
ESD推進ネットワーク全国フォーラム（以下「全国フォーラ
ム」）は、原則毎年1回、ESD推進ネットワークの主たるス
テークホルダーが一堂に集い、ESDに関する最新の国際動
向、国内動向、ネットワーク形成の状況を共有するととも
に、相互のつながりを構築・強化することにより、ネットワー
クが成長するための機会として開催されています。
4回目となる全国フォーラム2019は、ESDに関するグロー
バル・アクション・プログラム（GAP）の最終年であり、
GAPの後継プログラムが国際的に策定される年であるこ
とを反映し、次のステップに進むための意見交換を中心と

したプログラムとしました。
2日間にわたって開催した全
国フォーラム2019には、全
国各地から延べ424名の参加
を得ました。

開会挨拶より
●平下 文康さん（文部科学省 文部科学戦略官（国際）／
　日本ユネスコ国内委員会 副事務総長）
我が国はユネスコと共にESDを推進してまいりました。
SDGsが近年、民間企業やNPO、学校などでも取り入れら
れているという機運を活かし、ESD推進ネットワークがマ
ルチステークホルダーの協働・連携を強めていくことを期
待しています。また、皆様にも地域創生や多文化共生社会
の実現に取り組みつつ、多様なステークホルダーと連携・
協働しながら、地域課題や地球規模課題の解決に貢献して
いただければと思います。そして来年度より導入される新
学習指導要領を踏まえ、ESD推進ネットワークがSDGs達
成に向けて学校との連携に積極的に取り組むこと、皆様が
本フォーラムから多くの成果を持ち帰りESDがより一層広
まっていくことを期待しています。

●中井 徳太郎さん（環境省 総合環境政策統括官）
環境省は2018年4月に、各地域が地域の実情に合わせ
てSDGsの達成された持続的な発展を実現する地域循環共
生圏の構想を打ち出しました。ここで何より重要なポイン
トは人材であり、変革を推進する社会の実現には構成員の
意識改革とサポートが欠かせません。一人一人の気付き、
理解、行動の積み重ねを地域社会の変革の基礎力にしてい
くことが期待されています。
本フォーラムにおきましては、現場で活躍されている皆

開催目的

1.�ESD推進ネットワークのこれまでの成果について確認する。
2.�GAPの後継プログラムである「ESD� achieving� for�
SDGs(ESD� for�2030)」を踏まえて、その国内実施に向
けた提案につながる意見交換を行う。
3.�参加者、参加組織・団体による連携の契機とし、全体として、
ネットワークのさらなる発展に向けた機会とする。

開催概要

■主催　ESD活動支援センター、文部科学省、環境省
■共催　独立行政法人国立青少年教育振興機構
■後援　日本ユネスコ国内委員会
■協力　�計44件の地域ESD活動推進拠点（地域ESD拠

点）、全国規模のESD推進組織・団体及び地方
ESD活動支援センター

プログラム概要

総合司会　平野�啓子さん
（日本ユネスコ国内委員会広報大使／語り部・かたりすと）

1日目：12月20日（金）
開会 主催者による開会挨拶

セッション1 ESDの国際動向・国内動向

セッション2
パネルディスカッション
SDGsを地域で達成していくための人づくりと�
そのためのネットワークのさらなる展開

セッション3 グループディスカッション
地域でESDを広め、深めるための課題と工夫

2日目：12月21日（土）

セッション4

分科会：「ESD for 2030」を見据えたESD推進のあり方
・分科会1　�新しい学習指導要領をふまえ社会

とすすめるESD
・分科会2　�企業がめざす地域におけるSDGs

人づくり
・分科会3　�ユースと共に進めるマルチステー

クホルダーの連携
・分科会4　�体験活動を提供する組織内のESD�

意識醸成
・分科会5　�AI等の技術革新と教育・人材育成

について考える

セッション5

全体総括
・分科会成果報告
・セッション2、セッション3成果報告
・コメント

閉会 共催者による閉会挨拶

総合司会　腰塚�安菜さん
（ニュースメディアライター／株式会社博報堂勤務）

ESD推進ネットワーク全国フォーラム2019

SDGsを地域で達成していくための
人づくり：ESD for 2030を見据えて
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様の間でESD推進活動をいかに広く効果的に実施していく
かの議論が深まり、活動のヒントを得ていただくことを期
待し、また皆様と共に環境・経済・社会の統合的向上を図
り、地域循環共生圏の創設に一緒に取り組んでいきたいと
願っています。

●阿部 治さん（ESD活動支援センター センター長）
世界中で未曾有の気象災害が起きており、世界の若者が

climate justiceを訴えています。これは私たちに課せら
れている課題であり、環境・経済・社会の構造の、まさに
足下の環境が揺らいでいるのです。ESDはトランスフォー
メーションによって持続可能な社会を目指すSDGs時代に
おいて期待されていると私たちは感じています。ESD活動
支援センターは全国センター及び8つの地方センターが立
ち上がり、そして地域ESD活動推進拠点（地域ESD拠点）の
登録が進み、本日時点で105件の登録となっています。確
実にESD推進ネットワークの基盤はできあがりつつありま
す。私は、SDGs推進のエンジンとしてESDがあるのでは
ないかと思っています。このフォーラムを通して、皆様が
多くの成果を持ち帰ることを願っています。

セッション1
ESDの国際動向・国内動向

本フォーラムでの意見交換の基本となる事項の共通理解の
ために、国際的・国内的見地から、文部科学省・環境省施
策の動向について情報共有が行われました。

●大杉 住子さん（文部科学省 国際統括官付 国際戦略企画官
　／日本ユネスコ国内委員会 事務局次長）
「持続可能な開発のための教育（ESD）に関するグローバ

ル・アクション・プログラム」の後継枠組みである「ESD for 
2030」が今年11月のユネスコ総会で採択されました。「ESD 

for 2030」では、ESDが質の高い教育に関するSDGに必要
不可欠で要素であるとともに、その他の全てのSDGsの成
功への鍵であるとされています。「ESD for 2030」は、近々
国連総会でも採択される予定です（注）。「ESD for 2030」に
ついては今年9月には東京の国連大学でプレ・ローンチセッ
ションが開催され、来年2020年6月にはドイツ・ベルリン
で「ESDに関するユネスコ世界会議」が開催され、正式に

