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はじめに
３年目を迎えます「学ぶ喜び」プロジェクトは、平成 24 年度に、教員養成機能の充実・高度化
の推進を目的に、文部科学省の「平成 24 年度 概算要求特別経費（プロジェクト分）」の本学の事
業としてスタートしました。フルネームは「地域と連携した「学ぶ喜びを知り、自ら学び続ける」
教員の養成に向けた持続可能な発展のための教育活性化プロジェクト」といいますが、大変長いの
で、「学ぶ喜びプロジェクト」と短くして呼んでいます。平成 24 年度に入ってから、「学ぶ喜び」
「学び続ける」という語が教育のキーワードとなって登場してきましたが、企画段階を含めますと、
本事業にはまさに先見の明があったと思われてなりません。
「学び続ける」ためには「学ぶ喜び」が必須であるという考え方は、強いられる学びは続かない
という素朴な大原則の理にかなうものであります。では、「学ぶ喜び」はどのような学びから生ま
れるのでしょうか。それは教育の永遠の課題でもありますが、私たちは、＜自尊心＞ということと
＜本物・現地＞ということをまず視野に入れました。
また、「学ぶ喜び」プロジェクトを進める中で、私たちが気づいたこともたくさんあります。そ
のひとつが「テトラモデル」と呼ばれる学びの仕組みです。例えば、ＥＳＤキャンプについては、
その企画段階から、地域の先生方、学部学生、院生（修士課程・教職大学院）、大学教員が協働で
立案し、準備し、当日のキャンプを実施しました。そこには、

教員

図に示すような正四面体（テトラ）の学びの構図が自ずとで
きあがっていました。本学は、教育学部、大学院修士課程、
大学院専門職学位課程（教職大学院）からなる教員養成大学
です。その三者は、それぞれに教員養成において相補的な役
割を担っています。そこには、その三者の学生・院生が協働

ますが、それは、知識伝達型の教師というよりは、学びを引
き出すファシリテーターとして役割を担うものでした。この

学部学生

教職大学院院生

現職の小学校、中学校の先生方、大学教員が立つことになり

修士院生

して学び合うことが求められます。また、指導する位置には、

学びには、自らの意見採用、実施、そして時には失敗し協働
で修正、という試行錯誤の学びがあり、そこには＜自尊心＞につながる学びがあります。また、教
師を目指す学生・院生にとっては、現職の先生方が加わってくださっていることが何よりも有益な
ことで、教員養成の＜本物・現地＞ということにつながっていると考えます。図では、頂点に教師
が位置していますが、ある現職の先生がテトラは「ころがるテトラ」だと言ってくださったのが忘
れられません。身分より役割という考え方です。
最後に、地域の先生方、そして児童生徒のみなさん、保護者のみなさま、教育委員会のみなさま、
本学学生院生諸君、本学教職員、このプロジェクトにご参加くださった全てのみなさまに、お礼申
しあげます。
プロジェクト 座長
加藤久雄（副学長：国際交流・地域連携担当）
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平成 26 年度

奈良教育大学地域と連携した｢学ぶ喜びを知り、自ら学び続ける｣教員の養成

に向けた持続可能な発展のための教育活性化プロジェクトについて

1．目的
現在、環境破壊や平和の文化の危機など、一国では解決できない地球的諸課題が問題視されており、
グローバルな視野を持つ持続可能な社会づくりの担い手を育成するための教育（ＥＳＤ）の推進が求
められていること、及び本学は 2007 年に日本の大学としてはじめてユネスコスクールに加盟したこ
とから、2012 年度に本プロジェクトを開始した。
本プロジェクトにおいては、ＥＳＤを中核に学生と現職教員が学び合い教え合う関係性を構築する
ことで、学校現場感覚をもち、ＥＳＤを指導することができる学生の養成、ＥＳＤに関する教員研修、
生涯教育を視野に入れたＥＳＤの普及啓発を目的とする。

２．26 年度の活動
（１）総合的な連携・協働による実践的指導力の育成
①

陸前高田市文化遺産調査団
東日本大震災の被災地支援を兼ねて、陸前高田市における文化遺産調査を行い、陸前高田市の
児童生徒が地域の良さを見直すきっかけとなる子ども用教材を作成した。被災地の見学、聞き取
り調査、仮設住宅訪問などをもとに、ＥＳＤ防災教育について学習し、災害後の活動に焦点を当
てた学習モデルを開発した。

②

ＥＳＤ子どもキャンプ
本学キャンパスを会場に、学生と現職教員の協働による、地域のユネスコスクールの児童生徒
を対象としたキャンプを実施した。8 月 14 日（木）
・15 日（金）児童生徒 40 名、学生 50 名、教
員 16 名、計 106 名が参加した。

（２）地域の教育委員会との連携・協働による教員養成の充実と現職研修プログラムの開発
①

ＥＳＤ連続セミナー
学生と現職教員が継続的にＥＳＤについて研究する機会として、理論と教材開発に焦点化した
セミナーを 9 回開催した。その成果物としてＥＳＤ教材の開発を行った。

②

学生による全国へのＥＳＤ実践の発信
ＥＳＤに関するユネスコ世界会議関連イベント等において、これまで取り組んできた本学のＥ
ＳＤを積極的に発信した。

③

ユネスコ学生交流
ＥＳＤに取り組む他大学の学生との交流を進め、学生主体のＥＳＤ推進の当事者意識を養成し
た。今年度は、玉川大学及び信州大学との交流を実施した。

（３）地域の学校との連携・協働による地域の学校での校内研修に対する支援活動
①

奈良ＡＳＰネットワーク連絡会議・ＥＳＤ研修会の開催
毎月 1 回の連絡会議を開催し、情報交換、ＥＳＤに関する研修、学校間交流の促進を行った。

②

附属学校園のＥＳＤの取組への支援

（４）生涯教育を視野に入れたＥＳＤの推進・大学のＥＳＤセンター校的機能の充実
①

ＥＳＤ先進地視察
大学教員、附属学校園教員、学生、現職教員による先進地視察研修を行った。

平成２６年度 陸前高田市文化遺産調査 概要報告
次世代教員養成センター

中澤静男

１．目的
2011 年 3 月 11 日の東日本大震災及び大津波により、陸前高田市をはじめとする岩手・宮城・福島
三県の太平洋岸は大きな被害を受けた。陸前高田市では市民の約 1 割にあたる人命が失われたほか、
市庁舎を始め、博物館や図書館、文化ホール等の市の重要施設が被災し、多くのものを失ってしまっ
た。しかし、幸いにも高台にあった寺の仏像は被災をまぬがれた。この仏像等の文化遺産を調査し、
その価値を明確にすることが、陸前高田市や周辺市町村の市民を元気づけることになると考え、本調
査団を派遣する。併せて被災地の状況を視察し、被災された方から聞き取りを行い、現地に学ぶ防災
教育を開発する。

２．実施月日

平成 26 年 9 月 9 日（火）～

12 日（金）

3泊4日

３．参加者
教員

：加藤久雄、山岸公基、中澤静男

大学院生

：沼田萌生（美術教育専修Ｍ1）

教職大学院生 ：島俊彦（Ｍ2）
、竹田隼也（Ｍ2）
学部生

：横井まどか（文化財造形専修 4 回生）

４．主な日程
9 月 9 日（火）
09：30

仙台空港着

10：30

熊野本宮社（名取市）
・那智神社見学

13：30

大木囲貝塚・七ヶ浜町歴史資料館見学

14：15

湊浜薬師堂 七ヶ浜町湊浜薬師見学

17：30

陸前高田市：宿泊所着

19：30

気仙沼市立小中学校教員に避難所における教員の役割について聞き取り調査

9 月 10 日（水）
09：00

陸前高田市教育委員会、山田教育長表敬訪問

10：00

正覚寺にて、被災した浄土寺の仏像を調査

13：00

仏像調査班：正覚寺での調査の継続
防災教育班：高田東中学校仮設住宅集会所で大津波被害者への聞き取り調査

16：00

高田市長部コミュニティセンターで、避難時の消防団の活動についての聞き取り調査

17：30

及川氏宅を訪問し、漁業の復興、市街地の復興について聞き取り調査

21：30

宿泊所着

9 月 11 日（木）
09:00

黒崎神社（東岸寺）で懸仏の調査
防災教育班：市街の被災・復興状況視察、高田松原を守る会の松の育苗施設見学

14：00

常膳寺で文化遺産調査
中吉丸乗組員の子孫である上野文雄氏への聞き取り調査
坂上田村麻呂に討たれた早虎の隠れ家と伝えられている岩場の調査

17：30

宿泊所着

9 月 12 日（金）
10：30

三輪神社大師堂（平泉町長島）見学

11：30

柳之御所遺跡・柳之御所資料館見学

13：30

中尊寺見学

15：00

毛越寺・観自在王院跡見学

17：45

仙台空港着

５．調査活動について
（１）はじめに
2012 年度から始めた本調査団も第４次となる。第１次・２次は小友町常膳寺の仏像調査を行い、本尊で
ある十一面観音菩薩立像や千手観音立像の調査を行った他、阿弥陀仏坐像の頭部内面に墨書を発見するこ
とができたり、薬師如来立像と幕末に発生した中吉丸漂流事件のつながりを見い出したりなど、多大な成
果を収めることができた。第３次調査においては、住田町向堂観音堂での十一面観音菩薩坐像の台座裏面
から墨書を発見した他、頭頂仏の形態から円仁との関係を見い出すこともできた。これら仏像調査の成果
として、子ども用教材を作成し、陸前高田市教育委員会等に寄贈している。また、第１次調査から継続し
て、陸前高田市の被災・復興状況、特に高田松原の復興について見学・聞き取り調査を行い、防災教育に
ついての報告書や指導案を作成している。
今回の主たる仏像調査の対象は大津波で被災した東岸寺（黒崎神社）の懸仏であった。この懸仏を選択
した理由は、これまでに調査を行った常膳寺十一面観音菩薩立像と千手観音菩薩立像に共通するブレスレ
ットの形態とこの懸仏を縁取る彫刻の形態に類似点があり、作者が同一人物あるいは同一工房である可能
性が指摘できるからである。
また、防災教育においては、今回初めて仮設住宅にお住いの方々へ聞き取り調査を行い、避難時の様子
やその後の避難所生活での小中学生の働き、また仮設住宅での現状といった、なかなか聞くことのできな
い実際を見聞し、防災教育の研究を行うことが主たる目的であった。

（２）市街地の復興について
今回、陸前高田市に到着してまず目についた
のが、巨大なベルトコンベアーであった。奇跡
の一本松にほど近い、高田バイパスと国道 340
号線の交差点を中心に、山上から
土砂を運ぶコンベアーが林立している。
陸前高田市では、大半の市街地の海抜が低く、
大津波の被害が大きかったことから、ハード面
の防災対策として２つの工事が進められている。
一つは防潮堤の再構築である。もう一つが市街
地の造成である。

奇跡の一本松とベルトコンベアー

昭和時代の津波被害の経験から、陸前高田市では高さ 6.2 メートルの防潮堤が造られていたが、今回の
大津波で、防潮堤そのものが流されてしまった。そこで、新たに高さ 12.2 メートルの防潮堤を構築してい
る。今回、仙台空港から浜通りを北上してきたが、陸前高田市だけでなく、海岸に面するところでは防潮

堤の工事が行われている。
二つ目がこのベルトコンベアーを用いた市街地の造成である。山田教育長のお話では、市街地を取り囲
んでいる標高 120 メートルの山を、40 メートルの高さまで切り崩して住宅地を造成する他、採取した土を
かつての市街地に運び、市街地そのものの高さを 14 メートルにする計画であるということだ。ここでかさ
上げされた造成地には、住宅ではなく商業施設を建設するという。120 メートルの山の２/３を切り崩すに
あたって発生する大量の土砂を、ダンプカーで運ぶと 10 年かかるが、ベルトコンベアーだと 2 年ほどであ
るため、時間的にも経費的にもメリットがあるらしい。このような市街地の造成を行っているのは陸前高
田市だけであり、ひとつの社会実験として世界の建設業界が注目しているそうである。
この復興事業について懸念される点が一つある。それは海への影響である。本調査をコーディネートし
てくださっている及川氏は山を削ることで土砂が川に流れ込み、それが海を汚染して漁業にも影響がある
とおっしゃっていたが、海への影響はそれだけではない。これまでは山の森林環境で降雨が浄化されると
ともに、ミネラルなどの栄養が付加され、それが海に流れ込むことで植物プランクトンが増え、水産資源
に良い影響を与えていたと思われる。それが、湾を囲む森林環境が大きく変化することで、海の環境に変
化があるのではないかと心配している。

（３）熊野信仰の広がりについて
今回の調査において気づいたことは、東北地方における熊野信仰
の広がりである。最初に訪れた名取市の熊野本宮社においては、本
宮だけでなく高舘山に那智神社があり、新宮社として熊野神社があ
った。三日目に訪れた東岸寺では黒崎神社の懸仏を調査したが、懸
仏は高舘山の那智神社にもあるらしい。また、午後には、中吉丸で
漂流した水主清吉の母親が、清吉が亡くなったものと思って建立し
た石碑を訪問したが、石碑のある場所は大船渡市末崎の熊野神社で
あった。奈良に帰ってから、あらためて東北地方の地図を見ると、
その他にも多くの熊野神社が存在する。
10 月に熊野三山を巡る研修を計画しているが、熊野信仰につい

清吉の母が建立した
て事前に学習していきたいと感じた。

念仏百万遍の碑
（４）仮設住宅訪問から
二日目の午後に、米崎中学校仮設住宅集会所を訪
問し、米崎中学校仮設住宅自治会長の金野氏をはじ
め、多くの方々から大津波からどのように避難した
か、避難所での生活、そして仮設住宅お住いになら
れてからのお話をうかがうことができた。
東日本大震災から 3 年半が経過し、奈良では仮設
住宅のことがテレビで放映されることもなくなっ
ているが、仮設住宅にお住いの方々にとっては、被
災状況は続いている。津波によって、家や仕事、あ
るいは大切な人を失った喪失感は、忘れることはな

米崎中学校仮設住宅集会所での聞き取り
いだろう。しかし訪問させていただいた集会所には、

悲痛さや悲惨さを引きずることなく、多くのものを失いつつも、新たな人間関係を築き、力強く生きておら
れる姿に感動させられた。レベッカ・ソルニットの『災害ユートピア』に「不幸のどん底にありながら、人
は困っている人に手を差し伸べる。人々は喜々として自分のやれることに精を出す。見ず知らずの人間に食
事や寝場所を与える。知らぬ間に話し合いのフォーラムができる。
」と記されているそのことが、この集会所
にも出現していると感じた。金野自治会長が「ここにおられる方々は、すばらしい方々ばかりだ」
「仮設住宅
に来て、知り合いになれてうれしい」
「みなさんに助けられてここまでやってこれた」と涙ながらに語られる
合間に、「いやいや、会長さんのおかげだよ」
「会長さんあっての我々だ」というような発言が飛び出し、互
いに互いを尊敬し、大切にしているということをひしひしと感じさせられた。
昨今は無縁社会とも言われ、都会では隣の住人のこともわからないという状況であるが、仮設住宅には、
不自由をみんなで一緒に乗り切ろう、楽しんでやろうという気概に満ち溢れていた。仮設住宅を卒業し、復
興住宅に移り住んだ人たちも、ここを懐かしく帰って来られるという。人と人のつながりの大切さやどうす
れば築くことができるのかなど、教えられることがたくさんあった。

（５）まとめ
３年前に東日本大震災復興支援の一つとしてはじめた文化遺産調査団であるが、生き方や学び方を支援さ
れているのは私たちの方であるということを考えさせられる。文化遺産調査を通じて、地域の文化財と歴史
の関わりが見えてくるに従い、教科書に記載されている中央政権側の歴史とはまた違った、地域から中央を
見通した歴史の存在に気づかされることが多い。画一化された日本の歴史ではなく、地域の歴史文化を掘り
起こし、尊重することは地域史という空間的な多様性の尊重でもあり、時間的な文化の多様性の尊重でもあ
る。また常膳寺の薬師如来立像や今回はじめて訪れた念仏百万遍の碑など、地域の文化財からその時代の人
たちの願いや希望を聴くこともできる。地域に生きた先人の声を聴きとり、自分たちが創っていく未来を考
えることがＥＳＤの目標であろう。
また、東日本大震災・大津波を経験された方からの聞き取り調査からは、非常事態下で出現した善意や信
頼を基盤とした人と人とのつながりは、今後追究すべき本当の幸せについて考える契機となった。誰もが幸
せになりたいと思いつつ、市場経済に巻き込まれ、幸せを見失っているのが現在の日本社会ではないだろう
か。被災され、無を共有された人たちの中に、私たちの社会が失ってしまった人と人のつながりを見い出す
ことができたように思う。
陸前高田市では昔から地震の後には津波がくると言われており、日ごろから地域ごとに避難訓練が行われ
てきた。特に今回の大震災前には、30 年以内に大きな地震が来ると言われていたので、早く的確な避難行動
をとることができたという話もうかがった。奈良においても、30 年以内に南海地震、東南海地震が発生する
と言われているのだが、各家庭、あるいは個人レベルでの意識や備えはどうであろうか。学校や職場で実施
されている避難訓練は、広場などに避難することで終了であるが、本当はその後に学校などの施設において
避難所生活が始まる。これからの防災教育においては、どこでどのような災害が発生しても確実に避難がで
きるような、避難行動の中核を押さえることと、一次避難後の避難所生活での自主的行動の体験までをプロ
グラム化した教育実践が必要であると感じている。

第三回陸前高田市文化遺産調査に参加して
文化財造形専修

４回生

横井

まどか

１．はじめに
平成 26 年 9 月 9 日から 12 日にかけて文化財調査及び防災教育に関わる活動を学ぶため、岩手県陸前
高田市を訪問した。私は仏像調査班に属し、二日目の正覚寺および浄土寺の諸尊と三日目の黒崎神社の
懸仏の調査に参加させていただいた。私は昨年に引き続きこの活動に参加するのは 2 度目であった。今
回の調査に参加した理由は、昨年同様に地域の文化財を調べることで少しでも被災地の方の励みになっ
たらと思ったことと、一年経って昨年よりどれほど復興が進んでいるのか気になったことと、昨年度調
査した向堂観音堂十一面観音菩薩坐像と類似性を持つ黒崎神社の懸仏を実際に見てみたいと思ったた
めである。
今回の調査で私が学んだことが三つある。一つ目は震災と文化財について、二つ目は地域と文化財調
査について、三つ目は被災地の復興の進み具合についてである。

