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１．はじめに
　現在、環境的視点、経済的視点、社会・文化的視点か
ら、より質の高い生活を次世代も含むすべての人々に
もたらすことのできる開発や発展を目指した「持続可
能な発展のための教育（Education　for　Sustainable　
Development；以下、ＥＳＤと略す）」が、世界の様々
な国で行われている。
　2002 年に開催された「持続可能な開発に関する世界
首脳会議」、いわゆる「ヨハネスブルグ ･サミット」で
は、我が国により 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｣ とすることが提案され、
同年末の国連総会で採択された。その後、我が国では
2006 年に、内閣府に設置された関係省庁連絡会議によ
り ｢わが国における『国連持続可能な開発のための教育
の 10 年』実施計画｣ が策定されるとともに、2008 年に
策定された教育振興基本計画では、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。学校教育に関しては、2008 年に公表された中
央教育審議会答申「幼稚園、小学校、中学校、高等学校
及び特別支援学校の学習指導要領等の改善について」に
おいて , 社会の変化への対応の観点から教科等を横断し
て改善すべき事項の中で、持続可能な社会を構築するこ
とが重視された。それを受け、2008 年に小・中学校の
学習指導要領が、2009 年に高等学校の学習指導要領が
公示された。これら新しい学習指導要領には、持続可能
な社会の構築の観点が随所に盛り込まれ、ＥＳＤの視点
に立った学習指導の具体化が求められるようになった。
　こうした背景から、国立教育政策研究所は、学校に
おけるＥＳＤの定着と充実に向けて、カリキュラムや
教材、指導方法や評価方法の在り方などを明らかにし、
ＥＳＤの指導に資する資料を提供することを目的に、
2009 年度から「学校における持続可能な発展のための
教育（ＥＳＤ）の研究」を行い、2010 年に中間報告書
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Abstract
　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ＥＳ
Ｄ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。



図１　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（国立教育政策研究所，2012）

表１　持続可能な社会づくりの構成概念（国立教育政策研究所，2012）
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（国立教育政策研究所、2010）を、2012 年に最終報告書
（国立教育政策研究所、2012）を刊行した。この研究で
は、国内外におけるＥＳＤへの取組状況などに基づい
て、「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」（図１、表１・２）を構築・提案するとと
もに、その枠組みに基づいた多くの実践事例を示すこと
ができた。しかし、この研究は2011年度で終了したため、
この枠組みの有用性や課題などについて、実践的な研究
を更に積み重ねていく必要があることが課題として残
された。
　そこで、本研究では、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（以下、「ＥＳＤ学習の枠組み」と略す）」に基づ

いた実践を更に広く進めることを通して、その枠組みの
有用性を検証することを目的とした。

２．研究の方法
　上記の研究目的を達成するために、２種類の実践研究
を行った。小学校においてＥＳＤ学習の枠組みを取り入
れた年間指導計画を立案・展開した実践（実践研究①）
と、小・中・高等学校において地域学習にＥＳＤ学習の
枠組みを取り入れて展開した実践（実践研究②）である。
実践研究①は、１校での取組ではあるが、教育課程全体
に渡った実践であり、実践研究②は、テーマを地域学習
に限定した取組ではあるが、複数の学校で展開した実践
である。こうした二つのタイプの異なる実践を通して、



図２　ＥＳＤの視点を取り入れたＥＳＤカレンダー（第６学年の例；一部抜粋）

注）単元名の下にある略記は，構成概念／能力・態度を表す。

表２　ＥＳＤの視点に立った学習指導で重視する能力・態度（国立教育政策研究所，2012）
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ＥＳＤ学習の枠組みの有用性などについて考察を深め
た。

３．実践研究の内容
＜実践研究①「ＥＳＤ学習の枠組みを取り入れた教育課
程の編成・実施」＞
　実践研究①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。実践校は、富山市内の市街地に
位置する、児童数約 390 人、学級数 14 の小学校である。

「学び合う楽しさが実感できる学校づくり」を学校運営
の重点目標に掲げ、具体的な取組の一つとしてＥＳＤを
設定している。2009 年度にユネスコスクール（詳細は、
http://www.unesco-school.jp/ を参照）に指定され、地
域や自然、人とのかかわりや豊かな体験を重視し、各学
年が特色ある活動を展開する中で、ＥＳＤ全体計画（Ｅ
ＳＤカレンダー）を作成してＥＳＤを推進している。ま
た、ＥＳＤ総括を校務分掌に位置付け、ＥＳＤに関する
研修の計画・運営や外部機関との調整を行い、学校全