「ESD for 2030」が始動します。
国内においては、日本ユネスコ国内委員会による建議「ユ

ネスコ活動の活性化について」が2019年9月にまとめられ、
SDGs達成に向けたESDの推進における主導的な役割の維
持をうたっています。本日公表の「SDGsアクションプラン
2020」でも新学習指導要領を踏まえた持続可能な開発のた
めの教育（ESD)の推進が位置づけられています。

新学習指導要領は多くの方の徹底的な議論の下に作られ
たものですが、「持続可能な開発の創り手」が前文に記載さ
れ、多様なステークホルダーとの連携による「社会に開か
れた教育課程」とともに大切な理念となっています。

これまでのESDの実践の蓄積をいかして多様なステーク
ホルダーとともに「ESD for 2030」の国内実施を進めてい
きたいと思います。
（注）「�持続可能な開発のための教育：SDGs達成に向けて（ESD�for�2030）」*の決議は、

2019年12月19日（木）に第74回国連総会において採択されました。

● 三木 清香さん
（環境省 大臣官房総合政策課環境教育推進室 室長）

地球温暖化、海洋ごみ問題など人間の生活・命の根本に
かかわる問題が世界的規模でも私たちの身の回りでも顕在
化しています。SDGsの背景には「このままでは世界は立ち
行かない」という強い危機感があります。SDGsには包括的
に取り組むことが大切で、私たちの知恵が求められています。

環境・社会・経済の統合的発展を目指す地域循環共生圏
は、地域のSDGs（ローカルSDGs）と言えます。従来の大量
生産・大量消費型の経済システムを見直し、持続可能な循
環共生型の社会に向けて変革するには、地域資源を活用し、
地域ニーズに応える多様な主体によるパートナーシップの
構築が必要であり、人材の育成が急務です。

ESD推進ネットワークは、ESD国内実施計画に基づき文
部科学省と環境省が推進してきました。その成果と課題に
ついて全国センターが地方センターとともに成果の取りま
とめを進めてきました。詳細は、フォーラム資料の「ESD推
進ネットワークの成果概要（2016-2019）（案）」をご覧くだ
さい。情報、支援体制、学び合いの場、人材育成という4
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出展組織・団体

●地域ESD活動支援拠点（地域ESD拠点）登録団体
会津ユネスコ協会、福島工業高等専門学校、※立教大学ESD研究所、
認定NPO法人アクト川崎、NPO法人環境パートナーシップちば、
一般社団法人あがのがわ環境学舎、一般社団法人新宿ユネスコ協
会、公益財団法人キープ協会、一般社団法人ネクストステップ研究
会、信州ESDコンソーシアム、一般社団法人長野県環境保全協会、
NPO法人大阪環境カウンセラー協会、近畿ESDコンソーシアム、
藤クリーン株式会社、NPO法人隠岐しぜんむら、岡山市京山地区

ESD推進協議会、公益財団法人 水島地域環境再生財団、公益財
団法人しまね海洋館、岡山ESD推進協議会、NPO法人えひめグ
ローバルネットワーク、IKEUCHI ORGANIC株式会社、大牟田市
教育委員会
 ※全国規模のESD推進団体としてもリスト化されている。

●全国規模のESD推進団体
ESD日本ユース／公益財団法人五井平和財団、一般社団法人地球
温暖化防止全国ネット、一般社団法人日本環境教育学会、NPO法

つの分野でそれぞれに成果・課題がありますが、全体とし
ては各地の多様な主体との協力・連携によってESDの広が
りに貢献してきたといえます。ESD推進ネットワークの発
展に向けて、地域ESD拠点の機能強化、「協力団体」、企業、
自治体のネットワークにおける位置づけの明確化、地域循
環共生圏などSDGs推進施策に関連する事業へのアプロー
チの必要性等が提案されています。2日間の全国フォーラ
ムでの意見交換から議論が深まっていくことを期待します。

セッション2
パネルディスカッション：
SDGs を地域で達成していくための人づくり
とそのためのネットワークのさらなる展開

地域でESDに取り組んでいる教育委員会、学校、社会教育、
自治体、企業などのセクター別の実践の例に学びながら、

SDGsを地域で達成していくための人づくりについて、
ローカルとグローバルを関連づけながら、ESDがさらに広
がり深まるために、今後、ESD推進ネットワークをどのよ
うに発展させることができるのかについてパネルディス
カッションを行いました。

●齋藤 修一さん
ESDに関して3つのキーワードを基にお話します。
1つめのキーワードは「後悔」です。私にはESDとの出会いが
数年前ではなくもっと前であれば、という後悔があります。私
なりのESDの価値づけは、地方創生と地球市民という複眼的
な考え方、知る・気づく・行動するという黄金の3ステップ、
そして人間が生きる根幹になるというものです。また、ESDは
自己教育としても自分の人生に必要なのではないでしょうか。
2つ目は「再発見」というキーワードで、「只見愛」の育成
についてです。地方創生という視点からESDを只見町の教
育へ取り入れております。子どもたちが只見の良さを再発
見し、誇りに思い「只見愛」が醸成されるように『只見おも
しろ学』という教材を作成し広く活用しています。また、
大人も学ぶ事で新しい只見町を創造する原動力となるよう
只見学を位置づけております。
最後にネットワークについてのキーワードは「脱皮」です。
今や学校教育は会社や地域の方にも入ってもらう事でその

