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動向－2009 年度－
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吉田剛・伊藤明香・石森広美
本稿は，ESD・国際理解教育関連の研究動向について概観し，その検討を行うことを目
的とする。ESD に関わるユネスコ・スクールの研究大会などについては吉田（１章）と伊
藤（２章）が担当し，国際理解教育関連の学会動向については石森（３章）が担当する。

１．ユネスコ・
ユネスコ・スクール「
スクール「ダブルネット・
ダブルネット・ワークショップ」
ワークショップ」 （吉田 剛）
本章では，吉田が担当する ASP net Univ Net（ユネスコ・スクール支援大学間ネット
ワーク）関連事業について報告し，若干の検討を行う。それは，2009 年 12 月 26～28 日
に東京国際交流館メディアホールにて開催された，全国のユネスコ・スクールと支援大学
の協働「ダブルネット・ワークショップ」である。その内容は次のとおりである。
12/26（午後）
：①基調講演：スウェーデン教育庁 ASP net 担当 Bengt Landfeldt 氏による
「バルト海プロジェクトによる国境を越えた学校間交流について」，②UNESCO
Bangkok Office Linda Germanis 氏による「UNESCO Bangkok とアジア地域のユネ
スコ・スクール・ネットワーク」，③パネルセッション「ASP，ESD そして ASP Univ Net
について」
，④交流会。
12/27（１日）
「グループ研修・モデルカリキュラム作成」
：本企画はユネスコ・スクール・
ネットワークのコンテンツづくりであり，参加した約 70 校の全国の小中高の学校代表
者あるいは ESD に関心の高い教員が持ち寄ったカリキュラムを土台にして大学教員が
アドバイザーとなって加わり，新たに ESD のカリキュラム作成を成し遂げる。その作
業は５つのグループに分けられ，朝から夜遅くまで続けられた。
12/28（午前）
「グループ討論の総括とモデルカリキュラム紹介」
：各グループ代表カリキ
ュラムの全体会での発表。
２日目のグループの各テーマは，次の５つである。①「地域」
（地域づくり，地域再生，
里山など）
，②「食」（食育，スローフードなど），③「文化」
（世界遺産，自然遺産，地域
遺産，伝統芸能など）
，④「エネルギー」
（エコシステム，自然エネルギー，リサイクルな
ど）
，⑤「言語，情報，多文化共生など」
。
「国際理解」は，約 30 名で最も多いグループとなり，幅広い情報共有の場となった。
異文化理解，小学校英語，交換留学生，外部団体などが支援する国際協力などに関する既
存の学習活動に幅広く繋がりやすいテーマであったことが窺える。一方で，専門性の高い
知見を必要とするせいか，理工系の側面の強い「エネルギー」は最も少なく，学校現場に

おける ESD への繋がりはやや難しいとも窺えた。ただし昨今，新エネルギーが強く求め
る時代に入り，この分野は，学校の教育活動においても一層重視されるべきであろう。筆
者も「国際理解」のアドバイザーとして関わり，進行の役割を担うことになり，活発な議
論と熱心なカリキュラム作成が行われたことを承知している。例えば，
「国際理解」では最
終的に約 17 のカリキュラム・モデルが作成された。

最後に，筆者が本企画への参加を通して考えることのできた，ユネスコ・スクールと ESD
を取り巻く課題とそのための留意事項について，次の３点から若干述べておきたい。

①【
【学校経営と
学校経営とカリキュラム】
カリキュラム】
ユネスコ・スクールとして，またはそれに加盟しようとしている学校において，現在
の学校経営に，どのようにユネスコ・スクールや ESD の理念を組み入れ，児童生徒や
地域の実態に応じた既存の特色ある学習活動などの実践に結び付けようとしているの
か，また，ESD 理念の統合によって，これまで以上によりよい教育活動を見込み，ある
いは見込めるようにしたいのか。

＜ESD受け入れ段階の主なポイント＞・・・（吉田剛作成）
○児童生徒や地域の応じたESDに関わる教材の検討。
○これまでの学校経営上の課題の洗い出しと，その解決策とESDの結合のための吟味。
○これまでの特色ある教育活動とESDを結合するための吟味。
○これまで以上によりよい教育活動となるための目標と成果は何かについての検討。
○学校教育目標などとESDの統合あるいは対応の可能性についての吟味。

そのためのカリキュラムを実際に組み替えられるか，そしてどのような方法で行い，
どのような外部団体のリソースを活用しながら作成していけるのか。各教科や「総合的
な学習の時間」や学校行事などに具体的にどのようにそれらの理念を組み込み，シラバ
スを組むのか，また数年後に迫っている新学習指導要領に基づく教育活動に対応させら
れるか。前もって各学校の教員集団にユネスコ・スクールや ESD に関する知識を与え
る場面としての研修の機会を保障できるか。教師集団にユネスコ・スクールや ESD に
関わる創造的な実践を語らせ，意欲的に実践することのできる環境を整えられるか。
これら学校経営における現実的な問いに対して，どの程度の期間に，どのようなプロ
セスを持って成し遂げていくのか，管理者の中長期的な計画づくりとともに一部の教師
だけに留まるのではなく，教師集団の有意義なボトムアップによる創造が得られるか，
多忙を極める現場ではあるが管理者の経営力にかかっている。

