して、改善して、ＥＳＤ化するとい

うことは、ゼロから始めるほど大変なことではないと

思っています。例えて言うならば、料理にスパイスを加

えて味に深みを出すというのが環境教育や環境保全活

動のＥＳＤ化だと思っており、材料を買いそろえるとこ

ろからやろうというのは大変だと思います。

　環境省としては、今後も文科省さんなどと連携しなが

ら、この６＋７のチェックシートを活用して、今そこに

ある活動のＥＳＤ化を図りたいと思っています。学校の

先生方と連携している出前授業や総合学習などの取組

において、学校の先生によるＥＳＤ化が進んでもお助け

するＮＧＯの方が全く分かっていないと会話にならず、

お互いに話ができません。ＮＧＯ側もＥＳＤのことが

分からないといいゲストティーチャー、いいサポーター

になれないと思いますので、環境省としてはそこにしっ

かりと働き掛けていきたいと思います。

　最後になりますが、年明けには学校の教職員、あるい

は環境ＮＧＯのリーダーを対象に、ＥＳＤの座学と実習

を交ぜた研修を文科省の初中等教育局と国研とも連携
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しながら実施する予定です。ホームページでも募集して

いますから、是非こういうものにもご参加いただければ

と思います。

　長くなりましたが、取組を紹介させていただきまし

た。ありがとうございました。

五 島： ご丁寧な説明をありがとうございました。どち

らかというと縦割りだった社会が、ＥＳＤを通して文部

科学省と環境省が連携して、しかもティーチャートレー

ニングというのでしょうか、いわゆるファシリテーター

トレーニングをやっていかれるプログラムの内容など、

話は尽きないと思いますけれども、本当にありがとうご

ざいました。是非今後ともよろしくお願いします。

　このように国研のフレームワークは、課題はあるけれ

ども結構いろいろなところで使われています。けれど

も、日本がＥＳＤを先進的に進めていたのは、ユネスコ

国内委員会のユネスコスクールというところなのです。

私が驚いたのは、ユネスコスクールの話題になったとき

に、オーストラリアは 20 校もないと。ホプキンス先生、

カナダ・アメリカ合衆国ではどのくらいありますか。

ホプキンス：35 校ほどです。

五 島： リカード先生、フランスではいかがですか。

リカード： 135 校ほどです。

五 島： ユネスコ本部のおひざ元でもそれぐらいなので

すね。実は日本でも、私の知っている限りでは、多分、

７～８年前は 20 校前後だったような気がします。それ

が今は非常に増えて、500 校を超えています。ユネス

コ国内委員会としてはＥＳＤを進める上でユネスコス

クールをプッシュして、ある意味ではいいところの事例

を開発してきたのですが、その辺の苦労や課題を、今こ

ちらに岩本分析官が来られていますので、すみませんが

ご披露いただきますよう、お願いいたします。

岩 本： ご指名いただいた岩本です。私どもはユネスコ

国内委員会というところにおりまして、今おっしゃら

れたように私どもがＥＳＤを国内で進めていくにはど