パネリスト
【教育委員会の立場から】
�齋藤�修一さん��
（�福島県只見町教育委員会�前教育長／只見町ブナ�
センター長）

【学校の立場から】
輪湖�みちよさん（墨田区立両国中学校�主任教諭）

【社会教育の立場から】
山口�慶子さん（島根県立しまね海洋館）

【自治体の立場から】
東福�光晴さん（富山市環境政策課�課長代理）

【企業の立場から】
池内�計司さん（IKEUCHI�ORGANIC株式会社�代表）

モデレーター
�及川�幸彦さん��
（�東京大学大学院教育学研究科附属海洋教育センター�
主幹研究員）
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人持続可能な開発のための教育推進会議、NPO法人日本ジオパー
クネットワーク、公益財団法人AFS日本協会、公益財団法人ユネスコ・
アジア文化センター（ACCU）、公益社団法人日本消費生活アドバイ
ザー・コンサルタント・相談員協会（NACS）、公益社団法人日本ユ
ネスコ協会連盟、こどもエコクラブ全国事務局（公益財団法人日本環
境協会）、JICA広報室地球ひろば推進課、地球環境パートナーシッ
ププラザ（GEOC）、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法
人国立青少年教育振興機構／子どもゆめ基金、日本ESD学会

●関係省庁
文部科学省、環境省、外務省、農林水産省、消費者庁

●ESD活動支援センター（地方・全国）
地方ESD活動支援センター [北海道、東北、関東、中部、近畿、
中国、四国、九州]、ESD活動支援センター（全国センター）

質を高めていく、そういうネットワークが必要な時代なの
ではないでしょうか。

●輪湖 みちよさん
両国中学校は、国技館や江戸東京博物館、東京都慰霊堂

に隣接するいわゆる「下町」地区の公立中学校です。しかし、
校区から通う生徒は全体の半数程度であり、地域とのかか
わりは希薄に感じます。部活動や習い事に忙しい生徒達は、
地域に貢献したいと思いながらも、自分の力を活かせる場
面を見いだせずにいます。

そこで、社会科や総合的な学習の時間、特別活動といっ
た学校の教育活動を通して地域の方々とかかわり合う機会
を設けました。特に、今後30年間に70％の確率で起こると
される地震において区北部を中心に家屋倒壊や火災の被害
が予測される地域であることから防災・減災学習を軸にした
取組を行っています。フィールドワークやインタビューで直
接地域の方と接する中で、生徒はお世話になった方々の名
前を覚え「〇〇さんのために～～したい」と責任をもって学習
に取り組むようになりました。その姿を見た地域の方々も「生
徒のために」と学校教育にかかわり続けてくださっています。

●山口 慶子さん
しまね海洋館を拠点として結成されているチーム「いわ

みっこ大作戦！」は、多様なメンバーが参画し、地域小学
校の支援を行っています。月1回程度のミーティングも継
続し、それぞれのメンバーが得意分野でリーダーシップを
発揮しています。

このチームは「持続可能性」と「環境教育」をテーマに開催
した研修会の参加者で結成されています。研修会企画の段
階から、ネットワークがすぐ動き出せる仕組みをあらかじ
め考え、かかわりが持てそうな人材を企画者として巻き込
みました。かねてから当館の実践対象となっていた小学校
での活動をESD化するという目標もすぐに準備でき、機会
を逃さずに実践に移ることができました。

いわみっこの活動により、子どもたちの学びが深まった

ことはもちろん、いわみっこメンバーの学びが非常に大き
なものとなっています。

●東福 光晴さん
昨年SDGs未来都市の選定を受けた富山市では、多様な

ステークホルダーと連携して地域課題の解決に取り組むた
め、行政がハブ＆スポークの機能を持つ「とやま地域循環
共生圏づくりプラットフォーム」をつくり、SDGsを実践
する人材の育成や課題の共有、プロジェクトの社会実装に
取り組んでいます。
「2030カードゲーム」を全学生に展開する富山第一高校

においては、金融機関と自治体が連携したSDGs教育を実
践しています。また富山大学が来年度本格導入を目指す全
学横断PBL（Project-Based Learning 課題解決型学習）と
地域PBLは、自治体や企業が協働して「共創型ローカルパー
トナーシップ」で実践します。学生が「自分ごと」として
SDGsを理解するとともに、まちづくりのプロとの対話に
より地域課題を考え、具体的な提案を繰り返すことで、シ
ビックプライドの醸成や地元企業への関心を高めるだけで
なく、企業もビジネスチャンスにつながる―こうした好循
環を持続的にしていくための挑戦が続いています。

●池内 計司さん
タオルの産地、愛媛県今治市で最大限の安全・最小限の

環境負荷を目指して、オーガニック製品を作っています。
「種からタオル」の取組としてQRコードを製品につけて、
綿の種まきから生産・出荷までのプロセスを追えるように
しています。グリーンエネルギーの使用、プラスチックの
使用を抑えることにも積極的に取り組んでいます。

会社では、「オープンハウス」と称する工場見学プログ
ラムを実施していますが、身近な商品で具体的な説明をす
ることでSDGsの概念が理解できる手応えを感じSDGsの
目標12「つくる責任つかう責任」の視点から、使う人の
考え次第で地球は変わることを力説しています。

愛媛県が実施している「えひめジョブチャレンジU-15」
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に参加してわかったことは、モノづくりに興味のある中学生
は極めて多いのにもかかわらず、それに応える企業が少な
いため、若者は地元のモノづくりの優れた現場を知らないま
まに都会へ就職している事です。地元のモノづくりが世界
に連動しているという考えで、地域ESD拠点をやっています。

＜モデレーター　及川 幸彦さんのまとめより＞
どんな人材を育てたいと望んでそれぞれの活動を行って

いるかという点について、教育委員会や学校の立場からは、
学校や郷土に対する誇りを身に付けた子ども、防災などの
地域課題の解決を自分ごととして捉えられる子どもの姿が
挙げられました。行政の立場からはコーディネート力の高
い人、住民目線で地域力のある人、国内・国際とつなげる
人、企業の立場からは、「つくる責任」とモノづくりの楽し
さを自覚し、伝えられる社員の姿が挙げられました。

