環境教育・ESD 教育の現状と大学での導入方策
佐野 和美
1. はじめに
昨今、環境問題に対する意識の高まりから「環境教育」という言葉を盛んに
耳にするようになった。学校教育の場にも積極的に取り入れられているが、実
際にはどのような内容を教えているのだろうか。環境教育に限らず、教育現場
の問題として、詰め込み型教育が主体で、ディベイト型の自ら考え議論する教
育が不十分という指摘は以前よりある。環境教育を包括する形で推進されてい
る「ESD 教育」においては、特に、自ら学ぶ姿勢や、ディベイト型の学習スタ
イルを取り入れることに重きが置かれている。しかし、テーマにもよるが、環
境研究は日々進歩しており、最新の知見が、過去の知識を完全に覆してしまう
場合もある。にもかかわらず、小学校・中学校・高等学校の学校現場で教育に
携わっている教師の多くは、環境学の専門家ではないため、最新の情報への更
新が滞り、長年扱ってきた古い情報を教え続けるということが起こりうる。そ
れを補完するために、地域の NPO や NGO、大学と連携することで、幅広い学
びを進めようとする動きが全国で見られる。これらの取り組みには、環境省だ
けではなく文部科学省も深く関わり、環境教育プログラムに取り組む学校をユ
ネスコスクールとして認定するなどの支援をしている注 1]。
ディベイト型授業の推奨は大学教育にも求められている。従来型の、板書や
スライド等での一方的な講義形式の授業ではなく、対話型の授業、グループデ
ィスカッション、アクティブラーニングを積極的に推進する傾向にある。大学
は本来、学生自身が自発的に学習を進めていく場ではあるが、日本では特に、
長年の受験勉強のゴールと位置付けられることが多く、新たな学びへの意欲を
先につなげる努力が、教員の側にも求められている。
本稿では、筆者が前職の国立環境研究所で行った日本国内の環境・ESD 教育
の状況等の調査研究で得た知見の一部を参考に、自発的な学習を促す方策とし
て、大学での環境・ESD 教育導入への課題を考察する注 2]。
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2. ESD とは
ESD とは、Education for Sustainable Development（持続可能な開発のための教
育）の略で、国連が主導し世界的に展開している教育である 1)2)。
「Development」
の和訳を「発展」とするか「開発」とするかは、1980 年頃から 92 年の地球サ
ミット開催時期に日本国内で議論されたが、現在は統一的な訳として、外務省
や開発省が推した「開発」が主流となっている。一方、ユネスコ国内委員会は
「発展」の訳語を使用しており、両者間での統一は取られていない。また、SD
の考え方は Sustainable Growth などさまざまあり、
「持続可能な発達」と訳され
る場合もあるようである。
ESD が提唱されるようになった背景については、既存の論文や書籍などで紹
介されているため詳細は割愛する 3)4)5)。60～80 年代にかけて起きたジェンダー
問題等の社会問題、90 年代から大きくなっている地球環境を巡る議論、貧困、
紛争、平和問題など、社会の持続可能性を求める動きが世界全体に拡大してい
る。そのため、各国が個別課題に対応しているだけでは全体的な問題の解決に
至らないとして、包括的な「持続可能性は開発のための教育」の導入に繋がっ
てきた経緯がある。そのため、ESD の考え方としては、共通軸として SD の概
念があり、
「目指すものは持続可能な社会であり、人権、福祉、環境を並列で見
るのではなく、構造的に見ることである」というのが基本にある。
なお、ここでいう「持続可能な社会」とは、社会・文化・福祉を維持するた
めに経済があり、全てを支えるものとして自然環境（循環・生物多様性）が存
在すると定義した社会である。すなわち、根底にある「自然環境」が SD のベ
ースとなる。課題対応の切り口は個別テーマ（人権、貧困など）であっても、
共通して存在するのは SD の概念であるというのが、ESD を理解するうえで重
要なキーワードとなる。
また、環境省のウェブサイトでは、ESD とは、「現代社会における地球規模
の課題（環境・貧困・人権・平和・開発 等）を自らの問題として捉え、身近な
ところから行動をおこす力を身につける（think globally, act locally）ことにより、
それらの課題の解決につながる新たな価値観や行動を生み出すこと、持続可能
な社会を創造していくことを目指す学習や活動のこと」と定義されている 1)。
そもそも ESD 教育は、環境教育とイコールではなく、環境教育は ESD のテ
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ーマの一つとして含まれるに過ぎない。しかし、日本では、基本的に単一民族
の国家であり、人権や人種問題などよりも、環境問題の方が身近なテーマであ
るため、子供たちが「自分事として取り扱いやすい」という判断から、環境教
育が主要テーマとして扱われている。これにより、ESD といえば環境教育を指
すような誤解を市民に与えている印象もあるが、大学などの高等教育機関を通
じて、ESD 教育の文脈での国際化教育、開発教育、市民教育と結びつけた取り
組みも行われている 6)。
日本は、ESD 教育の必要性、世界展開を提言し主導的な役割を果たしてきた。
そのため、日本の ESD 普及への取り組みは、環境省だけでなく、文部科学省、
外務省などさまざまな省庁が連携して展開されている。日本以外では、オース
トラリア、カナダ、アメリカ、ドイツ、イギリス、フィンランド等で、ESD の
取り組みが進んでいる 7)。
さらに、2005 年から始まった ESD は、2014 年に 10 年目の節目の年を迎えた。
2014 年 9 月に、名古屋で、ESD の 10 年を総括し、次への展開を考える国際会
議が開かれ、2016 年からの次の 10 年も継続して行われることが決定した 8)9)。
各国でどの分野にフォーカスするかが任されるのは今まで通りだが、防災教育
に連携して取り組むという認識がなされていたのが興味深い。また、「誰も取
り残さない」というスローガンを掲げた国連の「持続可能な開発目標（以下
SDGs）」と連携し、国際的な取り組みとして ESD を推進していくことが決め
られた。それに合わせ、日本では、レジリエンスをキーワードの一つに加えて
いる。レジリエンスは、「回復力」や「しなやかな強さ」を表す言葉で、東日
本大震災からの復興などの経験を踏まえ、防災教育とともに取り組むべきテー
マと位置づけられている。
3. 小学校、中学校、高等学校での ESD 教育の学び
大学での取り組みの話を始める前に、まずは、その前段階として、高等学校
までの教育について少し述べておく。環境教育が各教科のカリキュラムにどの
ように取り入れられているのかは、環境省環境教育推進室がウェブサイトに公
開している「授業に活かす環境教育：ひとめでわかる学年別・教科別ガイド」
に詳しくまとめられている