表３　ＥＳＤの視点に立った学習指導で重視する能力・態度（第５学年の例；一部抜粋）
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体でのＥＳＤの推進に当たるとともに、2010 年度から
は、全教職員が共通理解する場を定期的に設けるための
組織として「ＥＳＤ校内推進委員会」を設置している。
この実践校のＥＳＤカレンダーは、「自然にやさしい（環
境・生命尊重）」「人にやさしい（人権・福祉）」「地球に
やさしい（国際理解・地域文化）」の３点から、該当す
る単元を区分し、時間軸に沿って実施時期の順に並べた
ものを基本としている。
　今回の実践研究では、このＥＳＤカレンダーにＥＳ
Ｄ学習の枠組みを取り入れた。その例（第６学年の例）
を図２に示す。ＥＳＤに関連付けられた各教科等の単元
が時間列に沿って並べられており、単元ごとに重視する
ＥＳＤ学習の枠組みが位置付けられている。図２におい
て、各単元名の下に付してある表記は、持続可能な社会
づくりの構成概念（表１）とＥＳＤの視点に立った学習
指導で重視する能力・態度（表２）を表している。例え
ば、「多様／批判」は、「多様性」と「批判的に考える力」
を表す。さらに、ＥＳＤの視点に立った学習指導で重視
する能力・態度については、各教科等の単元ごとに具体
的な能力・態度も設定している。その例（第５学年の例）
を、表３に示す。
　
＜実践研究②「ＥＳＤ学習の枠組みを取り入れた地域学

習の展開」＞
　実践研究②は、地域学習にＥＳＤ学習の枠組みを取り
入れた実践である。実践の場は、和歌山県である。和歌
山県では、県内の多くの小・中・高等学校が、各地域の
特徴・特色を題材に取り上げた地域学習「ふるさと教育」
を展開している。そこでは、児童生徒に、郷土の自然、
歴史、文化、産業など、郷土のすばらしさに気付かせる
とともに、郷土を愛し守り育てる意欲や態度を育成する
ことを目指している。　
　今回の実践では、県教育センターが協力校を指定し、
その指導のもと、各校で実施されてきた地域学習（教育
課程上の位置付けは、総合的な学習の時間や選択教科・
科目）に、ＥＳＤ学習の枠組みを取り入れた。各実践で
取り上げたＥＳＤ学習の枠組みを表４に示すとともに、
各実践の概要を次に述べる。

実践校Ａ「地域学習－いま昔プロジェクト－」：小学校
第１～６学年
　この実践は、「共に学び・共に育ち・共につくる」をテー
マとし、地域についての認識を深め、郷土愛を育てるこ
とを目指して展開したものである。児童は、地域の歴史
や文化遺産などについての調べ学習を行ったり、地域の
人々へのインタビューや学習成果の発表を行ったりす



表４　実践校が取り上げたＥＳＤ学習の枠組み
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るなど、地域の人々と交流しながら地域学習を進めた。
児童は、自分が地域社会の一員であることを自覚するこ
とや、積極的に地域にかかわろうとする態度などを身に
付けることができた。また、家庭・地域・学校が連携し、
地域ぐるみで子どもを守り育てることの推進に役立っ
た。

実践校Ｂ「ショウロは健全な松林のシンボルだ」：小学
校第４学年
　この実践は、町のシンボルである「煙樹ヶ浜の松林」
のもつ役割と、その保全活動の大切さについての認識を
深めることを目指して展開したものである。県農林水産
総合技術センター林業試験場の職員による指導や、振興
局林務課、町役場産業建設課、煙樹ヶ浜保安林保護育成
会等の協力のもとに、ショウロの発生誘導試験（健全な
松林にしか生えないとされる食用キノコ「ショウロ」の
菌を散布すること）に取り組んだ。児童は、自分たちの
松林を守るために自分ができることは何かを考えなが
ら体験学習を進め、地域の松林を大切に守っていこうと
する態度を身に付けることができた。

実践校Ｃ「マイ醤油造り」：小学校第５学年
　この実践では、地域の特産品である醤油を児童の手で
作ることにより、地域の多くの人々との関わりで醤油が
製造さていることや働く人々の苦労を実感させ、ものへ

の感謝の気持ちや郷土愛を育成することを目指した。こ
の「マイ醤油造り」を、学校という狭い枠内の活動から、
地域に支えられ、地域と交流した活動へと広げていっ
た。その際、保護者や地域の幅広い支持・支援の存在が
大きかった。協力し合って問題を解決することや、関わ
りある人々に感謝し、進んで活動することなど、他者と
協力する態度が着実に育ってきた。

実践校Ｄ「国際理解－トルコとの交流－」：小学校第６
学年
　この実践は、1890 年に近海で起きたトルコ軍艦の遭
難事故の際の島民による救助活動を通して始まったト
ルコとの交流に基づいている。人に対する優しさや思い
やりの心、人と人とのつながりや生き方を学び、この地
で育ったことを誇りに思える心情の育成を目指し、先人
が続けてきた「慰霊碑を守る」活動や「追悼する」心を
受け継ぎ、未来につなげていくことを重視した。こうし
た学習を通して、先人の活動を受け継ぎ、守っていこう
とする自覚や責任感が児童に芽生え、地域の人々やトル
コの人々とのつながりなど新たな人とのつながりが生
まれた。

