
はじめに

2002年に日本のNGOによる提案を受けた日本政府

は、第57回国連総会に「持続可能な発展のための教

育の10年」（ESD）決議案を提出し、満場一致で採

択された。その内容は2005年から2014年までをESD

として、各国政府、国際機関NGO、企業等のあらゆ

る主体間での連携を図りながら、教育・啓発活動を

推進するというものである。

ESDの最終年である2014年まで残り僅かである

が、今回の小中高学習指導要領改訂では「持続可能

な社会の構築」という文言が盛り込まれ、教科のみ

ならず教育課程全体の中に位置づけることが求めら

れている。しかし、日本の教育現場におけるESDに

対する認知度は依然として低く1）、そのため教員研

修の必要性が不可欠であるが、教師たちの多忙感が

増している昨今の状況で、形式だけの研修では限界

があるといえよう。特に、人間性を育むという観点

や「関わり」、「つながり」を尊重できる個人を育む

という観点が重視されているESD推進のためには、

教師こそが社会や地域との「関わり」、「つながり」

を持てるような研修が求められていることは明白

だ。

そこで本稿では、魚山が主に教職大学院の立場か

ら平成21年度・多摩市ESD教員研修、平成22年度・

多摩市立A小学校校内研修、及び平成23年度・多摩

市立B小学校校内研修についての成果と課題につい

てまとめ、中谷が主に教育委員会の立場から、平成

21年から23年度までの成果、そして24年度に向けて

の展望について論攷した。

1 ESDとは

そもそも「持続可能な発展」の概念とは、1987年

の「環境と開発に関する世界委員会」（後にノルウ

エーの女性首相となったブルントラントが委員長を

つとめたのでブルントラント委員会と呼ばれた。）

より出された報告書『われわれの共通の未来』にお

いて明確にされた用語であり、「将来の世代が自ら

のニーズを充足する能力を損なうことなく、現在の

世代のニーズを満たすような発展」と定義されてい

る。つまり、途上国が目指す「経済開発」と先進国

が目指す「環境保護」いうことを両立させるために

生み出された概念が「持続可能な発展」である。

環境問題に関する世界で初めての大規模な政府間

会合であった「国連人間環境会議」（通称ストック
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ホルム会議）開催から20年後の1992年、ブラジル・

リオデジャネイロで開催された国連環境開発会議

（地球サミット）は、「経済開発」と「環境保護」の

対立から両立を目指すことを主題として開催され

た。しかし、大気中の温室効果ガスの濃度・増加を

防止するため、先進国はCO2の排出量を2012年まで

に1990年のレベルに戻すとする「地球温暖化防止条

約」（気候変動枠組み条約）が採択されたが、先進

国のみならず途上国を含めた各国が温室効果ガス排

出量削減に努めるべきとの激しい論争があった。

さらに、国連環境開発会議では21世紀に向けて

「持続可能な発展」を実現させるための具体的な行

動計画となる「アジェンダ21」が国連環境開発会議

で採択された。その第36章に「教育・意識啓発・研

修の促進」が記載され、環境教育の重要性を再確認

した。また、「アジェンダ21」の進捗状況を確認す

る場として 、国連に「持続可能な開発委員会」が

設置され、10年後の2002年に環境開発サミットを南

アフリカのヨハネスブルクで開催することを決定し

た。

2002年に開催された「持続可能な開発サミット」

では、「持続可能な発展」の推進をはかるため、日

本のNGOがその教育の推進を提案し、それを受けた

日本政府が、第57回国連総会で「持続可能な発展の

ための教育の10年」（Education for sustainable

Development 以下、ESD。）決議案を提出して、

採択されたことが今回の新学習指導要領にESDが登

場した理由である。2）

2 ESD推進におけるNGO、NPOとの連携
による教員研修の重要性

上述した「アジェンダ21」第36 章「教育・意識

啓発・研修の促進」は、以下の挙げるESDの4つの

目標を明確にした。3）

1「質の高い基礎教育」へのアクセスを向上

主に途上国を中心に義務教育段階にありながら就

学していない児童・生徒は世界で1億人を超え、非

識字の成人は 8 億人に達すると言われている。しか

し、先進国においても高等学校などでの中途退学者

の増加が課題となっており、学校制度の弱点がESD

の目指す「質の高い基礎教育」へのアクセスの向上

を妨げている。そして、単なる基礎学力の向上だけ

ではESDの推進には不十分であり、自分たちが住ん

でいる地域の課題を認識できるよう基礎教育が必要

である。

2 既存の教育プログラムの新たな方向づけ

特に教育の費やす時間を増やすだけでは、持続可

能な社会を構築することは困難である。そこで先進

国に住む私たちのライフサイクルを児童・生徒のみ

ならず、教員自身が常に見直すことができるために

は、現在おこなわれている幼稚園から大学、大学院

までの教育カリキュラムを常に疑問を持ち、再考し

て、修正しなければならない。しかも、各国は地方

に根ざした文化を損なうことなく、適切な方法でこ

れを実施しなければならない。

3 持続可能性についての人々の理解と認識の向上

持続可能な社会の構築をするためには、知識ある

市民の育成が不可欠である。そして、持続可能な社

会の構築を実現させるための施策や法律を導入し、

指示している政治家への「投票行動」が可能になる。

さらに、自らの「消費行動」によって環境などの面

において社会的に貢献している企業を支援できるよ

うになる。

4 訓練の提供

商業、工業、高等教育、政府、NGO、コミュニテ

ィ団体などのあらゆる部門は、持続可能性に関する

諸問題に関してリーダーを訓練しなければならな

い。いくつもの一流のビジネス・スクールでは、持

続可能な開発を必須科目としてカリキュラムに導入

しているが、世界の産業の大部分を占める中小企業

も巻き込んだアプローチが求められている。

以上の 4 つの目的を含んだESD推進のためのプロ

グラム作成には、NGO、NPOなどの連携による教

員研修が不可欠である。そこで、以下に掲載する魚
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山、中谷の個別論文から、多摩市ESD教員研修につ