10)

。このサイトに「学年別・教科別ガイド」として
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ビジュアル化された対応表が提供されている。これは、環境省と文部科学省が
共同で整理したもので、環境分野の領域がどの学年のどの教科で教えられてい
るのかがわかりやすくまとめられている。
「健康」
「社会参画」
「国際理解」が赤、
「3R」
「公害・化学物質」が青、
「消費生活・衣食住」
「産業」
「資源・エネルギ
ー」「地球温暖化の起こる仕組みと影響」がオレンジ、そして「生命」
「自然へ
の愛着」「生態系・生物多様性」「水・大気・土」が緑色と色分けされて示され
ている。特に、緑の分野の「自然への愛着」の項目と、赤の分野の「国際理解」
の項目が充実している。
また、中心円に近いところから、小学校低学年、小学校中学年、小学校高学
年、中学校となっているが、青の分野「３R」「公害・化学物質」に関しては、
中学校で多少充実してくるものの、
小学校低学年では全く教えられていない 11)。
特に「公害・化学物質」の分野は、リスク教育にも関連する分野だが、小学校
高学年になって初めて社会科科目メインで登場する注 3]。
ESD をカリキュラムに組み込むための議論をしてきた国立教育政策研究所
では、
「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」の最
終報告書を発行している 12)。報告書とは別に、報告書の概要をパンフレットに
もまとめており、教育現場で使いやすいものとなっている。この中で、ESD を
通して育む能力・態度は、次の 7 つとされている注 4]。
「ESD で重視する 7 つの能力・態度」
①