うしたらいいかということで、その推進拠点としてユ

ネスコスクールに着目しました。ユネスコスクールは、

UNESCO Associated Schools といいますけれども、これ

自体は 1950 年代初頭からユネスコの理念に共鳴する学

校をユネスコが承認するという仕組みで、実は日本は

1950 年代初頭から参加していたわけですが、その校数

は今、五島先生がおっしゃったようにずっと少なくて、

5～ 6 年前は 24 校でした。ユネスコ国内委員会として

はＥＳＤの推進拠点としてユネスコスクールを増やす

ことにして、現在 519 校あります。47 都道府県の中で

ユネスコスクールが存在していない県がまだ 7 県あり

ますが、私どもとしてはそれを少しでもなくしたいと

思っているわけです。

　これもひとえにユネスコスクールにアプライしてい

ただいた学校の先生方、校長先生のリーダーシップのお

かげなのですが、裏を返しますと、ではその先生方がい

なくなってしまったらどうなるのかという問題があり

ます。量は増えたけれども質はどうするのだという議論

もあります。そこで、ユネスコスクールの質の確保とい

う観点から、ユネスコ国内委員会ではこの夏にユネスコ

スクールガイドラインを決めました。

　長くなりますから簡単に言いますが、まず、ユネスコ

スクールという理念自体がネットワークを念頭に置い

ていますので、国内外のユネスコスクール相互間のネッ

トワークを介して互いに交流相手の良さを認め合うこ

と。また、先ほどからお話が出ています地域の社会教

育機関、ＮＰＯ等との連携を通じて開かれたネットワー

クを築くよう努めること。それから、学校経営方針等に

ユネスコスクールの活動に取り組むことを明確に示し、

学校全体で組織的かつ継続的にユネスコスクールの活

動に取組やすくすることと言っています。

　特にＥＳＤの推進拠点として大切なこととしては、自

分であるいは協働して問題を見いだし、解決を図ってい

く学習の過程を重視した教育課程を編成する、教科横断

的な指導計画を立てるというようなことで指導方法の

工夫改善に努めてくださいとしています。このガイドラ

インは言うまでもなく、排除するための基準ではありま

せん。むしろ皆さま方に頑張ってくださいという基準で

す。こういうことをご通知申し上げたところ、幾つかの

自治体さんで積極的な動きがあり、現に教育委員会の中

の小中学校全体がユネスコスクールになっているとこ

ろもあります。

　私どもユネスコ国内委員会では、先ほどの話に戻りま

すけれども、ＥＳＤで取り上げるテーマや内容は必ずし

も新しいものではない、むしろそれらをＥＳＤという

新しい視点からとらえ直すことで個別分野の取組に「持

続可能な社会の構築」という共通の目的を与え、具体的

な活動の展開に明確な方向付けをするものです。

　従って、現場の先生方に「文部科学省がまたとんでも

ないことを言いだした、これは大変だ」というような
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ことではないとご理解いただきたいと思います。ただ、