いて、それぞれの観点からまとめてみた。

註

1）筆者が平成23年度免許更新講習・「教育の最新

事情」（受講生約100人）を担当した際、ESDを知

っているかとの問いに対して挙手した教員はごく

僅かであった。

2）小学校学習指導要領解説編・第1章総説、2．社

会科改訂の趣旨において、「持続可能な社会の実

現など、より良い社会の形成に参画する資質や能

力の基礎を培うことを重視して、」と明記された。

また、中学校学習指導要領において、社会・地理

的分野や公民的分野、理科（第1分野）及び（第2

分野）においても「持続可能な社会の形成に重要

であることを理解する。」と明記された。さらに、

高等学校学習指導要領においても理科、公民、地

理歴史、保健体育、家庭、工業の各教科に、持続

可能な社会に関する学習が盛り込まれた。

3）佐藤真久・阿部治「第1章：国連持続可能な開

発のための教育の10年 の国際実施計画とその策定

の背景」 pp18～20

平成21年度横浜市業務委託調査 『「持続可能な開

発のための教育（ESD）」の国際的動向に関する

調査研究』
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Ⅰ　平成21年度・多摩市ESD教員研修

平成21年度当時、筆者は本学教職大学院スクール

リーダーコース院生（現職派遣教員）として、ESD

に関する地域教材作成を主題とした課題研究報告書

作成に取り組んでいた。その時、文部科学省委託に

よる日本／ユネスコパートナーシップ事業として多

摩市ESD教員研修が開始されたので、ESD－J理事

でNPO法人エコ・コミュニケーションセンター

（ECOM）代表の森良氏1）の紹介を受け、特に第 4 、

5 回目研修ではオブザーバーとして参加の機会を得

ることが可能となった。（資料1・上段表参照）

第 4 回研修では、多摩市内の6校から選出された

中学校グループの討議に加わった。内容は既に毎年

5 日間、中学 2 年時に実施している職場体験学習に

ついてであり、これまでの学習内容をより発展して

いくためにはどのように指導の工夫をしていくべき

かというテーマであった。

そして、ESDの視点からすでに成果を挙げている

中学校の教員からの提案があり、中学校グループと

して以下の3点にまとめられた。

①　体験学習後、各グループごとに壁新聞を作成

して体験内容について発表をおこなう。

②　「問題解決能力」として、中学生の目から感

じた各職場の改善点や意見をレポートにまと

めて提出する。

③　「分析能力」として、職場が取り組む環境活

動について調査をおこない体験学習終了後に

発表する。

②について、体験させてもらった職場に対して失

礼なのではないかという意見が参加者より出され

た。また、各職場で体験したことをふまえ、中学生

がそれぞれの宣伝メッセージを考えて発表するとい

う方法が良いのではないかとアイデアが出された。

さらに、各職場が集まる商店街を活性化させるため

の方法を中学生の視点で発表させてはどうかと筆者

自身が述べた。

最終の第 5 回研修では、これまでのESD教員研修

の成果として、多摩市内の7校から選出された小学

校グループが「ESD的視点の授業／活動改善プラン」

として「なぜ食べ物を大切にしなければいけないか」

（対象 3 ～ 4 年）を発表し、社会科「多摩市の農業」

や「地域の歴史」と関連付けながら郷土料理「多摩

そば」作りに発展させ、多摩の人々の暮らしや地域

の文化にも触れることをねらいとした指導計画を報

告した。

さらに、その報告内容は、これまでの農業体験や

食育に以下のESDの視点を加味したものであった。

①　単なる体験で終わらせるのではなく、自分た

ちが住む地域との関係を結びつけながら、そ

の後の探究的な学習へと導く。

②　食を中心としたさまざまな体験と探究を通じ

て、課題解決的なスキルを付ける。

③　地域の人たちやNPO、関係機関などと継続的

に取り組み、また学習を通して考えた家族や

地域への「食の提案」などを地域の方々に発

信する。

中学校グループは既に実施している職場体験学習

について、「ESD的視点を取り入れた授業計画」を

発表した。これまでに行っていた活動内容を発展さ

せ、生徒側から各事業所へ積極的に関わるための事

前学習案や体験後も自分たちの学習が地域に還元で

きるような事後学習案を報告した。

それぞれのグループの発表後、これまでの各学校

における実践とESDとはどのような違いがあるの

か、つまりESDの視点に合致したテーマはどのよう

な学習であり、具体的にどのような点についてプラ

スαすることがESDなのかという質問が出された。
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その後、「この研修で得たもの」と題するパネルイ