批判的に考える力

②

未来像を予測して計画を立てる力

③

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

⑤

他者と協力する力

⑥

つながりを尊重する力

⑦

進んで参加する態度

授業の作成者がどのような意図で教育プログラムを設計するのかにもよ
るが、上記の 7 つの力のうち、特に ESD 特有なのは①、②、⑥である。
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国立教育政策研究所の五島政一研究官によると、「環境教育」は教科化され
ていないため学習指導要領に「ESD」という言葉自体は入っていないが、各教
科には「持続可能な社会の構築」という概念が盛り込まれているため、実質的
には既に ESD の概念もここに含まれているとのことである注 5]。しかしながら、
「持続可能な社会の構築」の具体的なイメージは示されておらず、
「各教科でで
きる範囲で『持続可能な社会の構築』に取り組むこと」と、曖昧な形でまとめ
られている。これは、文部科学省の、どのような社会を構築すべきかは、教育
を受けた各自が作るべきものだと考えに依存しているからだそうだ注 5]。
環境教育の「教科化」については環境教育を実践・研究する研究者の間でも、
さまざまな試案がされているものの、賛否両論、意見が分かれている 12)13)。教
科化に反対する意見の中の大きなものとしては、教科書等によって厳密に指定
されてしまうと、そのカリキュラムで縛られた範囲から逸脱することが難しく
自由度が無くなってしまうというものがある。特に環境教育は、地域独自の環
境を対象として学ぶ要素も多い。ESD の理念のひとつでもある、「地域や他者
とのつながりを学ぶ」意味でも、地域に根差した教育が求められる。教科化に
よる画一化は、この要素を阻害する恐れがあるため慎重になるべきだというの
が大方の意見のようだ。また、教科化されると、これまで環境教育に携わって
きた人たちが、教科担当者に全てを一任するという事態になる可能性も指摘さ
れている 14)。
また、教科書では、日々変化する環境問題や、最新の情報を反映しにくく、
古い情報、そして時には既に間違っていると判明した情報を使い続ける恐れも
あり、情報の更新性が低下する問題がある。
一方で、教科書化されていないことのデメリットもある。正規の教科となっ
ていないため、ESD 教育をどの程度行うかは、実質的には、「総合的な学習の
時間」の中で、各学校の、各教員の裁量に任されている。教員の能力、興味関
心によって温度差が出ることは否めない。学校長が主導的な立場をとって導入
している学校もあるが、それほど事例は多くないようだ注 5]。
さらに、市町村の首長が主導的な役割をとって ESD を推進している地域もあ
る。このような、首長がトップダウン方式で ESD の取り組みを宣言した地域と
しては、滋賀県、愛知県、大牟田市、多摩市、気仙沼市、岡山市等が挙げられ
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る。これらの地域ではユネスコスクールとして認定される学校も多く、ESD を
通して育む７つの能力・態度のフレームワークに従って、教育委員会主導で取
り組んでいる注 1]。
このように、ESD 教育は、各教科に少しずつ分散しながらも、多くは総合的
な学習の時間を活用して行われている現状だが、基礎学力の低下がみられると
いうことで、新学習指導要領では、
「総合的な学習の時間」の削減が検討されて
いる。いわば、ゆとり教育からの脱却である。しかし、総合的な学習の時間が
無くなってしまえば、学力向上や受験対策のみを重視する昔の教育に逆戻りし
てしまう。五島研究官は、
「世界的に見ても、このような学習時間を設定してい
る国は少なく、日本の取り組みが注視されている」と、総合的な学習の時間の
削減を憂慮している注 5]。
環境教育・ESD 教育においては、学校教育（フォーマル教育）だけではなく、
インフォーマル教育、ノンフォーマルと教育との協働による教育効果も期待さ
れている（図 1）
。