＜カリキュラム開発の主な段階の例示＞

*各段階は前後する。・・・（吉田剛作成）

○教師集団のESDあるいは新学習指導要領に関わる基礎的な知識理解の段階。
○これまでのESD関連事業の成果と課題の洗い出しの段階（顕在的・潜在的）。
○各教科・領域などのシラバスにおけるESDに関わる内容の洗い出しの段階。
○各教科・領域などから洗い出された内容を繋げる段階。
○同一地域の小中高学校のESD関連の教育活動から一貫性を吟味・調整する段階。
○習得・活用から，探究としての「総合的な学習の時間」の位置付けや，学校行事など
によるその繋がりを調整する段階。
○ESDカリキュラムとしてのクロスカリキュラム作成によって調整する段階。
○ESDに関わる教育活動に必要な教材あるいは人的・財源的戦力の吟味の段階。
○ESDカリキュラム評価項目の作成の段階。
○ESDカリキュラムのマネジメント方法の設定の段階。
○ESDカリキュラム中長期計画の作成の段階。

②【
【情報交流と
情報交流とカリキュラム】
カリキュラム】
ダブルネットワークの「国際理解」の場では，時間的制約や内容の多様性もあって深
く議論できなかった部分もある。それよりもまして参加者の（小中高）校種の差異や，
教員個人レベルまたは個人間レベルの考え，学校代表者レベルまたは学校代表者間レベ
ルとしての考え，県高校文化連盟などの都道府県代表者レベルとしての考え，大学レベ
ルとしての考え，小中高と大学の連携の程度など，各参加者の置かれている立場や連携
の程度などによって議論がかみ合わない場面もみられた。本企画のように多様な立場か
らの学びの場としての意義も大きいものの，抽象度の高いカリキュラムづくりから現実
のものにしていくためには，このような各立場や活動の程度・形態の差異あるいは地域
差などを認め合い，一層生産的で前向きな情報交換や協働を広く行っていく必要がある。
→研修の
研修のシステム化
システム化とそのための環境整備
とそのための環境整備の
環境整備の必要性。
必要性。

③【
【カリキュラムの
カリキュラムの基礎研究
基礎研究】
研究】
教育学者レベルでは，特別な扱いではなく，ESD の日常性を広く洗い出し，それをス
ムーズなカリキュラムづくりへと繋げ，どのような学校においても受け入れられるため
の方法・手段を開発していく必要があり，問題意識を遠いものにしない教材開発の基礎
研究を進めたい。一方で，現場サイドでは，児童生徒の日常生活に関わりのある教材の
開発，身近な地域にある教材などに一層目を向けて頂きたい。それによって，ESD に関
わる問題意識を高めると同時に，学習意欲や確かな学力の向上にも繋がるはずである。
→大学との
大学との連携
との連携から
連携から，
から，カリキュラムの
カリキュラムの開発と
開発と実践を
実践を有効なものに
有効なものに更新
なものに更新する
更新する必要性
する必要性。
必要性。

２．１ 持続発展教育（
持続発展教育（ESD）
ESD）とユネスコ・
ユネスコ・スクール （伊藤明香）
伊藤明香）
2009 年 11 月 14 日（土）
，渋谷教育学園渋谷中学高校において，第１回ユネスコ・スク
ール全国大会－持続発展教育（ESD）研究大会が開催された。本稿ではその大会で発表さ
れた内容の一部を紹介し，若干の考察を行う。その前に ESD とユネスコ・スクールの関
係について簡単に説明しておきたい。

(1)国際理解教育
(1)国際理解教育のための
国際理解教育のためのユネスコ
のためのユネスコ協同学校計画
ユネスコ協同学校計画
ユネスコ協同学校計画(Associated Schools Project ,略称 ASP)は，1952 年の第 7 回ユネ
スコ総会の決議で 1953 年に発足したものである。ASP の目的は，国際理解教育（国際教
育）の振興・発展を目指す先導的な教育実験および教育実践の国際的な協同実験活動であ
り，国内においては学校間ネットワーク構築，情報交換，地域において地域の連帯強化，
世界において情報交換の促進，連帯強化に貢献している。1953 年発足当初は，英国，フラ
ンス，西ドイツ，日本など 15 カ国 33 校の教育実験校でスタートし，現在は 176 カ国約
7900 機関が参加するものへと発展した。現在，ユネスコ協同学校は学校現場で親しみを持
つことができるように，一般的に「ユネスコ・スクール」と呼ばれている。