それは一方では、国研がやられたようなフレームワーク

で、いかに学校の指導計画の中でＥＳＤを位置付けるか

という理論的な作業といいますか、それが重要であるこ

とは言うまでもありません。

　ここから先は私見ですが、ＥＳＤ、学力の向上という

話がありますが、現在の世界の社会が求めているもの

は、宗教や民族の違う人々の気持ちを少しでも分かる、

あるいは、すぐ仕事に役立つ技術ではないけれども何か

問題を見つける、問題を解決しようとする、実はこうい

うものがこれから必要になってくるわけです。

　そういう意味で、むしろユネスコ国内委員会として今

の宿題は、全部の学校がユネスコスクールになることは

考えられませんし、私どももそれは期待していないので

すけれども、せっかく学習指導要領あるいは教育振興基

本計画で位置付けられているＥＳＤの理念をいかに全

ての学校に浸透させる、あるいは、これは私見ですけれ

ども、別に教員免許を持った方だけがＥＳＤの主役では

ありませんから、地域の教育機関と連携して浸透させて

いけるか、これを考えているのがユネスコ国内委員会の

現状です。

五 島： ありがとうございます。いつも先進的に進めて

いただいてありがとうございます。当然、ネットワー

クをどうするか、学校教育で言えばそういうネットワー

クを利用できるような教員をいかに育成するかという

辺りは、本質的な問題になってくると思います。

　では、今、日本の現状と課題を共有させていただきま

したが、実際にヨーロッパ及びアメリカ大陸、オース

トラリアでＥＳＤを行っていく上で、それができる先

生をどう育てるのか。簡単に言えば、大学の学部レベ

ルで育てられるのか、又は大学院を入れて６年間で十

分なのか。日本の場合には、私はＥＳＤをやっている人

を見ていると、非常にインサービス・トレーニングと

いうのでしょうか、いわゆる現職になってからいろい

ろなところへ行って勉強している先生が多いのですね。

ある意味ではＥＳＤをやっている先生は生き生きして

います。そういうことを考えると、やはりそれは一部

の先生ではなくて、先ほどホプキンス先生もおっしゃっ

ていましたが、ＥＳＤをやると学校の雰囲気も良くなる

し、学力も上がります。では、それを育成するような

ティーチャートレーニング、ティーチャーズエデュケー

ションをどういうことをされているのか、いい例や課題

があれば外国の三者からご紹介していただきたいと思

います。地域のリソースを利用してＥＳＤを行っていく

上で、ティーチャートレーニング及びネットワークをつ

くる上での課題のようなものについてコメントいただ

けますでしょうか。

　では、リカード先生から、ヨーロッパではいかがで

しょうか。

リカード： 簡単に、宮澤氏のお話にあったエコスクール

に戻りたいと思います。海岸のごみ拾いという素晴らし

い姿勢についてお話がありました。フランス南部には、

250kmの砂浜があり、いくつかの活動団体が毎年ごみ

拾いをしています。そして毎年、回収されるごみの量が

増加しています。前の年よりも多くのごみを拾っている

から良いというのではなく、問題はごみの量が増えてい

るという事実であると、私たちは言いました。若者をは

じめとした全国民に対する教育が必要となっています。

そこで私たちは、エコスクール、地域の活動団体と児童

との協働を発展させました。

　教員養成は、フランスではその仕組みが変更されたの

にともない、大きな問題となっています。従前は、新任

教員は修士課程の１年目を終えた時点で採用され、その

後１年間にわたり、先輩教員の指導を受けながら教室で

訓練を受けていました。しかし昨今、教員は採用前に２

年間の修士課程を修了しなければならないことが決ま

りました。訓練が終わった時点で教員として採用されな

い人たちにより良い機会を提供するためです。これによ

り教室での訓練は廃止され、新任教員は訓練のないまま

教壇に立たなければならなくなったのです。この改革の

結果はひどいものだったため、少しずつ従前の状況に戻

そうとしています。この変更に関連し、私たちは教員に

最善の教授方法を提供するため、ＥＮＳと呼ばれるいく

つもの専門機関で、教授法の研究に関する新たなプログ

ラムも開始しました。

五 島： どうもありがとうございます。ホプキンス先生、

お願いいたします。

ホプキンス：迅速なスタートを切るために私たちが焦点

を合わせたのは、「強みモデル」と呼んでいるものです。

「強みモデル」とは単純に言えばこういうことです。ど

の教科もＥＳＤの全てを網羅するわけではない、誰も全

てをやることはできないのです。しかし、どの教科も、

どの先生も、誰もが何らかの貢献はできるのです。例え

ば、環境教育に関心のある人に、ＥＳＤに変わってくだ

さいと言っているわけではありません。芸術分野で演劇

を教えている人にＥＳＤに変わってくださいと言うの
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でもありません。