実践校Ｅ「ふるさとの観光プランを立てよう」：中学校
第２学年
　この実践は、ふるさとを知り、ふるさとの良いところ
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を対外的にアピールするために、観光プランを立案する
という学習である。旅行会社の担当者から指導を受けツ
アーの組み方を学習したり、役場の観光の担当者など
から情報を得て地域に関する資料を集めたりしながら、
１泊２日のツアープランを作成した。また、それをポス
ターにまとめ、学習発表会でも発表した。この学習を通
して、生徒は、情報収集能力やコミュニケーション能力
を身に付けることができ、ふるさとを愛する心や誇りに
思う気持ちを高めることができた。

実践校Ｆ「新庄地震学」：中学校第３学年
　この実践は、地域の課題である地震・津波の防災に関
する学習である。自然災害の起こる仕組みと自分を取り
巻く環境との関わりを学習し、将来起こりうる災害に対
する減災対策、地域が期待する防災啓発、災害後の対
応や未来づくりについて考え、生徒が将来の地域のリー
ダーとして活躍できるようになることを目指している。
生徒は、地震・津波の被害を最小限度にするためには一
人一人の防災への意識を高めることや、地域や行政機
関、専門的機関等の取組を知り連携・協力することが重
要であることを認識できた。また、生徒同士の協力と責
任を重んじたグループ学習を行ったことにより、地震・
津波に備えて自分ができることの自覚を高めることが
できた。

実践校Ｇ「世界遺産教育」：高等学校第１・２学年
　この実践は、世界遺産についての基本的な概念を学
び、地域の世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」に焦
点を絞って調べ学習を行ったものである。現地調査と
して、年間で２～３回のグループによるフィールドワー
クも実施した。また、更なる学習の深化や遺産の保全を
担っていくリーダーの育成を目標に、希望者を募り、生
徒自らが道普請や古道の清掃活動にも取り組んだ。生徒
には、他者の意見を聞き、それらを踏まえて自らの意見
を伝える能力の向上が見られるともに、現状の課題を多
面的な視点で捉え、地域社会の活動に主体的に取り組む
姿勢や態度が身に付いた。

実践校Ｈ「21 世紀を自ら歩く－地域学習を通じて－」：
高等学校第３学年
　この実践は、地域を多面的、総合的に捉える中で、地
域には先人が遺してくれた誇るべき文化遺産があるこ
とを知るとともに、地域が抱える今後の課題についても
認識を深めるという学習である。高野山信仰の歴史文化
的価値についての認識を深めたり、地域に関する調べ学

習を行ったりして、地域社会に生きる市民の一人とし
て、各自が理想とする地域の未来像を描き、その実現の
ために自分自身が何をすべきなのかということを考え
させた。生徒は、この学習を通して、自分自身と地域と
のつながりを自覚することを促し、未来の地域社会の担
い手としての責任感を身に付けることができた。

実践校Ｉ「高校生観光プラン立案コンテスト『観光甲子
園』への取り組み」：高等学校第３学年
　この実践は、学校設定科目「観光業務」における学習
である。地域で活躍する外部人材を授業に招聘するとと
もに、現地での体験学習を行い、外部機関と連携しなが
ら地域振興のためのプランを作り上げていくという展
開で進めた。この学習過程の中で、「地域の魅力に気づ
く」「地域に誘客するための方法を考える」「自分たちの
考えたプランをプレゼンテーションする」という活動を
行った。こうした学習の成果の一つが、高校生観光プラ
ン立案コンテスト『観光甲子園』への出場である。生徒
は、地域や全国大会等で高い評価を得ることができ、地
域の復旧・復興の力として地域から頼られる存在になっ
てきた。

４．実践研究の結果と考察
　以上述べたように、実践研究①では、一つの小学校
において全ての教育課程での指導計画にＥＳＤ学習の
枠組みを取り入れて学習を展開することができ、実践
研究②では、「ふるさと教育」という共通のテーマのも
とに、各学校・各地域の特徴的な題材を取り上げ、小・
中・高等学校に渡ってＥＳＤ学習の枠組みを取り入れた
学習を展開することができた。図３・４は、実践研究①
及び②について、それぞれ取り上げられた持続可能な社
会づくりの構成概念（以下、「構成概念」と略す）とＥ
ＳＤの視点に立った学習指導で重視する能力・態度（以
下、「能力・態度」と略す）の数を集計して表したもの
である。どちらの実践研究においても、構成概念と能力・
態度のすべてが取り上げられている。
　実践研究①では、ＥＳＤカレンダーにＥＳＤ学習の
枠組みを取り入れたことにより、学習活動の目標を明
確にすることができ、児童に、学習活動のどの場面で、
どんな力を付けたいのかを明確にすることができた。そ
して、各学年の重点課題を明確化し、教科等を超えた横
断的・総合的な指導が展開できたことが大きな成果であ
る。実践研究②では、従来実施してきた「ふるさと教育」
をＥＳＤの視点に立って整理したことにより、学習のね
らいと評価の観点をより明確にすることができた。そし