ンタビューがおこなわれ、小学校、中学校から各2

名が登壇して以下の質問に対してコメントをしてい

た。2）

問 1 参加した教員にとってESDとは何か。

問 2 わたしがESD的な授業・活動を行う上で大切

にしたいことは何か。

問 3 ESD的な授業・活動を組み立てる上で必要な

ことは何か。

問 1 のコメントからわかることは、森氏も述べて

いるように「外から持ち込むのではなく、今あるも

の、今やっていることを大切にし、教員と地域の

NPOの経験と知恵を結合し、ESD的な発展を導き出

すこと」がとても重要であることである。

さらに問 2 のコメントから、教師自身こそが「持

続可能な発展」の視点をもち、学習のプロセスを重

視することの大切さを認識することである。

また問 3 のコメントからわかるように、学校の教

員や保護者のESDへの理解も不可欠だというとであ

る。

Ⅱ 平成22年度・多摩市ESD校内研修（多
摩市立A小学校校内研修）について

平成22年 4 月より帝京大学教職大学院所属の教員

となった筆者は、9 月29日に実施された多摩市立A

小学校のESD校内研修会の講師として参加する機会

を得た。前年度の多摩市ESD教員研修小学校グルー

プに参加されていたメンバーの一員であったA小学

校所属のM先生がESD研修の成果を勤務校でどのよ

うに実践しているのかについて非常に興味を抱い

た。

校内研修の講師として参加する前にESD－Jに依

頼して、A小学校のすべての教員分のESDガイドブ

ック3）を取り寄せ、平成21年度からスタートした多

摩市ESD教員研修の取り組みの重要性について説明

をおこなう際のテキストとして使用した。

また、当時ESD－J事務局次長のS氏にもA小学校

校内研修会へ参加して頂き、ESDについての概説を

依頼した。

A小学校の校内研修会に参加する際、多摩市A地

区の歴史と自然について筆者自身が事前に調べてみ

たことが、翌年の多摩市立B小学校校内研修会の講

師として非常に役立った。かつて、明治期の市町村

制施行以前に地名と同じ寺院があった場所であり、

里山の景観を現在にまで残している自然豊かな地域

である。

A小学校M先生には校内研修会直前の昼休みに校

門前で偶然お会いし、学校の裏にある谷戸田を案内

して頂いた。谷戸田とは、丘陵地にある谷筋の田ん

ぼであり、かつては湧水が集まった湿地を水田にし

たことから、その名称となっている。そこで、A小

学校の 1 年、2 年では生活科などの時間に周辺の豊

かな自然環境を主題とした学習をおこない、3 年で

は社会科で地域の施設や商店に関心をもたせる学

・進めるのは大変。自分たちだけではできない。

コーディネーターが必須である。

・他の先生に理解してもらうことが大事。

・教師自身も地域の方々とつながりをもっと持つ

こと。

・人材バンクやコーディネーター登録などの協力

体制組織。

・子ども自身が自分の考えの変化に気づき、持続

可能な社会の一構成員となる意識付けを常に行

うこと。

・最終的な達成目標とそこに到達させるまでの過

程を熟考すること。

・教師自身が地球的・全体的なものの見方を持っ

ていること。

・体験して、発表するだけではダメだということ

に気がついた。

・正直今もESDってなんだろうと思っているが、

研修を通じて、人と人、人と地域、人と環境の

つながり、関わりが重要だと感じた。
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習、4 年では学校の付近を流れている多摩川につい

て生態系や生物の多様性に気づかせ、調べ学習や言

語表現に活かす学習、5 年では森林総合研究所の多

摩森林科学園の専門家との連携による里山の生態系

や多様性に気づかせる学習、そして 6 年では地域に

おける様々な課題について調べてそれを表現する学

習を実践している。

校内研修会では、講師である筆者が高校公民科の

担当であったので、小学校で培ったESDの学力をど

のように中学・高校段階に引き上げるべきかについ

て、主に高校公民科「現代社会」における課題学習

の内容と実践事例について説明をおこなった。4）つ

まり、義務教育段階だけではなく、高校や大学、生

涯教育が互いに連携していくことこそがESD推進の

ために不可欠であることを述べた。

その後の懇親会では、帝京大学文学部教育学科出

身の若手男性教諭の存在を知ることが出来たので、

今後の帝京大学教職大学院と帝京大学OB・OGとの

「つながり」を構築することの必要性も認識するこ

とが可能となった。

Ⅲ 平成23年度・多摩市ESD校内研修（多
摩市立B小学校校内研修）について

平成23年度、B小学校のESD校内研修会（ 5 月25

日、10月19日）に講師として参加する機会を得た。

平成21年度・多摩市ESD教員研修の小学校グループ

のメンバーの一人がB小学校のH先生であったので、

A小学校と同様にESD研修の成果を勤務校でどのよ

うに実践されているのかについて非常に興味を抱い

た。

B小学校はA小学校との距離が直線で約1.2㎞程で

あるが、前者は多摩ニュータウン第4住区として造

成され、1984年に入居を開始した新住宅市街地開発

事業区域である。

5 月の校内研修会では、5年の授業を参観した後、

特に 3 月11日の東日本大震災が起こって間もないと

いうこともあり、ESDの視点をふまえた防災教育に

ついて説明をおこなった。その際に学校でESDを進

めるうえで、①地域と連携することはどうして必要

なのか、②学校と地域が連携したESDを実現するた

めの課題について、以上 2 点について簡単なアンケ

ート調査を実施した。①については、学校が第一避

難場所になっているので学校と地域が防災マニュア

ルを作成して取り組んでゆくことの必要性、②につ

いては、学校のすべての教員と地域が話し合いを持

つ機会がないことなどを挙げていた。

また、各学年のESDカレンダーを見ながら、平成

23年度のESDに対する取り組みについて、校長先生

より話を聞き、特に校内には缶を利用した移動式簡

易炭焼き窯があり、地域の方と一緒に炭焼き体験を

例年実施していることを知ることができた。

10月の校内研修会では4年の「総合的な学習の時

間」における単元名「炭焼きをしよう～植物は友だ

ち～」（14時間扱い）の最初の授業を参観した。

最初は炭について知っていることを発表しあい、

児童の興味関心を高め、炭をテーマとして自分の考

えをウエブ図にまとめる。その次に、炭について調

べたい課題を考えさせ、ウエブ図をもとに炭につい

て自分なりの課題を決めるというものであった。

その地域で炭焼きがおこなわれていた理由につい

て知ることは学習上大切であると考え、参観後の授

業検討会では、なぜこのB地域で「炭焼き」体験を

児童にさせる必要があるのかということについて説

明をおこなった。

多摩市の郷土資料館であるパルテノン多摩歴史ミ

ュージアムにある、『特別展多摩の里山』（編集・発

行　パルテノン多摩歴史ミュージアム、2006年）を

見てみると、炭焼きに関して多くのことを知ること

ができる。

研修会では、上記の本から、第二次大戦前までの

多摩の農家にとって炭焼きは冬場の農閑期における

仕事として存在し、楢や樫、椚などの原木を用いて

黒炭を生産したことが記載されている資料を使って

説明した。また、当時の家庭では黒炭をかまどに使

用しただけではなく、養蚕の暖房、蚕紙の乾燥など

にも使用したが、戦後は石油やガスなどの燃料が普

及したことにより炭焼きは姿を消していったことも

伝えた。その時に使用した映像資料はパルテノン多

摩歴史ミュージアムから借用した『多摩ニュータウ
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ンの今と昔』である。