２．震災と文化財について
三年前の東日本大震災において東北地方の太平洋沿岸地域が甚大な被害を受けたことはまだ記憶に
新しい。多くの人々が被災し、現在でも仮設住宅などで避難所生活を余儀なくされている。それと同時
に、被災地の文化財も被災していたことは情報としては多く聞き及んでいたが、今回の調査でその実際
を目の当たりにした。一日目に見学した宮城県七ヶ浜町の湊浜薬師堂は海岸から約 500ｍあり、海水を
被った。石造如来形坐像は大きく損傷しており、表面には白く海塩が吹き出し始めていた。先に訪れた
七ヶ浜町歴史資料館にはこの石造如来形坐像のレプリカが
あり、両者の違いによっての損傷具合がはっきりと分かっ
た。震災後に応急処置として覆屋を立てたそうであるが、
いつかこの石仏は消滅してしまうのではないかと強く危機
感を抱いた。また、この石仏以外にも震災によって甚大な
被害を受けつつも、未だに保護の手が差し伸べられていな
い文化財がたくさんあるのではないかとも感じた。人命や
被災地の復興を優先しつつ、被災した文化財をどのように
救出していくのかについて深く考えさせられた見学であっ

宮城県七ヶ浜町湊浜薬師堂と覆屋

た。

３．地域と文化財調査
前回の向堂観音堂の十一面観音菩薩坐像を含め、私にとっては三度目の文化財調査であった。調査の
順序や方法を頭の中で繰り返していたが、実際に調査を始めると、前回と同様に目の前のことで精一杯
になってしまっていた。前回以上に時間に追われる場面が多い中、タイムキープをし、仏像や仏像以外
の室内物に配慮しつつ、今自分がやるべきことを確認しながらの作業はとても神経を使うものであった。
しかし前回と異なるのは仏像をしっかり観察することができた点である。山岸先生がどの部分に着目し
て像を見ているのかを確認しながら私自身も像を観察することが出来た。三日目の黒崎神社の懸仏の調
査では、常膳寺十一面観音菩薩立像との技法や表現方法の類似点を確認することができ、前回の調査で

は気が付かなかったことも知ることが出来た。今回の調査での発見や気付きを子ども向け教材の作成に
生かして行きたいと思う。
文化財調査の際、昨年同様に地域の方々が興味を持って下さった。前回の調査も今回の調査も、地域
の人々の協力がなければ成し得なかったことである。二日目に調査させていただいた浄土寺の諸尊は、
被災したため高台にある正覚寺に避難していた。そのような大変な状況にも関わらず調査をさせていた
だけたのは、お寺のご住職や地域の方々の理解が得られたからである。今回調査をさせていただけたの
は、これは大切なものだという意識がそれぞれの文化財を守ってきた地域の方々の中にあるからだと感
じた。これらの文化財は国宝や重要文化財に指定されているわけではなく、調査・保存することは義務
ではない。だからこそ自分たちの手でこれからも守り伝えようという意志を感じた。脈々と地域に受け
継がれてきた宝物を次の世代に受け継いでいこうとする人々の姿がここにあるのだということを強く
実感することができ、同時に私自身も何かお手伝いできることはないだろうかと思えた。

４．被災地の復興の進み具合について
昨年訪れた際は、旧市街地にはまだ瓦礫の山があり、津波によって被災した建物の痕跡が複数見受け
られた。高台移転に利用される山も、昨年にはまだかろうじて山としての原型を留めていたように思う。
陸前高田市に入って真っ先に目に付いたのは、巨大なベルトコンベアーであった。昨年は山を削って出
た土砂をダンプカーで運んでいたが、ベルトコンベアーに切り替えることによって効率化を図ったらし
い。また、昨年は被災しながらも残っていた建物も今年は多くが撤去され、旧市街地にあるのは見渡す
限りの草原と切り崩された山の土砂でかさ上げされた土の山、それといくつかの商業施設であった。復
興が進んでいるかと言われると、正直私にはよくわからない。自然環境に影響がないのか不安に思うと
ころもある。陸前高田市が復興を遂げるのはもう少し先のように感じた。

５．終わりに
今回の調査も多くの方々のご協力のもとに行わせていただいた。前回もそうであったが、四日間を通
して感じたのは地域の人々の自分たちの住む地域を守ろうという意志であった。そして震災復興も文化
財の保護も、鍵を握るのは地域の方々のつながりではないかと思う。また、文化財調査も防災教育も、
地域の方々の協力なしでは成し得ないということを改めて実感することができた４日間であった。まだ
まだ私にできることは少ないが、今私自身にできることでこれからも復興に貢献していきたいと思う。
今回の調査でお世話になった全ての方々に感謝申し上げます。ありがとうございました。

左：H25.8.29 撮影（宿泊施設の駐車場より）

右：H26.9.12 撮影（左に同じ）

陸前高田市研修報告

美術教育専修

大学院１回生

沼田

萌生

１．はじめに
陸前高田市滞在中は文化財調査班とＥＳＤ防災教育班の２班に分かれ、そのうち文化財調査班に加わ
り活動した。
陸前高田市を訪問するのは今回が初めてであった。津波の被害を受けた地域にも店舗が建ち、徐々に
生活を取り戻しているようだった。震災を受けて土地をかさ上げする作業が行われていた。しかし、多
くの方々が現在も仮設住宅で暮らしており、元の暮らしに完全に戻るにはまだ時間がかかりそうだった。

２．文化財調査
陸前高田市では正覚寺と東岸寺で文化財調査を行った。今回対
象とした文化財は江戸時代のものが多かったが、中には室町時代
の文化財も含まれている。
文化財調査は初めての経験であり、本物に間近で接する緊張感
と嬉しさを感じた。狭い空間で観察したり、広い部屋の中でも文
化財を傷つけないよう周囲に気を配ったりしなければならず、調
査の補助をする中で手順や注意すべき点を学んだ。
陸前高田市の文化財の多くが失われたが、常膳寺に安置されて
いる観音菩薩立像の願主の子孫にあたる方が今も市内に住んで
おられたことに現在と過去のつながりを感じ、市内の寺院に残さ
れた仏像のほとんどが江戸時代の作である中で黒崎神社（現東岸
寺）に室町時代の懸仏が現在まで伝えられているということが感
慨深かった。
常膳寺千手観音

今回見学した文化財の中には近年になって補修された跡もあ
（背後に十一面観音菩薩が安置される）

り、今まで長い間継続的に守られてきたことが。建物ごと被災し
た文化財が多く、今後の文化財の保存や災害対策についても考え
させられた。
また陸前高田訪問の前後で名取、七ヶ浜、平泉の文化財を見学
し、中世の宮城、岩手一帯の文化や信仰について学ぶことができ
た。

３．防災教育
・長部地区の例
長部地区は７地区２５０世帯からなる。平成１６年に自主防災
会を結成し、地区ごとに支部を設けている。支部はさらに情報連
黒崎神社十一面観音菩薩坐像懸仏

絡班、救急救護班、避難班、炊出班の４班に分かれている。支部

の一つである福伏地区ではこの制度が東日本大震災の際に上手く機能し、他地区に比べ犠牲者数が少な
く済んだ。
高齢者を誘導する担当を地区内で決め、震災以前から訓練に住民が全員参加するなどがその要因であ
った。インタビューさせて頂いた長部地区コミュニティーセンターの館長のお話では、犠牲となったの
は自宅に戻ったり海へ行ったりした人で、訓練の慢性化や自分は大丈夫という過信が被害に遭う原因と
なり、被害を免れるためには地域性に基づく命令系統と速やかに避難指示に従うことが必要とのことで
ある。
・気仙小学校の例
気仙小学校は避難所に指定されていたが、津波で校舎の３～４階まで浸水した。当時校舎にいた児童
は高台へと避難していたため助かった。
小学校の機転により津波の被害から逃れたが、このことで市の避難所の指定に見直しが必要であるこ
とが分かった。避難所の指定は過去のデータに基づくものであり、今回のような大規模な津波は想定さ
れていなかった。また、現在の学校教育における防災教育は、避難後の行動に関する指導が少ない。
学校が再開することで子供だけでなく、地域全体の生活や精神面の安定を取り戻すことができる。
防災は日頃の訓練が重要であると伺ったが、人の出入りの多い都市部で避難訓練ができるのかなど、
地域によって防災の課題は異なる。
学校においては教員がまず学校の所在地の地形や防災マニュアルを把握し、子どもたちに学校の管理
下以外で災害が発生した場合にどう行動すべきか理解させておく必要がある。自らが危機意識を持ち災
害に備えることや、災害発生後の自分の役割を明確にしておくことが重要なのである。

４．終わりに
陸前高田市のように何世代にもわたって同じ場所に長く住み続けている方々は土地への愛着が強く、
自分の家系や地域の歴史に関心が高い方が多いと感じた。土地のかさ上げ工事は以前と同じ場所で暮ら
したいという住民の気持ちの表れだと思うが、一方で土地のかさ上げで津波を完全に防ぎきれるのかな
どの不安を感じる。
気仙沼市の小学校の先生が「津波の記憶は消えないし、それを抱えてこれからを生きていかなければ
ならない」
「気仙に住む以上は海と共に生きていかなければならない」と仰っていた。海は恩恵と災害の
両方をもたらすものである。いくら高い防潮堤を築きたり土地をかさ上げしたりしても、絶対に安全と
は言えないのではないだろうか。地域で生きるため、地域の自然とうまく付き合っていくためにも自分
の身を守る術を身に着ける必要がある。
今回の研修旅行で学んだことをもとに、自分が住む地域に誇
りを持つことと、地域で生きるための防災教育の２点を自分な
りに教材化できるよう考えていければと思う。

土地のかさ上げ作業の様子

陸前高田市訪問を通して学んだ人のつながり
教職大学院

2 回生

竹田

隼也

はじめに
9 月 9 日から 4 日間、陸前高田市を訪問した。この
訪問では陸前高田市の文化遺産調査や被災地見学だけ
でなく、仮設住宅で暮らしていらっしゃる方々や気仙
沼市の小学校、中学校の先生方、お世話になった及川
さん、松坂さんに東日本大震災が起こってからの被災
地の様子や被災者の暮らしについて聞かせていただい
た。3 年前にも陸前高田市には訪問させていただいた
が、土地をかさ上げするためにベルトコンベアで大量
の土を運んでいたり、多くの作業用車両が走っていた
り、様子が大きく変化していた。しかし、被災した市
街地であった場所には今も建物はなく、住民の方の多
奇跡の
奇跡の一本松
くは仮設住宅で生活されているということであった。
この訪問を通して、被災された方々の生活について学んだり考えたりすることができた。中でも大き
な学びが二つある。第一に人と人とのつながりの大切さ、第二に防災教育を学校で行うことの大切さで
ある。

人と人とのつながり
第一の人と人とのつながりの大切さについては、仮設住宅訪問時のインタビューで学んだ。大きな震
災を経験され、家や家財道具を失われた方、家族を失われた方、目の前で人が流れていく様子を見てい
ることしかできなかったと嘆く方、それぞれ心に大きな傷を負われている方々が仮設住宅にいらっしゃ
った。それぞれの経験を聞かせていただくと私にはとても耐えることができない状況で生活されている
と感じた。その中で生きる目標を持つために自治会の金野会長をはじめ、仮設住宅にいらっしゃる方々
で様々な取り組みをされていた。文化祭や運動会を開催されたり、合唱を練習されたり、集会所で茶話
会を開いたりしているということである。この話を聞かせていただく中で、仮設住宅に入ってから人と
のつながりが広がったという言葉が印象的であった。震災以前は関わりのなかった人と仮設住宅に入っ
たことでつながりができ、一緒に様々な取り組みをされているということであった。そのようなつなが
りがあるために、入居者の方々は生きる目的を持っており、笑顔やあいさつが絶えないということであ
った。このように、自治会が中心となって全員で様々な取り組みを行うことで、人と人とのつながりが
生まれ、助け合いが生まれる。訪問させていただいた仮設住宅の方々は互いを思いやる心を大切にされ
ていると感じた。今の自分を振り返ると、そのようなことができているだろうかと考えさせられる機会
となった。人と人とのつながりをどのようにつくっていくのか、つくったつながりをどのように広げて
いくのか、自分自身が考えていかなければならないと考えた。

防災教育
第二の防災教育を学校で行うことの大切さは、様々な人から話を聞く中で学んだ。陸前高田市や気仙
沼市は海に面した市である。そのため、防潮堤を築いたり、土地をかさ上げしたりしても、大きな津波

には万全とは言えない。また、防潮堤を築くことで
海流が変わったり、土地のかさ上げのために山を削
ることで土砂の流入が起こったりするなど、海の生
態系が崩れてしまい、漁業関係の仕事をされている
方の生活に影響を与えることも問題である。そのた
め、海が多い地域で大切なのは「海と共に暮らすた
めにどうするか」を考えることだと教えていただい
た。津波についても、防ぐことだけを考えるのでは
なく、津波からどう逃げるかを考えるということで
あった。津波から逃げる訓練として、多くの学校で
避難訓練が行われている。しかし、避難後の行動に
陸前高田市の
陸前高田市の街並み
街並み
ついてまで取り組まれている学校はあまりない。先
生方の話の中で、
「被災した時のことを乗り越えたわけではなく、その時のこともかかえて生きていく」
とおっしゃっていた。全てを失い、精神的にも辛い中でどのように生き抜いていくのかを考えることが
防災教育に必要なのではないかと考えた。学校で防災教育を行うことは自分の命を守るだけでなく、人
と人とをつないでいく役割もあるのではないか。避難の際の助け合いや避難所、仮設住宅での暮らしを
疑似体験ことは世代内のつながりを考えることになるだろう。また、避難されて助かった方々の中には
「地震があったら津波と思え」という昔からの教えから避難したとおっしゃる方もいた。このような先
人からの教えを未来につなげていくという意味では世代間の交流になるだろう。これからこの訪問で学
んだことをもとに防災教育についての ESD 教材開発を行う。自分の命を守ることはもちろん、人と人
とのつながりについて考えることができる教材開発を行っていきたい。

おわりに
この訪問は、本当の意味での「復興」とは何かを考える機会となった。奈良県にいると震災のことを
ニュースなどで見る機会は減り、震災は終わったかのように感じていた。しかし、現実は大きく異なっ
ていた。3 年経った今も多くの方々が仮設住宅で生活されている反面、金銭面の問題や、今のコミュニ
ティーから離れることに対する抵抗から復興支援住宅への入居率は低いという現状もある。土地のかさ
上げのための工事が進んでいるが、そこに多くの費用が投じられているという印象を受けた。ハード面
とソフト面、どちらも復興するのにはまだまだ時間がかかりそうである。そのような中で、今の私たち
に何ができるだろうか。その一つが今回の訪問から
学んだことをもとに文化財についての教材作成や、
防災教育の教材開発だと思う。文化財調査について
は地域にある文化財の価値がわかっていくことで、
住民の方々に喜んでいただけるという言葉が印象的
であった。防災教育においては子どもたちがこれか
らの生活を考える契機にしていきたい。直接的では
ないが、このような形で復興支援をすることが今の
私たちにできることだ。今回の訪問でお世話になっ
た方々に感謝するとともに、これからの教材開発に
陸前高田市に
陸前高田市に広がるベルトコンベア
がるベルトコンベア

力を入れていきたい。

平成 26 年度 陸前高田市文化遺産調査団
教職大学院 2 回生 島

俊彦

はじめに
9 月 9 日~12 日の 4 日間、陸前高田市での文化遺産調査に参加した。
文化遺産調査団の活動内容は、(1)陸前高田市の文化財調査(2)防災教育:高田松原を守る会・被災地見
学(3)文化遺産を通した ESD 教材の作成である。私は東日本大震災発生以降、被災地に足を運んだこと
がなかった。将来教師として子どもたちにこの震災を伝えていくためにも、被災地を実際に自分の目で
見なければならない、被災者の生の声を聴かなければならないと考えていた。そのこともあり、(2)防災
教育:高田松原を守る会・被災地見学の活動を中心とした ESD 防災教育班として活動した。
現地では気仙沼市の小学校と中学校に勤務する 2 人の先生、高田東中学校で仮設住宅暮らしをされて
いる方々、長部地区コミュニティーセンターの館長にインタビューをしたり、壊滅的な被害を受けた沿
岸部周辺の見学をしたりした。それらを通して、私は大きく 3 つのことを学んだ。1 つ目が「復興」、2
つ目が「絆」
、3 つ目が「防災教育」である。

復興
調査期間中、私たちが滞在した民宿は奇跡の
一本松などがある、陸前高田市沿岸部であった。
震災発生以前は、お店や市役所などの建物が集
まる、市の中心地であったそうだが、現在は瓦
礫が撤去され野原が広がっている。
野原の中に一際目を引く大きな橋の様なもの
があった。滞在中私たちのお世話をしてくれた
及川さん、松坂さんにお話を伺うと、それは橋
ではなく土を運ぶためのベルトコンベアだと分
かった。近くの山を削り取り、土砂をベルトコ
ンベアで海抜 0m 地点の沿岸部に運び、土地のか
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さ上げをするのだという。
大手ゼネコンを中心に復興作業が進み、地元住民の利益や雇用が少なかったり、壊滅的被害を受けた
土地を復興させて元の活気を取り戻せるのかといった懸念があったりするようであるが、物的意味での
復興は日々進んでいるということであった。

絆
二日目の午後、高田東中学校の仮設住宅に住む 9 名の方々とのインタビューの場を設定していただい
た。そこでは現在約 75 世帯の方々が、自治会長を中心に皆で支え合って生活している。
インタビュー中、ある方が「ここでの生活は、笑いが絶えません。
」と言ったのが印象強かった。報
道などでは仮設住宅のネガティブな部分が伝えられていることが多く、私も「仮設住宅＝大変」と思っ
ていたので驚いた。なぜ皆さんが生き生きと暮らしているのかと疑問に感じたが、話を聴いていくうち
に疑問が解けた。それは、皆さんが目標を持って生きているからである。
高田東中学校の仮設住宅には、様々なコミュニティーがある。75 歳以上のお年寄りを対象としたデイ