図 1. 環境教育をになう担い手
例えば、ノンフォーマル教育として、地域の博物館を利用した学習にも期待
が寄せられている。残念なことに、博物館を利用した学習は、ほとんど小学校
まででしか行われていないが、地域の博物館には、地域の環境、歴史、文化な
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どの情報が網羅的に集められており、専門家である学芸員もいる。環境教育も
そうであるが、ESD の概念を取り入れようとした場合、地域を学ぶことは、社
会参画を学ぶ意味でも重要になる。そのため、先に述べたように「ESD の教科
書」のような全国で画一的な授業・プログラムを行うのではなく、地域それぞ
れの状況に応じた教育内容が必要となるが、このような博物館等と連携して地
域ごとの副読本が作成されることで、興味の対象が自分事となり、自発的に学
ぶ学びにも繋がる。
また、大学が、ノンフォーマル教育の一翼を担い、地域の小・中・高と連携
していくことも考えられる。これについては後述する。
4. 評価の難しさ
国立教育政策研究所の ESD 報告書では、授業を受けた子供のアクションがど
う変わったかによって効果を評価する点についても言及されている 12)。しかし、
ESD が滋養すると考えられている能力は、短期的な変化だけで評価できるもの
ではない。また、テストやレポートの点数で評価できるような単純なものでは
なく、その評価の仕方が難しい。活動全体のポートフォリオを残し、7 つの態
度・能力をどの程度身に着けることができたかを評価する手法等が考えられる
が、有効性については未知数で、適切な評価モデルを作るのは難しい。また、
ESD カリキュラム自体の評価も難しい。子供の意識や行動をどの程度変えるこ
とができたかだけではなく、学校システムや地域社会をどの程度巻き込んだか
といった視点の評価も求められるが、まだ良い方法は見つかっていない。
一般的に環境教育の分野では、個人の発達段階に応じて 3 つのフェーズがあ
る。環境の中で環境に親しむ心を育む「IN the environment」
（幼児期～小学校中
学年）
、環境に関する知識を身に着ける「ABOUT the environment」
（小学校高学
年～高等学校）
、環境のために自ら行動・態度を変容させる「FOR the environment」
（大学～）である。このうち、特に環境の知識を身に着ける過程（ABOUT）は、
学校におけるフォーマル教育の果たす役割が大きいとされている 15)。
しかし、IN、ABOUT、FOR の考え方は、あくまでも個人の能力向上過程に
着目したものである。地域の環境問題に市民として関わり、解決するような力
（FOR）を身に着けるためには、個人のみでなく周囲と繋がって活動すること
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（例：社会対話、社会参加、熟議等）を通じて組織能力、市民能力の底上げを
図る取り組みが必要である。ESD の概念では、責任性、協調性、公平性として
整理されている部分である。しかしながら、日本の環境教育はこれまで「ABOUT」
が中心であった。
「IN」、
「FOR」の視点が入ったのはごく最近である。それゆえ
に、
「IN」、
「FOR」に相当する部分の教育が不足しており、その分野の強化が求
められており、ESD の概念は、この部分を補完すると期待されている。
5. 大学の場合
では、大学での取り組みはどうであろうか。先の分類に従うと、大学は「FOR」
を学ぶ場である。
知識や体験を通じて、それを行動変容にどう結びつけるかが、
大学教育に期待されている。本稿では、環境教育・ESD 教育に限って論じてい
るが、将来にわたっての人格形成、行動規範を学ぶ場としての大学の役割の重
要性については昨今のリベラルアーツ教育への関心の高まりからも伺える。
次に、教育現場での実態調査として行った、大学での ESD 教育の取り組みを
いくつか紹介する。
5.1 北海道大学の取り組み
まず初めに、北海道大学が 2011 年から実施している【ESD キャンパスアジ
アプログラム】の事例を紹介する。
北海道大学では、あえて、環境教育や環境学を直接的に扱う学部ではなく、
それ以外の学部（教育学部）が主体となって、環境に限らず、広く ESD の視点
を元に教育に取り入れている 16)17)。
このプログラムは、以前から複数の大学共同で行われていた「キャンパスア
ジア」という日中韓の大学の国際交流に、ESD の視点を組み込んだものである。
ESD がメインというよりも国際交流、異文化理解、多様性強化に重点が置かれ
ている印象であるが、国際理解が進むと、各国の抱える環境問題などをより具
体的に知ることができるというのがコンセプトである。このプログラムに参加
する学生は、教育学部の学生で、3 年生か 4 年生の時に中国、韓国、台湾、タ
イの各大学へ 8 日間程度留学し、
現地で 8～9 コマ程度の講義＆体験実習を受け
る（交換留学なので、各国から日本に来る学生もいる）。興味のある学生は 1
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年生からプログラムに参加し、基礎的な英語力や SD に関する講義（農学、開
発学などの持続可能な開発に関わる科目）を受講して準備をしている。
「キャンパスアジアプログラム」では、年に一度、この交換留学プログラム
の成果報告会を兼ねてシンポジウムが開催されている。次項から、筆者がヒア
リングに訪問した 2014 年度の「ESD 国際シンポジウム: 国際協同教育の開発
―ESD キャンパスアジアの挑戦」から、ソウル大学、北京師範大学で行われて
いる ESD 教育の具体的事例を紹介する注 6]。
5.2 ソウル大学（韓国）の取り組み注 6]
Johannes Tschapka 博士から、ソウル大学で行われている「シナリオテクニッ
ク」という手法を取り入れた授業が紹介された。これは、2043 年の未来がどう
なっているのかを仮想し、班ごとに仮のシナリオを作成し、それを発表すると
いうものである。もともと、気候変動の予測に使っていた手法で、地球規模で
の温暖化に対する問題のような大きなテーマの方が想像しやすいようである
18)19)20)