(2)持続発展教育
(2)持続発展教育(ESD)
持続発展教育(ESD)推進
(ESD)推進で
推進で注目された
注目されたユネスコ
されたユネスコ・
ユネスコ・スクール
国際理解教育の振興・発展のために発足したユネスコ・スクールであるが，現在，“持
続可能な社会の担い手をはぐくむ教育”である持続発展教育(ESD)の普及発展の拠点とし
ても見直されている。
持続発展教育(Education for Sustainable Development ，略称 ESD)は，2002 年ヨハネ
スブルグサミットで，小泉総理(当時)が提唱し決議されたものである。さらに，その後の
国連総会で 2005 年から 2014 年を「持続可能な開発のための教育の 10 年(DESD)」とす
ることが決議された。ユネスコはその主導機関でもある。
「持続可能な開発のための 10 年(DESD,2005-2014)」が，我が国の提唱で始まったこと
に伴い，ESD の推進のための有効な手段として，ユネスコの国際的な学校間ネットワーク
である「ユネスコ・スクール」が注目されるようになった。その理由はユネスコ・スクー
ルの研究課題が，「社会開発」
「人間開発」の展開を目的とする ESD に取り入れやすいこ
とにある。ユネスコ・スクールの主要研究テーマは，①地球規模の問題に対する国連シス
テムの理解，②国際理解教育，③世界遺産教育，④環境教育，⑤人権，民主主義の理解と
促進などである。以上の主要研究テーマは，教科を超えた横断的な取り組みであって ESD
を自然に取り扱うことが出来ると言われている。
現在，文部科学省と日本ユネスコ国内委員会は，ユネスコ・スクールの加盟数増加に積
極的に取り組み，2005 年には 19 校だったものが，2009 年 11 月には 106 校まで増加して
いる。

２．２ 大会概要
(日時：平成 21 年 11 月 14 日（土） 10：00～16：30，会場：渋谷教育学園渋谷中学高校，主催：文部
科学省

日本ユネスコ国内委員会)

「ワークショップ」

下表【プログラムの主な内容】

Ⅰ大テーマ型持続発展教育の進め方Ａ（小学校）
：及川幸彦

中井小学校。 Ⅱ大テーマ型持続発展教育の進め方Ｂ（中高校）
：田渕五十生
リキュラム型持続発展教育の進め方Ａ（小学校）
：手島利夫
型持続発展教育の進め方Ｂ（中高校）：藤原隆範

宮城県気仙沼市立

奈良教育大学教授。Ⅲカ

東京都江東区東雲小学校。Ⅳカリキュラム

広島大学付属中高校。【１時間 30 分】

ランチョンセッション（企業 CSR のプレゼンテーション）【１時間】
生徒プレゼンテーション
シンポジウムⅠ
哲夫

渋谷教育学園渋谷高校生徒【30 分】

基調講演「持続発展教育に関するユネスコ・スクールの貢献のあり方」講演者：田村

日本ユネスコ国内委員会会長【45 分】

シンポジウムⅡ

パネルディスカッション「持続発展教育の普及発展に関する学校，地域，行政，企業

の貢献のあり方」【１時間 30 分】
司会：木曽功

文部科学省国際統括官

パネラー：有馬朗人
委員会教育長。

日本ユネスコ国内委員会事務局長。

元文部大臣，(財)日本科学技術振興財団会長。

藤原隆範

広島大学付属中高校教諭。

辻本由起子

白幡勝美

宮城県気仙沼市教育

P＆G ジャパン株式会社取締役。

本大会は「国連持続可能な開発の 10 年(DESD,2005-2014)」の中間年にあたる本年，ESD
の国内主導機関でもある文部科学省と日本ユネスコ国内委員会が中心となり初めて開催さ
れたものである。目的は，ユネスコ・スクールの持続発展教育の実践研究について相互交
流を図るとともに，我が国の持続発展教育の普及発展，その調査研究の充実に寄与するこ
とである。当日はユネスコ・スクール関係者のみならず，一般幼少中高教員や教育行政関
係者，教育研究関係者（大学，研究所等）
，企業関連者，学生など持続発展教育に関心のあ
る人々が多く集まり，会場は活気に溢れていた。さらに，渋谷教育学園渋谷高校生徒によ
るプレゼンテーションや企業による社会貢献活動のパネル展示など，多方面から持続発展
教育の報告がなされ，研究大会としてはオープンな印象を受けるものであった。

２．３

シンポジウムⅡ
シンポジウムⅡ 「持続発展教育の
持続発展教育の普及発展に
普及発展に関する学校
する学校，
学校，地域，
地域，行政，
行政，企業の
企業の
貢献のあり
貢献のあり方
のあり方」について ―持続発展教育（
持続発展教育（ESD）
ESD）を推進するために
推進するために―
するために―

今日，エネルギー問題，地球温暖化問題，環境破壊などの問題を生み出した経済発展一
辺倒の時代は既に終わり，世界的に持続的に誰もが快適でよりよい生活を送るためにはど
うすべきかを考え，実践する段階に入っている。持続可能な社会をつくるためには，すべ
ての人に責任ある行動が求められていると同時に，すべての人に役割が与えられる。それ
は次世代を担う児童・生徒も例外ではない。
『持続発展教育(ESD)』は「地球的視野で考え，様々な課題を自らの問題としてとらえ，
身近な取り組み，持続可能な社会づくりの担い手となる」よう個々人を育成し，意識と行
動を変革することを目指す教育であり，学校現場でその趣旨に基づいた教育実践が展開さ

れるよう期待されている。
本シンポジウムは，持続発展教育の普及・発展に向けて，教師，学校を取り巻く保護者，
地域，政治家，企業経営者，労働者，消費者，学生，個人などあらゆる立場からの貢献の
あり方を探っていく。