図３　実践研究①で取り上げられた構成概念と能力・態度

図４　実践研究②で取り上げられた構成概念と能力・態度
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て、地域学習に広がりをもたせることができ、ローカル
な視点だけでなくグローバルな視点を加えることもで
きたことが大きな成果である。
　このように、タイプの異なる実践において、ＥＳＤ学
習の枠組みを無理なく取り入れることができ、ＥＳＤ学
習の枠組みに基づいた実践を効果的に進めることがで
きた。ＥＳＤ学習の枠組みの有用性は概ね検証できたと
言える。また、ＥＳＤ学習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改めて示すことができた。さら
に、今回の実践では、各学校で多くの教員が関わり、多
様な学習を「持続可能な社会の構築」に関連付けること
ができたため、学校全体にＥＳＤの考え方を広げられた
ことも大きな成果となった。
　しかし、図３に示されるように、実践研究①において、
構成概念では「有限性」が、能力・態度では「批判的
に考える力」が比較的少ないという結果になっている。
また、図４に示されるように、実践研究②においては、
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中・高等学校と比較して小学校において偏りが大きく
なっており、実践研究①と同様に、小学校では「有限
性」と「批判的に考える力」が少ないという結果になっ
ている。これらのことから、例えば、小学校では低学年・
中学年・高学年ごとに、「有限性」の具体例を設定したり、
「批判的に考える力」の指導方法を工夫したりするなど、
児童生徒の発達段階に応じて構成概念と能力・態度を更
に細かく設定したり、小・中・高等学校を通して関連付
けて指導する方策を検討したりすることが今後の課題
と言える。

引用文献
国立教育政策研究所 (2010)：「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」〔中間報告
書〕，pp.211．
国立教育政策研究所 (2012)：「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〕，pp.354．
「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

※ 本 論 文 は、「The Education Practices Utilizing 
the “Framework Necessary to Design and Develop 
Learning Instraction Processes for Education for 
Sustainable Development (ESD)”」（国立教育政策研究所
紀要 第142号）の和訳である。
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○地球温暖化や貧困などの地球規模の問題から、里山の荒廃や地域コミュニティーの衰退などの地域レ

ベルの問題に至るまで、様々な問題が社会・経済活動を取り巻いています。

○これらの問題を解決し、持続可能な社会をつくる担い手づくりのために必要なＥＳＤ（持続可能な開

発のための教育（Education　for　Sustainable　Development）の略称）の活動を推進するため、個々

の活動を見えやすくし、活動者同士をつなげる手助けをして、地球規模・地域社会の問題を解決する

ことを目指すプロジェクト、それが、＋ＥＳＤプロジェクトです。

★世界では、2002 年の国連決議に基づき、各国でＥＳＤに取り組んでいるところです。

★日本では、国内実施計画を策定し、＋ＥＳＤプロジェクトを推進しています。

★また、2014 年には、日本で、ＥＳＤに関する世界会議を開催することが決まっています。

＜課題＞

○環境保全、自然体験、環境教育などの活動はたくさんありますが、ＥＳＤの視点で適切にとらえられ

ているものは、まだ多くはありません。

○活動を広げようとしても、協力相手を見つけることが困難な状況です。

○ 2014 年のＥＳＤに関する世界会議が近づく一方、産学官民の盛り上がりに欠けています。

＜＋ＥＳＤプロジェクトに参加すると ･･･ ＞

○ＮＰＯなどの民間団体にとっては、自分たちの取組を広く知ってもらえ、環境教育などの社会活動を

行っている仲間とのつながりが生まれ、イベントに参加してもらう機会が増えます。

　また、学校とのつながりも生まれれば、学校教育への進出、提案もしやすくなります。

○企業にとっては、自社のＣＳＲ活動等を他の活動者向けに情報発信できます。

○大学などにとっては、実施している環境人材の育成プログラムを登録することなどにより、教育方針

や地域社会への貢献をアピールすることができます。

○地方自治体などにとっては、地域のプログラムの知名度が上がり、参加者の拡大や地域の振興が期待

できます。

○基金や支援法人にとっては、支援内容が広く知られることにより、優良な案件の応募や採択につなが

ります。

環境省　環境教育推進室

＜NPO、企業、教育機関、その他民間団体の皆様へ＞

＋ＥＳＤプロジェクトに是非ご協力をお願いします！！
下記のウェブサイトから今すぐ登録できます。

⇒　http://www.p-esd.go.jp/top.html

あなたの活動や取組が＋ＥＳＤプロジェクトにあてはまるかどうか、チェックするポイントは、６つの概

念７つの能力です。まずは裏面のチェックシートで点検してみてください。
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あなたの活動を、ＥＳＤの視点でとらえてみてください。