　言おうとしているのは、私たちは新任教員が既にもっ

ている強みを基礎として、彼ら、彼女らに大きな全体

像を理解させる方法を探す必要があるということです。

それでは、これが何のためになるのでしょうか、これ

がどのように持続可能な開発に貢献するのでしょうか、

どのような課題があるのでしょうか。実務的に言えば、

訓練中の教員を、生徒と協働することを決めたコミュニ

ティーに連れ出しています。教員は「持続可能な開発」

という言葉は決して使いませんが、あなたが直面してい

る問題は何か、何が心配か、何に取り組んでいるか生徒

に問いかけます。その上で、学校が生徒とともに地域の

問題を解決できるか検討します。大きな問題は、校長、

副校長など学校のシニアリーダーが、それらの様々なも

のをどうしたら生徒に役立つ統合的な方法でひとつに

まとめられるか、理解できるようになることです。

五 島： どうもありがとうございました。では野口さん、

お願いします。

野 口： 教員のインサービス・トレーニング、教員になっ

た後のトレーニングとして、メンター制度があると聞い

ております。一方で、インサービス・トレーニングだけ

ではなく、学校と地域が連携するということが先生の資

質を高めていくのではないかということも強調されて

いて、学校と地域の連携に関しても最近研究が行われて

おります。　

五 島： ありがとうございました。では、時間の関係も

ありますので、今までの話を私の方で簡単にまとめて、

最後にスピーカーの方々にから一言ずついただきたい

と思います。

　ＥＳＤをやっていくためにはということなのですが、

今まで私たちはどちらかというと、大学では学問体系を

習ってきたのです。縦軸で習ってきました。けれども、

今の教育界で求められているのは横軸です。生きる力や

総合的な学習でしょうか。やはりそういうことは、大

学の４年や６年では難しいだろうと私は考えています。

教員が縦軸と横軸を自由に、つまりテーマでも指導でき

る、学問体系でも指導できるようなものがこれからの教

員の資質に必要なのだろうなと。そのためのファシリ

テーターやコーディネーターの育成が当然大きなテー

マだと思います。

　ＥＳＤは確かに総合的な学習ではやりやすい、では教

科ではどのようにやるのだということを示したものが

国研の研究で、皆さんの冊子には技術家庭におけるＥＳ

Ｄ、理科におけるＥＳＤ、社会科におけるＥＳＤとあ

ります。私は15 年間ほど学校現場でやっていましたが、

例えば理科で、メンデルの遺伝の法則の授業のときに、

ある意味では余分な話ですが、メンデルの人柄や当時の

社会的な状況について話をしています。

　あるいは動物の分類であれば、子どもの興味を引く

ためにシュバイツァーになって食物連鎖の話をします。

そのときに、なぜシュバイツァーというお金持ちで豊か

な生活をしている人が、アフリカに人生を捧げに行くの

か。それは道徳教育でした。実は、その頃の私にはＥＳ

Ｄの視点はなかったです。ただ子どもたちの学びを楽し

くするためにやっていたのですが、こういうものもＥＳ

Ｄという視点でもう一回やれば、更にもう一歩、持続可

能な視点という中でより深まるのではないかと思って

います。ですから、ＥＳＤというのは、普段の授業の中

でも結構できると思っています。

　そのためには当然、地域を教材化できなければいけま

せん。これは博物館にいる私の友人の笠間さんが開発し

た火山噴火モデルの教具です。例はたくさんあるので

す。3.11 で自然災害がありましたが、自然災害で言う

なら使い終わったチョークの粉でデモンストレーショ

ンをやったりします。やはり、ＥＳＤを支えるためのこ

ういう教材の開発を共有していく必要があるだろうと

思います。

　そういう教育は学校教育だけではなく、やはり社会と

うまく連携しながら、教員が自分で教材を開発したり、

又は地域の人に手伝ってもらったり、大学とのネット

ワークをつくる必要があると思います。私は学校の立場

で話していますが、原さんなら原さんの立場を真ん中に

置いた場合、どういうネットワークができるのかをお互

いに考えていければ、クロスした素晴らしいネットワー

クができていくのではないでしょうか。

　教科書を教えられることは当たり前です。しかし、新

学習指導要領の課題で、今の子どもたちは受験勉強はで

きるけれども実生活や社会とのつながりが見えていな

いということがありますよね。でも、それはまさにＥＳ

Ｄをやっていけば、先ほどの事例にあるように、人と人、

人と地域、人と世界のつながりができるでしょう。自分

が子どもの頃に遊んだ場に学習が広がっていくわけで

すから、やはり興味、関心が深まりますし、そこで「こ

れ何？」という中から問題解決的な学習も十分できるの

ではないかと思います。本日はあまり話題に出ませんで

したが、郷土を使ってやると、その中で郷土愛や誇りを

育成できます。ある意味で豊かな心の育成にも通じるの
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ではないかと思っています。