(1)パネルディスカッション
(1)パネルディスカッション
ⅰ）有馬 朗人

元文部大臣，
元文部大臣，(財)日本科学面技術振興財団会長

人類が今後も平和な安定した生活を送り，自然を保全しつつ，自然と共生し，しかも持
続的発展を続けるためには，先ず我々一人一人が，地球が直面している深刻な状況をきち
んと認識して，すみやかに対策を立てるべく努力しなければならない。そのためには教育
が必要である。また，人類の将来にとって多くの問題があるが，その中でも化石燃料枯渇
と，その化石燃料を燃焼することによって生じる CO2 が主な原因と考えられる地球温暖
化の問題，並びに食料不足の問題は，最も深刻なものである。
①現在のエネルギー消費量はアメリカ合衆国とカナダが飛び抜けて多い。一人あたりの年
間エネルギー消費量は石油換算にして 6868kg（アメリカ）,7518kg（カナダ）と，エネ
ルギー消費全体の 26.4％を占めている。さらに，化石燃料の保有量であるが，可採年数
は石油 41.6 年，天然ガス 60.3 年，石炭 133 年である。また，CO2 排出量に関して，こ
れは 1700 年代半ばの産業革命から増加をしており，現在地球が冷期にある状態で温暖
化が進んでいるのは人為影響のせいだという他ない。よって，これから発展をしようと
しているアジア諸国，特に中国とインドは，今まで発展を成し得てきたアメリカやカナ
ダなどの国々から失敗を学ばなければならない。特に 3R の重要性に気付くべきである。
②現在，
「新エネルギー」は CO2 を 2020 年までに 25％削減する手立てとして重要視され
ているが，これは本当に期待できるものであろうか。新エネルギー供給の現状は，我が
国で全体の 1.3％の割合しかなく，頑張ってもドイツの 10.5％といった結果である。こ
のような中，我々は原子力の必要性を再認識しなければならない。現状として新エネル
ギーの開発は難しく，さらに原子力は国際的にも認める方向に動きつつある。日本の原
子力発電所を巡っては様々な問題が取り沙汰されているが，稼働率を現在の 60％から
90％に引き上げれば，CO2 を 7％削減することが出来ることは明白である。新エネルギ
ーだけに頼らず，原子力の利用価値も議論を進めていかなければならない。さらに，そ
れらの議論と並行して，省エネルギーの努力も最大限行わなければならない。CO2 排出
は環境税を導入してでも抑えるべきである。
化石燃料枯渇問題と地球温暖化の問題が取り沙汰されている今は，科学技術を発展させ
るチャンスでもある。ESD だけにとらわれず，人類が英知を結集し，科学技術を発展させ
て解決していくというということ，つまりイノベーションの必要性が持続可能な発展とい
う中に込められている。

ⅱ）白幡 勝美（
勝美（宮城県気仙沼市教育委員会教育長
宮城県気仙沼市教育委員会教育長）
教育委員会教育長）「気仙沼市における
気仙沼市における ESD の展開」
展開」
①気仙沼市の ESD の歴史：気仙沼市では現在，各地区の多様性を生かした形で学校毎に ESD
が実践されている。小学校 10 校，中学校 4 校，高校 2 校がユネスコ・スクールとして
認定され，10 校が申請中であり，更にいくつかの学校が申請の準備中である。このよう
な気仙沼市の教育，中でも ESD を語る上で，面瀬小学校で始まった国際理解教育，環
境教育を欠かすことは出来ない。それこそが気仙沼市の ESD が生まれるきっかけとな
ったからである。2002 年には面瀬小学校がフルブライトメモリアル基金マスターティー
チャープログラム（MTP）2002 に選出され，面瀬小学校を中心に宮城教育大学と気仙
沼市教育委員会との連携が始まった。さらに，2005 年に国連大学により「持続可能な開
発のための教育に関する地域拠点」
（ESD/RCE）として認定された。
②教育委員会の取り組み：教育委員会が取り組んでいる具体的な施策として，①宮城教育
大学・国連大学との連携，②市独自の研修制度の確立，③活動・研修のためのフィール
ド活動の機会確保，④環境教育 ESD カリキュラムガイドの作成などが挙げられる。気
仙沼市教育委員会が強く主張するのは，地域との連携と活動の継続を徹底することの重
要性である。特に継続は気仙沼市が誇るものであり，この継続によってクリエイトを可
能にしてきたのである。