。

シナリオを作成するためには、5 つのステップがある。
1）キーとなる単語を複数出していく。
2）その中から 3 つの重要なキーワードを抽出する。
3）3 つのキーワードをつないで枠組みを作る（シナリオを 5 つ作る）
。
4）その特定のシナリオに則り、2043 年のその社会に生きている人になり
きって、
『いま』がどうなっているのかを語り、聴衆からの質問も受ける。
5）シナリオの中の矛盾点などを議論し評価を行うとともに、そこに至るこ
とになった問題について議論する。

シナリオテクニックを使うことで、問題を自分の問題としてイメージしやす
くなると同時に、より具体的に考えられるようになる。この手法は、一般向け
にも展開しやすく、子供に対しては、キーとなる単語を事前に主催者側がいく
つか用意しておくことで対応可能とのことだった。自分事に置き換えて考えや
すいテーマの方が適応しやすいため、防災教育には向いているのではないかと
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考えられている。
5.3 北京師範大学（中国）の取り組み注 6]
北京師範大学の Qing Tian 博士は、地元の小中学校と連携した教育活動につ
いて紹介した。その中で、1 つの事例として、蘭州市の 40 の小中高の学校をラ
ンダムに選び、環境教育を行うことで、生徒と先生の awareness, knowledge,
attitude, behavior／action willingness が どのように変化するのかを調べた成果を
発表されていたので簡単に紹介する。まず、提示された用語だが、