サロンや中高年が集まる人生ベテランズクラブ、
合唱隊や麻雀大学などを組織している。更には住
民全員参加の運動会や文化祭も開催していて、出
席者が「全てに参加しようと思ったら毎日が忙し
い。」と言っていたほどである。これらに参加し
て、皆と一緒に何かを達成するという目標を持っ
て生きることが、住民の笑顔や元気の源になって
いることを理解した。
また、住民の皆さんは仮設住宅での共同生活や
様々な行事、取り組みを通じて深い人間関係を築
高田東中学校仮設住宅でのインタビュー
いている。「被災前よりも友達が増えた。」と皆さ
んが口を揃えて言っていた。誰とでも「おはよう」と挨拶を交わし会話を楽しむ関係が出来上がってい
る。話の最後に自治会長が「住民は皆不安を抱えているからこそ、協力して生きているのだよ。」と教
えてくれた。震災以降、
「絆」という言葉が様々な場所で復興の合い言葉として使われているが、本当
の意味での「絆」を目の当たりにすることができた。その姿から、人々のつながりが失われつつある現
在の社会について考え直す機会となった。

防災教育
被災地見学や被災者へのインタビューを経て、防災教育を推進していかなければいけないという必要
性を感じるようになった。
高田東中学校の仮設住宅のインタビューの時には、「私たちは来年から学校現場に出るので、しっか
りとした防災教育を進めていきたい。そのために皆さんの話をお聞かせください。」とお伝えすると、
思い出すのも嫌なくらい辛い経験だったにもかかわらず、快く話をしてくださった。また、皆さんが口
を揃えて「がんばってな。」と、声をかけてくださった。私たちの将来や教育に対する期待を強く実感
できた。そんな皆さんの期待にこたえるためにも、得た学びを生かし、子どもたちに自らの命と人の命
を守り抜くことできる力を身に付けさせることが出来るような教材を開発していきたい。

おわりに
今回の研修は私にとって大変学びの多いものとなった。震災
後初めて現地を訪れたが、実際に足を運び、自分の目で見て、
耳で聴かなければ分からないものがあると痛感し、真の復興と
は一体何なのかについて考えるきっかけになった。また、4 日
間を通して文化遺産調査に関わることができたのも貴重な経験
である。調査によって分かったことを伝えていくことで、地元
住民が「この土地にはこんなに凄いものがあるんだ。すごい人
が居たんだ。
」と実感できる。それによって地域に対する誇りを
持ってもらえる。このことも一つの大きな復興支援であると感
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じることができた。
この四日間で得た学びを自分の中に留めるだけではなく、より多くの子どもや大人に伝えていくため
にも、今後の教材開発に力を注ぎたい。

地の木肌にこだわり、実人的でやや土臭い面貌表現には、奈良・松尾寺十一面観音菩薩立像［南北朝時代・北朝延文五年 （一三六〇）、南朝

正平一七年（一三六二）在銘、行成作。以下松尾寺像と略称］や奈良・般若寺十一面観音菩薩立像［室町時代・文明一四年（一四八二）在銘、

尊弘・学専作。以下般若寺像と略称］等との一定の類似が認められ、奈良の地で古代の請来檀像などに学びつつ南北朝～室町時代の時代相も

摂取したこれらの仏師［松尾寺像の作者行成は、文和二年（一三五三）に奈良・金峯山寺薬師如来坐像を南都興福寺大仏師康成が造立するに

あたっての助作者。般若寺像の作者尊弘・学専は「大仏師南都住僧」と名乗っている］と常膳寺諸像や向堂観音堂像・黒崎神社懸仏の作者と

の間にはある関連を認めてよいのかもしれないが、なお慎重な検討を要する。また、特に黒崎神社懸仏十一面像本体の大衣をつける衣制や法

衣垂下の形式には、室町時代の東国において近畿圏と並ぶ文化波及力をもった鎌倉の造仏との関連を見出すことが出来るのかもしれない。先

行する東北地方での造仏が常膳寺諸像や向堂観音堂像・黒崎神社懸仏に及ぼした影響についても、今後の検討課題となろう。

陸前高田市文化遺産調査団

平成二十六年度調査に際しても、廃東岸寺を管理する沙田カホ子氏、学術調査を支援する会世話人及川征喜氏、松坂泰盛氏をはじめとする

陸前高田市の方々に数々のご高配を賜った。また本稿は平成二十六年度奈良教育大学「学ぶ喜び」プロジェクト

奈良教育大学「学ぶ喜びを知り、自ら学び続ける」教員の養

（平成三年三月～平成十四年三月、陸前高田市）

（加藤久雄副学長・教授、山岸、中澤静男講師、大学院生沼田萌生氏、島俊彦氏、竹田隼也氏、学部学生横井まどか氏）による調査成果の一
部である。関係各位に対して深甚の謝意を表したい。
参考文献 （（（（抄抄抄抄））））
・陸前高田市史編集委員会編『陸前高田市史』第一～第十二巻

・奈良教育大学「岩手県陸前高田市常膳寺仏像調査報告書」（
『平成二十四年度

奈良教育大学

地域と連携した「学ぶ喜びを知り、自

成に向けた持続可能な発展のための教育活性化プロジェクト報告書』所収、平成二十五年三月、奈良教育大学）
・奈良教育大学「岩手県気仙郡住田町向堂観音堂仏像調査報告書」
（
『平成二十五年度

関東武士研究叢書３』（平成十年六月、名著出版）

ら学び続ける」教員の養成に向けた持続可能な発展のための教育活性化プロジェクト報告書』所収、平成二十六年三月、奈良教育大学）
・入間田宣夫編『葛西氏の研究

在銘作品による』（昭和四十五年三月、奈良国立博物館）

第二期

・奈良国立博物館編『室町時代仏像彫刻

・清水真澄・林宏一・山田泰弘 「宋風彫刻再考」上・中・下 （
『佛教芸術』一二一・一二三・一二六号所収。昭和五十三年～五十四年）

であって、願主賢春や大旦（檀）那源綱継の注文により懸仏を造ったものの、周縁の意匠には仏像の装飾意匠を応用したのではないか、との

推論が導かれる。この想定を補強するのが、黒崎神社・廃東岸寺とも程近い、陸前高田市小友町常膳寺観音堂本尊十一面観音菩薩立像（以下

常膳寺十一面像と略称）胸飾の列弁文・紐・珠繋・紐・列弁文の意匠と、黒崎神社懸仏鏡板周縁の紐・珠繋・紐・列弁文の意匠との酷似であ

る。また、黒崎神社懸仏十一面観音菩薩坐像（黒崎神社懸仏十一面像と略称）本体に、全体の輪郭が波形を呈し中央に花飾りのある胸飾が共

木彫出されることは、常膳寺十一面像だけでなく、常膳寺不動明王立像（十一面像と同作とみられる。以下常膳寺不動像と略称）や、気仙郡

住田町向堂観音堂十一面観音菩薩坐像（以下向堂観音堂像と略称）と共通している。また、黒崎神社懸仏十一面像本面の天冠台下地髪部の彫

りや眼尻の二条の皺は、常膳寺十一面像頭上面の当該箇所と彫りの調子が似通っている。黒崎神社懸仏十一面像の本体材（七面が表される頭

上面最下段上面を上端とする）上に寄せられていた別材（亡失）には、想像を逞しくすれば常膳寺十一面像や向堂観音堂像と同様、頂上仏面
に上半身までが表現され、その肩以下に三ないし二面の頭上面が配されていたのかもしれない。

これらの特徴を共有する作例は常膳寺十一面像・不動像や向堂観音堂像が造立されたと目される室町時代にあっても稀であり、明応五年（一

四九六）在銘の黒崎神社懸仏も同作となると、地理的な近さも勘案してこれら諸像は十五世紀後半を前後する頃に同一仏師または同一工房に

よって相次いで造られたと考えることができよう。平成二十五年度・二十六年度の本学の調査では、常膳寺十一面像・不動像に同寺の千手観

音立像・毘沙門天立像を加えた常膳寺諸像四軀と向堂観音堂像について、室町時代を前後する頃の作と位置づけたのみで、二百年にも及ぶこ

の間の何時造られた仏像群か特定するすべを見出せなかったが、黒崎神社懸仏という基準を得て、これらの仏像を造立した仏師、造立させた

願主・檀那層を歴史の文脈に沿って想定してゆくことが可能となった。
『風土記御用書出』が黒崎神社懸仏の大檀那源綱継について、
「葛西御

家臣と相見得申候事」と記すように、鎌倉時代～室町時代の陸前高田市・住田町地域（旧陸奥国気仙郡）に宗主的な支配権を及ぼしていたの

は葛西氏であり、これら一群の仏像造立の背景に、直接的な後援者は葛西氏に属する地元中小領主層であった可能性を留保しつつも、大局的
に葛西氏の影響力を認める蓋然性は大きいといえよう。

十五世紀後半は、応仁・文明の乱（一四六七～一四七七）で京都が荒廃し、近畿各地での戦乱が長期化する中で、貴族・文化人の地方下向

が枚挙にいとまなく、画僧雪舟（一四二〇～一五〇二／〇六）が山口を中心に活動するなど、地方の文化的比重が相対的に大きくなった時期

であった。常膳寺諸像や向堂観音堂像・黒崎神社懸仏を制作した仏師ないし工房も、近畿圏から気仙地域に下向した可能性が考えられる。素

陸前高田市黒崎神社のののの十一面観音菩薩坐像懸仏とととと陸前高田市・・・・住田町のののの十五世紀後半のののの仏像

奈良教育大学教授

山岸公基

平成二十六年九月の奈良教育大学陸前高田市文化遺産第四次調査では、陸前高田市黒崎神社所蔵の十一面観音菩薩坐像懸仏（以下黒崎神社

懸仏と略称）を主な調査対象とした。黒崎神社懸仏は平成二十三年三月の東日本大震災による津波の難を逃れ、神仏分離まで黒崎神社の別当
を務めた修験寺である廃東岸寺 （陸前高田市広田町前花貝三六所在）に保管され、現存する。

神社編二十七

陸奥国（下）』（昭和五十九年三月

神道大系編纂会）に抄出］。文化財

黒崎神社懸仏は鏡板背面に室町時代・明応五年（一四九六）の銘記があり、金石文資料として早く江戸時代・安永六年（一七七七）の『風
土記御用書出』にも一部著録されている［
『神道大系

（工芸）としては陸前高田市の文化財に指定されており、昭和五十七年には岩手県立博物館で展示される［参照：『岩手の懸仏展解説図録』
、

昭和五十七年六月、岩手県立博物館。
『岩手の懸仏』、昭和五十九年三月、岩手県立博物館］など、稀少な岩手県所在の室町時代の在銘基準懸

仏として注目を集めてきた。ただ、黒崎神社懸仏の特異性（Ａ．木造であること。Ｂ．鏡板の下に短い柄がつくこと。Ｃ．鏡板周縁の、内側
から紐・珠繋・紐・列弁文となる装飾意匠）については、議論が尽くされているとは言い難い。

Ａ・Ｂに関連して、柄は長いが神奈川・浄楽寺の毘沙門天立像・不動明王立像 ［鎌倉時代・文治五年 （一一八九）、運慶作］像内納入心月

輪との概形の類似は注目され、黒崎神社懸仏の背面上部中央に種子（梵字キャ）を表わすのも浄楽寺心月輪との類似に挙げて差し支えないで

あろう。黒崎大明神御宝殿での一百日間の参籠に際して、経典と並んで陀羅尼・真言が勤行されたことを伝える銘記の内容自体、心月輪を仏
像内に納入するという密教的意想と通底している。

Ｃは他の懸仏に類例を見出せない意匠であり、懸仏として稀な例に属する木造という品質（いっぽう平安時代以降の日本で仏像彫刻の大半

は木造となることが知られている）や手慣れた木彫の手法も勘案すると、黒崎神社懸仏の作者は懸仏制作を専門とするのではなくむしろ仏師

保存状態
亡失部
銘記

頭上面最下段上面より上の材、冠繒、天蓋、鏡板上水瓶に挿した華、吊手。

奉参籠勤行次第配

於于薭田郷黒崎大明神御宝殿

鏡板背面墨書ならびに刻書
敬白
一百日之間

錫杖 〈三百五十巻〉般若心経 〈一千巻〉観音経 〈五百五十巻〉

右意趣者 〈奉為〉天長地久御願円満 〈殊者〉

主

賢

春

九字文 〈一百万返〉諸神呪各 〈十万返〉礼拝 〈三千五百礼〉

尊勝陀羅尼 〈三百返〉光明真言 〈十万返〉随求陀羅尼 〈十万返〉
（梵字キャ）
如件

信心願主仰願依彼報恩現世安穏後生
善処無疑令守護給

源綱継

願

生年三十一歳
于時明應五年 〈太才丙辰〉二月十八日
大旦那

鏡板及び柄総高
四九・五

五〇・五 （一尺六寸七分）

一〇・四

鏡板高
四九・六

岩座奥

鏡板張
三・四

二七・六

鏡板奥
四・八

総高 （現状）

鏡板奥 （含獅噛）
四・〇
二・九

二三・二

柄高 （最大）
柄張
柄奥 （最大）
品質構造
広葉樹散孔材。サクラか。

本体、蓮華座、岩座を含み、木芯を像の右後方に去る竪一材より半肉に彫出する。両手先まで共木である。

ただし、像本体材上端は頭上面最下段の上面までで、上面は幅六・〇㎝、奥四・八㎝の楕円形平面をなし、径〇・四㎝の円孔二が穿たれる。
これより上部は別材矧ぎであった痕跡であるとみられる。

また、両手は拳を握り、第二指側から第五指側に至る円形貫通孔がある。左手分は貫通孔の第五指側から球状に刳り込まれ、華瓶もしくは

水瓶をとったか。右手分は貫通孔の径が〇・三～〇・四㎝とほぼ一定であり、右膝上に持物円孔を伴う。長谷式十一面の持物である錫杖を執
ったか。

鏡板および柄は一材製で、木芯を後方中央はるか遠くに去る厚み一寸強の板目板を用いている。この鏡板に像本体と天蓋（亡失。もと左右

一ずつ雇釘並びに漆で接合する。水瓶左右各一 （上面に径〇・三㎝の別材を挿した跡。もと華瓶か。水瓶、獅噛各別材製）
当初は獅噛部鏡板側面に鉄製の吊手 （三・五㎝の間隔を設ける）を設けていた。

像表面は素地を呈し、上半身肉身中央に竪に梵字数字を書く。鏡板表面に陰刻された光背輪郭に沿って墨描が認められる。

木造

一面

鏡板径四九・五㎝ （一尺六寸三分）

十十十十一面観音菩薩坐像懸仏

法量 （（（（単位㎝）
本体

面奥 （現状）

耳張

面幅

面長

頂―顎 （現状）

五・五

六・四

七・二

五・二

五・五

九・七

二〇・五 （六寸八分）

胸奥
七・〇

像高 （現状）

腹奥
一一・八

一六・三 （五寸四分）

肘張
八・九

髪際高

坐奥

三・〇

一〇・八

蓮肉高

一三・三

膝張

蓮肉張

八・九

一五・〇

岩座高

一六・七

袖張

岩座張

岩手県陸前高田市広田町字黒崎

黒崎神社

黒崎神社 十一面観音菩薩坐像懸仏 背面

黒崎神社

十一面観音菩薩坐像懸仏

常膳寺

常膳寺

常膳寺

鏡板周縁の紐・珠繋・紐・列弁文となる意匠

十一面観音菩薩立像

十一面観音菩薩立像

不動明王立像

胸飾

胸飾

胸飾の列弁文・紐・珠繋・紐・列弁文となる意匠

黒崎神社

十一面観音菩薩坐像懸仏

向堂観音堂

十一面観音菩薩坐像

本体胸飾

胸飾

黒崎神社

十一面観音菩薩坐像懸仏

本体正面（左写真）
・本体左斜側面（右写真）

黒崎神社

十一面観音菩薩坐像懸仏

頭部正面（左写真）
・頭部右斜側面（右写真）

黒崎神社

十一面観音菩薩坐像懸仏

正面

岩手県陸前高田市黒崎神社
懸仏調査報告書

2015 年 3 月
奈良教育大学

地域と連携した「学ぶ喜びを知り、自ら学び続ける」教員の養成に向けた
持続可能な発展のための教育活性化プロジェクト
第 3 回奈良 ASP ネットワーク ESD 子どもキャンプ実施概要報告
今年で３回目になるＥＳＤ子どもキャンプを 8 月 14 日・15 日に開催した。このキャンプのねらい
は 3 つある。一つ目に、奈良のユネスコスクールの児童生徒にＥＳＤを体験してもらうこと。二つ目が
キャンプの企画・運営を学生が行うことで、学校現場で求められる子ども理解や指導方法、実行力を高
めること。三つ目に活動支援していただく現職教員と学生の交流である。
今年は児童生徒 40 名、学生 50 名、教員 16 名、計 106 名によるキャンプとなった。今回の活動の中
心である奈良町でのフィールドワークでは、50 年ほど前に撮影された写真の場所をグループで協力しな
がら探した。一見、昔の町並みが保存されていると思われがちな奈良町も、時代とともに変わっている
ことを発見することから、この先も、住み続けたくなるまちにしていくことができること、そしてそれ
を担うのが自分たちであるという当事者意識を養うことができる。また残したいものは意図的に取り組
まないと失われてしまうことも学ぶことができた。その他にも、キャンパス内に残る 38 連隊の遺跡巡
り、奈良町での銭湯体験、キャンプファイヤー、テントでの宿泊体験など、参加してくれた児童生徒、
学生にとって心に残るキャンプになった。

1.

目的
本年は DESD（ESD のための 10 年）の最終年度であり、日本各地でユネスコスクールを中心と
して ESD の活動が展開されるようになり、奈良においてもこれまでの経験を生かしつつ、その充
実が日々目指されている。本キャンプでは、奈良のユネスコスクールの児童及び教員の ESD の体
験、及び教員・学生・大学院生の企画立案段階からの協議による ESD 指導スキルの向上、さらに
ユネスコスクール間の児童生徒・教員の交流を目的に開催する。

2.