それぞれの発表者から提案されたネットワークづくりの
ポイントを自分なりにまとめると以下のようになります。

成功事例を地域の特性に帰するのではなくパッケージ化
して広げることが重要であり、そこにESD活動支援センター
の役割を期待したいという意見もありました。

多様な主体の参画・協働が日本のESDの特徴でありこの
パネルディスカッションでもそれが確認できたと思います。
ESDはSDGsの「心臓」と言われるほど重要視されています。
言うまでもなくESD推進ネットワークにおいてネットワーク
づくりそのものは目的ではありません。ネットワークを使っ
て何をし、何を目指すのかを議論し共有していきましょう。

セッション3では、松原さんのファシリテーションのもと、
参加者自身のESD実践や関心に基づき、自分ゴトとして、

「ESD for 2030」の国内実施に向けて、グループディスカッ
ションを行いました。
参加者全体がセクター別に分かれ、さらにその中で小グ
ループを作り、またそれを持ち寄ってセクター内で意見
を共有しました。グループワークでは、これまでの成果
や課題を整理しながら、ESDの広がりや深まりを実感す
ることとワークを通してノウハウや情報を共有し高め合
う事を目標としました。前半ではこれまでのESD実践の
成果を分かち合い、後半では2030年に向けてどう行動す
ればよいのかについて話し合い、セクターごとにまとめ
て発表しました。

＜ファシリテーター　松原 裕樹さんのまとめより＞
限られた時間内でのグループワークでしたが、セクター

別の10件の発表から、自分なりにまとめたことを共有し
ます。

まず、ESDのこれまでの成果について、多様な主体や地
域と協働して実践してきたことが各セクターに共通して挙
げられたのは印象的でした。理解促進の取組から実践へ、
また、ネットワークへと進んだことを成果と捉えるグルー
プもありました。

2030年に向けて取り組みたい課題や達成したいことに
ついて、セクターごとに特徴的なポイントは以下であった
と思います。

◦  地域のための教育という明確な目的意識➡「自己実現」か
ら「共生、共創」の教育への理念を軸とするネットワークへ

◦  生徒の活動を通じた学校と外部との連携：ESDの学校内
外の教員同士の学び合い➡生徒主体の「社会に開かれた教
育課程の実現」

◦  動くネットワークづくり➡社会教育施設が地域で「学びの
連鎖」をつくる➡子ども間、世代間の学びの継承・発展す
るネットワーク

◦  セクターや世代を超えた共感できる街づくりのビジョン
の共有➡行政や分野の縦割りを横串したネットワーク

◦  社員が納得する共感のネットワークづくり➡CSRや企業
イメージだけでない、本業でSDGs達成をめざす実践➡「持
続可能な生産と消費」を軸としたネットワークの構築へ

セッション3
グループディスカッション：
地域でESD を広め、深めるための課題と工夫

ファシリテータ―
松原 裕樹さん

（ NPO法人ひろしまNPOセンター事務局長／中国地方
ESD活動支援センター）

【今後取り組みたい課題】
◦  学校及び学校教育行政：学校外のつながりづくり、ESD

のための体系化や組織運営
◦  社会教育施設・社会教育行政：既存のネットワーク以外

へのアプローチ（企業など）
◦  大学等学術研究機関：実践と評価手法研究、大学間連携、

若者の就職
◦  国及び国に準ずる機関：行政内の連携や一貫した取組、

取組の質
◦  業界・経済関係団体：本業、具体的なアクション、行動変容
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課題としては、総じて、ESDをさらに発展させるための
質・つながり・発信・運営の改善が指摘されています。
「国連ESDの10年」から数えると日本でのESDは15年の

蓄積があり、これまでに増して課題解決に向けての「行動」
が重要だと思います。ESD推進ネットワークとしては、
2030年に向けて地域やセクターを越えた具体的な目標の
合意形成をした上で成果を出すことが求められていること
が確認できたと思います。

分科会1～4のテーマごとに、ESD実践に関わる話題提供を
受け、学校、企業、ユース、体験活動を提供する組織等の
視点から、「ESD for 2030」の国内実施計画の策定に向けて
の提案のために意見交換を行いました。また、分科会5にお
いては、「ESD for 2030」で課題となることが想定される技
術革新とESDのテーマについて学び、意見交換を行いました。

●居原田 晃さん
西表の自然や伝統文化を継承、保護、発展させ、持続 
可能な「わったー島」づくりに向けて、主体的に行動でき
る児童の育成をめざして～地域と学校が学びで繋がる活
動を通して～
本校は、竹富町にある西表島の北西部に位置し、児童数

90名の学校です。島には、イリオモテヤマネコをはじめ、
西表島にのみ生息する動植物が多数いて、現在、世界自然
遺産の登録を目指しています。また、地域の祭りや伝統芸
能も多数あります。学校の教育目標の1つに「自然と文化
を大切にし郷土を愛する子」を掲げこの豊かな自然や伝統
文化を継承、保護、発展させる取組を行っています。竹富
町が推進している海洋教育をはじめ、地域芸能のデンサー
節の継承、学校の伝統である創作獅子舞などの教育活動を
通して、新学習指導要領のもと、地域と学校が協働し、学
びで繋がる開かれた教育課程の編成を行っています。今後
は、地域とともにSDGsの達成を取り入れたESDを推進し
ていきたいと思っています。

●建元 喜寿さん
総合学科の特性を生かした高等学校における
ESD for 2030
筑波大学附属坂戸高等学校は、1994年に日本ではじめ

て総合学科を開設した高校の一つです。校内には、およそ
2ヘクタールの農場と、クヌギとコナラからなる「学校の
森」があり、農業科の授業だけではなく「食育支援」や「子ど
も食堂」など、地域に開かれた活動が実践されています。
2年次には「T-GAP（つくさかグローバルアクションプロ
ジェクト）」を生徒全員が履修し、高校生自らが社会課題を
みつけ、解決にむけた活動を社会とつながりながら実践し
ています。