awareness（気づきを得る）



knowledge（知識を得る）



attitude（姿勢や向き合い方を変える。ただし、心の中で思っているだけ）



behavior／action willingness（態度・行動を意欲的に変える。実際に行動
に移す）

という意味で使われていた。
調査によると、地元の小中高の子供たちが環境に関する知識を得ているのは、
学校での授業等よりも、テレビ、インターネットなど外部メディア、いわゆる
ノンフォーマルセクターからの割合の方が大きかったようである。また、知識
を与えるだけでは、子供の態度や行動を変えることはできなかったとのことだ。
一方、大人に対しては、知識を与えることで、態度をある程度変えることが
できるそうで、大人に対しては、一方向性の情報提供でも影響を与えられる可
能性が示唆されていた。この結果から、同じ「情報提供」でも、子供と大人で
は手法を変える必要があり、特に子供では、与えられた情報を自分事として考
えられるかどうかが、
行動変容につなげる重要なポイントであることがわかる。
教育現場では、
「Critical thinking の習慣を身につけさせる」ことの必要性が言わ
れているが、中国でも同じような状況にあることがわかり興味深い。
このような中で、Qing 博士は、学校教育は重要であり、一方的に知識を与え
るだけの学習ではなく、相互に議論するなどの「考える教育」にしていくべき
と主張した。また、教育のモデルとして、次の 3 つのパターンを提示した。
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① 教師から生徒への一方向性の情報知識提供
② 先生がファシリテーターを務めて、生徒への情報提供、生徒からのフィ
ードバック両方を受け持つ
③ 先生と生徒、それを支えるためその中間にコミュニケーターを置いて共
同して解決していく方法
①の方法では、knowledge は身につき、表向きの awareness は変えることがで
きるかもしれない。しかし、ability や skill は伸びない。②の方法では ability や
skill への変化も期待できる。しかし、action に結び付かない。③の方法をとる
ことで、社会の中で具体的な action を学ぶことができると考えているとのこと
であった。
具体的には、子供に対する情報提供が行動変容に結び付かない原因として、
子供は社会経験が少ないので、実際に「行動するとはどういうことか」を知る
機会自体が少ない点を可能性として挙げていた。大人ならば、ビジネスの場な
ど、社会（世界）と広くかかわる経験もあり、自分の行動がどう社会に影響す
るかを考えることが容易である。だから、子供には、知識、情報だけではなく
て、どのような行動がどのように状況を変えるのか、そのプロセスそのものを
教える必要があると考えているとのことだった。
5.4 北九州市立大学の取り組み注 7]
大学と地域が連携し、学生が自主的に学びを行い地域創生の一翼を担う取り
組みとしては、北九州市立大学での事例が参考になる 21)。北九州市立大学では、
地域から寄せられる課題解決に向けた活動参加のニーズと参加したい学生をマ
ッチングする組織として、
「地域共生教育センター（通称 421La.）」を設立して
いる。また、商店街にサテライトオフィスともいえる「まちなか ESD センター」
を構え、イベントなどで地域の人が気楽に訪問できる場を設けているのも特徴
的である。421La.を通じて、キャリアデザインなど、授業との連携が盛んに行
われ、特に、地域創生学群の学生達はボランティア活動に参加することで単位
が認定されるなど、全学体制で支援をしている。2014 年度だけでも、約 700 人
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の学生が参加したそうである（全学生数 6,000 人）。また、地域の他の大学とも
連携し、専攻分野の違う学生が共同して取り組むイベントもあるとのことだ。
地域に根ざした地方大学の取り組みとして、参考になる事例である。
また、北九州地域全体をキャンパスとする「オフキャンパス教育」や地域で
の実践型教育を継承し深化させた「オンコミュニティ教育」としてのさらなる
展開を図っているとのことであった。
5.5 帝京大学の取り組み注 8]
前章までに、いくつか他大学での取り組みについて紹介したが、私たち帝京
大学でも、環境教育に特化したものではないが、科学教育の一環として「とち
ぎサイエンスらいおんプロジェクト」を 2012 年から行なっている。地域の博物
館、科学館等と連携することで教育効果は高まるが、特に、交付金などの運営
予算が削減された後の連携の維持が肝心となる点についての状況は同じである。
サイエンスらいおんプロジェクトは、大学内や地域の協力もあり、現在も継続
しているが、他大学学生との授業やイベント等を通じての交流については、検
討課題となっている。
6. 課題
6.1 大学以外の領域を巻き込む難しさ
これまで紹介した日本、韓国、中国のいずれの大学においても、大学が主導
で環境教育を一過性に特定の地元に広めることはできても、それを継続してい
くことや他の地域に波及させていくことの難しさについて言及している。人的
リソースの不足から、結局、運営や実施を NGO のような外部の組織に委譲し
て維持していってもらう方向にシフトするが、予算が尽きれば終わりという状
況になりがちである。筆者が参加・聴講した「第 3 回アジア環境人材研究交流
大会」では、全国各地の大学の、ESD 教育への取り組みが紹介されていた

22)