主催
奈良教育大学 地域と連携した「学ぶ喜びを知り、自ら学び続ける」教員の養成に向けた持続可能
な発展のための教育活性化プロジェクト

3.

開催日時：平成 26 年 8 月 14 日（木）9 時～8 月 15 日（金）16 時

4.

会場
奈良教育大学キャンパス、及び附属小学校、附属中学校特別支援教室、ならまち、奈良公園

5．内容
9時

集合

6 時 30 分～7 時

起床

9 時～10 時

オリエンテーション

7 時～9 時

朝散歩・朝食

10 時～12 時

キャンパス探検

9 時～12 時

テーマ別映像作品の作
成
12 時～13 時 30 分

12 時～13 時 30 分

昼食・テント撤収

13 時 30 分～16 時 30 分 テーマフィールドワーク

13 時 30 分～15 時

活動の振り返り

16 時 30 分～19 時

夕食銭湯体験

15 時～16 時

さよならの集い

19 時～21 時

キャンプファイヤー

16 時

解散

21 時

就寝

昼食・テント設営

【日程】
＜一日目(8 月 14 日)＞
時間
8：00
~9:00

活動内容

場所

備考

学生集合
参加者集合

大講義室

・教室待機の学生が各班の子ど
もに名札をつくる指示をする。

・出迎え・受付
・名札づくり(来た子どもから順

・班で集まって着席。
・財布の中身を確認して回収

に)
受付：泉谷・北村・福西

＜物品＞

(守衛室横)
正門：教室待機以外の学生

名札・名札入れ・ペン
班セット(カメラ、救急セット)

教室待機：①麻生
③濱崎 ④木村
⑥親木
9:00~
10:00

10:00~
12:00

⑦藤間

②寺田
⑤濱田
⑧佐野

オリエンテーション

大講義室

テーマ「みち～あなたと私とみ

・テーマソング
・テーマ(コント形式)
・あいさつ(加藤先生)
・一日の流れの説明

ちとの出会い～」

・アイブレ
・拍手
・肩たたき
・リズム４(班で自己紹介)
・テーマソング練習
・キャンパス FW 説明(10 分)
【竹田・米澤】

ギター：粂、浅野

キャンパスフィールドワーク
【堤・横井】

テーマ紙：
歌詞カード：貼る。

・必要なものを持ってキャンパ
スフィールドワークへ
(しおり・水筒・タオル・筆記用
具・帽子・雨具・)

キ ャ ン パ ス 各ポイントに学生が立つ。＋巡
内
回(クイズ出題など？＋給水)

運営学生でテント移動
12:00~
13:30

昼食

テント設営

大講義室

昼食は大講義室で食べる。
ゴミ袋：
ジャグ：
食後、移動し、テント設営を行
附 属 中 学 校 う。(テントはプレハブ付近で受
特 支 学 級 運 け渡し)
動場(テント FW 用の荷物(しおり・水筒・タ
広場)
オル・筆記用具・雨具)
お風呂セット(着替え・タオル・
シャンプーなど)を持って大講
義室へ

(それ以外はテントに置いてお
く。)
13:30~

テーマ別フィールドワーク

16:30

【北側・後藤田】

ならまち

出発前に女の子、お風呂に入れ
るか連絡→本部へ連絡

夕食の店を決める→本部へ連
絡
スタンツ考える。
※16:00 に椿井ホール
椿井ホール集合
ホール集合
16:30~
19:00

チャレンジタイム
【藤田・幸田】

椿井ホール
ならまち

店は 8 件予約済み(17:00～)

給水
FW 用の荷物を置き、お風呂セ
ットを受け取る。
一人 2000 円を渡す。
財布は学生が管理する。
子どもの持ち物(しおり、チャレ
ンジマップ、帽子、水筒、お風
呂セット、雨具)

お風呂に入れない子は夕食後、
大学へ向かう。班とは大学で合
流。
ファイヤー班は準備を開始。
※18:30 にテントに
テントに戻り、スタ
ンツの
ンツ
の練習
19:00~
21:00

ひぐらしの集い

キャンプファイヤー
【島・仲】

ゴミ袋(荷物回収用)：
テント広場

各班で、ひぐらしの集いまでに
全員がトイレを済ませておく
指示をする。

附 属 小 学 校 ※雨天時：附属小体育館
運動場

トワリング、アンクロン、学生
スタンツ(1 回生)
振り返り後、班ごとに解散
振り返り
21:00~
21:30

21:30~

就寝準備
就寝

テント広場

班ごとに
①歯磨き
②水筒洗う
③6:30 まではテントから出な
いという指示をする。

スタッフミーティング
スタッフ就寝

プレハブ

一日目の振り返りと二日目の
予定の確認を行う。

＜二日目(8 月 15 日)＞
時間

活動内容

場所

備考

6:00~
6：30

起床・準備

テント広場

6:00 まではトイレ以外テント

6:30~

洗面、給水、健康チェック
トイレ

から出ないように指示する。

集合

テント広場

朝食：
ブルーシート：

朝散歩
【二階堂・濱崎】

飛火野

ゴミ袋：
※雨天時は附属小学校体育館

8:50

で行う。

持ち物：タオル、水筒、帽子、
(筆記用具、しおり)
※筆記用具、しおりは班の学生
が管理。
8:50~
9:00
9:00~
12:00

集合写真

パルテ前

テーマ別フィールドワーク映 情報館
像作品の作成
【黒木・春日】

DVD 班が二日間の全体のムー
ビー作成

持ち物：しおり、筆記用具
12:00~
13:30

昼食
テント撤収

大学生協

テントは北村先生の部屋へ。(文
科棟)
テントチェック：

※時間は決めずに、班毎に。

13:30~
15:00

15:00~
16:00

16:00

活動の振り返り
(ムービーの上映など)
ESD 勉強会(20 分)
【後藤田・北側】
さよならの集い
・映像で二日間を振り返る
・あいさつ(加藤先生)
・グループごとの振り返り
【竹田・米澤】
解散

テントのチェックを特支グラ
ウンドで受ける。

310 教室

310 教室

持ち物：筆記用具、しおり

司会：竹田
GT：粂・浅野

解散後、全員で後片付け
(掃除場所配当表参照)

掃除場所配当表
場所

リーダー

310 教室

幸田

黒木(浩)

濱田

辻野

二階堂

亀井

テント周辺

米澤

親木

渡邉

松浦

千場

北側

附属中トイレ

竹田

春日

谷垣

木村

口脇

澤田

附属小グランド

島

仲

黒川

柴田

麻生

黒田

プレハブ体育館

坂野

杉田

濱崎

平田

澤田

浅野

粂

寺田

田中

藤田

加藤

板倉

後藤田

藤間

村岡

吉門

森本

武田

寧楽会館(看板等撤収)
反省会準備

岸本

千場

横井

ESD 子どもキャンプを通して学んだこと
国語教育専修１回生

亀井

花野

2014 年８月 14 日～15 日に奈良教育大学キャンパスとその周辺で、第３回 ESD 子どもキャンプが開
催された。ESD（持続可能な開発のための教育）についてみんなで学びあう、未来について考える活動
を通して地域のつながりを見出す、みんなで仲良く活動し友情を育てる、をねらいとし「『みち』～あ
なたと私とみちとの出会い～」をスローガンとしたこのキャンプには小中学生 41 人と奈良教育大学の
学生が参加した。
私はこのキャンプを通して３つのことを学んだ。一つ目は、仲間と協力し合うことの大切さ。二つ目
は、自分からコミュニケーションをとっていくことの重要さ。三つ目は、先を見通しながら行動するこ
とである。
一つ目の仲間と協力し合うことの大切さだが、私はキャ
ンパス探検の担当をした経験から学んだ。キャンパス探検
とは、大学内を子どもたちに探検してもらうことで大学内
にある遺跡と植物について知ってもらおうという企画で
ある。キャンプの数ヶ月前から同じキャンパス探検の担当
の人たちと話し合いを重ね、ワークシートを作成したり、
遺跡や植物の下調べをしたりと準備をしてきた。各メンバ
ーが皆忙しくなかなか進まないことや、アイデアがなかな
か出なくて困ったことなどがあったが、その度に企画リー
ダーに相談したり、皆で話し合いを重ねて各自で仕事を分
担するなど全員で協力したりしたおかげで子どもたちに

キャンパス探検の様子

「思い出に残った」と言ってもらえる企画ができたと思う。
二つ目の自分からコミュニケーションをとっていくことの重要さ。私は２日間子どもとの活動班で活
動した経験からこのことを学んだ。キャンプ一日目の朝、初めての顔合わせで子どもたちから感じたの
は緊張だった。そこで常に笑顔を浮かべて子どもたちの名前を呼びながら積極的に話しかけるように心
がけた。すると子どもたちもだんだん言葉数が多くなり、笑顔も出てくるようになった。子どもたちが
打ち解けてくれたのは、受け身ではなく積極的に自分からコミュニケーションをとろうとしたからでは
ないかと思っている。
三つ目の先を見通しながら行動することである。２日間を通してこのキャンプでは、様々な企画が行
われた。企画に合わせてタイムスケジュールは細かく決まっている。これに合わせて、子どもたちと活
動していくことが難しかった。たとえば食事や入浴の時間には、あまりのんびりさせずにキャンプファ
イヤーに間に合うように時間配分し、なおかつトイレに行かせる時間を設けるなど、次に何があるかを
考えながら行動しなければいけないことを学んだ。
今回初めて参加したキャンプだったため不安も大きかったが、周囲の先輩がたの支えもあって充実し
たものにすることができたと思っている。このキャンプを通して自分の知らなかった自分、周りの仲間
の一面、まさにスローガンにもある「みち」との出会いがたくさんあったと感じた。この先もこういっ
た活動に参加することで様々な経験やスキルを得たいと思う。

ESD 子どもキャンプで学んだこと
幼年教育専修１回生

岸本

あずみ

2014 年８月 14 日、15 日に第３回 ESD 子どもキャンプが行われた。ESD 子どもキャンプとは、ユ
ネスコスクールに加入している小中学生と、奈良教育大学とで行うキャンプである。子どもたちは、学
年も学校もバラバラだが、学生のリーダーを中心として１泊２日間、班として活動を共にした。今年の
スローガンは、「みち」～あなたと私とみちとの出会い～であった。これは、今の子どもたちに自分の
故郷が昔はどのような町であったのか、そして、今後どのような町を自分たちの手で作っていきたいの
かを一緒に考えていこうという目的のもとに設定された。
私が今回の ESD 子どもキャンプで学んだ力が３つある。一つ目は、コミュニケーション能力、二つ
目に先を見据える力、三つ目は、子どもとの接し方である。
一つ目のコミュニケーション能力ついては、今回のキャンプの班では先輩が２人おられた。自分と近
い年の先輩が子どもと話しているのを間近でみて勉強になった。なんでも自分から発するのではなく、
子どもたちからの発信を待ってみたり、１つの話題をどんどん膨らませていったりといったようなこと
は大変であるが、自分の能力アップにもつながり、子どもももっと話したい、聞きたいといった意欲が
生まれると思った。
二つ目の先を見据える力についてだが、次に何をする
か、必要な荷物はなんなのかを把握していないと子ども
たちに教えることができない。子どもたちを引っ張って
いく立場の自分が把握していないことで、子どもたちに
迷惑をかけてしまうことになるからである。その他にも、
物事を進めていく段取りを考えたり、散策の時などは時
間と道のりを考え、子どもたちを誘導したりするのにも
先を見据える力は必要不可欠な力であると感じた。

キャンプの最後の場面

３つ目の子どもとの接し方については、子どもと接することは楽しく、新しい発見が毎回ある。その
反面、自分の反省点も見えてきた。今回だけではなく、さまざまなキャンプを通して思ったことは、褒
める時は思いっきり褒めて、注意するところは注意するといった部分をはっきり分けることが大切だと
いうことだ。
以上の理由から、私はキャンプとは普段学
べないようなことが学べる場だと思う。キャ
ンプで子どもたちのリーダーという立場で関
わることは、これから夢をかなえていくにあ
たって大切な経験となるとともに、キャンプ
に参加するという自分の努力や積極性が必要
となってくると思う。

集合写真

しんどいから充実
英語教育専修１回生

加藤

彩乃

８月の中旬、カンカン照りの太陽が顔を出したり、突然の雨が降ったり……そんな天気が続くなか、
ユネスコクラブが主体になって ESD 子どもキャンプが開催された。様々な小学校、中学校から多くの
生徒、児童が参加してくれた。２日間を通して、太陽が全力で輝く中私たちは歩き、動き、声を出し続
けた。正直、このキャンプはとてもしんどいものであった。参加した子どもも例外なく、運営に回った
学生も班に入っていた学生もみんな暑さで疲れていた。しかし、その中にも子どもの輝く笑顔や笑い声
がある。そのような状況の中で、２日間を走りぬけた。疲れもピークに達していた最後のテーマソング
の合唱。それでも私たちは最後まで、全力で歌った。私の印象に残っていることは、最後に私の班の子
どもが歌の途中で泣いてしまったことだ。２日間をやりきった充実感と、しんどさをともに乗り越えた
班のメンバーとの別れの悲しさとで、感極まって泣いてしまったようだ。私は、その子が泣いているの
を見て、思わずもらい泣きしてしまった。私も途中であきらめたくなるくらいしんどかった。でも、頑
張った甲斐というのはここにあるのだなと強く感じた。また、班の他の子どもも「来年も参加するの？」
と言ってくれた。
私が今回のキャンプで学んだ「しんどさの後の
充実感」。これは、今後の人生において様々な場
面で役に立つ。第１に今後の大学生活で、第２に
自分が教員として働くときだ。
第１の今後の大学生活においてだが、日々の学
習や学校外での活動などこれからさらに多忙に
なり、もういっそのことやめたいと思うことも頻
繁にあるだろう。そんな時に、頑張った先に充実
感があると知っていることがどれほど自分を勇
気づけるだろう。頑張れば頑張るほど自分が最後
に得るものは大きいのだ。このことを学べた私は、
キャンプのスローガン発表
来年の子どもキャンプでは子どもにこのことを
知って帰ってもらう努力をしたい。今年は初めてのキャンプで、学ぶことだらけであった。正直、子ど
もに何かを伝えようとする余裕はなかった。来年は、何か伝えたいという意思をもって臨みたい。私が
伝えることは、「頑張った先に、充実感がある」ということである。
第２の自分が教員として働くときであるが、教員という職業は、自分の仕事の成果がはっきり目に見
えることが少ない。どれだけ自分が頑張っても成果が出ないこともあるし、生徒の頑張り次第であるか
ら、結果は人に委ねられる。今まで以上に充実感を得るまでに、しんどさを味わわないといけない。そ
んな時にも、最後に得られる充実感を知っていれば、もう少し、あとちょっとと頑張れる力になるだろ
う。
以上２点のように、私が今回のキャンプで学んだことは、今後の人生においてとても大切なことであ
る。これから立ちふさがる壁に立ちむかう、大きな原動力になることは間違いない。自分が学んだよい
ことは共有するべきだ。是非、来年のキャンプでは参加した子どもにこのことを知って帰ってもらいた
い。私は、そのために努力をしようと思った。

第３回 ESD 子どもキャンプを終えて
国語教育専修２回生

吉門

歩実

2014 年８月 14 日、15 日の２日間にわたって第３回 ESD 子どもキャンプが行われた。私にとっては
２回目の ESD 子どもキャンプであると同時に、今回は７班の班長として迎えるということもあったた
め、昨年以上に責任感や緊張感があり学ぶことも多かった。今回のキャンプを通して私が学んだこと、
考えたことは主に３つある。一つ目は役割分担について、二つ目は叱ることについて、そして三つ目は
人と人とのつながりについてである。
まず第１に、役割分担についてである。当然、全員が２日間のスケジュールをしっかりと頭に入れて
おき、班やそれぞれの学生の動きなどを把握しておくことは必要である。また一人ひとりが、子どもが
安全に楽しく活動できるように細かなことにまで気を配ることがとても重要なことだという考えは、キ
ャンプ前から持っていた。しかし今回のキャンプで班活動を行う中で、新たに実感したことがある。そ
れは、役割分担の大切さだ。誰かが１人で全てを完璧にこなすことは難しい。そのようなことをしよう
とすると、逆に焦ってしまい失敗する可能性がある。だから１人で無理な場合は、同じ班の学生や子ど
もに上手に仕事を分担させることが大切だと感じた。誰か１人に大きな負担がかかることなく全員で協
力すること、一致団結できることが重要であり、信頼関係にもつながるのではないかと考える。実際に
私が今回のキャンプ中、特に班活動の中で、そのように上手な役割分担をすることができたのかは分か
らないが、この考えをこれからの機会に役立てたいと思う。
第２に叱ることについてだが、私が昨年の ESD 子どもキャンプを終えて
最も反省したことが「必要な時に子どもを叱ることができなかった」という
ことだった。そのため今回のキャンプ中は、必要な時は適切な言い方、態度
で叱ることを目標の１つにしていた。実際に一度だけ子どもに厳しく注意し
たが、その後に雰囲気が悪くなったり話しかけづらくなったりはしなかった
のでよかった。ただ「叱る」と「怒る」との区別が難しく、きちんと意識し
て区別できるようにならなければいけないと感じた。
第３に人と人とのつながりについてである。２日間の活動のうち、ほとん
どが班で行動するため、班員同士の信頼関係が大切だと感じていた。ただ、
信頼関係とはどのようにしたら築けるものなのかということがよく分からな
班で一致団結
かった。しかし、初日に班員が集合したばかりの時は学生も子どもも緊張し
て固くなっていたものの、様々な活動を行っていくにつれて徐々に打ち解けていくことができた。そし
て、班員それぞれのよいところを自然と発見することができた。意識して探さなくても他人のよいとこ
ろが自然に感じられるというのは、信頼感があるからではないかと思う。また今回のキャンプでは、班
に入らずに運営係として動いてくれた人が多くいた。その人たちの力があったから、安全で楽しい班活
動を行うことができたのだと思う。以上のように、このキャンプを通して人と人とのつながりを感じ、
考えることができた。
このように、ESD 子どもキャンプから新たなことを学ぶことができた。班長になったことで、個々に
全力を尽くすことと全員で協力することの両方が大切だと実感することができ、叱ることについても再
び考えることができた。また、人と人とのつながりを感じることもできて、とても充実した２日間にな
ったと思う。今回学んだこと、感じたことをこれからに役立てていきたい。