2 月10日に実施された第9回の多摩市ESD教員研修

（資料 2 参照）は、「伝統」分科会からの提案によ

る授業研修であり、B小学校の若手男性教諭が 4 年

の「総合的な学習の時間」における単元名「炭焼き

をしよう～植物は友だち～」（14時間扱い）の最後

の授業を実践した。単元目標は以下 3 点であった。

本時の目標は、「人々の願いや知恵で生活の仕方

は、時代とともに移り変わっていて、これからの生

活がどう変わっていくとよいか考えることができ

る」であった。実際の授業は、ワークシートに記載

された、たき火（まき）→いろり（炭）→ガスコン

ロ（ガス）→クッキングヒーター（電気）という昔

から現在に至るまでの炊事の移り変わりを通して、

台所で使用する道具を並び替え、生活がどのように

変化したのかについて考えさせる流れで、（ ）の

中身を記入させながら、これらのすべてに共通して

該当する言葉はエネルギーであると説明した。

そして、最後に電気は安全で便利であるが、なく

なると生活は不便になるので、無駄づかいをしない

ためには各自がどのような工夫をしたらよいのかに

ついて各自の意見を発表させるものであった。児童

の意見の中にはゲームをする時間を減らすなど活発

な意見が出たが、単に電気を節約するというだけで

この「炭焼きをしよう～植物は友だち～」という14

時間扱いの授業はESDの視点から目標は達成できた

のかという意見が授業検討会で出された。

つまり、これまで昔の人間の知恵によって生み出

された炭の素晴らしさについて児童は学んできたの

で、ESDの視点からこの授業をふりかえった場合、

電気の素晴らしさのみならず、例えば地震で停電し

た状況で水道やIHクッキングが使用できなくなった

時に、昔のように炭や薪を利用して人間の生命を救

うことも学習しなければならなかったのではないか

ということである。

Ⅳ 平成24年度・多摩市ESD校内研修につ
いて

平成24年度多摩市ESD教員研修会・第 1 回では、

パルテノン多摩歴史ミュージアム学芸員である橋場

万里子氏及び仙仁径氏の 2 名が講師として、「多摩

市の地域文化　テーマ探しの糸口として」との題目

で、地域の歴史や文化、自然についての講話があった。

当日の院生の記録によれば、最初に「1．共通事

項」として、多摩市の歴史を知るうえで多摩ニュー

タウン開発（1966年～2005年）により市域の多くが

大規模開発を経験し、景観・住民・生業の変化が急

激にあった場所ということは外す事はできないとし

たうえで、「2．多摩市でみられる様々な手がかり」

として、（1）遺跡、（2）石仏、（3）絵画・写真、（4）

その他、年中行事・祭礼／地名や伝承／、などを挙

げ、各項目ごとに調査の為の文献や問い合わせ先な

どの紹介があった。また、自然からテーマ探しの糸

口として、①カワラノギク、②タマノカンアオイ、

③昔の農家を挙げ、3 つのキーワードからそれぞれ

地域の自然や社会活動との関わりなどが、多岐にわ

たる学びの広がりにつながることを紹介しながら、

以下の観点を強調していた。

後日、仙仁氏に研修会の感想を書いていただいた。

「研修会に出席されている先生方は、経験年数も担

当科目もさまざまだったが、熱心にメモを取られて

いる先生が多く、多くの知識を吸収しようとされる

姿勢が非常に印象的であった。今後も研修会は複数

回おこなわれるとのことだったが、もし今回のよう

にお力になれる機会があれば、ぜひまた呼んでいた

だけたらと強く思った。また、今回の研修会の内容

が、今後どのような形で実践されていくのかも非常

・自然を取り扱う際には、生徒が自分の住む地域

が自然破壊によるものだ、と罪悪感を抱かない

（感じない）ような配慮が必要である。

・過去の地域の自然環境や、農業の様子などを知

るには、地域の方々の協力が必要である。

①　見つける力：炭についての課題を見つける。

②　関わる力：炭について主体的に調べ、地域の

人と進んで関わろうとする。

③　表す力：報告文を自分なりにまとめて表現す

る。
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に興味を感じた。」とのご感想をいただいた。

また、当日研修会に参加した本学院生の感想から

は、「講話において、遺跡や石仏などの歴史からは

じまり水田から雑木林までもが、ESDに繋がってい

ることを知り、教師が地域のことを理解しているこ

とが重要であると改めて感じた。歴史や環境に関す

る地域を自分で歩いたり、書籍などで調べることも

大切であるが、それでは拾いきれない程に地域はテ

ーマに溢れている。子どものふとした疑問から学習

を始めたいと思ったとき、学びの道を広げていける

ような情報源が不可欠になる。その際に、強い味方

になってくださるのが学芸員の方々である。」等、

ESDの進め方についてのポイントを学ぶことができ

た様子がわかる。

Ⅴ NPO、教育委員会、教職大学院の連携
をふまえたESD教員研修の成果と課題―
主に教職大学院の立場から―

2012年 6 月20日～22日までの 3 日間、ブラジル・

リオデジャネイロにおいて、「国連持続可能な開発

会議（リオ＋20）」が開催される予定で、テーマは

は（ア）「持続可能な開発及び貧困根絶の文脈にお

けるグリーン経済」及び（イ）「持続可能な開発の

ための制度的枠組み」となっている。

そこで日本政府は「持続可能な開発実現に向けた

9 つの提案」5）において、（6）「持続可能な開発のた

めの教育」（“持続可能な市民”育成イニシアテｲブ）

を掲げ、以下を主張している。

現時点で、上記に対してどのような討議がなされ

るかはわからないが、ESD推進には教師の理解、と

くにそのための教材・カリキュラムづくりが不可欠

あるが、ESDとして全く新しい学習を構築する必要

はない。これまで各学校が「総合的な学習の時間」

などで培ってきた問題解決型学習と参加型学習の実

践ノウハウをベースとし、それをさらに発展させる

という教員の姿勢が不可欠なのである。

以上の観点からみれば、「すでに実践している授

業をESD的に発展させるための手法と技法を学ぶ」

というねらいで平成21年度からスタートした多摩市

ESD教員研修は、形式のみの研修ではなく、質の高