　恐らく全国的にＥＳＤ、環境教育、生きる力の総合

的な学習がうまくいくと、先生方が地域の方や専門家、

生徒も巻き込んで、教科書ではなく、地域の副読本、資

料ができていきます。そうすると、先生方が自然にネッ

トワークを構築していき、地域の人々と学びを構築する

ことができるのではないかと思います。

　この様な教育は今、私が研究者として価値を考える

と、受験勉強ではなく文化づくりではないか。地域の自

然に関する文化、社会に関する文化を自分たちでつくっ

ていく、発信する。それは従来の教育が文化継承だとし

たら、これからは自分たちで文化をつくっていくような

発信型の教育が必要とされます。そのためには、教員は

多分、学び続けなければならないわけです。教員になっ

た段階で学問体系は知っている。しかし、そのような教

育を行うために教員として１年目、５年目、10 年目に

行う、体系的な教員研修が必要とされるのではないかと

私は思っています。

　そういうことができればカリキュラムを自分で開発

できたり、教材を開発できるでしょう。先ほどからいろ

いろありますように、学校外のコーディネーターを使い

こなすというのでしょうか、そういう力も身についてく

るでしょう。なおかつ、研究的なものをやっていくこと

によってファシリテーター的な要素も身に付いてくる

のではないかと思います。

　私はそういう教育は決して新しいものではないと思

います。例えば、皆さんが知っている人を一人、例に挙

げるとすれば、私はよくＥＳＤの人物像として誰ですか

と言われると、宮沢賢治を挙げます。もともとは地質学

者ですよね。けれども、自分がやってきた学問を世の中

の農民に捧げるために、土の研究をする、品種改良の研

究をするわけですね。地学から生物学に広がります。子

どもを教育するときは、実際に北上川に連れていってア

ユを捕って食べれば家庭科ですね。そこで詩を作れば国

語、絵を描けば美術です。実はそういう教育は、点的に

は結構日本ではいろいろなところに素晴らしい実践者

がいます。最後は宗教的なものと結び付いていくのでは

ないかと思っています。

　ただ、そういうものは地域に根ざすだけではなく、地

域を知ればそれがやがて世界に広がっていって、地域と

世界を結ぶような教育になっていきます。ですから、多

分、そのような教育は地域学という言い方がありますけ

れども、地域学や地域づくり、ある意味で言うと地域を

元気付けたりするような教育ができる可能性があるの

ではないかと思います。つまり、それはイマジネーショ

ンでイメージしながら実際にクリエイティビティ、つま

り創造する。自分で社会を変えていくわけです。そのた

めの行動力が求められているのではないかと思います。

　そのためには、私は思うのですけれども、自分もそう

いう教員になりたいと思って現場でやってきて、今は研

究者として仕事をしていますが、やはり人材育成です

ね。私の場合は理学部物理学科を出て、教員になった時、

教科書は教えられます。けれども、「この石は何ですか」

と聞かれたら教えられない現実があるわけです。

　これは中央教育審議会で言っていることですけれど

も、教員生活全体を通じて教員の資質・能力を総合的に

育成する。つまり、先生が学び続けて、学ぶ楽しさを子

どもと共有するというのでしょうか。やはりそういう教

員を育てるには、これは人材育成ともかかわりがあるの

ですけれども、大学や教育委員会や博物館などが連携し

て、これからいい教員を計画的に育てていく必要がある

のではないかと思います。

　そういう教育の一つとして、ＥＳＤがある意味では利

用できるのではないかと私は思います。つまり、日本の

教育が求めている生きる力、キー・コンピテンシーとも

軌を一にしますし、多分、そういう教育は学校教育だけ

をフォーカスするのではなく、学校教育の中で子どもた

ちが生涯学べるようにインフォーマルやノンフォーマ

ルのことも視点に入れて教育する、そういう教育が求め

てられているのではないかというのが、私がＥＳＤを研

究してきて思ったことです。

　時間が来てしまいました。このシンポジウムのテーマ

は「ＥＳＤを通して未来の教育について考える」ですの

で、私は私なりにこのようにまとめさせていただきました。

　では、最後に一言ずつ、リカードさんからよろしくお

願いいたします。

リカード： 現在のことは難しく、将来のことはわかりま

せん。将来のことを考えたときに何が言えるでしょう

か。最初の10 年間は主に学校教育に集中していました。

しかし学校教育だけでは社会の期待に応えることがで

きないことが分かってきました。そのため、長期的視点

に刻み込まれた、永続的で多面的な教育アプローチの開

発が必要です。

　多くの科学者は、持続的な社会へと進化するには２世

代の時間がかかるだろうと言います。しかし、そういっ

た言い方はよくありません。２世代かかると言うと、十

分に時間があるから、これから 20 年間は次の世代のこ

とだけ考えればよいといった発想になりがちです。単に

法律で定めたからといって行動を変化させられるわけ
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ではないことを覚えておくのが重要です。