ⅲ）藤原隆範（
学校現場からみた ESD－
ESD－ユネスコ共同学校
ユネスコ共同学校の
共同学校の光と影－
藤原隆範（広島大学付属中高校教諭）
広島大学付属中高校教諭）学校現場からみた
広島大学附属高等学校は，1953 年，
世界で最初にユネスコ協同学校の指定を受け，以後，
半世紀以上にわたり，ユネスコのすすめる国際教育に携わってきた。そのような我が校が
誇れるものの一つとして，昭和 33 年(1958 年)の教育実験記録がある。これは 8 年間
(1954-1961)ユネスコ協同学校計画「国際理解と国際協力のための教育」の実験学校として，
4 大実験題目のもとに教育実験を行ったものである。4 大実験題目は A）世界人権宣言の
研究（人権の研究）
， B）他国の研究，C）婦人の権利（女性の地位）の研究，D）国連の
研究。これらは持続発展教育の要となるものであり，現在も ESD の主要な柱として引き
継がれている。
そのような広島大学附属高等学校であるが，問題点も少なからず抱えている。我が校は
2007 年に「『持続可能な開発』に創造的に取り組む科学者・技術者を育成する教育課程の
研究」をテーマとしてスーパーサイエンスハイスクール（SSH）の指定を受け，現在 ESD
に関わる教育課程・教材・教育内容の開発を進めているが，それら SSH 関連の予算上，
ESD に特化した研究が出来ずにいるのである。打開策としては，ESD に関する予算を多
少なりともつくること，枠組みを超えたカリキュラムや授業をつくることが出来る人材を
育成することが挙げられるが，解決には至っていない。また，今後の課題として「連携の
強化」が挙げられ，他校と交流し実践に学び，大学や NGO・NPO，企業とも連携して，
より組織的体系的なユネスコ教育を行うことが求められている。

ⅳ）辻本 由起子 P＆G ジャパン株式会社取締役
ジャパン株式会社取締役
P&G は世界 180 カ国以上で，洗剤，シャンプー，化粧品や紙おむつなど生活に密着す
る製品を提供する世界最大の消費財メーカーである。
「現在，そして未来の，世界の消費者
の生活を向上させる」ことを企業目的に掲げており，Sustainability は企業方針の DNA
といっても過言ではない。さらに ESD は最も重要な社会貢献であると考えている。
①P&G 環境教室：Sustainability が企業の目的である当社では，ESD の支援を社会貢献活
動プログラムの中心に据え，2008 年より「水の大切さ」を伝える『P&G

水と生活の

環境教室～水と生活～』をスタートさせた。依頼を受けた小学校 3～6 年生の社会・理
科，5～6 年生の家庭科の授業として，社員が講師となり出張講義を行っている。この際
に使用する教材は，県の協力の下に学年別・教科別の学習段階に応じて製作したもので
ある。また，本年からは教材セットの製作と全国への無償提供も開始した。この教材セ
ットは学習指導要領に準拠したものであり，さらに NPO 法人日本水フォーラムの協力
を得て，信頼できるものとなっている。
②産業界の参加促進への貢献：
：『P&G

水と生活の環境教室～水と生活～』のプログラム

をはじめとして，活動の質の向上を図り，企業が ESD に貢献できるモデルを構築して
いくことが当社の使命である。企業が学校教育に貢献できることは，企業の持つ知見を
提供し，さらに身近な生活との接点，世界的な視点を示すことである。企業が事業を通
して培ってきた専門知識や経験を生かし，ESD の発展に寄与できるよう努力を続けたい。

ⅴ）全体討論の
全体討論の一部
ESD はまだまだ実験の領域を出ていないと言わざるを得ない。ESD の拡大を図る上で
学校教育にどのように組み込んでいくか，先行事例などを基にして一層の工夫が必要とな
る。なお，負担は最小限に留めていかなければならない。
また近年，ESD を総合的な学習の時間に組み込み，さらに教科横断的に行おうとする傾
向がある。しかし，そもそも社会は ESD などを求めているのだろうか。学校現場には受
験や部活動に多くの期待が寄せられ，学校もそれらに呼応する形でそれらの活動が中心に
なっている。通常業務の上に受験指導，部活指導など，現在教師が抱えている業務内容は
膨大すぎる。ただでさえ忙しすぎる教員に ESD は出来るのか。そして教員は窮している
のにも関わらず，なぜ「予算を増やせ」
「教員を増員しろ」と声を上げないのだろうか。日
本の教員には，是非我が国の教育に誇りを持っていただきたい。既に日本は ESD の考え
方を学校教育の中に多く取り入れている。
（しかし，教科ごとバラバラに行われているので
統合する必要がある）
。理科離れや学力低下が叫ばれているが，子どもたちは理科離れをお
こしていないし，学力も悪くなっていない。日本の教育の素晴らしさを再認識し，世界に
発信していって欲しい。
さらに，これからの教育への期待として以下の２点を挙げる。第 1 に日本はエネルギー

と食糧を外部に依存している国である。エネルギー問題と食糧不足の問題は，我が国にと
って早急に取り組むべき重要課題である。その問題をどのように解決していくか，そのよ
うな状況下でどのように生き延びるかを考えていかなければならない。第 2 に，我が国が
国際的役割の中で発展途上国をどのように支援していくか，
その方策も大きな課題である。
以上 2 点を ESD はもちろんのこと，その枠組みにとらわれず，次世代を生きる子どもた
ちに教育していく必要がある。