2012年からは、国内外の高校生が参加する「高校生国
際ESDシンポジウム」を毎年開催し、各校のESD活動をベー
スにした交流を継続しています。SDGsの達成に向けて高
等学校がどのような役割を果たすことができる可能性があ
るか考える参考になれば幸いです。

＜ファシリテーター　中澤 静男さんによるまとめ＞
2つの報告を参考にSDGsを地域で達成していくための

◦  公益団体：財源、学習効果、ステークホルダーの拡大、広報
◦  NGO／ NPO：深める、セクター連携、情報発信
◦  学生・学生団体等：学生や大人が抱える問題へのアクション
◦  その他：他地域への展開、マスメディア、ファンドレイザー

【2030年までに達成したいこと】
◦  学校及び学校教育行政：教員の意識改革、教育の方向性、

ユネスコスクールの活動充実
◦  社会教育施設・社会教育行政：開かれた学びあいの場
◦  大学等学術研究機関：知の拠点としての研究と情報提供
◦  国及び国に準ずる機関：チャレンジと失敗が許される社

会、多世代の取組
◦  業界・経済関係団体：キレイゴトが当たり前な社会、消費

者教育の進展
◦  公益団体：持続可能な開発の価値観の主流化、自己肯定

感を持った人
◦  NGO／ NPO：活動の土壌や自立、社会づくり、つなぎ役
◦  学生・学生団体：ユースと大人が交わる場の増大
◦  その他：シチズンシップ、若者やアクション、ESDの常識化

セッション4
分科会：

「ESD for 2030」を見据えたESD推進のあり方

分科会1：
新しい学習指導要領をふまえ社会とすすめるESD
ファシリテーター
中澤 静男さん

（ 奈良教育大学次世代教員養成センター 准教授／近畿
ESDコンソーシアム 事務局長）

話題提供者
① 居原田 晃さん（沖縄県竹富町立上原小学校 校長）
② 建元 喜寿さん  
（ 筑波大学附属坂戸高等学校WWL推進委員会   

委員長・主幹教諭（農業科））
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人づくりを見据えたこれからの教育実践の方向性について、
グループディスカッションを行いました。新しい学習指導
要領では、「よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創
る」という目標のもと、「何ができるようになるか（コンピテ
ンシー）」を核にそのために何（学習内容）をどのように（学
び方）学ぶかを考えていくという、コンピテンシーベース
の整理が行われました。この「よりよい社会」を「持続可能
な社会」と捉え直して再考するとともに、SDGsの達成に
教育的側面から貢献するというESDの特性を踏まえ、これ
からの教育実践の方向性について、実感を伴う本物との出
会いや体験の大切さと、それを可能にする地域との連携を
前提としたカリキュラムの作成が重要であることが確認さ
れました。新しい学習指導要領で提唱されている「社会に
開かれた教育課程」を正しく受け止め、地域と学校の連携
を前提とした、地域人材と教員の共同作業によるカリキュ
ラムづくりの重要性を共有することができたと思います。

●�食とくらしのサステナブル・ライフスタイル研究会� �
�坂本�眞紀さん・井上�紀子さん� �
企業が共同で取り組むESD� �
～SDGsターゲット12.8への貢献をめざして～

「食とくらしのサステナブル・ライフスタイル研究会」は、味
の素と花王、イースクエアが、よりサステナブルなライフスタ
イルの実現に、身近な食やくらしから貢献しようと、2011年

に立ち上げた研究会です。どのように働きかけると私達の事
業のお客様である生活者がこころ豊かでサステナブルなラ
イフスタイルを実現できるかをテーマに研究する中、地域に
根ざして、家族ぐるみで楽しくでき、やったことが褒められる
という要素をいれた体験型環境教育が効果的だという仮説
が生まれました。そこで、川崎市と共同で、小学校5年生とそ
の保護者向けのプログラム「夏休みチャレンジ」を開発、
2016年から実践しています。この活動は、SDGsの目標12、
特にターゲット12.8への貢献につながると考えており、本プ
ログラムの特長や、企業・自治体などが共同で取り組む価値
を紹介することで、様々な地域で、効果的な活動が広がるこ
とを期待しています。

●高林�慎享さん
『100ねんあそぼ。』おもちゃからはじめる次世代教育
私たちは、おもちゃを通じて子どもたちと課題を共有し

一緒に「持続可能な社会」「共生社会」を形成し続けたい！
という想いを『100ねんあそぼ。』の言葉に込めています。

これまで当社が取り組んできた経験や教育現場とつくり
上げた授業プログラムをいかし、本社がある葛飾区の子ど
もたちに教育機会・成長機会を提供することにより、地域
社会とのかかわりを深めています。この活動が目指す未来
は、子どもたちがおもちゃに込められた環境・共生社会へ
の想いを知り、自分たちも能動的に考えるきっかけとなり、
持続発展可能な地域社会の創出に寄与していくことです。

2018年から、葛飾区内全ての小学校（50校）を対象に、
グループ会社も含めた新入社員が講師となる出張授業を通
じ社員自らも学びを得る「共育：ともに育む」を実践して
います。

2019年から、ESD活動支援センターと連携する新たな
試みがスタートしました。当社は地方には支店がなく、全
国的な活動ができないことが課題です。各地域で主体的に
活動されているみなさまの活動と当社のイベント・展示会
ツールや出張授業プログラムを活用いただくことで、お互
いの活動がよりよいものになっていくことを期待します。

＜ファシリテーター　石丸�哲史さんによるまとめ＞
2件の発表から、民間企業しかできない分野や部分が明ら

かになっただけでなく、各主体がESD実践に際してどのよう
に連携していくか、連携の仕方を考える上で大きな示唆を得
ることができました。参加者の意見交換を通じて、ESDに向
かう産学官民の役割分担では、「補い合う」という考え方が
重要となり、各主体間における「困りごとは何か」という相互
の問いかけが必要といえることが明らかになりました。それ
によってつないでくれる人々が現れ、ネットワークの構築へ
と向かっていける、まさにコレクティブインパクトの実現です。
また、このネットワークの中で各主体の強みをいかしていく
ためには、楽しみながらESDを推進していくことが重要であ
ることも確認されました。とは言うものの、民間企業は
“Society5.0 for SDGs”をめざし、ESG投資を意識してい