第 3 回 ESD 子どもキャンプを終えて
英語教育専修３回生

粂

綾香

2014 年８月 14，15 日、奈良教育大学にて、奈良 ASP ネットワーク第３回 ESD 子どもキャンプを行
った。本年はキャンプ全体のテーマを「みち～あなたとわたしとみちとの出会い～」と設定し、このテ
ーマに沿って各キャンププログラムを計画した。キャンプ当日は現職の先生方もたくさん応援に来てく
ださり、キャンプに参加してくれた 40 名の子どもた
ちと楽しく熱い２日間を過ごすことができた。
今回、私はオリエンテーション班に所属し、主に活
動班のリーダー長、テーマソングの作成を担当した。
私がこのキャンプを行うにあたり、設定した目標が３
つある。第１に運営担当として活動班の学生リーダー
をサポートすること、第２にキャンプ中の全体の様子
を把握し、先を読んだ行動を心掛けること、第３にギ
ターを最後まで弾ききることである。

なっきょん登場！

第１の学生リーダーをサポートすることについてである。今回、各活動班を組織するにあたって、た
くさんの壁にぶつかった。学生全員が班に入れない、キャンプ未経験者が大半を占める、教員採用試験
や教育・介護実習の直前というタイミングの壁など、何度もくじけそうになることがあった。班活動を
行う学生リーダー自身が不安を感じていることも多く、キャンプ２日間を乗り越えることができるのか
という不安が私の頭からはなれることが無かった。そんな中でも私にできることを精一杯やろうと考え、
一人ひとりに声をかけ、時には一対一で話を聞き、コミュニケーションを多くとることを心掛け、キャ
ンプ中もそれを忘れないように行動した。良い結果をもたらすことができたかは分からないが、学生一
人ひとりと意思の共有をすることができ、彼らと自分自身の不安を少しは解消できたように思う。この
キャンプをきっかけにキャンプだけに関わらず、共に活動する仲間たちとよく話し、想いを共有するこ
とが活動して行く上でとても重要であると知ることができた。
第２の集団全体の様子を把握し、先を読んだ行動を心掛けることである。去年のキャンプでも先を読
んだ行動が目標に挙げられていたが、今回は私にとっては少し意味が違っていた。なぜなら去年とは立
場が大きく異なっていたからである。去年は活動班に入り、プログラムに沿ってどのように班を動かし
ていくかを考えていたが、今年は自分の班だけではなく、活動班全８班と運営班の行動の先を読まなけ
ればならなかった。これは非常に難しく、十分に達成することができたとは言えない。プログラム時間
の押し具合、お風呂に入れない子どもの迎え、必要物品の動き、お茶の支給など私が把握しきれないこ
とが多く、先輩方、先生方に助けていただくことも多かった。来年はもっと全体を引っ張っていけるよ
うに、考え行動できるようになりたい。
第３のギターについてである。今回はキャンプファイヤーでの演奏だけでなく、テーマソングを作成
しキャンプ中にギターを弾く機会が今まで以上にたくさんあった。去年までは先輩方が担当されていた
役割であり、テーマソングを自作するというのはとてもプレッシャーであった。しかし作詞作曲に協力

してもらい、前日に完成したのにも関わらず一生懸命
覚えようと歌ってくれた仲間のおかげで、そのプレッ
シャーをはねのけて役割を果たすことができた。最後
のさよならの集いで、歌を歌っている間に泣いてしま
った男の子がいた。私だけの力ではないけれど、それ
がとても嬉しかった。ギターはあくまでも、雰囲気作
りのための手段であるので、頼り過ぎたくはない。
最後の班ごとでの振り返り
しかし今回、そんな男の子の様子を見て、最後まで弾き
続けることができ、本当に良かったと感じることができた。
このように事前に設定していた目標は、その全てを満足いくまで達成できたというわけでは無かった。
しかし、去年までとは全く違う学びを今年は得ることができた。去年までは活動班としての目、今年は
運営班としての目、そして来年ももっと新たな目を養いたいと考えている。この ESD 子どもキャンプは
毎年、私に新たな学びを与えてくれる。そんなキャンプを来年はよりパワーアップして実現させていき
たい。

みんなで、「ハイ！チーズ！」

ESD 子どもキャンプ
国語教育専修 1 回生

黒川

注

ESD とは持続可能な開発のための教育である。今回はキャンプを通して子どもたちとともに ESD に
ついて学びあおうというものであった。ただ ESD と一言で言ってもたくさんの学び方がある。そこで、
未来について考える活動をとおして地域のつながりを見出すということを狙いにやってきた。スローガ
ンは「みち」〜あなたと私とみちとの出会い〜である。具体的な活動としては一日目はオリエンテーシ
ョンから始まりキャンパスフィールドワーク、奈良町のフィールドワークをして、夜にキャンプファイ
ヤーを行った。二日目は朝散歩をして活動の振り返り DVD 作りとその発表会をして、さよならの集い
という流れであった。１班は５人〜６人の小、中学生と４人の大学生スタッフの構成で１泊２日を過ご
した。
私は今回のキャンプに参加し学んだことがたくさんあった。その中でも３つ思い出に残っていること
をあげたいと思う。一つ目はオリエンテーション、二つ目は奈良町フィールドワーク、三つ目は朝散歩
である。
一つ目は、オリエンテーションについてである。オリエンテーションでは初めて班の全員が顔を合わ
せた。子どもたちはもちろん、学生スタッフも緊張していて表情がすごく硬かった。しかし、肩たたき、
フォーリズム、拍手などのゲームを通して次第に緊張もなくなった。キャンプを楽しく過ごせたのもオ
リエンテーションのあったおかげである。
二つ目は、奈良町フィールドワークについてである。奈良町フィールドワークでは昔の奈良の町を写
真と今の奈良の町を実際に行き二つを見比べて未来の町がどうなっているかを想像するというプログ
ラムであった。班全員で昔の奈良の町の写真の場所を探した。学生よりも子どもたちのほうが地域のこ
とについて詳しいことに驚いた。奈良町の知らなかったこともたくさん知り未知との遭遇ができた。
三つ目は、朝散歩についてである。私は朝散歩の担当であった。ゲームや散歩コースなどを考えた。
子どもたちの前でゲームをするので何回も練習した。しかし、本番は緊張してしまった。しかし、朝眠
たい中、飛火野まで歩き、疲れている子もいたと思ったが子どもたちが楽しそうにゲームをする姿を見
ることができてすごく幸せな気分であった。ま
た来年も朝散歩の担当をやりたいと思った。
今回のキャンプは精神的にも体力的にもし
んどいことが多かった。準備の期間も長く途中
で嫌になったこともあった。しかし、キャンプ
が終わった後の達成感や子どもたちの笑顔は
忘れられなかった。教師を目指すうえですごく
いい経験になったと感じた。本当にキャンプに
参加してよかったと思う。
朝散歩にて

ESD 子どもキャンプに参加して
英語教育専修１回生

口脇 和

８月 14・15 日で ESD 子どもキャンプに参加した。奈良市内の
小・中学生と一緒に、大学内やならまちでフィールドワークを
したり、キャンプファイヤーをしたり、テントを張って外で寝
たり、私にとっては初めての経験だらけのキャンプとなった。
今回のキャンプで、特に印象深かったことについて振り返る。
まず一つ目に、ならまちフィールドワークでのできごと、二つ
目に、キャンプファイヤーでのこと、そして三つ目に DVD 作
成でのことを振り返る。
キャンプファイヤーの様子
まず、ならまちフィールドワークでのことについて振り返
る。フィールドワークの途中に猿沢池の近くで休憩していた時、ある老夫婦が私たちに話しかけてきた。
旦那さんが、奥さんが昔日本へ来たアメリカ人外交官に日本語を教えていたという話を聞かせてくれた。
この時まで私は子どもと関わるということしか意識していなかったが、地域の人とも関わっているとい
うことに気付いた。英語科の私にとってはすごくためになる話であって、子どもたちも興味深そうに話
を聞いていた。
次にキャンプファイヤーでのことについて振り返る。今回私は班活動に入って１泊２日でみっちり子
どもと関わることができた。私の班のある男の子は最初、私や班の他の大学生や子どもたちが話しかけ
ても全く反応してくれなかった。どうしていいか全然わからなくて、２日間やっていけるかどうかとて
も不安だった。しかし一日一緒に過ごしてたくさんその子に話しかけて、するとちょっとずつ笑顔を見
せてくれるようになった。そしてキャンプファイヤーで、私はほとんどの時間その子の横についてゲー
ムに参加していた。その子がすごく楽しそうにゲームに参加していて、その姿を見ることができて嬉し
かった。キャンプファイヤーが終わって班ごとでの振り返りの時、班のメンバーが皆それぞれ一言ずつ
振り返りを言っていて、その子の番が来た時にその子は自分からは何も言わなかった。けれど「今日楽
しかった？」と聞くと笑顔で私の顔を見てその子は「楽しかった」と答えてくれた。このことが２日間
で一番印象深かったことである。
最後に、DVD 作成でのことについて振り返る。１日目に班の子どもたちとずっと一緒にいて、子ど
もたちはたくさん話してくれたが子ども同士で話している姿をあまり見なかった。そして２日目の朝散
歩のゲームでは、少しだったが子どもたちだけで話すようになっていた。そして DVD 作成の時、それ
まであまり話していなかった子どもたちが協力して DVD 作りに取り組んでいて、全員が意見を出し合
って作っていた。私は正直パソコンができる中学生が一人で作るのだろうと思っていたが、自分たちか
ら進んで協力して作っていて、写真を見ながらワイワイしていて本当に楽しそうだった。
今回のキャンプを通して、自分はいろんなことに対して間違った認識をしていたと気付くことができ
た。特に子どもに関しては、キャンプに参加する前はどうしたら子どもと仲良くなれるかで悩んですご
く不安だったが、いざ参加すると子どもたちは一緒に過ごすにつれて自然と慣れてくれてたくさん話し
かけてくれたりしてくれた。参加する前の私は何を不安に思っていたのだろうと今になって不思議に思
う。そういう意味でこのキャンプは、自分を見つめなおすことができたキャンプであった。

ESD 子どもキャンプ
英語教育専修１回生

黒木

浩亮

私は、８月 14 日から８月 15 日の間の２日間、ESD 子どもキャンプに参加し地元の小学校と中学校
の児童・生徒とともに、フィールドワークやキャンプファイアーなど、様々な活動を行った。２日間と
いう非常に短い期間であるが、その期間の中で私が得たものはたくさんあった。今回のキャンプのテー
マは「みち」～あなたと私とみちとの出会い～というテーマであったが、今回、私自身も様々な道を歩
くことによって、様々な未知との遭遇をしたのである。
さて、私は、上述したように ESD 子どもキャンプの中で様々な経験、つまり、未知との遭遇をした
わけであるが、このキャンプの中で経験した遭遇が３つある。以下の文章で私はその３つのことについ
て述べていく。
一つ目は、子ども達との出会いである。私は、このキャンプの中で活動班に所属していたので５人の
子ども達と二日間、行動をともにすることができた。その中で、子どもと接することの楽しさ、また、
教育の難しさを身をもって実感した。このような体験は私にとって初めての体験であった。したがって、
私はこのキャンプの中で子どもを通して、未知の体験をした。
二つ目は、未知との建物との出会いである。私は、このキャンプのフィールドワークやキャンパスワ
ークという体験を通して、自分が今までは知らなかった建物との出会いをした。伝統的な建物から放た
れる独特の雰囲気を肌に感じ、今まで決して見たことがない物に触れていくという体験は私の価値観を
大きく広げ、私は未知の世界へ飛び立つ事ができたのである。したがって、私は、この体験を通して未
知の体験をすることができたのである。
三つ目は、今回のキャンプを子ども達に提供する立場にたって働いたということである。確かに、私
は小学生の時に学校の行事でキャンプという活動に参加し、その中でキャンプファイアーなどの体験を
したことがある。あくまでそれは、生徒としての立場で参加していた。このキャンプでは、子どもたち
を指導しキャンプを提供するという、いわば、教員と同じ立場でキャンプに参加した。正直に言えば、
大変なことだらけであった。常に、子どもたちに気を配っていなければならず、精神的にも肉体的にも
辛いものもあった。しかしながら、その中で子どもたちと過ごした時間というものは、自分にとって貴
重な体験をすることができた。さらに、キャンプを終えた時の達成感や充実感は、この立場を経験しな
ければ味わうことはできないのではないかと私は思う。したがって、この立場でキャンプに参加したこ
とによって、私は未知の体験をすることができたのである。
私はこれまでに、３つの未知の出会いについて述べ
てきたが、よく考えてみればこの２日間で体験した全
ての事柄が未知との出会いだったのではないかと私は
考える。そして同時に、自分の知らない世界に飛び込
んでいく、つまり、未知の体験をするということの重
要さを認識した。したがって、私はこれから様々な新
しいことに挑戦していこうと思う。
集合写真

ESD 子どもキャンプ 2014
数学教育専修３回生

幸田

早苗

2014 年８月 14、15 日に第３回 ESD 子どもキャンプが開催された。
私は今年のキャンプで学んだことが３つある。一つ目は、全体の動き、運営というグループでの動き、
個人の動きを常に意識するための広い視野を持つことの難しさ、二つ目は、キャンプを一から作ってい
く大変さ、三つ目は、仲間のありがたさである。
一つ目の全体の動き、運営というグループでの動き、個人の動きを常に意識するための広い視野を持
つことの難しさについて。今回のキャンプの前日に学生一人ひとりがキャンプに対する抱負・目標を決
め、小さな紙に書いた。私は今までどこかで、重要なことは他人任せにしてしまうところがあったり、
何か作業をしていると、しなくてはいけないことを忘れてしまったりするなどの自分の無責任さや、自
覚の薄さを感じており、直していかなくてはならないと感じていた。そこで今回のキャンプでは、自分
のやらなくてはいけないことはしっかりと責任を持って果たそう、それと同時に自分自身キャンプを楽
しみ、盛り上げていこうという思いから、自分の目標を「自分の役目を果たす、且つ楽しむ。」に決め
た。キャンプが終わった今、全体を振り返ってみて、自分の目標の達成度は 50％ぐらいであったと感じ
ている。こう感じるのは、キャンプを楽しみ、盛り上げることは自分自身ではやり遂げることができた
と感じているが、しっかりと自分の役目を果たすことはできなかったからだ。運営はキャンプ全体のプ
ログラム通りに動くのではなく、次のプログラムの準備や前のプログラムの後片付けなど、全体のプロ
グラムと大きく違う動きをする。また、運営班が固まって動く訳ではなく、やらなくてはならないこと
をそれぞれが自覚して動かなくてはならない。しかし、私は運営班がやらなくてはいけないことを意識
するあまり、自分一人に任せられていることを忘れてしまったのだ。このことから、全体の動き、運営
というグループでの動き、個人の動きを常に意識するための広い視野を持つことの難しさを学んだ。
２つ目のキャンプを一から作っていく大変さについて。私は今までに２回、このキャンプに参加して
きた。２回とも夕食銭湯班を担当してきた。今年も、今までと同じ夕食銭湯班を担当するとともに、運
営としても関わった。この運営という立場に関わって、気付いたことがたくさんあった。私はあまり協
力できなかったが、４月ごろからキャンプに向けて動き出し、企画書やチラシ、しおりなどのほとんど
を学生が主に作り、それぞれのプログラムも学生が主体となって作り上げている。今まで、自分の担当
するプログラムだけに集中して取り組んできて、また下級生のため先輩に頼っていたところもたくさん
あり、当日も班に入り、流れるプログラムに乗る感じで、あまり学生が主体で動いているという意識は
なかったが、運営に関わって、そんなところから学生が作ってきたのか、これも学生がやっているのか
と驚くことばかりで、今までキャンプを作ってきた先輩方と今回のキャンプを作った仲間を尊敬すると
ともに、キャンプを一から作る大変さを学んだ。来年
は自分も積極的にキャンプを作っていこうと思う。
３つ目は、仲間のありがたさである。キャンプに向
けて真剣に頑張る仲間の姿や、キャンプを作っていく
上でみんなで話し合っている仲間の姿は、自分も頑張
ろうと励ましてくれたり、しおりの印刷、発送など大
変な単純作業も仲間とならなぜか笑いながら楽しく
できたり、仲間の存在の大きさや、ありがたさを改め
２日目に撮影した集合写真
て学んだ。
これらの学んだことを、これからの学びや来年に向けてのキャンプに活かしたいと思う。

第３回 ESD 子どもキャンプを終えて
物質科学専修４回生

後藤田

洋介

ESD 子どもキャンプは、大学内の施設と奈良町や奈良公園をフィールドに、奈良市内のユネスコスク
ールから小中学生を集め、ESD を体験的に学ぶキャンプである。大学内で行うキャンプは今年で３回目
となった。今回は「みち～あなたとわたしとみちとの出会い」というテーマでキャンプを開催した。
このキャンプを通して私が感じたことは大きく分けて３つある。それは第１に事前準備に関すること、
第２に児童生徒に感じてもらいたかったことについて、第３に仲間との協働についてである。
第１の事前準備に関しては、今年は例年よりも半月以上早く準
備を開始した。また、今までは行っていなかった、学生用のしお
りの作成を行ったり、各プログラムのリーダーが週に１回集まっ
て会議を行ったり、テーマ別フィールドワークの内容やキャンプ
全体のテーマをコンペ形式で決めたりした。学生用のしおりを作
るにあたっては、どのようなことが学生用しおりに必要なのか、
どのように作成するのかなど、多くの試行錯誤を行った。その結
果、当日は自分で考え、行動を起こす学生が多かった。また、各
事前全体打ち合わせ
プログラムのリーダーが毎週集まることで、どのプログラムも完
成度が高く、プログラム同士が切磋琢磨していた。さらに、テーマのコンペでは、学生全員でキャンプ
を創り上げたい気持ちから、メインの活動や、キャンプ全体のテーマなど、多くの部分を学生の声を聞
きながら作成した。コンペの結果、フィールドワークでは、昔の写真と今のならまちを見比べ、自分た
ちが“未来のまち”をどのようにつくっていきたいのかを子どもたちに考えてもらうことができた。ま
たテーマの「みち～あなたとわたしとみちとの出会い～」では、「道」と「未知」をかけて、様々な企
画にこのテーマを生かすことができた。事前準備を多く行うことで、当日の動きや、企画の充実、全体
での意識の共有などができたと感じた。
第２の児童生徒に感じてもらいたかったことに関し
て、私はキャンプの全体の運営に加え、フィールドワー
クの企画メンバーとしても活動を行った。今回のフィー
ルドワークでは、昔の奈良町の写真をヒントに今のなら
まちを探検するフィールドワークを実施し、昔から続く
町並みと思われがちな奈良町も、実は移り変わってきた
ことを子どもたちに感じてもらい、未来のまちは自分た