ポイントは、６つの概念（Ⅰ～Ⅵ）と７つの能力（①～⑦）です。

Ａ．持続可能な社会づくりに関わる以下の６つの概念のいずれかを扱っていますか？

□　Ⅰ　多様性（例：社会は多種多様な物事から成り立ち、多種多様な現象が起きていること）

□　Ⅱ　相互性（例：社会は互いに働き掛け合うシステムであり、物質等が循環し、人と人が互いに関わり

合っていること）

□　Ⅲ　有限性（例：社会を成り立たせている資源やエネルギーには限りがあること）

□　Ⅳ　公平性（例：持続可能な社会には、基本的な権利の保障などが、地域や世代を渡って公平・公正・

平等であることが大切であること）

□　Ⅴ　連携性（例：持続可能な社会は、多様な主体が状況などに応じて順応・調和し、互いに連携・協力

することにより構築されること）

□　Ⅵ　責任性（例：持続可能な社会は、多様な主体が将来像に対する責任あるビジョンをもち、それに向
かって変容・変革することにより構築されること）

Ｂ．Ａの課題を見いだし、解決するために必要な７つの能力のいずれかを身に付けることができますか？

□　①　批判的に考える力

　　　　（例：客観的な情報や公平な判断に基づき、物事を思慮深く思考・判断する力）

□　②　未来像を予測して計画を立てる力

　　　　（例：過去や現在に基づき、あるべき未来像を予測し、他者と共有しながら物事を計画する力）

□　③　多面的、総合的に考える力

　　　　（例：人や物などのつながりや広がりを理解し、それらを多面的、総合的に考える力）

□　④　コミュニケーションを行う力

　　　　（例：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、コミュニケーションを行う力）

□　⑤　他者と協力する態度

　　　　（例：他者の立場に立ちその考えや行動に共感し、他者と協力・協働して物事を進めようとする態度）

□　⑥　つながりを尊重する態度

　　　　（例：人や物などと自分とのつながりに関心を持ち、それを尊重しようとする態度）

□　⑦　進んで参加する態度

　　　　（例：集団や社会における自分の言動に責任を持ち、物事に主体的に参加しようとする態度）

例：　自然体験・自然観察（Ⅰ⑥）、地元の川の清掃活動（Ⅱ⑥）、環境を軸としたまちづくり（Ⅵ②）

　　　環境に関する映画鑑賞と製作者との座談会（Ⅰ①）、地域の子ども・高齢者見守り活動（Ⅴ④）

　　　地域の食材を義務的に学校給食に使用（×）、エコグッズの販売・促進のみ（× )

注：ＥＳＤにおける概念、能力は、上記に限定されるものではありません。

チェックシート

2014 年には日本で「ＥＳＤに関する世界会議」が開催されます。

2014 年に世界から来日する人々に､ ＥＳＤ先進国､ 日本をアピールしましょう！



平成２４年度教育改革国際シンポジウム

日　時 ： 平成24 年12 月18 日（火） 　会　場 ： 文部科学省講堂

「ＥＳＤの国際的な潮流」

プ ロ グ ラ ム

13：00－13：15 主 催 者 挨 拶

14：55－15：15 コーヒーブレイク

尾 﨑 春 樹  国立教育政策研究所長

ミッシェル・リカード
フランス 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

【ヨーロッパ地域】

チャールズ・ホプキンス
カナダ ヨーク大学ユネスコチェア

【北米地域】

野 口 扶 美 子
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

【オセアニア・アジア地域】

角 屋 重 樹
国立教育政策研究所教育課程研究センター基礎研究部長

国立教育政策研究所教育課程研究センター基礎研究部総括研究官

【日本】

13：20－14：55 各地域におけるＥＳＤの現状と課題についての発表

15：15－16：45 パネルディスカッション  ＥＳＤの過去・現在・未来
パネリスト
ミッシェル・リカード、チャールズ・ホプキンス、野口扶美子、角屋重樹

コーディネーター

五 島 政 一
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Michel Ricard
Professor, University Michel de Montaigne Bordeaux 3 （Ｆｒａｎｃｅ）
UNESCO Chair “Education, Training and Research for Sustainable
Development”

【Europe】

Charles Hopkins
UNESCO Chair, York University (Canada)

【North America】

Fumiko Noguchi
International Programme Coordinator
Japan Council on the UN Decade of Education for Sustainable Development