分科会2：
企業がめざす地域におけるSDGs人づくり
ファシリテーター
石丸 哲史さん（福岡教育大学 教授）
話題提供者
① 食とくらしのサステナブル・ライフスタイル研究会  

坂本 眞紀さん  
（味の素株式会社 広報部 ダイレクトコミュニケーショ
ングループ長）  
井上 紀子さん  

（花王株式会社 ESG活動推進部 マネジャー）
② 高林 慎享さん  
（株式会社タカラトミー社会活動推進課 課長）
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るところが少なくないため、今後、民間企業と連携していく
ためには、CSV（共有価値の創造）に向かって各主体が参画
できるかどうかが重要になると思われます。

●大貫 萌子さん
ユースとしてサステナビリティを考える意義
幼い頃から社会問題、環境問題に関心を持ち、高校時代

よりSDGsについて考え、「高校生として、大学生として今
の自分ができること」として様々な活動を行ってきました。
大学では蟹江憲史研究会に属し日本の地方の課題と解決法
を学び、国連本部で行われたHigh-level Political Forum
サイドイベントに参加しました。学外では、SDGs for 
schoolのプロジェクトや、SDGs-SWY（Shift Our World 
by the Youth)に参加しています。

SDGsに取り組む中で、ユースだからこそできること、
ユースの強みはたくさんあります。その一方で、ユースの
みで行えること、与えられる影響力はまだまだ小さいとも
言えます。身近にあふれる問題を「自分ごと」として捉え、
向き合うユースは現在とても多いですが、サステナビリ
ティを考える上で、「ユース」「大人」「企業」「政府」と言っ
た立場で分けて取り組むのではなく、共通の問題に向き合
うものとして連携することがとても重要だと思います。

●神垣 匠さん
岡山でのユースを巻き込んだ取組事例の紹介
私は現在、地元岡山でユースを巻き込む活動に公私共に

携わっています。
職場では、岡山県環境学習センター「アスエコ」で、環境

学習や県内の環境に関する普及啓発を中間支援的に行う業
務に携わっています。「次世代指導者発掘・育成事業」は若
者と一緒に環境学習を推進するために、ユースの発掘と育
成を行うものです。「おかやま環境教育ミーティング」は環
境教育に関心のある高校生から社会人まで約250人が集い
ブース展示や分科会、全体会で意見交換するイベントで、
中学生・高校生・大学生が参加者の30％以上を占めるなど
若い世代の参加が多く、多世代の交流の場となっています。

個人の活動としては、昨年、ESD日本ユース・コンファ
レンスへ参加したのをきっかけに、ユースの実行委員を募
り、岡山市と協働して「SDGs×ユース・ネットワーク・ミー
ティング」を開催しました。

ユースがマルチステークホルダーと連携し、ムーブメン
トを起こせる仕組みの構築が今後の課題だと考えています。

＜ファシリテーター　飯田 貴也さんによるまとめ＞
大貫さんにはユースとして活動する“当事者”として、神

垣さんにはユースの活動を推進する“コーディネーター”と
して、異なる視点から話題提供していただきました。マル
チステークホルダーの連携を語る時、教員や企業人などは
自分で選択している立場なのに対し、ユースは年齢による
自動的な肩書きです。意見交換では「ユース支援事業がきっ
かけでESDの世界に飛び込んだ」などの体験談が聞かれる
一方、「あえてユースというラベリングをしなくても、想
いやビジョンで共感すれば年代を問わずつながれるので
は」といった意見も出ました。また、活動に際してユース
と協働したり、社会人としての肩書きが定まる前のユース
年代のうちにつながりを構築することは「数年後のマルチ
ステークホルダーのコミュニティをつくる種まきになる」

「ESDという理念を軸につながれば、たとえ所属が変わっ
てもつながりは継続する」など、ユースと共に連携を進め
る意義についても語ることができました。

分科会3：
ユースと共に進めるマルチステークホルダーの連携
ファシリテーター
飯田 貴也さん  

（ NPO法人新宿環境活動ネット 理事・事務局長／ESD 
日本ユース）

話題提供者
① 大貫 萌子さん（慶應義塾大学2年/SDGs-SWY）
② 神垣 匠さん  
（ 公益財団法人岡山県環境保全事業団 環境学習セン

ター「アスエコ」／ESD日本ユース）

分科会4：
体験活動を提供する組織内のESD意識醸成
ファシリテーター
大崎 美佳さん  

（ 北海道地方ESD活動支援センター／環境省北海道環境
パートナーシップオフィス（EPO北海道））

話題提供者
① 渡邊 剛志さん  
（国立青少年教育振興機構本部総務企画課 課長補佐）  
樋口 拓さん  

（ 国立青少年教育振興機構本部調査広報課 課長補佐
兼青少年教育研究センター 企画室長補佐）

② 鈴木 雄介さん  
（伊豆半島ジオパーク推進協議会 専任研究員）
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●渡邊 剛志さん・樋口 拓さん
国立青少年教育振興機構「環境教育推進プロジェクト」
当機構では、次代を担う青少年への持続可能な開発や環

境保全に関する教育を推進する必要性が増してきているこ
とから、2019（令和元）年5月に「環境教育推進プロジェク
トチーム」を設置しました。

本プロジェクトは2020（令和2）年度までの取り組みで、
その間に「機構の環境教育推進の指針作成」、「環境教育の
季刊誌（内部用）発行」、「機構職員用のテキスト作成」、「人
材育成」の4点に取り組みます。当機構は全国に28の施設
があることから、職員が一丸となり環境教育を推進するた
めには、「職員一人一人の意識」が重要と考えています。そ
のため、「季刊誌（内部用）」を定期的・継続的に発行し、「環
境教育、ESD、SDGｓ」への理解を促進すること、プロジェ
クトチームや各施設の取組等を広報することで組織全体の
意識醸成を目指しています。