２．４ 国際理解教育・
国際理解教育・ESD の発展に
発展に向けて－
けて－パネルディスカッション
パネルディスカッションを
まえて－
カッションを踏まえて－
米田伸次(2008)は，現在の日本の国際理解教育は十分なものではなく，推進のためには
実践の場において適切な学習方法が設定されねばならないと述べている。しかし国際理解
教育をはじめ ESD の適切な教材開発やカリキュラム設計が出来る教員は少なく，学校教
育の場では積極的にかつ持続的に取り組まれていないのが現状であろう。そこで必要とな
ってくるのが，そのような学校現場と大学等研究機関との連携である。
次に宮城県気仙沼地域の ESD 推進の事例から考えたい。気仙沼市では現在，各地区の
多様性を生かした形で学校毎に ESD が実践されている。2002 年には面瀬小学校が
MTP2002 に選出されたことをきっかけに，面瀬小学校を中心に宮城教育大学と気仙沼市
教育委員会との連携が始まり，2005 年には国連大学により「持続可能な開発のための教育
に関する地域拠点」（ESD/RCE）として認定されている。翌 2006 年 3 月には気仙沼市教
育委員会と宮城教育大学は「連携協力関する覚書」を交わし，環境教育や国際理解教育だ
けでなく，英語教育，特別支援教育，数学教育と連携の分野が広がることとなった。これ
ら気仙沼地域をはじめとする「仙台広域圏 ESD/RCE」での取り組みは国内だけではなく，
国際的にも一定の評価を得ている。

２．５ ＥＳＤの
ＥＳＤの今後の
今後の展望
今後，文部科学省と日本ユネスコ国内委員会は，ユネスコ・スクール加盟校を 500 校ま
で増やすことを目標にしている。確かに，ユネスコ・スクールの加盟数増加は ESD を推
進する上で有効な手段であろう。しかし単純に 500 校という数値を目標にして量の拡大を
図ることに意味はない。ここで先の白幡氏の話の中に出てくる，教育委員会の取り組み「宮
城教育大学・国連大学との連携」に注目したい。ESD 推進の連携体制には垂直的リンク（大
学・研究機関との連携），水平的リンク（学校間の連携），側面的リンク（非公的教育機関，
企業，NPO 等との連携）の 3 種類があるが，この「宮城教育大学・国連大学との連携」
は垂直的リンクに属する。この垂直的リンクこそが，実験段階の ESD の中で重要な方策
の一つとして考えられる。ESD を新たに行おうとする際に障害となるのは，カリキュラム
開発と教材作成である。これらは研究機関の協力なしには現状として難しい。気仙沼市の
ESD が全国的に優良事例として取り上げられているのは，垂直的リンクがしっかりと構築

され，有効なカリキュラム作成がなされた成果であると推測される。ところでユネスコ・
スクールが 500 校に増えたとして，それらの学校を垂直的リンクで支えることの出来る受
け皿は一体いくつあるのだろうか。現在，106 校のユネスコ・スクールのうち大学は 4 校
のみである。無作為にユネスコ・スクールを増やす前に，大学等研究機関への理解と参加
を働きかけていく必要性がある。
そもそも，有馬氏の言う「エネルギー問題や食糧問題を抱える社会の中でどのように生
き抜くか」を ESD に期待するならば，ESD はユネスコ・スクールに限らず，どの学校で
も行われるものでなければならないのではないだろうか。そのためにはカリキュラムを各
教員が考えられるようにし，教材も教員にできるだけ負担をかけず作ることができるもの
にする必要がある。そのためには今後，学校間の情報連携が重要となってくる。先に垂直
的リンクの重要性を述べたが，多くの学校で ESD を取り入れる場合，学校と研究機関が
個々に繋がることは難しい。そこで重要になってくるのが水平的リンクであり，DESD が
終了しても ESD の拡大を図るためには，ユネスコ・スクールが中心となって周辺学校に
事例を紹介し，垂直的リンクで得た知識を共有していく必要がある。
また短期的な視点では，
P&G のプログラムをはじめ，
企業や NPO などが出張講義行い，
教材提供をする場面が今後増えてくるだろう。
ただしそれが企業・団体本位のものとなり，
学習指導要領や現場にそぐわないものであってはならない。教員一人一人には提供された
講義や教材の良し悪しを見極めるスキルが求められる。
最後に，筆者は，国際理解教育は「地球市民として自分はどう生きていくか」を考えさ
せる教育であると考える。通常，閉鎖的な空間と限られた情報の中で生活を送っている子
供たちが，広い視野を持ち地球市民という立場で自身を捉えなおすことは，これからのグ
ローバル社会を生き抜く上で必要なことであろう。ESD を含めた国際理解教育の充実は，
我が国がこれから国際社会でどのように役割を果たすかを模索し実践する人材を育成する
ことに繋がるのである。現在の学校教育や教科教育に ESD や国際理解教育を積極的に取
り入れることは，確かに教員の負担が大きい。しかし，その負担を様々な連携と学校内の
理解と協力により和らげ，国際理解教育を意識的に推進していくことが必要なのである。
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国際理解教育の
国際理解教育の新動向