【Oceania and Asia】

Shigeki Kadoya
Director, Department for Curriculum Research, Curriculum Research Center, NIER

【Japan】

Senior Researcher, Curriculum Research Center, NIER
Masakazu Goto

2012 International Symposium on Education Reform

Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT), 3F Auditorium
December 18, 2012

International Trends on Education for Sustainable Development (ESD)

Program

13：00－13：15 Opening Remarks

14：55－15：15 Coffee Break

Haruki Ozaki  Director General, NIER

13：20－14：55 Presentations: Trends and Issues on ESD

15：15－16：45 Panel Discussion: The Past, Present, and Future of ESD

Panelists
Michel Ricard, Charles Hopkins, Fumiko Noguchi, Shigeki Kadoya

Coordinator
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平成２４年度教育改革国際シンポジウム　「ＥＳＤの国際的な潮流」
登壇者のプロフィール

　ミッシェル・リカード氏は、科学博士で、ボルドー大学教授（生態学および生物学）
である。「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、
環境・持続可能な開発のためのデジタルユニバーシティ学長、ユネスコの ESD 世界会
議の国際運営グループのメンバー。さらに、環境・学校イニシアティブ（ENSI）の国際
ネットワークの副議長、毎年開催の「科学と海洋倫理」会議議長、国連欧州経済委員会
（UNECE）運営委員会及び「国連持続可能な開発のための教育の10 年」の理事会メンバー
であり、学生を対象としたヨーロッパの TEMPUS ESD プログラムのフランス国内を
担当している。
　リカード氏は、15 年間にわたり、パリのフランス国立自然史博物館で生態学および

生物学の科学プログラムを監修した。大学に赴任後、フランス国内の大学２校の総長となり、その後自然資源高等研
究所長に就任。この間、生態学・生物学の数々の学位論文を指導、百本近くの科学論文や何冊もの本を出版、数々の
国内・国際科学イベントを企画。
　2002 年からは、フランス首相直属の２つ組織、持続可能な開発のフランス国内カウンシル及び国連ESD の 10 
年のフランス国内委員会のチェアとして、ESD に主に従事している。この枠組みで、フランスの学校システムに
持続可能な開発の必修プログラムを導入した。2004 年から2008 年には、ESD の国際会議を３つ企画。国連の
ESD10 年のUNESCE 運営委員会ではフランスの代表者として参加。ヨーロッパ環境諮問委員会持続可能な開発
ワーキンググループ議長も務めた。
また、リカード氏はレジオン・ドヌール勲章、フランス国家功労賞、学術功労賞、農業勲章を受賞している。

Michel RICARD has a doctorate in Sciences and is a professor in ecology and biology at Bordeaux 
University. In charge of the UNESCO chair "Education, training and research on sustainable 
development", he is also the president of the digital university for environment and sustainable 
development (UVED) and a member of the International Steering Group for the UNESCO World 
Conference on Education for Sustainable Development. In addition, he is vice-chair of the 
international network Environmental and School Initiatives (ENSI), chair of the yearly conference 
"Sciences and ethic of the sea", member of the UNECE steering　committee and board of the UN 
Decade of education for sustainable development (DESD) and in charge for France of the European 
Tempus program on ESD for licence's students.

Michel RICARD spent 15 years at the French Museum of Natural History in Paris where he 
supervised several scientifi c programs on ecology and biology. After moving to the University, he 
was the Chancellor of two French universities, then the director of a higher Institute on natural 
resources. During all this period, he supervised several thesis, published about a hundred of 
scientific papers and several books on ecology and biology and organized several national and 
international scientifi c events.

From 2002, Michel RICARD was mostly involved in educations for sustainable development (ESD) 

ミッシェル・リカード
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
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as the chair of two bodies attached to the French Prime minister, the French council on sustainable 
development and the French committee of the UN Decade on education forsustainable development. 
In this framework, he notably introduced a compulsory program on sustainable development in the 
French school system. From 2004 to 2008, he organized three international conferences on ESD; 
furthermore, he was the representative of France at the UNECE steering committee of the UN ESD 
Decade and the chair of the SD working group of the European Environmental Advisory Council 
(EEAC).