　次に、行動はすぐに浸透しないということです。私た

ちの行動を、前進的かつ多面的な教育に刻み込むことが

必要です。その点も非常に大事だと思います。

　もう一つ大事なのは、いちばんやりやすい部分は既に

やったということに気づくことです。私たちは学校教育

に焦点を合わせてきましたが、とりわけフランスのよう

に閣僚レベルで何をすべきか決め、現場でトップダウン

の指示を実践に移すような国では、学校教育は比較的や

りやすいのです。簡単です。しかし、そのプロセスの初

期段階を終えた後、生産や消費のための教育について考

えようとするならば、特に社会の一部の人々を教育する

ため、まだやるべきことはたくさんあると思います。特

にメディアの分野で働く人々のことを考えています。メ

ディアは主に広告を通じて影響力のある役割を果たし

ています。実際には広告の分野で働く人々全てを教育す

るのは不可能だと思います。なぜなら、私たちの社会は

過剰消費のアプローチにより回っており、過剰消費か

ら得られる利益は、持続可能な開発に関連したアプロー

チや、再生可能な資源や再生不可能な資源の再利用から

もたらされる利益よりも大きいからです。

　来年、国連環境計画（ＵＮＥＰ）により持続可能な生

産と消費に関する新しいプログラムが始められること

になっています。ＥＳＤの新しい 10 年と、過去 10 年

のマラケシュプロセスのときよりも良いつながりをも

つことは、このプログラムにとって大変重要です。どち

らも社会における行動の変革を目指していたにもかか

わらず、マラケシュプロセスは国連の新しい 10年とう

まく接続できていませんでした。

　最後に、デジタルリソースについて述べたいと思いま

す。教員の初期訓練や継続訓練の仕組みを整えたいなら

ば、とりあえず教員に限ったことですが、それは、デジ

タルツールやデジタルリソースの利用と自己評価や自

己訓練によってのみ可能になるでしょう。これは非常に

重要です。しかも若者は皆、学校の中でも外でも新しい

携帯ツールを使っていますから、彼らはいわゆる伝統的

な情報やコミュニケーション技術を求めているわけで

はありません。若者はウェブをよく利用しますが、ウェ

ブからの情報と学校で習う知識は、時々矛盾することも

あります。ウェブからの情報を取り入れ、調和の取れた

アプローチが教育には必要です。

五 島： ありがとうございました。リカード先生はデジ

タル大学の学長でもありますので、学び続けることを実

際に指導していただいています。皆さん、拍手をお願い

します。どうもありがとうございました。

　では、これからの未来の教育及びＥＳＤに対しての最

後のコメントをホプキンス先生からよろしくお願いし

ます。

ホプキンス： 1992 年、まだ発案段階にあったとき、よ

り持続可能な未来を作るのに貢献するため世界の教育

制度には何ができるか考えていました。もしかしたら、

逆に考えることもできるかもしれません。つまり、より

持続可能な未来を追求することがどのように教育に貢

献するか、教育を再活性化し、教育を受けたくないと思

うような生徒たちにもいかに教育の目的と意味を明白

にするかといった考え方です。将来的に考えてみる価値

のある視点だと思います。持続可能な未来を考えれば、

教育にプラスになるという考え方です。若者が直面する

であろう大きな課題を、どうすれば調和の取れた方法で

模索できるでしょうか。

　今は、例えば文科省と環境省が手を結んでいるよう

ですが、大きな課題に取り組むには、独自の技能をもっ

た他の省庁との協働も必要です。例えば、保健です。今

まさに、大きな課題のひとつは気候変動です。気候の背

後にある物理科学や自然科学について理解するため何

百万ドルものお金を投入していますが、どうしたら気候

変動に立ち向かうのに必要な行動変化をもたらすか理

解するための社会科学にはほとんどつぎ込んでいませ

ん。これを専門とするのは、保健省です。しかし、これ

らの多様なものをひとつにまとめようとする人はいま