ふり返り発表会の様子

ちが担っていかないといけないという考え方や、キャンプを通して文化や自然、人と人のつながりを守
っていく社会を自分たちが作っていかないといけないという考えを得てもらえるように企画を行った。
当日は、予想していなかったことがあったものの、予定になかった、子どもたちに未来のまちについて
考えなおしてもらう活動の中で、技術がとことん進んでいる社会や、自分本位な社会を描く子どももい
たが、それ以上に「自然が豊かな町、」「地元の人とあいさつをするまち」「昔のものを語り継げる町」
など、環境や文化、人と人とのつながりを尊重するような意見もたくさん書いてもらうことができた。
また、最も印象に残った意見では「自分たちが今の良さと昔の良さを未来に伝えていきたい」という意
見もあり、子どもたち一人ひとりが、自分たちのまちを自分たちが作っていかなければならない、当事
者意識を得ることができたと感じている。

第３の仲間については、今回、私は初めて大きなキャ
ンプのリーダーとして活動を行った。今まで、学生同士
の活動ではリーダーとして何度か活動したことがあった
が、100 人規模での活動は今回が初めてであった。その初
めての活動の中で、常に仲間に助けられたと感じている。
当日の班活動を支えた学生リーダーや、プログラムを円
滑に実行した企画班、炎天下の中、運営として活動をし
てくれた学生、その中でも特に当日の司会進行をまかせ
た大学院生と、班活動から学生の動き、カウンセリング
協働した仲間たち
をまかせた学生には、事前準備の段階から数多く助けら
れた。第１に述べた事前準備の段階で、例年は行っていなかったことを数多く導入したため、多くの負
担をかけてしまったことは今回のキャンプで私が一番反省していることである。しかし、無理な要求に
も毎回対応をしてくれ、今回のキャンプが成功したのは、自分だけではなく、仲間がいたからこそ得ら
れたものであると感じている。活動を通して、自分１人ではできないこと、抱えきれないことを数多く
感じ、仲間との協働をしていくことが大切であると感じた。
以上のように、キャンプを通して私は多くの学びを得た。今後の課題として私が感じているのは、引
き継ぎに関することである。これから、次年度の ESD 子どもキャンプに向けて、今回一緒に活動を行
った仲間にノウハウを受け継いでいきたいと思う。最後に、このキャンプでご協力いただいた先生方、
キャンプを支えてくれた学生のみんな、そして３人組で常に知恵を絞ってくれた学生・大学院生の２人
に感謝したい。

講堂前で集合写真！

視点の変化
音楽教育専修１回生

柴田

萌

キャンプらしいキャンプをした経験のなかった私は、ユネスコクラブの新入生歓迎キャンプが実質初
めてのキャンプだった。キャンプファイヤー時のゲームは本当に衝撃的だった。大学生が集まって、平
常ではつまらないと思ってしまうような簡単なゲームを本気でやるという状況は、単純に驚いたが面白
かったという印象で終わった。上回生の方々の話の流れの作り方や周囲への目の向け方等には尊敬の念
を抱きつつも、どこか自分には出来ないこと、関係ないことのように感じていた。新歓キャンプでは私
の意識は完全に「お客さん」だったのである。
さて、ESD 子どもキャンプにおいて私は自らの視点の変化に気がついた。一度キャンプというものを
経験して気持ちに余裕が出来たこと、それから当然ではあるが、私は「企画者」側となり主役が子ども
に変わったことに変化の原因がある。
まず気持ちの余裕についてだが、新歓キャンプの時は初めてのことづくしで何も分からず、言われる
がまま、されるがまま物事が進んでいき、いつの間にか終わってしまっていたというのが正直な感想で
ある。しかし今回はその経験が生かされ、周りを見て自分の行動を自分で判断する余裕をもつことがで
きた。受動的だった行動を能動的なものに変えることができたのは、消極的になりがちな自分にとって
大きな進歩であった。
次に立場の変化であるが、ESD 子どもキャンプでは学生はスタッフとして子どもを迎える側の人間で
ある。新歓キャンプでは「お客さん」気分でただ楽しみ、上回生の方々の世話になっていた自分が、子
ども達の安全を見守り楽しませなければならないということで、より広い視野を心がけてキャンプに参
加した。実際にキャンプが始まってみるとどうしても自分自身のことで精一杯で視野が狭くなりがちで
あったが、その度に周りの人達の視野の広さや機転に驚かされ、とても学ぶことが多かった。狭まりが
ちな視野の中でも次に生かしたいと思う発見をたくさんできたことは、大きな成果であると思う。
このように、私はどちらかというと内向
的になりがちな人間であるが、ESD 子ども
キャンプを通して行動することへの積極性
や、その場に必要とされる行動の見極め方
などを学ぶことが出来た。これは「企画者」
側であるという自覚によって得ることが出
来たものであると思う。これからもユネス
コクラブの活動を通して、能動的に行動し
周りを広く見る目を養っていきたいと思っ

た。
班で協力してテント設営

キャンプは未知との出会い
社会科教育専修４回生

寺田翔一

今回、はじめて「ESD 子どもキャンプ」に参加した。そもそも私がユネスコクラブに入ったのは、中
澤先生の「ESD 概論」を受講し、ESD に興味を持ったからである。ユネスコクラブに入れば、ESD を
学ぶことができると考えていた。それにもかかわらず、キャンプに参加してこなかったのは、「参加し
たい。」と思えなかったからだ。ESD を学びたいのに、なぜキャンプなのだろうと腑に落ちていなかっ
た。今、これまでを振り返って思うのは、ESD を学びたいと思いながらも、それは知的理解にとどまっ
ていて、キャンプに参加するという行動をとれていなかったということだ。最終学年になって、「考え
ていてもだめだ、行動しないと。」という思いが、教育実習や大学での学びの中で強まり、
「第３回 ESD
子どもキャンプ」に参加した。前置きが長くなったが、このキャンプのテーマでもある「みち」のひと
つでもある「未知」に注目したいと思う。私が１泊２日のキャンプで学んだことは、「キャンプは未知
との出会い」だということだ。
私がキャンプで出会った「未知」は３つある。１つ目は、子どもの態度の変化について。２つ目は、
仲間と協力することについて。３つ目は、自分自身について、新たな発見をしたことだ。
まず、子どもの態度の変化について述べる。私は２班に所属していたが、はじめ２班の子どもたちは、
表情がかたく、会話もなかなかとれない状態で、キャンパスフィールドワークに移ってからも、コミュ
ニケーションがとれていなかった。そこで、フィールドワークで写真をとることを利用して、学生の側
から、さまざまなポーズをとることを提案した。はじめは少し恥ずかしがっている様子だったが、慣れ
てくると笑顔も増え、会話も弾むようになってきた。すると、フィールドワーク中に説明を受けても、
反応のなかった子どもたちだったが、吉備塚の前では、質問をするようになったり、
「こわい。」などと
反応を示すようになったりした。はじめは、積極的な態度をとれていなかった子どもたちも、こちらか
働きかけ続けることでしだいに、積極的に学ぼうとするようになることを学んだ。
次に、私がキャンプで学んだことは、仲間と協力することについてである。先ほど、学生の側から、
写真のポーズを提案していったと述べたが、はじめからそれができたわけではない。何とか子どもたち
を打ち解けさせようと、個別に会話をはかっていた。しかし、なかなか思うように打ち解けさせること
ができない中で、写真のポーズを考えだしていった。私たち学生が一体となって、子どもたちに働きか
けたことで、しだいに打ち解けていくことができたと考える。教師はチームプレーだとよく言うが、ま
さにそれを体験することができたと思う。
最後に、このキャンプを通して、私自身が気づいていなかった自分自身に出会うことができた。私は、
自分の感情を表に出すのがあまり得意ではない。しかし、キャンプに参加
し、子どもたちや仲間たちと過ごすことで、自然と自分自身を素直に出し
ていくことができた。特に、キャンプファイヤーでは、体を思いっきり動
かし、大声を出して、キャンプに参加しているメンバーとふれ合うことが
できた。これまでは、そのようなことは苦手で避けてきた。今回、その苦
手を乗り越え、心底楽しめたことは、成功体験になったと思う。
キャンプをふりかえって、１番強く思うことは、
「キャンプが楽しかった。」
ということだ。その理由は、前段落でも述べたように、子どもや仲間たち
と歌って、踊って、２日間をともに過ごせたからというのはいうまでもな
い。キャンプが楽しかったというもう一つの理由は、それらを通して、子
どもたちの変化を身近で感じ、また、仲間と協力することで子どもたちを
２班最初のポージング
打ち解けさせるという課題を解決できたことによって感じた、自分自身が
（キャンパスフィールド
成長したという感覚だと考える。私はキャンプを通して、まだ知らないこ
ワークにて）
とに出会い、成長することができたと感じている。

ESD 子どもキャンプを振り返って-反省と意見・次回への展望文化遺産教育専修２回生

佐野

宏一郎

2014 年８月 14、15 日に奈良 ASP ネットワーク主催の第３回 ESD 子どもキャンプが奈良教育大学で
行われた。私は奈良教育大学ユネスコクラブの一員として、このキャンプに運営スタッフとして参加し
た。私の役割は主に、活動班の８班の一員として子どもたちと活動をともに行うことと、DVD 製作班
の一員として二日目に行われた子どもたちの思い出ムービーを製作する時間の企画・運営を行うことの
２点だった。私はこの活動を通して、以下の３点について考えさせられることとなった。
一つ目は、
「企画・運営の難しさ」である。このことは、DVD 製作班での活動を通して痛切に思い知
った。私たちの企画班は班員同士の予定がなかなか合わず、キャンプ前の打ち合わせに充分時間をかけ
ることができなかった。よって、キャンプ中の夜中にも打ち合わせをしなければならない事態であった。
キャンプ中に総集編の動画の製作も行うという自分たちの厳しい状況もあるため、このような事態にな
ったことに多少の考慮はできるかもしれないが、それであっても、当日の負担をより少なくする工夫・
計画ができたと考えられる。そのためには、前日までの準備の段階でできることは進めるべきであった。
野球でも、試合(本番)の時間よりも、練習(準備)の時間のほうが多いように、準備にかける時間をより長
く充実させなければならない。我々にはそれが不十分であった。今後は、このことを糧にしてよりスム
ーズで負担のない計画をたてることができるように考えていきたい。
２つ目は「自分の将来」についてである。私は、教員になりたくてこの学校に入学したわけではなか
った。だから、入学してからこれまで“子どもとかかわる”経験を自主的にしようとは思ってこなかっ
た。しかし去年、中澤先生の ESD の授業を受けて ESD に興味を抱くようになり、今年度よりユネスコ
クラブに加入した。これにより、子どもとかかわる機会が格段に増え、ESD についても考え方が変わっ
た。ESD を学ぶためには、座学で知識を身につけることがスタートだと思っていた。しかし、今回のキ
ャンプを通してその間違いに気づいた。ESD にはより実践的、行動的な学習方法が求められると考える。
実際にその場で触れて、匂いを嗅いで、音を聞いて……。そのような実際の体験が学びとなるのだ。そ
れほど深い知識は必要ではない。より求められるのは、行動力とその運営力なのだと思い知った。そし
て、“子どもとのかかわり”が私の将来についての考えも大きく揺さぶることになった。子どもとの密
接な時間の共有が人とかかわることの楽しさを教えてくれた。将来まだ、教師になりたいと明確には決
めたわけではないのだが、どうやら私は人とかかわる時間を共有する中で楽しさや、時には悲しさを触
れ合っていくことが特に好きらしい。そのため、将来的により人とかかわりあえるような職業につけた
らいいのだと考える。
最後の３つ目は「キャンプの将来」についてで
ある。私はこのキャンプに参加したのは今回が最
初であるが、キャンプ自体は今回で３回目である。
私が思うには、まだはじまって３回目であるから、
もっと試行錯誤してもいいのではないだろかと
考える。確かに、去年の反省を踏まえての改善の
ように細かい部分の再案はあったという話をき
いたが、ここで言いたいことはそのような細かい
ことではなく、新たな企画の提案などもっと大き
な挑戦をしていくといったことだ。ユネスコクラ
ブのスタッフ全体をみても、企画の段階から試行錯

活動班の集合写真

誤はしているものの、その方向がマニュアル化するという点を目指しているように見えた。また、私の
活動班には初めてキャンプに参加したという子どもと以前に参加経験があるという子どもとがいたが、
その二人の活動への取り組みの度合いには差があったように感じた。年齢的にも差があり、そのことも
考慮しなければならないかもしれないが、以前参加してくれた子どもの方が、積極性は低かったような
気がした。私の理想としては、どの子どもも楽しくて仕方ないというようになってほしいというところ
ではあるが、そのために何ができるだろうか。それは、常に新しいことを取り入れていく、挑戦すると
いった精神なのではないだろうか。確かに、変わらないものを提供し続けるのも大切なことだとは思う。
しかし常に同じことの繰り返しならば、マンネリ化を止めることはできない。はじめて参加した子ども
も以前に参加した子どもも「もう一度来たい！」と思えるような場所を提供するのが一番の理想なので
はないだろうか。
「とても楽しかったけど、一度行ったからもういいや。」と思われるキャンプにはした
くはない。だから、終了後にアンケートを書いてもらうなどして、参加者の主体である子どもが、キャ
ンプ中に素直に何を思ってどこがよくなかったのか、ということをしっかりと受け止めたい。
以上３点が、私がキャンプを通して考えたことである。このキャンプは社会に出たら必ず必要になる
であろう企画・運営の方法や難しさを学べたし、自分の将来を考えるうえで１つの指標となった。また、
レポートを書いたことで、これからのキャンプがもっとよくなるにはどうすればよいか、本当に楽しい
と思えることは何なのだろうか、ということを考えることにもつながった。もちろん、今のキャンプの
現状を批判するわけでもないし、今回のキャンプは皆が限られた時間の中で最大限の努力と最高のパフ
ォーマンスを兼ね合わせた結果のキャンプだったと思う。しかし、自分で自分の首を絞めるようだが、
このキャンプをさらによりよいものにできると思う。そのために、議論と新しい意見を交わしながら、
来年につなげていきたい。

キャンプ参加者

ＥＳＤ子どもキャンプを通して
特別支援教育専修１回生

松浦

真依

8/14～15 に行われたＥＳＤ子どもキャンプは、キャンパスフィールドワークで学内の遺跡を巡ったり、
ならまちでフィールドワークを行い、昔の写真を今の風景と比べながら未来のならまちを想像したり、
最終日には班ごとに２日間全体のムービー作ったりする中で地域とのつながりを見出すことや友情を
育てることをねらいとするものだ。キャンプは子どもたち主体だが運営は大学生主体なのである。
さて、私はこのＥＳＤ子どもキャンプを通して教師
になるために必要なことを大きく分けて３つ学んだ。
一つ目は準備を念入りに行うこと、二つ目は子どもの
ことを１番に思って行動すること、三つ目は反省や振
り返りに手を抜かないことである。
まず、準備について。単なる参加者としてキャンプ
に参加するではなく、運営側に立つのは初めてのこと
であったが、学生全体の準備に対する姿勢に驚いた。
私はキャンプファイヤー班であったが企画を考える
のに、何回も集まり話し合った。企画というとゲーム
さよならの集いの様子
の内容やスタンツの出し物はもちろんだが、テーマに
ついても真剣に話し合った。全員が思い描く理想のキャンプファイヤーを言い合った。最終日のリハー
サルも真剣に行った。このような全員の本番までの準備への念入りさがキャンプファイヤーの大成功に
つながったのだと思う。他にもプレフィールドワークに参加したが練習段階であってもしっかり準備が
できているし、フィールドワーク班以外のメンバーも本番がより良いものになるように、子どもたちに
しっかり学んでもらえるように真剣に取り組んでいた。準備はしっかりすればするほどいい結果、成功
につながるし、子どもたちもしっかり学べるのだと分かった。
次に子どものことを１番に思って行動することについてだ。私の班の学生は皆さん上回生の先輩方で
たくさん勉強になることがあった。緊張している子どもたちへの声掛けやフィールドワーク中の子ども
たちの答えを導くときの誘導の仕方、体調の優れない子どもへの対応の仕方などである。しっかり向か
い合って話して子どももしっかり心を開いていた。私はフィールドワーク中、子どもたちへのヒントの
出し方や誘導の仕方に困ってしまった。すぐに答えを言ってしまっては子どもたちの学びにつながらな
いし、または何も言わないのは子どもたちの混乱を招いてしまうからである。上回生の皆さんは上手く
誘導していたし、なおかつ子どもたちの興味が湧くような声掛けが行われていて、より面白く、そして
深く理解できるような内容であった。交通ルールに関しては徹底して頻繁に言っていた。私の班は１日
目に体調不良の子どもが出たのだが、その子どもに対する対応の仕方が非常に勉強になった。別室での
休憩を終えた後、班に戻ってきたときフィールドワーク中であったのだが、今までの回った場所や内容
などを学生が個人的に伝えるのではなく、子どもたち同士で伝え合うように誘導したことに驚いた。伝
え合っている様子を見て、子ども主体であることがこのＥＳＤ子どもキャンプの目的であると改めて感
じたし、子どもたちもより良い学びになったと思う。大切な命を預かっている、健康・安全第一の意識
が大事であることを学んだ。初日のスタッフミーティング後の班の反省会のときも上回生の皆さんは
「子ども主体」ということをテーマに反省をしていた。自分を振り返るとその子ども主体の意識が薄れ
ていた時もあったと反省している。最後のムービー作成のとき、先輩方の子ども主体の意識が生きて、