Michel RICARD is a holder of several awards: knight of the French Legion of Honour, of the French 
National Merit, of the Academic Palms and of the National Order of Agriculture Merit.
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　チャールズ・ホプキンス氏は現在、カナダのヨーク大学（トロント）において、大学
院課程で教鞭をとりながら、ユネスコチェアとして、初等中等教育段階の教師教育に持
続可能な開発を取り入れようと協働する、70 カ国をこえる国々の教師教育機関の国際
ネットワークで調整役を担っている。また、2014 年に愛知県名古屋市で開かれる持続
可能な開発のための教育（ESD）ユネスコ世界会議に関し、ユネスコ、国連大学、およ
び日本政府に対するESD のシニアアドバイザーを務めている。
　カナダ国内においては、持続可能性に取り組む学校システムへの転換に携わる教育分
野の高官やリーダーたちを補助するために作られた共同職業能力開発プログラムである、
持続可能性と教育アカデミー（SEdA）の共同所長である。また、ジョン・ディアネス

環境協会の議長も務める。
　過去には、教師の他、校長、教育課程指導主事、トロント教育委員会地方委員長の経験もある。1960 年代より
環境教育に従事し、カナダで初となる宿泊設備完備の環境委教育センターのセンター長を務めたこともある。
　ホプキンス氏は、教育、ESD の分野における長年のリーダーであり、70 以上の国において、講演や論文発表を行っ
てきた。エコロジーの教科書の著者であり、数々の本の章や学術論文を執筆。教育、環境、持続可能な開発を取り扱
うドキュメンタリー番組にも出演経験がある。

Charles Hopkins is currently the UNESCO Chair at York University in Toronto, Canada where as well 
as lecturing in the graduate program, he coordinates an international network of teacher education 
institutions from over 70 countries collaboratively working upon the reorientation of elementary 
and secondary teacher education to address sustainable development. Hopkins is a senior advisor 
regarding education for sustainable development to UNESCO, the UN University and the Government 
of Japan regarding the UNESCO World Conference on ESD to be held in Aichi Nagoya in 2014.

Within Canada, Hopkins is the Co-Director of the Sustainability and Education Academy (SEdA) 
which is a collaborative professional development program designed to assist senior education 
offi  cials and leaders in reorienting school systems to address sustainability. He is also Chair of the 
Board of the John Dearness Environmental Society. Previously, Charles was a teacher, a principal, 
a superintendent of curriculum and a regional superintendent with the Toronto Board of Education. 
He has been involved in EE since the 1960's and at one point was the Director of Canada's fi rst 
residential EE Centre.

A long time leader in the fi elds of education, and ESD, Hopkins has lectured and presented papers 
in over 70 countries. He is the author of a textbook on ecology, of numerous book chapters, journal 
articles and has appeared in television documentaries dealing with education, the environment, and 
sustainable development.

チャールズ・ホプキンス
ヨーク大学ユネスコチェア
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　1992 年津田塾大学国際関係学科卒業。卒業後、シティバンク銀行で金融企画商品開
発・信託業務などの業務に携わる傍ら、地元葛飾区の国際理解教育や国際交流団体の設
立など、地域での市民活動を継続。92 年の「環境と開発に関する国際連合会議（リオ
サミット）」で「持続可能な開発」を知り、ライフテーマとすることを決意。
　持続可能な開発に向けた地域コミュニティのエンパワーメントや伝統知・先住知の重
要性に気付き、環境教育を学ぶために渡豪。ジョン・フィエン教授による指導のもと、
2000 年グリフィス大学環境教育学修士課程修了。大学院を含め、約7 年オーストラリ
アに滞在。タイ環境省でのインターン、オーストラリアでの先住民族アボリジニの文化
的視点に根差したエコツアーの企画・実施の他、多言語放送コミュニティラジオのディ

レクター、バースチョイス (出産の選択権 )運動等の市民活動にも従事。
　2004 年より、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）に勤務。アジアの持
続可能な地域づくりとそのための人づくり、NGO の果たす役割を基軸に、アジアのNGOの ESD ネットワーク構
築（2005～）、実践活動の事例化・分析事業（AGEPP：2006～ 2008）、日本の国際協力NGO のネットワー
ク構築および政策提言（2009～ 2012）、北海道洞爺湖サミット（2008）、生物多様性条約第10 回締約国会議
（CBDCOP10：2010）、国連持続可能な開発会議（リオ＋20：2012）等国際社会へのアピール、海外ESD 情
報の国内への情報共有、国際会議の企画・運営、ワークショップファシリテーション等を行ってきた。一方、2009 
年より北海道紋別市で、先住民族アイヌの権利回復を基盤にしたESD 活動に関与。2011 年より、ジョン・フィ
エン教授、ロベルト・ゲバラ博士の指導のもと、オーストラリア、ロイヤルメルボルン工科（RMIT）大学院博士課
程に在学。
　オーストラリアの環境教育・ESD 政策に関するペーパー、アジアのNGO による ESD 活動の分析
論文等の執筆、ESD 国際実施計画、ESD ボン宣言文の翻訳なども行う。

Fumiko Noguchi is a doctoral candidate at RMIT University, Australia, as well as International 
Programme Coordinator for the Japan Council on the UN Decade of Education for Sustainable 
Development (ESD-J). She obtained a Bachelor of Arts in International and Cultural Studies from 
Tsuda Colledge, Tokyo, in 1992. After fi ve years’ experience of working for Citibank N.A. in Tokyo 
and volunteering at NGOs in her local community, she pursued and completed a Master's of 
Environmental Education from Griffi  th University, Brisbane, Australia, under the supervision of Prof. 
John Fien. 