せん。私たちは調和の取れたリーダーシップが必要であ

り、これが今後もＥＳＤが必要とされる理由だと思いま

す。ＥＳＤの重要性はますます高まり、人類の将来に

とって非常に重要になるでしょう。

五 島： ありがとうございました。持続可能な未来をつ

くるためにはコーディネーター、しかもコーディネート

だけではなくリーダーシップも重要な要素だとまとめ

ていただきました。ＥＳＤが教育の再活性化につながれ

ばと願っております。　

　では、野口さん、よろしくお願いします。

野 口： オーストラリアを含め、ＥＳＤが非常に狭く、

学校教育における環境教育だけのようにとらえられが

ちです。しかし、ＥＳＤはもっと広いものであって、実

際には政治や社会の仕組みを変えていくことが求めら

れていくようなものです。先ほど岡山の原さんの話にも

ありましたが、子どもが参画していくようなことや、地
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域にある環境だけではなく、人権や貧困などの多様な課

題にどう向き合っていき、今、ホプキンスさんのお話に

もあったように、それに教育がどう応えていくのかも求

められていると思います。

　学校教育が主体の話ではありますが、地域の中には、

五島さんのお話にもあったように、地域づくりをイン

フォーマル教育、あるいは教育とは名の付かない形で、

しかしながら人づくりを核にしながら地域づくりを進

めている人たちもたくさんおられます。これからの学校

教育におけるＥＳＤの課題は、そういう広い地域の中

で豊かな学びをつくっていくために、学校教育がノン

フォーマル教育やインフォーマル教育とどう向き合っ

ていくのか、豊かな教育をどのようにつくっていくのか

を探っていくことが求めているのではないのでしょう

か。

五 島： どうもありがとうございました。最後に、角屋

部長から研究の代表も含めて、将来の教育の在り方とＥ

ＳＤについてまとめてくださるよう、お願いします。

角 屋： 一つ気になりましたのは、「ＥＳＤのための教育」

になっているのではないかと思うのです。本来、ＥＳＤ

の教育をして、子どもが豊かな人間性を育成しなければ

いけないのでしょう。ここを忘れたときには、ホプキン

ス先生が言われたように、人間的に成長する、人間的に

豊かになるためのＥＳＤでなければ、ＥＳＤのための下

僕を子どもの中につくってしまうことになるのですね。

私はそこをもう一度考え直さなければいけないのでは

ないかと思います。ですから、基本的にはそれを考えた

ならば、教員養成も豊かな人間性を育成するための教員

養成であり、現職研修であり、生涯学習体系だと思いま

す。以上です。

五 島： 角屋部長、どうもありがとうございました。皆

さん、熱のこもった議論を本当にありがとうございまし

た。

　最後にもう一度、４名のパネラーの方々に感謝の気持

ちを込めて、また会を盛り上げてくださった後援団体、

関係団体の方もいらっしゃっていますので、その方々に

お礼を込めて、そして事務局の方に本当にいろいろやっ

ていただき、陰ながら支えていただいてこのような素晴

らしい会合を持つことができました。最後に、参加者の

皆さん、本当にありがとうございます。やはりリカード

さんやホプキンスさんが言っていたように、まずはあな

たがやるしかないのですよということですね。我々も、

ここの中には学校教育関係者、社会教育、生涯学習関係

のいろいろなステークホルダーが多分おられると思い

ます。是非、2014 年、又は Beyond 2014 という形で、

2014 年以降も視野に入れて、ＥＳＤをやりながら本当

に質の高い、日本で言うなら生きる力を育成するような

教育を実現できることを心より願って、最後に皆さん、

どうもありがとうございました。

　では、拍手で終わりたいと思います。４名の登壇者の

皆さん、ありがとうございました。　
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