（石森 広美）
広美）

本稿は、国際理解教育に関する最近の動向を分析し、そこから国際理解教育のカリキュ
ラム構想や展開方法等の示唆を得ることを目的とする。
国際理解教育は 1946 年のユネスコ創設と同時に推進されることになり、ユネスコ憲章
にある「平和」を目指すための教育がその目標理念の基盤として理解されている1。一般に
は、国際理解教育は「自己と他者の人権を尊重しながら、異なる文化を認め、世界の人々
と共に生きていこうとする人間を育てる教育である」2と理解されているが、近年は欧米の
グローバル教育の影響もあり、その内容を異文化理解や自文化理解に限定せず、地球的課
題へのまなざしを含む幅広い概念へと変化してきた3。すなわち、人権尊重、多文化共生、
平和、持続可能な開発や環境問題等のグローバル・イシュー解決への参加など、地球市民
を育む教育へと転換しつつある。こうした動きは、日本の国際理解教育が、欧米のグロー
バル教育の先進事例を摂取してきたことの影響でもある4。
本稿では、こうした国際理解教育の最新動向を探究する具体的方法として、「日本国際
理解教育学会（Japan Association For International Education）
」
（以下、国際理解教育
学会）における過去３年間の研究大会や紀要論文を分析する。また、日本の国際理解教育
に直接的あるいは間接的に少なからずインパクトを与えている欧米の動向についても言及
し、最後に総合的な考察を行う。

３．２

日本国際理解教育学会（
日本国際理解教育学会（研究大会・
研究大会・紀要論文）
紀要論文）にみる動向
にみる動向

国際理解教育学会はその目的を「国際理解教育の研究と教育実践にたずさわる者が、研
究と実践を通じて、我が国の国際理解教育を促進し、その発展に寄与すること」5（学会規
約第２条）と定めており、国際理解教育学会は、研究と実践が国際理解教育の促進を目指
していることを説明している。研究面のみならず実践を重視している点で、他学会とその
特徴を異にし、同学会の理念はより教育現場に近いものであることが確認される。また、
会員の所属も高等教育関係者が大半を占める他学会と異なり、会員も小中高の現職教員や
教育委員会、NGO・NPO 関係者等、多岐にわたっている。実際、研究大会の全体の発表
数の約三分の一が小中高の現職教員によるものであり、この割合は他学会と比較すると群
を抜く高さである6。こうした点で、同学会の動向は日本の国際理解教育の実態や動向を反
映しており、分析資料として妥当であると考えられる。
上記のことを踏まえて、以下に、学会の年次大会におけるシンポジウムと特定課題研究
テーマ（表１）
、自由研究発表分野の主要キーワード（表２）
、紀要論文題目主要キーワー
ド（表３）から、３カ年（2007 年度から 2009 年度）の国際理解教育の動向を探索してい
く。

【表１

国際理解教育学会の年次大会の歩み】

年度

国際理解教育学会の年次大会におけるシンポジウム・特定課題研究テーマ

2009 年

シンポジウム：国際理解教育と「習得・活用・参画」に結びつく力－ワークショ
ップや社会参加学習がめざすもの－
特定課題研究：ことばと国際理解教育

2008 年

シンポジウム：学校の中の多文化共生の構築を目指して
特定課題研究：ユネスコの動向を踏まえた日本の国際理解教育
－世界遺産教育を切り口とした ESD－

2007 年

シンポジウム：転換期を迎える国際理解教育

（出典）第 19~17 回研究大会研究発表抄録（日本国際理解教育学会）をもとに石森作成。

公開シンポジムや特定課題研究は、その年の学会の力点を反映している。2009 年のシン
ポジウムは、「
「習得・活用・参画」に結びつく力－ワークショップや社会参加学習がめざ
すもの－」を取り上げ、参加や行動の側面を改めて強調した。英国の開発教育の影響を受
けた国際理解教育では、従来、学習方法やプロセスを重視し、しばしば授業形態として参
加型学習やワークショップを取り入れる。国際理解に関する知識の習得のみならず、それ
を活用し、社会参画に繋げる教育が求められており、その方法が模索された。2008 年は、
「学校の中の多文化共生」である。日系ブラジル人を始めとする外国人の増加等、国内の
多文化化の進展により、多文化共生は 1990 年代後半以降、特に重要な課題となっており、
国際理解教育においてもキーワードとなっている。2007 年は「転換期」について、教育行
政面や経済的な面、国際的な動き、学力問題等、多様な角度から議論された。国際理解教
育がその概念、内容、実践に広がりを見せ、変化してきたことを振り返り、整理しようと
試みられた。

【表２

国際理解教育学会における自由研究発表分野の主要キーワード】

年度

自由研究発表分野の主要キーワード

2009 年

シティズンシップ、ESD、世界遺産教育、多文化（多文化共生、多文化教育）、
博物館、メディア（インターネット、PC, ICT）、帰国生・留学生、社会参加（参
画）、その他授業実践（総合学習・社会科・音楽）

2008 年

国際理解教育、シティズンシップ、生きる力、ESD、多文化教育、博物館、英語
教育と国際理解、コミュニケーション

2007 年

ESD とユネスコ活動、（小・中・高・大学における）国際理解教育、先住民、移
民、博物館、市民性、言語

（出典）第 19~17 回研究大会研究発表抄録（日本国際理解教育学会）をもとに石森作成。

【表３

国際理解教育学会の紀要論文題目主要キーワード】

年度

紀要論文題目主要キーワード

2009 年

多文化共生（在日コリアン）、民族共存社会、博物館、日中共同授業、世界遺産教
育

2008 年

歴史教科書、シティズンシップ（カナダ）、ことば、国際理解教育、博物館、教員
研修、グローバル・イシュー、英語の授業

2007 年

真珠湾と広島（米・日）、国際理解教育、交流効果、戦争・平和博物館（日・中）、
平和教育、国語科、スタディツアー、教員の役割

（出典）
『国際教育第 15 号』
（日本国際教育学会、2009 年）、
『国際教育第 14 号』
（日本国際教育学会、2008 年）、
『国
際教育第 13 号』（日本国際教育学会、2007 年）をもとに石森作成。