い教育を目指した内容であったと考える。

また、平成22年度より教職大学院所属の筆者が校

内研修に関わることにより、ESD研修の成果を勤務

校でどのように実践されているのかについて、知る

ことが可能となり、教職大学院の院生にとっても課

題研究のための研究や実践の場を提供していただく

など、教職大学院とって学びが多かった。

また平成24年度多摩市ESD教員研修会・第1回で

は、地元の郷土資料館・学芸員の方をはじめ、学芸

員の方の講話から学んだ院生の感想からも、博物館

やNPOとの連携にもとづく教員研修の成果を認識す

ることができよう。

さらに、小・中学校で取り組んだ質の高い教育で

あるESDを高校や大学、大学院での教育へとつなげ、

発展させなければならないことは、言うまでもない。

註

1）2008年度、ECOMがコーディネートをした板橋

学セミナー（計 5 回）の企画に筆者も参加した。

2）多摩市ESD研修　成果発表会　報告

ESD－J HP

http://www.esd-j.org/j/activity/activity.php?

itemid=2958&catid=335 参照

3）『学校と地域がつくる「希望への学びあい」』

多摩市版　平成21年度・文部科学省委託日本／

ユネスコパートナーシップ事業報告書　2010年

5 月発行

4）拙稿「地域に開かれた学校づくりについての一

考察―「持続可能な発展のための教育の10年

（ESD）の視点から―」参照　早稲田大学教師

教育研究所『教師教育研究』第2号、2010年

一人ひとりが持続的な社会の担い手として主体

的な役割を果たすための持続可能な開発のための

教育の重要性を強調。各国内および国際社会全体

で、持続可能な開発のための教育に係る取組の促

進・共有を行い、持続可能な市民の育成に取り組

むことに合意。
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5）「国連持続可能な開発会議（リオ＋20）成果文

書へのインプット」日本国政府提案、平成23年

10月

http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/

23/10/1031_05_02.pdf#search=‘持続可能な開

発実現に向けた 9 つの提案’

参考文献

『学校と地域がつくる「希望への学びあい」』3

平成23年度文部科学省「日本／ユネスコパートナー

シップ事業報告書　2012年3月発行
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Ⅰ　多摩市がESDを推進する背景

教育基本法や学校教育法に生命や自然の尊重、環

境の保全に寄与する態度を養うことなどが述べら

れ、学習指導要領の各教科等に持続可能な社会の構

築の重要性が盛り込まれている。多摩市では、「多

摩市教育振興プラン－人と学びを未来につなぐ基本

計画－」及び「多摩市第5次総合計画」で、確かな

学力育成の施策の柱にESDを位置づけ、全小・中学

校で実施し、問題解決的な学習を重視する方向性が

示された。このことを受け、ESDの推進拠点である

ユネスコスクールに本市の全公立小・中学校による

加盟申請を終え、現在、全校27校中、23校がユネス

コスクールに登録されている。

現代社会は、地球規模の環境破壊や貧困や紛争な

どの問題や、一方で多摩市に目を向けても急速に高

齢化を迎えようとしているニュータウンの問題等、

持続発展が難しい問題が山積している。一方、今子

どもたちが置かれている状況に目を向けても、聞く

力、思考力、問題解決力、表現力、学習意欲などの

低下が指摘されている。また不登校、フリーター、

ニート、衝動的犯罪など学校・家庭・地域・社会の

抱える問題等多くの課題がある。それらの原因のひ

とつとして、子どもたちが自然・家族・地域・社会

から隔絶され、実体験や多様な立場の人とのコミュ

ニケーションが不足していることなどが考えられ

る。

学校教育の中で、ESDが重視する体験活動や関係

性の充実を目指した教育活動を計画的に展開してい

くことは、子どもたちの諸問題の解決に有効なアプ

ローチである。昨年度、子どもたちが本気で地域社

会に関わろうとする体験を教育計画に組み込んだ学

校からは、取り組み内容に対する保護者や地域の

方々からの賛同を得るとともに、子どもたちの学習

意欲の向上や、友達との関係性が向上したという報

告があがっている。

多摩市では、今後、多摩市の子どもたちが、様々

な課題一つ一つに向き合い、意欲的に解決を図ろう

とする人材として将来活躍することを願っている。

また、これからも多摩市で暮らす今の子どもたちが、

自らの考えをもち、新しい社会秩序を創り上げよう

と、身近な暮らしを変え、地域づくりに参画できる

人材となっていくことを期待している。

このような人材を育成していくためには、すべて

の学校が地域と一体になってESDに取り組むことが

重要である。ESDを推進することで、子どもたちが

未来を創造する能力を身に付けることができるとと

もに、さらには地域住民や保護者の意識にも変化が

生まれ、地域社会をも変えていく可能性がある。

多摩市では、平成21年度より「2050年の大人づく

り」をキャッチフレーズに、ESDを推進している。

Ⅱ 教育委員会とNPOによる多摩市ESD教
員研修の目的

全国の学校においてESDの推進が求められている

が、実際には校内の教員間でESDを推進することへ

の共通理解がもてないことや、学校と地域との連携

が具体的に進まないこと等が原因で、なかなかESD

が展開されていないという声を多く聞く。学校での

ESDの推進が円滑にできるよう、教育行政が学校を

支援していくことが重要である。

ESDの範囲は環境、福祉、平和、開発、人権、国

際理解、地域づくり、文化の継承などとても広範囲

である。このような幅広い社会的課題の現状を把握

しながら、子どもたちと一緒に実践的な課題解決学

習に取り組むにあたり、現場の先生だけで進めてい

くのではなく、すでに実践的に取り組んでいるNPO
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や専門家の力を借りながら進めることが重要であ