。

「研究」を主体とする機関の研究者が教育にどうかかわっていくかについては、
主導的な役割を担うのではなく、NGO や地元の教育現場（小中高）の自発的な
活動をサポートする立場に徹するのが良いようであるが、各大学とも方策を模
索しているようであった。
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6.2 ESD 教育を取り入れたアクティブラーニングへの可能性
最後に、環境教育・ESD 教育をアクティブラーニングに活用する可能性につ
いて検討する。
アクティブラーニングは、学生に自発的な学習を促すものであり、各大学と
も盛んに導入が行われている。しかし、必ずしも全ての科目が、アクティブラ
ーニングに適しているとは限らない。また、
「自主的に学習する」という点にお
いては、体験型の学習が望まれることも多く、座学や図書館等での情報収集で
は不十分なこともある。さらに、大学の教養課程においては、専攻学科の異な
る学生たちの集団で個々の興味を維持しながら共通して取り組めるテーマを見
つけるのは簡単ではない。
しかしながら、これまで述べてきたように、狭義の環境教育を内包した ESD
教育は、学生自身が主体的に学ぶアクティブラーニングと非常に親和性が高い
と考えられる。自然環境に関わることだけでなく、人権、防災など扱う分野も
幅広いため、専攻分野が異なる学生に対しても、多様なテーマを提供しうる。
学生自身が、自らの興味に近い分野の中から、学習テーマを見つけることも可
能になるのではないかと推測される。
イギリスでは、SD 教育に積極的に取り組み、SD、ESD に関わる教育プログ
ラムを履修した学生は、就職に有利になる等のアドバンテージが与えられてい
るようである注 9]。欧米各国は、もともとディベイト形式を幼児教育から積極的
に取り入れていることもあるが、自発的に問いを立ててその問いの解決に向け
た方策を探るという学習スタイルは、社会に出た際に有益であるとみなされて
いる。また、環境問題が地球規模の問題であることや、発展途上国の支援など
において、
持続可能性が重要視されている流れにも合致しており、企業の側も、
人材育成の一環として尊重しているようである。
また、英国環境教育学会の会長を務めた、バース大学の Scott 博士は、環境
教育、もしくは、国際理解、開発教育、市民教育などを含めた ESD 教育は、学
齢期の若者に対する学習というだけでなく、生涯にわたって行われるべきもの
であると述べる注 10]。彼らは、環境学習への興味を 9 つに分類し、それぞれに
対する学習の焦点や内容を一覧表にまとめている（表 1）23)。この表を見ると、
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各年代や対象者の興味に応じて、学習テーマを決めることが可能だと推察され
る。英国では、各大学が WWF のような NGO 組織とも積極的に連携し、イン
ターンシップも含めた SD 教育に取り組んでいるとのことである 24)。
7. おわりに
本稿では、わが国での環境・ESD 教育の実態について、文献調査やヒアリン
グなどを通じて得た知見を参考に紹介してきた。
環境教育というと、どうしても小学校、中学校での学習のように思われそう
だが、テーマの選び方、取り組み方の工夫によっては、十分に大学教育にふさ
わしいものとなり得る。さらには、市民教育、人権教育、防災教育などの ESD
の視点で捉えれば、自分の専攻分野に近いテーマでの学習も可能となる。
また、これから大学に入学してくる学生達においては、高校までの間に、す
でに ESD に関する何らかの取り組み、自発的な学習に参加した経験があると予
想される。彼らの興味関心を引き出しつつ、大学に相応しいより高度な学びへ
と誘導する取り組みが、アクティブラーニングの手法を活用することで実現す
ることが期待される。学生達の教育、研究、そしてキャリア形成を担う大学と
して、より良い学びの場を提供することが求められているが、そのための方策
として、産業界との連携、インターシップのより一層の活用なども視野に入れ
ていく必要があるのではないかと考える。
しかしながら、先に述べた通り、自発的な学びによる学習効果を評価する手
法は難しい。ESD 教育の観点から見ても、学びが行動変容につながったか否か、
そしてそれが、今後できるだけ長く維持されるかどうかを長期的に評価してい
かなくてはならない。しかし、卒業後の長期的な追跡評価は難しく、個人情報
保護の観点からも課題が多いため、取り組みが遅れている。環境・ESD 分野に
基づくアクティブラーニングの展開については、各大学での事例が積み上がっ
てきており、評価手法についての検討もさらに進んでいくものと期待される。
本学でも、より一層のアクティブラーニングの活用が求められているが、授
業科目、テーマ、内容についての最適化、評価手法の確立などの課題に取り組
んでいく必要があるだろう。
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本文注釈
注 1]