●鈴木 雄介さん
伊豆半島ジオパークのESDは地域の意識変化に役立つのか
伊豆半島ユネスコ世界ジオパークは15の市町や民間事

業者、NPO等の72団体で構成される推進協議会で運営さ
れています。推進協議会は持続的な開発を考え実現してい
くための人づくり・地域づくりを目的として、地域の各種
団体と協働しながら、地域資源を活用した学校での教育や、
自然や文化を楽しみ知ることができるツーリズムを通じて

「自然と人間とのかかわりを理解する」ための取組を行って
います。自然災害に備える意識醸成もこの文脈の中で取り
組んでいます。幸いにもこうした活動に興味を持ち自発的
に参加する方は増えている一方、こうした人材はもともと
自然や文化に強い興味を持った層であり、地域としての動
きになっているとは言えません。広い対象地域、多数の団
体にESDやSDGsの意識を広げていくため、活動の裾野を
どのように広げていくかが課題です。

＜ファシリテーター　大崎 美佳さんによるまとめ＞
2つの事例の発表を受けて、参加者はテーマに関連した

課題と解決方策について意見交換を行いました。意見交換
では主に４つのポイントが上がりました。

今後は、SDGs達成に向けた人材育成がESDであるとい
う位置づけで進めていくと整理し、関係者で共通認識を持
つことで次のステップにつながることが感じられました。

「組織内のESD意識醸成」という今回のテーマは、どのよう
な主体にもかかわりがあり、対話のニーズは絶えないと思
われます。

❶  情報の伝え方について：大きな情報は、対象別に適切な
情報量に細分化することで理解を得られやすい。

❷  人の異動による取組の停滞について：異動先でESDが広
がることなどポジティブに捉える。外部に仲間を増やす
ことでゼロスタートにはならない。

❸  担い手・連携の拡大について：ESDの取り組みを何かし
らの形で表現・発信すること、また、他者が表現してい
ることの中にESDの要素を見つけることで、担い手の拡
大・連携の強化につながっていく。

❹  自己肯定感を高めるためのほめ合いが必要。

全国フォーラム2019アンケートより 参加者延べ人数424名、参加者実数297名、回答者144名、回収率48.5％

参加者のタイプ

ESDの取組年数については、3年未の方と10年以上の方がどちらも30％を占めているの
が特徴です。年齢層では、30代以下が28％、40～50代が45％、60代以上が27％でした。

重点的に取り組んでいる課題

29

28

63

75

83

政策的支援

機関包括型アプローチ

教育者

ユース

地域コミュニティ

（件）

活動の重点分野（回答数136、複数回答可）

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

参加者の所属（回答者数143）

学校及び学校教育行政・関係機関
およびそのネットワーク：22件（15%）

社会教育施設・
社会教育行政：5件（4%）

大学等学術研究機関等：
11件（8%）

国及び国に準ずる機関等：
12件（8%）

地方自治体等：8件（6%）

企業・事業者：10件（7%）公益団体：20件（14%）

NGO/NPO等：34件（24%）

学生・学生団体等：2件
（1%）

その他：19件（13%）
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●�中村�和彦さん
自然と人を紡ぎ直すICTの活用：リアルとバーチャルの�
相互補完
環境教育およびESDでは、身近な地域の課題が重視さ

れる一方で、気候変動といった地球規模の課題にも目を
向けることが求められています。しかし、両者の関係は
極めて複雑であり、そのつながりを実感することは困難
です。私は、この時空間的な隔たりをICT（情報通信技術）
で克服する方法論に関する実践研究を、森林環境教育の
分野で行っています。例としては、国内数カ所に設置し
ている定点カメラ映像を用いて、長いものでは20年以
上にわたる変化を観察する教材開発などです。さらに、
これを身近で実感を伴う学びとするために、定点カメラ
現地での自然体験活動と組み合わせる方法論の開発にも
取り組んでいます。仮想的（バーチャル）なICT活用は、
本物（リアル）の体験と対比され批判的に扱われることも
多いですが、リアルとバーチャルを相互補完的に捉える
ことで、リアルな自然体験の質も向上し、ひいては自然
と人間との現代的な深い関係を紡ぎ出すものと考えてい
ます。

●秋永�名美さん
サイエンスブリッジコミュニケーターが挑む地球規模課
題の解決
SDGsの達成やESDの推進が求められる現代、本質的に

重要なことは科学技術と社会の橋渡しを通して地球規模課
題の解決に挑むことだと考えられます。

リバネスは、「科学技術の発展と地球貢献を実現する」を
理念に、国内外で教育・研究・人材・創業応援活動を展開
し、科学技術をわかりやすく伝えるサイエンスブリッジコ
ミュニケーションを生業に次世代研究者の巣立ちを応援し
ています。

この取組を東南アジアにも広げる中で、国ごとに研究教
育活動のアプローチは異なれど、科学技術と社会の橋渡し
を担うサイエンスブリッジコミュニケーターの存在が社会
の持続可能な発展の鍵となると考えています。この考え方
を広く浸透させることで、今後さらに発展高度化する科学
技術とそこから生まれる未来について自ら考えられる人材
を増やしていきたいと思います。