る。また、正解の無い多くの問題への取り組み方を

学ぶことがESDの目的の一つであり、NPOの持つ専

門的な情報や経験と、学校現場の持つ教育的スキル

とのコラボレーションによって授業や活動を進めて

いくことが理想的である。そのような教育活動が実

現できるよう、教育委員会が支援できる手立ての一

つとして、NPOと連携した教員研修を実施している。

多摩市教育委員会では、平成21年度から教員を対

象としたESD研修会を始めた。当初は、平成21年度

及び22年度の 2 年間、日本・ユネスコパートナーシ

ップ事業（文部科学省委託）として研修を行った

（資料 1）。そして、その成果をいかして、23年度以

降は、多摩市教育委員会独自の主催によるESD実践

研修会を行っている（資料 2）。

22年度までは、ESDに興味・関心をもつ教員のみ

を対象とした比較的小規模な研修会であったが、23

年度より、各学校に 1名のESD推進担当を校内に位

置付け、多摩市教育委員会が主催する年間10回の

ESD実践研修会への参加を義務づけている。また、

研修の企画及び運営にあたっては、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（以下、

ESD－J）と連携しながら進めている。

多摩市教育委員会が主催するESD実践研修会は以

下の 4点を目的としている。

Ⅲ　研修の成果

NPOであるESD－Jとの連携で平成21年度から継

続して行ってきた本研修会の成果は以下のとおりで

ある。

・ESDが目指す人材育成への理解

学校の教員と地域の方々と合同参加により実施し

た平成23年度の第 3 回研修会では、ワールドカフェ

方式により、対話を重ねていった結果、多摩市の子

どもたちに特に身に付けさせたい能力として、「問

題解決的に考えていくことのできる力」と「コミュ

ニケーションを行う力」が多く指摘され、共通理解

された。

・具体的な実践を通して得られた教員の意欲の向上

平成23年度の第 5 回研修会以降に行った授業研究

では、教員間での協議により、「ゴーヤ」「伝統」

「自然」の 3つの分科会に分かれて進めた。「ゴーヤ」

分科会では、多摩市が施策として進める「グリーン

カーテンプロジェクト」の中で、各学校でどのよう

に教育活動を展開するべきかという議論の中から、

中学校におけるモデルを示すために進められた授業

研究が行われた。「伝統」分科会では、多摩市の小

学校で地域の方が毎年来てくださり、実施している

竹炭体験を、地域行事の一つという認識だけで終わ

らせることなく、エネルギー教育の視点で見直し、

発展的な教育活動として進めていくための手立てを

考えるための研究が行われた。「自然」分科会では、

愛鳥を題材とした教育活動を、より問題解決的な授

業展開を計画することによって、ESDの真髄に迫る

ことをねらいとした研究が行われた。

研修会後、ESD推進担当の教員からは、「ESDの

授業に取り組み、楽しかった。自校でも取り組みた

い」との感想や、「授業を行うことで、ESDへの理

解が深まった」、「来年度に校内研修会でESDの授業

研究を行いたい」等、今後の取り組みに対する意欲

的な意見が出された。

・地域の理解への関心の高まり

ESDが重視する、地域の資源、人、課題を題材と

した授業を実践していくためには、授業を行う前に

教員が地域研究を十分に行っていく必要があること

を踏まえ、平成24年度の第 1 回研修会では、パルテ

ノン多摩学芸員の方々を講師としてお迎えし、自然

科学と社会科学の側面から多摩市の特色について、

ご講義をいただいた。多摩市内の一つの地域に特化

した内容ではなく、多摩市の全域の話題を取り上げ

（1）ESDの実践において重視する視点を理解し、

学校の具体的な実践につなげる。

（2）地域の資源、人、課題を題材とした授業を実

践し、ESDの具体的な実践の在り方を考える。

（3）地域の方々との合同参加による交流をとおし

て、地域の専門的知識を学ぶ。

（4）研修会をとおして学んだことを校内へ還元す

ることにより、各校のESDの推進に役立てる。
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ていただき、各校から参加している教員にとって、