Since the Rio Summit in 1992, she has devoted her life to seeking sustainable development through 
education. In particular, she has been working on EE, EfS and ESD, from the local community, 
indigenous, and civil perspectives. She has designed and coordinated projects and programmes 
for local communities, and worked with governments, businesses, NGOs, and local and indigenous 
peoples in Australia and Japan.

In the last nine years, she has been committed to working for ESD-J and conducting projects for 
the documentation and analysis of local community-based ESD activities particularly by NGOs in 
Asia including Japan, networking with NGOs in Asia on ESD, and engaging in policy advocacy in 
international communities, including the G8 Summit in 2008, CBD COP10 in 2010 and Rio+20 in 
2012. 

野口　扶美子
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
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She is currently pursuing her PhD study at RMIT University, Melbourne, Australia, from July 2011, 
under the supervision of Prof. Fien and Dr. Roberto Guevara. Her published articles cover topics 
such as EfS trends and policy in Australia and ESD eff orts by civil society organisations in Asia. 
She has translated EE, EfS and ESD related policy papers, including the UN DESD International 
Implementation Scheme and the Bonn Declaration from the ESD World Conference in 2009.
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　昭和24 年三重県生まれ｡ 広島大学大学院教育学研究科教科教育学 ( 理科教育 ) 専攻
博士課程単位取得退学｡ 博士 ( 教育学 )｡ 広島大学教育学部助手､ 文部省初等中等教育局
教科調査官､ 広島大学大学院教授教育学研究科教授を経て、現在､ 国立教育政策研究所
教育課程研究センター基礎研究部長。
　主な著書 ; 理科学習指導の革新 ( 東洋館 )､ 新しい理科教育の理論と実践の方法 ( 現代
教育社 )､ 小学校理科の単元展開と評価 ( 文溪堂 )、理科の学ばせ方 ･教え方事典 ( 教育
出版 )､ ベネッセ発親子で伸ばす ｢本物の学力｣ ( 日経 BP 社 )､ 小学校新教育課程 教科
･領域の改訂解説（明治図書）、活用力を育てる授業の考え方と実践（図書文化）、新教育
課程で充実すべき重点 ･改善事項（ぎょうせい）、学習指導要領の解説と展開（教育出版）、

小学校理科 確かな学力を育てるPISA 型授業づくり（明治図書）、小学校理科 重点指導事項の実践開発（明治図書）、
新理科の考え方と授業展開 ( 文溪堂 )､ 新理科で問題解決の授業をどうつくるか ( 明治図書 )､「ことば」で伸ばす子
どもの学力 (ぎょうせい )、実践教育評価事典 (文溪堂 )、観察 ･実験の指導 (文溪堂 )

Shigeki Kadoya is Director of the Department for Curriculum Research in the Curriculum Research 
Center, National Institute for Educational Policy Research (NIER) of Japan. He was born in Mie 
Prefecture in 1949. He completed his doctorate studies at Hiroshima University's Graduate School 
of Education with a focus on science education in March 1980 and holds a doctorate in education. 
Before joining NIER, he held positions such as Research Associate at the Faculty of Education at 
Hiroshima University, Senior Specialist for Curriculum at the Elementary and Secondary Education 
Bureau of the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT), and Professor 
at the Graduate School of Education of Hiroshima University.

His publications in Japanese include Pedagogy for Observation and Experimentation (2012), The 
Practical Encyclopedia of Educational Evaluation (2010), Developing Children's Academic Abilities 
through Language (2010), How to Plan a Problem Solving Class in Science (2009), Approaches 
and Teaching Strategies for Science (2009), Science in Elementary Schools: Practice Development 
of Key Instruction Points (2009), Science in Elementary Schools: Ensuring Academic Development 
through PISA Oriented Class Teaching (2008), A Commentary on the Course of Study (2008), 
Important and Improved Items to be Enriched in the New Curriculum (2008), Teaching Strategies 
and Practices to Develop Application Abilities (2008), A Commentary on the Revision of the 
Curriculum for Elementary Schools by Subject and Domain (2008), Parents and Children in Tandem:
Benesse's Program for Nurturing “Genuine Academic Abilities” (2006), The Encyclopedia of 
Learning and Teaching (2009), Teaching Strategies and Evaluation in Science for Elementary 
Schools (2004), Theory and Practice in New Science Teaching (2003) and Innovation in Science 
Education Guidelines (1998). *Titles are tentative translations.

角屋　重樹
国立教育政策研究所教育課程研究センター基礎研究部長