ユネスコスクールの詳細は、
「日本／ユネスコパートナーシップ事業」
（文部科学省

委託）のウェブサイトに掲載されている。
http://www.unesco-school.mext.go.jp/esd/esd.aspnet/
注 2]

国立研究開発法人国立環境研究所資源循環廃棄物研究センターの若手研究として行

われた「環境・リスク教育に関する研究展開に向けた学校教育の実態調査」
（2013～2014 年）、
「ノンフォーマル／インフォーマルの役割分析を通じた環境研究分野と環境・リスク教育分
野との連携方策の検討」（2014〜2015 年）の調査研究として行ったヒアリング調査の成果に
基づく。
注 3]

資源循環や廃棄物処理分野は「社会科」の科目として扱われており、1960 年代に社

会問題化した公害問題に対応する形で登場した。続く 1970 年代にはゴミ問題が、1980 年代
の後半になると、リサイクルなど資源循環に関する内容が増える。2005 年に ESD の 10 年が
スタートしてからは、ゴミやリサイクルといった物質主体の問題だけでなく、ゴミだしのマ
ナーやフリーマーケットの意義など、リサイクルやゴミ削減に向けた意識の変化を促すよう
な内容も組み込まれるようになった。
注 4]

この「ESD で重視する 7 つの能力・態度」というフレームワークは、環境分野に限

った教育要素ではないため、国内外のさまざまな機関で利用され始めている。例えば外務省
では、JICA のプロジェクト（教職員を途上国に派遣し、そこで国際支援に従事する人と交
流させたうえで、関連する授業プログラムを作成させるというもの。ブータンには 8～9 名、
エルサルバドルには 13～14 名の教師が派遣されている）でも活用しているとのことである。
注 5] 注 2 で述べた調査研究において行った、五島政一研究官へのインタビュー内容に基づ
く。なお、このヒアリングは、研究メンバーの小島英子氏、須田真依子氏、森朋子氏、村山
麻衣氏に協力してもらった。
注 6]

注 2 で述べた調査研究において行った、2014 年の「ESD キャンパスアジアプログラ

ム」の報告会の内容及び、講演者の Johannes Tschapka 博士（ソウル大学）
、Qing Tian 博士（北
京師範大学）へのヒアリング内容に基づく。
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注 7]

注 2 で述べた調査研究において行った、北九州市立大学地域共生教育センターへの

ヒアリング調査結果に基づく。なお、このヒアリングは、研究メンバーの須田真依子氏、森
朋子氏に協力してもらった。
注 8]

「とちぎサイエンスらいおんプロジェクト」は、JST の予算を受け、帝京大学宇都

宮キャンパスが中心となり、栃木県総合教育センターを含む 15 の団体と連携しながら行っ
ているプロジェクトである。栃木県域に科学技術コミュニケーションネットワークを構築し、
県民の科学技術に対する理解・興味の促進、科学技術リテラシーの向上のための活動に取り
組んでいる。(http://www.tochigi-lion.net)
注 9]

注 2 で述べた調査研究において実施した英国調査にて、
CHES(The Committee of Heads

of Environmental Sciences)へのヒアリング調査を行い、その際に、The Manchester Metropolitan
University の Philip Wheater 博士にインタビューした内容に基づく。なお、このヒアリングは、
研究メンバーの森朋子氏に協力してもらった。
注 10]

注 2 で述べた調査研究において実施した英国調査にて、University of Bath の William

Scott 博士、Stephen Gough 博士へのインタビュー内容に基づく。同じく、森朋子氏に協力し
てもらった。
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