子どもたちの成長につながっていることに気づいた。ならまちフィールドワークが充実したものになっ
たからしっかり未来のならまちを自分の考えを持って描けていたし、ムービーの台詞もしっかり自分の
意見を反映できていた。
最後に反省・振り返りの重要さである。活動して終わりでは、運営側の自分たちは成長できない。し
っかり振り返って自分の改善点、班の改善点全体の改善点を考えることで成長できるし、これからの活
動もよくなっていくのだなと思った。上にも書いたように私の班では反省会で子ども主体の話が上がっ
たのだが、先輩にその話を聞かなければ気付けないまま、改善できないまま２日目を送っていたかもし
れない。子どもたちにも、キャンプファイヤーやさよならの集いで振り返りの時間があったが、一日の
自分をよく振り返っていた。ねらいをしっかり意識して真面目に振り返ることができていた。
以上のことを学んで私はこのＥＳＤ子どもキャンプで大きく成長できたと思う。今まではキャンプに
参加する側で楽しいことばかりだったが、運営側に回ると、想像していた以上に上手くいかないことが
多かった。その上手くいかなかったことをそのまま放置するのではなく、何がいけなかったのか、足り
なかったのか考えることが大事だと知ることができたし、自分に欠けている部分も知ることができた。
また、チャレンジすることもできた。上回生の皆さんや同回生の目標にすべき行動もしっかり見ること
ができた。このＥＳＤ子どもキャンプで私はこれからに向けて目標ができた。周りへの思いやりの気持
ち、気配りができるよう、もっと視野を広げて行動することと、しっかり目的を頭に叩き込んで行動す
ることだ。このＥＳＤ子どもキャンプで学んだことを忘れず、そしてこれからの生活にいかいていきた
い。

キャンプ集合写真
キャンプ集合写真

ＥＳＤキャンプを終えて
教科教育専攻 M１

春日

光

はじめに
８月 14、15 日に行われた、
「第３回奈良 ASP ネットワーク ESD 子どもキャンプ」は奈良市内のユネ
スコスクールの小中学生が集まり、学生、先生方と一緒に作りあげたキャンプであった。２日間が本当
にあっという間であった。このキャンプを通して、私は多くのことを学ぶことができた。このキャンプ
を行うに当たっては、たくさんの人の協力と準備があった。今回のキャンプでは、「観察力」を自分の
中でのテーマとして取り組んだ。そして以下の３つを視点から述べたい。一つ目は「子どもたちの行動」
について、二つ目は「運営側」について、三つ目は「自分の班」について、である。
子ども達
ども達の嬉しそうな顔
しそうな顔
一つ目は、子ども達の様子についてである。子どもの表情や行動を観察するように心がけた。キャン
プ一日目は、子ども達の元気があまりなくて、大丈夫かなと思っていたが、二日目には、本当に楽しそ
うに動画作成や振り返りの発表をしていて、とても嬉しくなった。また、反省会で自分からあまり話せ
ない子に対して、周りの子がきちんと待っているなど、子ども達のいいところもたくさん見ることがで
きた。キャンプが進むにつれ、より多くのことを観察できるようになっていったのは良かった。ただ、
リーダーとして班をまとめることに手いっぱいになり、班の子が別の班についていってしまいそうにな
ったのに気がつかないときもあった。子ども達の安全が第一なので、常に人数把握できるようにしたい。
全体を
全体を見る力
二つ目は、運営側の様子についてである。私は行動班に入っていたが、班に入らず全体を総括してく
れる人も何人もいた。熱中症対策のために、自転車で奈良町を走り回って、飲み物を提供してくれた人、
２日目の昼食を予約、注文し、運んでくれる人、安全のために道路で誘導してくれる人、など多くの人
のおかげでキャンプが成り立っていることを感じた。こういう人たちがいるおかげでキャンプが円滑に
進んでいくのだと感じた。全体を見る力がなければこういう係はできないと思う。今回、運営側の人た
ちの行動をみて感じたことを教師になった時にも生かしていきたい。
教員に
教員に必要な
必要な力「コミュニケーション」
コミュニケーション」
三つ目は、班についてである。私は、４班を
担当していた。４班のメンバーは、木村さん、
口脇さん、谷垣君、私の４人である。一日目は、
班全体のテンションも低かったが、それぞれの
持ち味を生かして、子どもたちと関わることで、
次第に打ち解け、２日目は１日目がうそのよう
に明るい班になった。子どもの横に寄り添って、
一緒に活動したり、話を聞いたりすることで、
子どもの笑顔を引き出していた。本当にいい雰
囲気であった。しかし、私自身は、今回のキャ
ンプでは、自分から子ども達に関わっていくこ
とがあまりできなかった。子ども達と関わりた

４班で集合写真！

いという思いはあったが、躊躇してしまい、最
後まで積極的にかかわることができなかったことが反省点である。班のメンバーのいいところを見習っ
て、次は自分から積極的に行動していきたい。

最後に
最後に
以上の３つが今回の ASP 子どもキャンプと通して私が実感したことである。今年度は昨年の反省も
踏まえてきちんと状況を把握できるように、「観察力」をテーマに活動してきたが、昨年とは違った視
点から子ども達のいいところ、班のメンバーのいいところ、運営側のいいところなど多くのことを見る
ことができた。さよならの集いでも子ども達のいきいきとした表情を見ることができて、とても嬉しく
なった。その反面、今年は自分から積極的に子ども達に関わっていくことが少なかったことが反省点と
してあげられる。やはり、子どもとの関係づくりには、コミュニケーションが必要不可欠であると思う。
そして、子ども達のことを知りたい、と思う気持ちがもっと必要だったと思う。今回の反省も踏まえて、
子どもたちと自分から積極的にかかわっていけるようにしていきたい。

キャンプ参加者の集合写真

ESD 子どもキャンプの振り返り
数学教育専修１回生

杉田

岳史

私は 2014 年８月 14 日、15 日に開催した ESD 子どもキャンプにスタッフとして参加した。この ESD
子どもキャンプは、毎年、奈良教育大学ユネスコクラブが中心になって開催しているもので、今年で３
回目の開催になった。このキャンプは地域の子どもたちを奈良教育大学に招き、奈良の今昔を比べるフ
ィールドワークや、テントを自分たちで張って泊まるなどの活動を行うキャンプである。
私はこのキャンプを通して子どもたちと関わっていく中で大切なことをいくつか学んだ。一つ目に子
どもたちと関わる中で、今の私は先生でも友達でもないその中間の存在であること、次に子どもたちと
関わる中で、子どもに否定させることが大切だということ、三つ目に子どもを名前で呼ぶことの大切さ
である。
一つ目の子どもたちと関わる中で、今の私は先生でも友達でもないその中間の存在であることについ
ては、今の大学生である私は、子どもにとっては友達という存在には遠く、先生という存在には近すぎ
る存在であるということがわかった。そして、その関係は一歩間違えてしまうと、ただのお兄さんとい
う存在になってしまう。友達のように接していく中でも、時には厳しく、ただのお兄さんという存在に
ならないように注意することが必要ということがわかった。
二つ目の子どもたちと関わる中で、子どもに否定させることが大切だということについては、まず、
子どもたちに自分から、自分の意見を出してもらうために、子どもたちに私の言うことを否定させるこ
とが助けになるということがわかった。自分の意見を言うということはほかの誰かの意見を否定するこ
とにもつながるので、最初に否定しやすいことを子どもたちにいうことで、子どもたちがその意見を否
定し、子どもたちが意見を言いやすい場を作ることが大切だということがわかった。
三つ目に、子どもたちを名前で呼ぶことはとても大切なことということがわかった。子どもたちのこ
とを名前で呼ぶことを心がけていくと、子どもたち
も私のことを名前で呼んでくれるようになります。
名前を呼ぶことで、その名前を覚えることもでき、
名前を通していろいろな思い出を記憶しておくこ
とができる。また、より密度の濃い関係を子どもた
ちと造っていけることがわかった。
以上のことを大切にしていくことによって、より
子どもたちとの関係を作り出していけるというこ
とがわかり、子どもたちの意見を引き出す方法も分
かったので、これからもこれらのことを生かして
キャンパスフィールドワークオリエンテーション
いきたいと思う。

ESD 子どもキャンプを通じて感じたこと
英語教育専修１回生

森本

珠美怜

私はキャンプ自体初めてで、塾でアルバイトしている
人たちのように、普段から小中学生と関わる機会はほと
んどなかった。そんな私がこの ESD 子どもキャンプの
フィールドワークの企画準備から参加し、班のリーダー
としてたくさんの子どもたちと関わった。
さて、私がこの ESD 子どもキャンプで考えさせられ
たことは３つある。第１に小中学生の現状、第２に班の
リーダーとしてできること、第３に ESD を子どもたち
に伝える難しさである。
一つ目の小中学生の現状としては、班の中に集団行動
ESD ミニ勉強会の様子
が苦手な子がいた。フィールドワークでも小学生の女の
子のゆっくりのスピードに我慢できず、すぐに班から外れて１人で先に行動していた。「先に行かない
で」と何度も注意すると逆に聞かなくなってしまう、だからと言ってそのまま班を２つに分けて行動す
るわけにもいかず、声のかけ方にとても戸惑った。「もう少しゆっくり歩こう」と声をかけたり、興味
をひく話題の話をしたりしてなんとか引き止めた。普段から小中学生と関わりのない私にとって、接し
方をすごく考えさせられた。
二つ目に班のリーダーとしてできることについても考えた。主役はもちろん子どもたちで、リーダー
として答えやゴールを示さずに導くのは難しかった。フィールドワーク前に未来の町を描いてみようと
言われてもなかなか鉛筆を動かせない子がいた。「正解とか間違いとかはないんだよ」と声をかけても
躊躇して書けずにいた。
「もう書かなくてもいい？」と何度も聞かれたが、粘りに粘ってヒントを出し
つつ、なんとか文字で書いてもらうことができた。例を挙げると真似してしまうような気がし、ヒント
の出し方もすごく難しく感じた。
三つ目に子どもたちに ESD について知ってもらうことの難しさを学んだ。二つ目とも関係するが、
フィールドワークに出たとき「この写真と同じ建物じゃない？」と声をかけても、間違い探しゲームの
ヒントとしか受け取ってもらえていないように感じがした。しかし、最後の DVD まとめのときに、フ
ィールドワークでも積極的に地元の人に声をかけていた男の子が、自分からフィールドワークの発表が
したいと言い、原稿もリーダーが手伝いながらも自分で考えた。その男の子はフィールドワークの目的
であった昔と今を比べて未来を考える、といったことが自然とできていた。しかし、全体を通して子ど
もたちに ESD について考えてもらえたか、理解してもらえたかと考えると、なかなかそうは思えなか
った。最後の ESD ミニ勉強会だけでなく、キャンパスフィールドワークやキャンプファイアーなどを
通しても ESD についてこだわって伝えていくべきだったように思った。今回子どもたちと活動する中
で私自身が ESD について伝えられなかったこと、楽しかったキャンプで終わらせてしまったことが一
番の反省点である。
今回このキャンプを通して個性的な子どもたちと活動するにあたって、大きく３つのことを学んだ。
初めての子どもたちとの班活動は戸惑うことも多かったが、とても勉強になった。今回の反省はまた来
年につなげ、自分としてもどうやって ESD をわかりやすく子どもたちに伝えるか考えていきたいと思
う。

ＥＳＤ子どもキャンプを通して学んだこと
数学教育専修４回生

親木

翔平

2014 年８月 14 日（木）、15 日（金）に奈良教育大学構内およびその周辺にて奈良市の小中学生が参
加する ESD 子どもキャンプを行った。このキャンプの最大の特徴として、楽しいだけでなく、学びが
あるキャンプであることが挙げられる。大学キャンパス内を探検したり、奈良町でのフィールドワーク
を行ったりと、自然・地域の魅力を感じることのできるものであった。そしてこの活動は、自分自身に
とって楽しく、そして学びの多いものであった。
私がこのキャンプを通して学んだことは大きく分けて、次の２つである。それは、意図をもって行動
することの必要性と学ぶ姿勢の大切さである。
まず、一つ目の意図をもって行動することの必要性について。例えば、班活動の奈良町フィールドワ
ークを例にとっても、学生側の意図があるかどうかで子どもの活動・学びの多さは大きく異なる。意図
を明確にしながら行動していると自然と適切な声かけが生まれるが、そうでないと、ただ単に「楽しか
った」で終わってしまう恐れがある。このようにならないように、そしてさせないように、明確な意図
をもって行動することが大切である。
次に二つ目の学ぶ姿勢の大切さについて。学ぶ姿勢
（活動する姿勢）が異なると、同じ活動をしていても
身につけられることが大きく異なるのだと気づいた。
私は今まで子どもと共にキャンプに「参加」すること
は何度か経験してきた。しかし、それを作っていくこ
とはしたことがなかった。作っていくことによって責
任感が生まれ、主体的に関わっていこうとするように
なった。その結果、自分で考えながら行動することが
できたように思う。そして、これは学生側にだけいえ
ることではなく、子どもの側にもいえることである。
キャンパス探検中の写真
そういった姿勢で取り組ませるようにするだけで、よ
り多くのことに気づき、学ぶことができるようになると思う。
このように、私はこの活動を通して前述の２つのことを学んだ。キャンプを通して学んだことである
が、これはキャンプに限定されるものではなく、日々の学習・研究・課外活動などすべてに関係するこ
とである。この学びを積極的に将来に活かしていきたい。

キャンプ集合写真

第３回 ESD 子どもキャンプ
英語教育専修１回生

村岡

良亮

８月 14 日～15 日の２日間で第３回 ESD 子どもキャンプが開催され、小学校５年生から中学校３年生
までの幅広い学年、様々な学校の子どもが参加した。このキャンプのテーマは「みち～あなたとわたし
とみちとの出会い～」であった。新しく出会う人、まだ知らない自分、これから学ぶ未知に出会うとい
うことである。
私は班の活動に参加し、子どもとこの２日間行動をともにした。私の視点から次の３つの事柄に関し
てこのキャンプを振り返りたいと思う。第１にこのキャンプを初対面の人と行うことについて、第２に
子どもが協力・成長できたことについて、第３に子どもがどれだけ学習できたかについてである。
第１のこのキャンプを知らない人と行うということは、子どもに大切な出会いを自主的にさせること
ができるのではないかと考えた。大学生の力を借りつつも、これから出会う人と協力しよう、楽しもう
という気持ちを育むことにつながると考えた。そういった姿勢は子どものみならず、これからずっと必
要なことである。
第２の子どもの協力や成長については、私の班ではその姿勢がよく見られた。１日目のフィールドワ
ークから子どもだけで地域の方々に話を聞きに行くなどして、協力しようという姿勢が生まれ始めた。
その姿勢が顕著に表れたのがテント撤収の時である。設営時とは違い子どものなかから、時間内に終わ
らせよう、やることはやろうという声が大学生よりも先に聞こえた。出会ってから２日目、大きな進歩
であった。
第３の子どもの成長と学習についてである。このキャンプを
通して子どもたちに ESD について知ってもらい、考えてもらう
ことが目的の１つであった。昔の奈良町の写真と現在の奈良町
の姿を比較したときに、銀行の建物や橋がそのままの形で残っ
ていたこと、木などの自然が増えていたことに子ども自身で気
づくことができた。さらには、将来に今あるものを残していき、
かつ自然を増やしていきたいという ESD の考えを持ってくれ
た子どもがいた。この考えをぜひとも持ち続けてほしい。
以上のような成果が得られた今回のキャンプ。大学生が主体
となって行い、子どもにとっては初めて出会う人たちと行うこ
とに意義があるのではないかと考える。キャンプで出会った人
たちと楽しみ、協力して過ごした２日間は子どもにとって楽し
むだけでなく、ESD について学習する良い機会となったはずで
ある。このような ESD について楽しく考えることができる機会
今と昔の奈良町を比べ、ESD
を提供し、そのような機会を増やすことが大事であると考える。
を考える

ESD 子どもキャンプでの学び
英語教育専修 M１ 泉谷 忠至
2014 年８月 14 日と 15 日に「ESD 子どもキャンプ」が開催され、奈良市内に住む多くの子どもが参
加した。両日、学生スタッフと協力してくださった先生方のおかげで、無事、終えることができた。今
年初めての参加であったが、このキャンプでの目標を「子どもが何か学ぶことができるように」とした。
このレポートでは、その目標と２日間のキャンプを振り返り、子どもに対しての自分の中での反省と学
びについて書く。
まず、子どもへの接し方である。私の班では男女合わせて５人の子どもが参加し、４人の学生スタッ
フが関わった。最初は自分も含め学生スタッフが、子どもが活動しやすいように環境づくりに努めたが、
子どもと私たちの距離感を配慮すべきであった。仲良くなることはできたが、フィールドワークで説明
を聞く際や DVD 作成で班の協力が必要な際に勝手な行動を許してしまった。時には子どもがこちらの
指示通りに行動するように言葉を強めてしまうことがあった。そのような状況を引き起こすことのない
ように、子どもとの接し方にメリハリをもっとつけるべきであった。キャンプで最初にきちんとする必
要のあった、フィールドワークでの最初の説明の際に、話を聞く雰囲気づくりを徹底することで、子ど
もとのメリハリを作ることができたであろう。子ども一人ひとりに班としての責任感を持たせ、きちん
とした集団行動を行うことができる班にするべきであった。
次に、子どもが学べるための環境づくりである。単なるキャンプでは楽しむことで終わってしまうか
もしれないが、「ESD 子どもキャンプ」として子どもが ESD を学ぶことができるように学生スタッフ
が誘導すべきであった。大学内と奈良町でのフィールドワークにおいて自然と歴史を学ぶにあたって、
単に活動や遊びを行うことで終えてしまい、一場面一場面での子どもの学習をしっかり確保することが
できていなかったであろう。ESD として未来に歴史と自然を残していくべきことを考えさせるために、
子どもに内容について考えさせることができるような発問や、それぞれの場所を探した後に班で学んだ
ことを確認しあう時間が必要であっただろう。そうすれば ESD についての理解を子どもと共有するこ
とができただろう。
以上より、今回のキャンプに参加することで、子どもに対しての接し方について学ぶことができた。
子どもと関わる際に仲の良いお兄さんで終わるのではなく、教師としてメリハリをしっかりつけること
ができ、彼らがしっかりと学びをする
ことができるようになる必要がある。
「ESD 子どもキャンプ」として子ど
もに ESD の大切さを伝えていくため
に、これからも子どもについての理解
はもちろんのこと、ESD を伝えてい
くための教育についても理解を深め
ていくことがこれからの課題になる
であろう。