＜ファシリテーター　近森�憲助さんによるまとめ＞
分科会5においては、話題提供及び参加者間の意見交換

を通して、技術あるいは技術革新と、その人間や教育・人

分科会5：
AI等の技術革新と教育・人材育成について考える
ファシリテーター
近森 憲助さん  

（鳴門教育大学 客員教授）
話題提供者
① 中村 和彦さん  
（東京大学大学院農学生命科学研究科 助教）

② 秋永 名美さん  
（ 株式会社リバネス創業開発事業部／リバネスシンガ

ポール 取締役）

参加者延べ人数424名、参加者実数297名、回答者144名、回収率48.5％

フォーラム参加の成果フォーラムの評価

フォーラムの評価（フォーラム全体）（回答数134）

大変
良かった：
41件（31%）

良かった：
77件（57%）

ふつう：13件
（10%）

あまり良くなかった：
3件（2%）

「ESDに関する理解が進んだ」（回答数132）

おおいに
そう思う：
39件（30%）

そう思う：
77件（58%）

あまりそう思わない：5件（4%） そう思わない：1件（1%）
ふつう：11件
（8%）

「自らのESDネットワークを広げることができた」（回答数123）

おおいに
そう思う：
28件（23%）

そう思う：
66件（53%）

あまりそう思わない：
7件（6%）

ふつう：
21件（17%）

具体的には「ESDを広めるための情報・機会を得た」（60％）、 
「ESDに関わる人たちを新たに知ることができた」（59％）、
「ESDに関わる人との交流ができた」（56％）など。

具体的には「ESDに関する事例を学べた」（58%）、SDGs等
ESDに関連する事項の理解が進んだ」（51%））など。
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材育成とのかかわりについて、以下のような論点が浮き彫
りになりました。ESDの文脈で対話を継続していくことが
重要だと思います。

フォーラムの全体総括を行う本セッションでは、まずモデ
レーターの棚橋さんから「ESD for 2030」の概要について
共有がありました。次に、セッション4分科会の成果がそ
れぞれの分科会のファシリテーターから共有されました。
続いて、フォーラム初日のセッション2のパネルディスカッ
ションの成果がモデレーターの及川さんから、また、セッ
ション3のグループディスカッションの成果がファシリ
テーターの松原さんから共有されました。
これを受けて、参加者間でフォーラム全体を振り返り、フォー
ラムの成果と今後の展望に向けた意見交換を行いました。
ユース世代の参加者からは、自身が大学時代にESDを学ん
でいた頃に課題とされていたマルチステークホルダーによ
る取組はいまだに課題であることを今回のフォーラム参加
で再認識したこと、SDGsの目標年である2030年に向けて
あと10年であり目標の達成に向かって取組を加速化させて
いく必要があるとの認識が示され、ユース世代は多世代と
連携しつつ、マルチステークホルダーの連携が当たり前の
ことになっている2030年の社会を創っていきたいという

決意が語られました。
企業の参加者からは、
実践の中で企業が自治
体に働きかけるところ
からNPOを紹介され
て協働につながったり、
ESD活動支援センター

との接点から全国フォーラムでの発表に至ったり、という
つながりの重要性が強調されました。今回のフォーラムに
は企業からの参加者があまり多くないことは残念であり、

「体験の場」「本物に触れる」という点で、企業がESDに貢献
できることが多々あるのではないか、関係者が企業のリ
ソースをもっと活用するところから新たなつながりがうま
れていくのではないか、という指摘がありました。

＜モデレーター　棚橋 乾さんのまとめより＞
分科会の成果発表では、共通して「ポジティブ」、「ワク

ワク感」、「補う」、「連携する」などがキーワードとなってい
たと感じました。

今回のフォーラムでは、ESDは学校における、あるいは
学校の外つまり社会における「人づくり」であることが確認
され、それぞれのESDの実践で育てたい人材像について、
また、それを可能にするネットワーク作りのポイントにつ
いても意見交換ができたことは成果の一つだと思います。

フォーラム全体を通して参加者それぞれに色々な学びや
気付きがあったのではないかと思いますが、それがこの後
のESDにつながっていく必要があります。ESDでは持続可能
な社会づくりの価値観や実践力の育成が目標です。「ESD 
for 2030」が国内実施に移される今後は、優良な活動内容だ
けでなく、育成した価値観や能力・態度といったevidence
－based－根拠に基づいて、発表したり交流することが必
要になると思います。そのためには、ネットワークを介した
具体的な目標や成果の共有が大切になると感じました。

ここにいる皆さんに共通することは、ESDが大切だと思っ
ていることです。志を
忘れずに、しかし冷静
に、ネットワークの構
築や連携を進めていく
ことが重要だと再確認
できたフォーラムだっ
たと思います。

■閉会挨拶より
髙口 努さん（独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事）

ESD、SDGsの推進において、これを担う人材育成が大
きなテーマであると思いますが、それを様々なステークホ
ルダーの皆様方が連携し、思いを一つにして一つの方向性
に向かっていく、ということが非常に重要になるかと思い
ます。その意味でも本フォーラムは、皆様方に思いを共有
していただいたという点で非常に有意義な会であったと思
います。私ども国立青少年教育振興機構は、国立オリンピッ
ク記念青少年総合センターをはじめ28の施設を全国に
持っており、これまでも、特に自然体験活動を通じた環境
教育を推進してきました。世界や日本国内のESD、SDGs
の流れを担っていきたいと考えており、これからの活動の
中にも一つの大きな柱としてESD、SDGsを位置づけてい
きたいと思っています。

❶  技術と人間との関係を「紡ぎ直す」あるいは「橋渡し」するこ
とを通して、「人間の可能性を広げ、高める」ことなど、技
術と人間との関係を積極的・肯定的に捉えた議論が必要
であること。

❷  加速度的に進行する技術革新とその影響による急速な社
会変化に対応する教育及び人材育成の在り方の検討：単
に技術面ばかりではなく、倫理的・道徳的な面への教育
的アプローチが求められる。また、このような状況に関
連して産業革命の延長からの脱却する視点が必要となる。

❸  世代、地域及び社会的・経済的立場のなどの違いによって
生じる技術革新からの恩恵に関する格差の拡大とその是正。

❹ 「 自然を忘れない」技術革新と教育・人材育成のかかわり
やその在り方についての検討。

セッション5
全体総括

モデレーター
棚橋 乾さん   

（ 多摩市立連光寺小学校 校長／全国小中学校環境教育
研究会副会長）
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