国際理解教育学会における自由研究発表や紀要論文題目から主要キーワードを拾い、ま
とめた表２、３からは、国際理解教育の最近の傾向が把握できる。歴史や平和、帰国生・
留学生問題、各教科での実践事例等、国際理解教育が従来取り組んできたテーマも存在す
るが、シティズンシップ、博物館、世界遺産教育、ESD、多文化等、近年特に顕著に取り
上げられるようになってきた領域もある。その背景として、国連主導による「持続可能な
開発のための教育（ESD）」7や「ミレニアム開発目標（MDGs）」8、シティズンシップ教
育への世界的関心の高まり9、等の国際的な動向があり、そうした潮流も各研究や実践発表
に投影されていることがわかる。また、日中の連携プロジェクトやメディアとの関連、こ
とば（国語、英語、言語一般等）と国際理解等の新たな試みが展開されていることも注目
すべきである。こうした動きは、国際理解教育の包括範囲の広範さや、学校以外の関係機
関との連携の促進、国際理解教育のいっそうの多様性と可能性を示唆するものである。

３．３

欧米の
欧米の先行研究にみる
先行研究にみる動向
にみる動向

日本の国際理解教育の内容と概念の変遷に大きな影響を与えたのが、グローバルな視点、
相互依存・つながり、地球市民、変化等を強調してきたイギリスやアメリカの教育である。
具体的には、1960 年代に NGO や援助協力活動に基づいて構築された「開発教育」
(Development Education)、1970 年代に英国で研究された「ワールド・スタディーズ」
(World Studies)、ほぼ同時期にアメリカの社会科教育運動から生まれてきた「グローバル
教育」(Global Education)等、国際理解に関する教育研究や運動の世界的な高まりがある10。
そうした欧米のグローバル教育は、1990 年代になって日本に積極的に紹介され知られるよ
うになり、国際理解教育の研究者や実践者に大きなインパクトを与えた。筆者も教員にな
って間もない 1990 年代前半にワールド・スタディーズと出会い、強く影響を受けた一人
である。いずれも、よりよい社会を実現するための参加型学習であり、課題発見・問題解
決を目指し、他者と共に学ぶプロセスを通してよりよい社会のあり方を考え、その実現の

ために社会参加していくための主体的な学習であることが特色である。
こうしたことから、
日本における国際理解教育においても、学び方を重視し、グローバルな問題へのより主体
的な関わりや参画、変化へのアクションの側面が重視されるようになってきたのである。
そして、近年の動向として、「グローバルシティズンシップ(Global Citizenship)」を指
摘しておきたい。2002 年にイギリスの中等教育にナショナルカリキュラムとして教科「シ
ティズンシップ（Citizenship）
」が導入されて以降、その分析や研究が進んでいるが、こ
こ数年はシティズンシップ教育のグローバルな側面に焦点を当て、グローバルシティズン
シップとして従来のグローバル教育を統合しようと模索する動きがある11。シティズンシ
ップ教育の一環として、あるいは従来の教科の中で、さらには行政と一体になったグロー
バル教育への取り組みも活発化しており、その推進力として、国際協力や開発教育に長年
携わってきた NGO／NPO 機関の存在が大きい12。特に、ESD を中心とした環境問題、文
化的多様性の問題への関心が高い13。政府機関が NGO と協働して、グローバル教育を奨
励したことにより、学校教育でグローバルな次元をクロスカリキュラー的に導入し、生徒
のグローバルな認識を養成するための指針や枠組みも提示され14、整備が進みつつある。
日本においては、理論や枠組みの検討のみならず、教育現場の管理体制が強化される中で、
国際理解教育を展開していくための条件整備が求められる。
以上、日本国際理解教育学会における３カ年の研究大会と紀要論文の内容から、近年の
日本の国際理解教育の動向を検討してきた。その結果、日本の国際理解教育はその包括す
る領域はますます拡大しており、国連や欧米等の世界的な動向も反映していることが明ら
かになった。平和教育を始めとするグローバル・イシュー等の恒久的テーマに加えて、近
年の傾向として、ESD、シティズンシップ、多文化、世界遺産、あるいは郊外の教育機関
である博物館との連携等が挙げられ、国際理解教育の扱う内容はいっそうの多様化の様相
を呈している。このことは、別の視点から見れば、国際理解教育が教育に関わるあらゆる
課題と関連性を有していることを示唆する。その意味で、我が国の国際理解教育の今後の
発展が期待されるものである。研究機関と現場の実践者が知的財産や経験を共有し合い、
21 世紀のグローバル社会を生きる若者に、地球市民として必要な知識とスキル、価値観、
姿勢・態度を育成することは、教師の重要な仕事であることは間違いない。
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