勤務する学校付近の地域性の特色のいくつかを知る

ことができるようにした。研修会後、数日して、早

速ある小学校から「パルテノン多摩の学芸員の方を

講師として校内にお迎えして詳しいお話を聞きた

い」との連絡が教育委員会に入った。

また、地域の教材として、パルテノン多摩ミュー

ジアム及び学芸員の方々の著作の多くをご紹介いた

だいたので、今後、各学校における活用を促してい

く。

・ESD推進上大切なポイントの共有

平成23年度の第10回研修会で、グループごとに行

ったフリーディスカッションからは、ESDを推進す

る上で大切な 3 つのつながり（人、自然、社会との

つながり）と 3つのアプローチ（体験、思考・対話、

行動）について理解するとともに（資料 4 ）、この

視点を取り入れた教育活動を行うことの重要性を教

員間で共通理解することができた。また、ESD年間

指導計画である「ESDカレンダー」についても、

「各学校において一人の教員が年に一度作成して終

わりではなく、全教職員で作成していくことが大切

である」との意見がESD推進担当教員から出た。

・地域の市民活動団体との連携の土台構築

平成23年度の第 3 回研修会では、パルテノン多摩

第一会議室にて、多摩市の全小・中学校27校及び市

の活動団体の方々13団体によるポスターセッション

を実施し、各学校が目指す教育活動の内容と各団体

による学校支援に関わる活動内容を情報交流するこ

とができた。

研修会後、参加した活動団体の方々に、学校への

支援の具体的内容をA 4 一枚の様式にまとめること

を依頼した。作成された電子データを「多摩市の

ESDティーチャーズリスト（学校支援情報）」とし

て、市内の全教員が見られるように校内のコンピュ

ータのシステム上に随時発信している。

・研修の成果を校内へ還元した学校の増加

本研修会の成果を校内へ還元することができた学

校が増えてきた。

A小学校の事例

夏季休業日に計画した校内研修会において、各学

年で総合的な学習を柱に取り組んできた教育活動に

ついて、「2050年の大人づくり」に向けて、ESDの

視点をもって見直しを図ることを目的とした研修を

計画、実施した。その中で、教育課程届時に作成し

たESDの年間指導計画である「ESDカレンダー」を

再度見直し、2 学期以降の教育活動の改善につなげ

る協議を行った。

B小学校の事例

ESDを推進していくことの重要性を理解し、総合

的な学習の時間をESDの視点でとらえ直し、充実し

た教育活動にしていくことをねらいとして校内研修

会を企画し、教職大学院教員（魚山）が講師として

学校訪問を行い、多摩市の地域への理解を深める講

義を行うとともに、研究授業への指導・助言を行っ

た。

C中学校の事例

保護者を対象にした家庭教育学級の研修会に校内

の全教員が参加し、所属の地域の教育連携コーディ

ネーターの方々から、今年度行った学校支援の内容

を紹介し、ESDの視点でどのような教育活動に発展

できるか協議を行った。ESD担当教員からはESD実

践研修会で取り組んだ授業研究の成果について説明

があった。

Ⅳ　「2014年」に向けて

本研修会では、今後もNPOと連携して地域研究及

び授業実践を積み重ねることへの重要性を共有して

いくとともに、平成24年度以降、2 年間の計画によ

り、多摩市の 9 つの地域ブロックごとの小中連携を

踏まえた実践研究を開始する（資料 3 ）。研究の成

果を2014年の世界会議で発信することを第一目標と

して進めていく。
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平成21年度�多摩市教育委員会研修事業計画書� �

研修会名� 多摩�市�公立小・中�学�校ＥＳＤ研�修�会� �
実施�

回数�
５回� �

対　　象� ＥＳ�Ｄ�に興味・関�心�をもつ教員�（�小学校教員�７�名、中学校�教�員６名�）�

回� � 実施日� � 研修内容� � 会� �場� � 方法� � 研修の�ね�らい� �
１� �

平成２�１年�
１１�月�
～平成�２�２�年�
２�月�

・ＥＳ�Ｄ�の基礎を学�ぶ� 教育セ�ン�ター� �協議� �
講義� �

参加し�た�教員がＥＳ�Ｄ�の視�点�
と意義�を�学ぶ。� �

すでに�実�践している�授�業を�Ｅ�
ＳＤ的�に�発展させる�た�めの�視�
点と手�法�を学ぶ。� �

学�校の�Ｅ�ＳＤ�を�支え�る�地域�と�
のつな�が�りを強化す�る�。� �

２� � ・�ＥＳ�Ｄ�の視点でどの�よう�
な授業�・�活動ができ�るか�

教育セ�ン�ター� �協議� �
講義� �

３� � ・モデ�ル�プランづく�り� 教育セ�ン�ター� �協議� �
講義� �

４� � ・モデ�ル�プラン再整�理� 教育セ�ン�ター� �研究授�業�
協議� �

５� � ・研修�の�成果の発�表� 教育セ�ン�ター� �協議� �
情報交�換�

平成22年度�多摩市教育委員会研修事業計画書� �

研修会名� 多摩�市�公立小・中�学�校ＥＳＤ研�修�会� �
実施�

回数�
５回�

対　　象� ＥＳＤに興味・関心をもつ教員（小学校教員10名、中学校教員 8名）�

回� � 実施日� � 研修内容� � 会� �場� � 方法� � 研修の�ね�らい� �
１� � ７月１�２日� ・研修�の�ねらいにつ�いて� 教育セ�ン�ター� �協議� �

講義� �
ＥＳＤ�の�意義を理解�す�ると� �
ともに�、�先進校にお�け�るＥ�Ｓ�
Ｄの取�組�みを共有す�る�。� �

２� � ９月� �６日� ・指導�案�検討（分科�会）� 教育セ�ン�ター� �協議� �
講義� �

３� �１１月� �５�日� ・授業�研修� 多摩永�山�中学校� �協議� �
講義� �

４� � ２月� �１日� ・授業�研修� 連光寺�小�学校� �研究授�業�
協議� �

５� � ２月２�１日� ・ＥＳ�Ｄ�取組み発表�会� 教育セ�ン�ター� �協議� �
情報交�換�

多摩市�教�育委員会教�育�指導課作�成�

多摩市�教�育委員会教�育�指導課作�成�
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平成23年度� 多摩市教育委員会研修事業計画書�

研修会名� 多摩市公立小・中学校ＥＳＤ実践研修会�
予定�

回数�
１０回�

対　　象� 多摩市立小・中学校ＥＳＤ担当教員（小学校１８名中学校９名）�

＜研修�の�目的＞� �

（１）ＥＳＤの実践において重視する視点を理解し、学校の具体的な実践につなげる。�

（２）地域の資源、人、課題を題材とした授業を実践し、ＥＳＤの具体的な実践の在り方を考える。�

（３）地域の方々との合同参加による交流をとおして、地域の専門的知識を学ぶ。�

（４）研修会をとおして学んだことを校内へ還元することにより、各校のＥＳＤの推進に役てる。�

回� � 実施日� � 研修内容� 会�場� 方法� 研修のねらい�
１� �５月２３日�
（月）�

・ＥＳＤを推進する意義�
について�
・今年度の方向性について�

教育センター�講義�
協議�
情報交換�

２� �６月２８日�
（火）�

・各学校における今年度�
のＥＳＤの取組み予定に�
ついて�

教育センター�講義�
情報交換�

３� �

４� �

８月４日�
（木）�

・地域支援コーディネー�
ターとの連携を考えたＥ�
ＳＤの取り組みについて�

パルテノン�
多摩�

講義�
協議�
情報交換�
演習�

５� �９月１６日�
（金）�

・分科会ごとの協議� 教育センター�協議�
講義�

６� �１０月２０日�
（木）�

・指導案検討（分科会）�教育センター�協議�
講義�

７� �１１月　７日�
（月）�

・指導案検討（分科会）�教育センター�協議�
講義�

８� � １月２０日�
（金）�

・授業研修�
　第３分科会からの提案�
による授業�

聖ヶ丘中学校�研究授業�
協議�
情報交換�

９� � ２月１０日�
（金）�

・授業研修�
　第２分科会からの提案�
による授業�

聖ヶ丘小学校�研究授業�
協議�
情報交換�

10� ２月１７日�
（金）�

・第１分科会からの提案�教育センター�協議�
講義�

多摩市教育委員会教育指導課作成�

今年度に計画している
各学校のＥＳＤカレン
ダーの内容を情報交換
し、今後の各学校の取
り組みにいかす。�

教育連携コーディネー
ターとの連携を考えた
ＥＳＤの取り組みを理
解する。�

ＥＳＤの視点を取り入
れた研究授業及び協議
を行い、取組内容の充
実を図る。�

資料 2
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平成24年度� 多摩市教育委員会研修事業計画書�

研修会名� 多摩市公立小・中学校ＥＳＤ実践研修会�
予定�

回数�
１０回�

対　　象� 多摩市立小・中学校ＥＳＤ担当教員（小学校１８名　中学校９名）�

＜研修の目的＞�

（１）ＥＳＤの実践において重視する視点を理解し、学校の具体的な実践につなげる。�

（２）地域の資源、人、課題を題材とした授業を実践し、ＥＳＤの具体的な実践の在り方を考える。�

（３）地域の方々との合同参加による交流をとおして、地域の専門的知識を学ぶ。�

（４）研修会をとおして学んだことを校内へ還元することにより、各校のＥＳＤの推進に役てる。�

回� 実施日� 研修内容� 会�場� 方法� 研修のねらい�
１� �４月１６日�
（月）�

・多摩市の文化や歴史に�
ついて、講師から学ぶ。�

教育センター�講義�
協議�
情報交換�

２� �５月２９日�
（火）�

・多摩市みらい会議�
　多摩地域のＥＳＤを推�
進する学校からの事例提�
案を聞く。�

多摩第一�
小学校�

講義�
情報交換�

３� �

４� �

５� �

６月～８月� ・中学校ブロックごとに�
教材研究及び公開授業の�
指導案の作成�

教育センター�講義�
協議�
情報交換�
演習�

６� �

７� �

８� �

９� �

９月～１２月�・公開授業（計４回）�
　９つの中学校ブロック�
の内、４つのブロックで�
授業実践を行う。�

各学校� 研究授業�
協議�
講義�

10 ２月１５日�
（金）�

・多摩市みらい会議�
　９つの中学校ブロック�
のそれぞれから成果を発�
表する。�
　市内の活動団体の取組�
みを知る。�

教育センター�講義�
協議�
情報交換�

多摩市教育委員会教育指導課作成�

勤務校の地域の自然、文
化、歴史を理解し、今後
の授業実践に役立てる。�

多摩地域の学校のさま
ざまな実践を知り、自
校の取組に役立てる。�

勤務校の地域のリソー
スをいかした小中で一
貫した教育活動の柱を
決定する�
（校内への還元）。�

勤務校の地域のリソー
スをいかした授業を計
画し、実践することで、
地域に根ざした教育活
動の在り方を考える。�
協議を行うことで、今
後の授業改善につなげ
る。�

各中学校ブロックの研
究の成果を共有し、今
後の取組にいかす。�
市内の活動団体の様子
を知り、学校との連携
につなげていく。�

資料 3
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な�

態�

系�

ま�

の�

、�

す�

考�

話�

な�人た�ちと�の�

態�度を�育み�ま�

系�を理�解し�、�

ま�す�。�

の�社会�や文�化�

、�未�来�に�継�承�

す�。�

人�と�

自�然�

社�会�

の�関わ�り、�つ�

ま�す�。�

、�自�然�と�の�つ�

化�に触�れて�

承�発�展さ�せ�て�

の�つ�な�が�

と�の�つ�な�

と�の�つ�な�

つ�な�が�り�を�尊�

つ�な�がり�を�問�

、�そ�の�特�色�を�

て�い�く態�度�を�

り�

が�り�

が�り�

ち�

重�

い�

理�

育�

地�

と�

ま�

子�

た�

も�

持�

と�

域にあ�る�環�

した体�験�型�

す。�

ど�も�た�ち�が�

ち�と�の�対�話�

た�ち�の�未�来�

続�可�能�な�社�

を�行�動�に�つ�

境や社�会�的�

の学習�を�中�

事�象�に�つ�い�

が�で�き�る�時�

を�創�造�す�る�

会�の�構�築�に�

な�げ�てい�く�

な課題�を�テ�

心に進�め�て�

て�考�え�、�多�様�

間�を�重�視�し�

力�を�育�み�ま�

向�け�て�、�学�ん�

力�を�育�み�ま�

体� 験�

思�考�・�対�話�

行� 動�

テ�ー�マ�

て�い�き�

な�人�

、�子ど�

す。�

だ�こ�

す。�

多摩市�教育�員会教�育指�課作�成�

多様�

する�

生態�

直し�

地域�

解し�

みま�

委� 導�

会�自�然� 社�会�

私�た�ち�

人�
思�

対�

考�・�

話�

験�体�

行動�

未�来�
多�摩�市�の�
ま�ち�づ�く�り�

「私�た�ちは、�

たゆ�ま�ぬ努�力�

し�て�きた�大�切�

を、�よ�り暮�ら�

とと�も�に、�次�

継ぐ�た�めに、�

わせ�て�自ら�築�

ればなりま�せ�

自�治�基�本�条�例�

と�

によ�っ�て発�展�

なこ�の�ま�ち�

しや�す�くす�る�

の世�代�へ引�き�

とも�に�力を�あ�

いて�い�かな�け�

せ�ん�。�」�（多摩�市�

一�部�抜�粋�）�

と�

展�

ち�

る�

き�

あ�

け�

市�

先人�の�英知�

資料 4
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