活動班の写真

ESD 子どもキャンプに参加して
教職大学院

M2 竹田

隼也

８月 14 日、15 日と奈良 ASP ネットワーク第３回 ESD 子どもキャンプが開催された。「みち～あな
たとわたしとみちとの出会い～」というテーマのもと、40 名の子どもたちが参加してくれたキャンプと
なった。
このキャンプに参加する上で、私自身は 3 つの目標を持って臨んだ。第一に運営の立場に立つこと、
第二に司会をすること、第三に裏方の仕事をすることである。
第一の運営の立場では、全体を見ることを意識した。全体を見て動かなければ他の学生が動くことが
できないと考えたからである。しかし、実際は全体を見ることはできていなかった。私を含めた学生３
人で運営の中心になって話し合い、企画を進めたが、企画することが初めてであったためどのように進
めればよいかわからず、全体への連絡が遅れてしまったり、情報を共有できていない部分があったりし
た。その結果、学生が何をして良いかわからない期間ができてしまったり、運営の学生に迷惑をかけて
しまったりした。企画を進めるにあたっては、中心に立つ人が見通しをもって企画を進め、次に何をし
なければならないかを常に考えて全体へ連絡をしていかなければならないことがわかった。
第二の司会の立場では、誰よりも元気であることを考えた。前に立つ人が元気にならなければ他の人
も元気にならないと考えたからである。当日はオリエンテーションをはじめ、様々な場面で、前で話を
した。そのような時に、誰よりも声を出すこと、誰よりも表情豊かにすることを心がけた。初めはどの
ように振舞えばよいのかわからず混乱したが、学生や子どもたちが笑顔になったり声を出してくれたり
したおかげで少しずつではあるが、自信を持って話すことができた。前で話しているのは一人であって
も、学生や子どもたちと全員で一つのキャンプをつくっていることに気付くことができた。
第三の裏方の立場では、子どもたちが何をしているかわからない時間がないようになることを考えた。
ただ話をするだけの時間ができてしまうと時間がもったいないと考えたからである。今回のキャンプで
は、裏方に回る学生が 10 名ほどいた。この学生が子どもと関わる機会が少ない分、次のプログラムや
さらにその次を見越して行動することができた。その結果、子どもが全員そろったら次のプログラムに
移るという流れをスムーズにすることができたように感じている。また、各プログラムで学生が班から
抜けるということが少なかったので、子どもの安
全面など、危機管理の面でも有効であったと考え
る。今回のキャンプで裏方を経験し、運営をする
人が先を見通して行動することで子どもの学びや
経験が充実することがわかった。
今回のキャンプでは、これまでのように班に入
るのとはまた違う視点でキャンプを見ることがで
きた。これまではほとんどの企画で一つの班だけ
を見ていればよかった。しかし、運営になること
キャンプスタート！

で全体を見なければならない。子どもだけでなく、

学生の様子も含めて見て、声かけをすることで、少しずつ視野を広げることができているのではないか
と感じている。この経験を生かし、さらに視野を広げ、さらにコミュニケーションをとっていけるよう
になりたい。

ESD 子どもキャンプで学んだこと
教育学専修１回生

棚橋

菜央

ESD とは Education for Sustainable Development の略で、「持続可能な開発のための教育」と訳さ
れる。現在の社会は環境問題や社会的問題、経済的問題など様々な課題に直面している。これら現代社
会にある課題を自らの問題としてとらえ、解決し、社会的公正の実現や自然との共生を重視した社会の
創造が求められている。ESD の実施に大切なことは、人格の発達や、自律心、判断力、責任感などの人
間性をはぐくむこと、また他人、社会、自然環境との関係性を認識し「関わり」「繋がり」を尊重でき
る個人をはぐくむことである。私は、このキャンプで初めて出会う子どもたちと深く関わり、繋がりを
作ることと、自分を見つめなおすことを目標としてこのキャンプに臨んだ。
私が ESD 子どもキャンプを通して学んだことは、２つある。一つ目に子どもと深く関わっていくた
めには積極性が必要であること、二つ目に一つの行事を成功させるためには裏方の力が必要であること
である。
一つ目の子どもと深く関わっていくためには積極性が必要であるということについてである。私は今
回のキャンプで、班活動に入っておらず、運営班として活動した。そのため、子どもと関わる機会がと
ても少なかった。子どもともっと関わりたいという気持ちはあったが、初めのうちは、自分は運営班だ
からと遠慮していた。途中で先輩方に「自分から関わりに行ったらいいよ」と声をかけていただき、い
ろいろ考え過ぎてしまって上手くできなかった。夕食と銭湯からは、活動班に混ぜてもらい、その時か
ら、自分から子どもと関わっていくことができた。その時に、当たり前のことではあるが、自分から心
を開かなければ子どもも心を開いてくれないということを改めて実感した。また機会があれば、どんな
立場であっても自分から心を開き、積極的に関わっていきたい。
二つ目の行事を成功させるためには裏方の力が必要であるということについてである。私は今まで行
事ごとなどで裏方の仕事をしたことがなかった。今回は運営班として、子どもたちが活動している間に
次の活動の準備をしたり、掃除をしたりして、初めて裏方の大変さを感じた。裏方の仕事は子どもたち
からは見えないものであるけれど、見えないと
ころで頑張っている人たちのおかげで円滑に活
動が進められているのだと感じた。同じ運営班
の先輩も「役に立っていると自分に言い聞かせ
て頑張った」とおっしゃっていた。これから、
何か行事ごとがある時には、裏方として見えな
いところで頑張っている人たちに対する感謝の
気持ちを忘れないでいようと思う。
以上より、私は ESD 子どもキャンプで、子ど
もと深く関わるためには積極性が必要であるこ
キャンプのまとめの場面
と、行事を成功させるためには裏方の力が必要
であることを学ぶことができた。

ＥＳＤ子どもキャンプを終えて
社会科教育専修 2 回生

仲

孝昌

平成 26 年８月 14 日、15 日の２日間を通して第３回 ESD 子どもキャンプが行われた。このキャンプ
は奈良教育大学や奈良町のフィールドワーク、キャンプファイヤーなどを通して、3 つのねらいのもと
に活動を行った。一つ目は ESD(持続可能な開発のための教育)についてみんなで学びあう。二つ目は未
来について考える活動を通して地域のつながりを見
出す。三つ目はみんなで仲良く活動し、友情を育て
る。以上 3 つである。そして二日目に DVD を作成し、
振り返りを行うことで２日間の学びの成果が確認で
きた。
そして今回の活動の中で一番学んだことは全体を
見て動くことの大切さである。その理由として第一
に班活動、第二にキャンプファイヤー、第三に学生
の取り組みの３つが挙げられる。
キャンプ最終打ち合わせの様子
第一の班活動についてであるが、各班に入る大学
生は子どもの顔色や様子を見たり、子どもの学びのサポートをしたりするなどことが求められる。今
回私はその中で１班の班長に選ばれた。そこで子どものことだけでなく、大学生も含め班全体を見るこ
とが求められた。子どもへの配慮も当然ながら、１班は経験の少ない１回生が３人であったので、不安
や疑問を未然に防いで１回生も楽しみながら活動しやすいようにすることを心掛けた。
第二にキャンプファイヤーについてである。キャンプファイヤーは火を囲んで参加者の仲を深めたり、
１日過ごした班での結束を確かめたり、思い出づくりになる。しかし一部だけで盛り上がっても決して
良いファイヤーだとは言えない。そこでやはり全体が盛り上がるようにしていく必要があった。私はキ
ャンプファイヤーの企画を担当していたのでキャンプファイヤーの流れをどのように作っていくべき
か企画チームで話し合いプログラムを立てた。本番ではゲームや歌、スタンツなどそれぞれで輪の中に
入り切れていなさそうな子ども達の間に入り、全体が盛り上がれるように声掛けをした。
第三の学生の取り組みについてであるが、やはりキャンプを企画運営するには学生の力が必要不可欠
だ。今年は１回生が 30 名近くおり、そのうちの多くが今回のキャンプに携わった。今回のキャンプに
も当然ながら 1 回生の力が必要であったが、班活動や企画運営を初めてすることはやはり心身の負担が
大きかったはずだ。私は本番に至るまでの期間にできるだけあいさつや会話をして１回生とコミュニケ
ーションをはかり、1 回生がキャンプに向けてモチベーションが保てるようにした。なかには悩みを抱
えているものも数名いたが、最後までキャンプをやり遂げ、大いに力を発揮してくれた。
以上より、今回のキャンプを通して私は全体を見て動くことの大切さを感じることができた。全体を
見て動くことは企画運営をするときや人の上に立つときに必要な能力であり、教師としても必要な能力
であるといえる。今後もこの全体を見て動くということを意識しながら様々な経験や活動に取り組み、
学びを深めていきたい。

第３回ＥＳＤ子どもキャンプを終えて
英語教育専修１回生

谷垣

徹

８月 14 日と 15 日の１泊２日の日程で「2014 年 奈良 ASP ネットワーク 第３回 ESD 子どもキャン
プ」が行われた。今年度は「みち～あなたと私とみちとの出会い～」をスローガンとし、奈良市内のユ
ネスコスクールの小学校・中学校に通う児童生徒 40 名、ユネスコクラブ学生 50 名、教員 16 名の参加
をもって行われた。このキャンプは、ESD、すなわち持続可能な社会の担い手を育てるための教育を体
験するための活動として、今年度で３回目を迎えた。事前の企画・準備から当日の運営に至るまで、た
くさんの学生による協力と子どもたちのおかげで、充実した２日間を過ごすことができた。
今回のキャンプを通じて感じたことについて、以下の３点を振り返りたい。一つ目は、２日間の子ど
もたちの成長である。二つ目は、持続可能な社会について考えることである。三つ目は、「みちとの出
会い」についてである。
一つ目は、２日間の子どもたちの成長である。
初めて班の子どもたちと学生が顔を合わせたオリ
エンテーションの時は、子どもたちはみんな緊張
していて表情も硬く、なかなか子どもたちどうし
で話すことができなかった。しかし、その後の活
動を通して子どもたちの表情が少しずつ柔らかく
なってきて、子どもたちどうしの間の緊張がほぐ
れていくのがよくわかった。最も印象に残ってい
るのが、２日間の活動を振り返って各班の写真を
さよならの集いでの活動班の写真
使って映像作品を作った時のことである。今まで
なかなか班の仲間と打ち解けられなかった子どもが、それまで見せなかったような笑顔で２日間の思い
出の写真を眺めていたのだ。それを見た班の仲間たちも一緒になって笑い、みんなで２日間の思い出に
ついて語り始めたのだ。それまで子どもたちだけであのように楽しそうな表情で話している様子を見た
ことがなかったため非常に驚き、２日間での子どもたちの成長を感じた。上の写真は、さよならの集い
で撮った活動班の写真である。仲間たちと打ち解けあった様子がよくわかる写真である。
二つ目は、持続可能な社会について考えることである。一日目のテーマ別フィールドワークでは、昔
の奈良町の写真を手掛かりに現在の場所を探した。その活動の中で、「昔」のまちと「今」のまちを比
較し、そこから「未来」のまちについて考えた。活動を終えてから、自分たちの“未来のまち”をどの
ようにしていきたいかについて子どもたちが書いた感想を見ると、昔の建物や風景が残っているまち、
自然がいっぱいあるまち、平和で安全なまちなどという意見が多く見られた。大学内でのキャンパスフ
ィールドワークや奈良町でのテーマ別フィールドワークで感じ、学んだことがよく表れている。「持続
可能な社会」について考えることは少し難しかったかもしれないが、自分たちの身近なまちの歴史を通
してこれからの社会について考える良いきっかけとなったのではないかと思う。
三つ目は、このキャンプのスローガンにもなっている「みちとの出会い」である。この「みち」とは、

「道」と「未知」をかけたものである。大学内の植物や戦争遺跡をまわったキャンパスフィールドワー
クや、奈良町の昔の写真を手掛かりに現在の場所を探したテーマ別フィールドワークなどで「みち-道」
を歩き、また、２日間の様々な活動を通して「みち-未知」との出会いを経験した。自分自身もこのキャ
ンプを通して、たくさんの「みち-未知」と出会った。今回、私はキャンプファイヤー班として、企画・
運営に携わった。さまざまなゲームのリーダーやスタンツ、トーチトワリングなどを通して子どもによ
り楽しんでもらえるようにするため、キャンプファイヤーを盛り上げるために全力で取り組む中で、自
分自身も知らなかった自分の姿に気付くことができた。たくさんの未知との遭遇を経験した２日間であ
った。
この２日間のキャンプを通じて様々なことを学んだが、それを大きく３つ分けると以下になる。大学
内でのキャンパスフィールドワークや奈良町でのテーマ別フィールドワークを通じて「自然」と「文化」
を感じ、そしてたくさんの子どもたち、地域の人々、学校の先生方、そして企画・運営に携わった学生
など、たくさんの「人と人とのつながり」の中でこのキャンプをつくりあげることができた。この「自
然」
「文化」
「人と人とのつながり」の３つをあわせたつながりが持続可能な社会を作ること、自分たち
自身がその担い手になるということを感じた。今回のキャンプを通じて得た経験を、今後の活動や生活
に生かしていきたい。

ESD 子どもキャンプで学んだこと
英語教育専修１回生

田中

晴日

私は今回の第３回 ESD 子どもキャンプに運営側である道草案内班として参加した。最初は活動班ほ
ど子どもと関わることのできない裏方の仕事だろうなと思っていたが、活動班とは違った体験をして、
色々なことがキャンプを通して学べた。その中から 3 つにしぼって述べたい。
第１に運営側の大変さを実感できたということ、第２に予想以上に子どもと関わることができたとい
うこと、第３に子どもを預かる、その責任の重さを感じることができたということである。
第１の運営側の大変さについてでは、子どもや子どもたちと一緒になって楽しむ班員の人と違い、自
分たちが楽しませる側であるため、しっかりとわかってもらえるような工夫が必要だと痛感した。さら
にゲームのルール説明であったり、構成一つとっても、しっかりとした準備がいることがわかった。こ
の体験を通して、先生たちも授業の中で言葉を選んだりメリハリを考えたりしていたのかと気付くこと
ができた。
第２の子どもとの関わりについてであるが、正直、私はあまり子どもたちとは関われないだろうなと
思っていた。しかし、オリエンテーションの劇に参加したり、運営の仕事をしている中で顔を覚えてく
れた子もおり、子どもの方から話しかけられることもあり、うれしかった。何人かの子どもは班の垣根
を越えて、すごく仲良くなることができた。そのため、とて
も楽しいキャンプになった。
第３の子どもを預かる責任とその重さについては、やはり
子どもたちを預かるということは保護者の方の理解と信頼が
大元にあるとわかった。ほとんどを大学生が企画するキャン
プに子どもを預ける保護者の方々の信頼があってこそ、キャ
ンプが成り立つのだと感じた。そして、保護者の方に安心し
て子どもたちを預けてもらえるように体調面や安全面での注
意がやはり何より大切だなと思った。
私は今回述べたことのほかにもたくさんのことをこのキャ
ンプを通して学んだ。気付いたのは、そのどれもが教職に就
くうえで必要なことだということである。子どもとの接し方、
安全面や健康管理、そして子どもたちと関わる中での大変さ
や楽しさ、やりがいなどである。そういったことを今回学び、
非常に自分自身にとっても実りあるキャンプであった。来年
もそう思えるようなキャンプを、今度は自分たちが率先して
作り上げていきたい。
ESD 子どもキャンプの看板

2014 年 ESD キャンプで私が学んだこと
社会科教育専修２回生

藤田

明希

2014 年８月 14 日、15 日に奈良教育大学で「ESD 子どもキャンプ」が開催された。ESD 子どもキャ
ンプというのは、ユネスコクラブに所属している学生と奈良市内の小中学校に通っている子どもたちが
主体となって行うキャンプのことである。主に大学内や奈良町散策などのフィールドワーク、キャンプ
ファイヤーを行うキャンプである。
さて、この ESD 子どもキャンプで私は２つリーダーを任された。一つ目はアドベンチャータイムと
いう一日目の夕方に参加者が行う、夕食を食べる店と銭湯をあらかじめ決めたり、調査しておいてスム
ーズに活動できるように取り組む班のリーダーである。二つ目は、キャンプ当日に子どもたちを率いる
班のリーダーをした。初めてのことで戸惑うこともあったが、学んだことも多くあった。その理由を３
つにまとめると、第１に計画は綿密にしなければならないこと、第２に下準備を徹底することの大切さ、
第３に当日は周りとのコミュニケーションをしっかりするということである。
第１の計画を綿密に練っておくことについては、特にアドベンチャータイムの下準備を行っていると
きに感じた。お店の調査をし始めたのは６月上旬で、２ヶ月も前から準備した。リーダーとして仕事を
割り振って〆切などを設け、班の人に仕事をやってもらったが、自分でも何をするのかのイメージが曖
昧で、具体的な仕事の割り振りができていなかったためか、思うように仕事が進まなかった。途中で先
輩と話をし、イメージを具体的にできたことで、滞りが解決することができた。このことから、計画を
頭の中できちんとイメージし、行動することが大切だと思った。
第２に下準備することの大切さについてである。今回、お店を調査するときにきちんと中まで入って
調べてくるように言っていたが、インターネットで調べてしまった人がおり、実際の値段とワークシー
トに書いてある値段が食い違うというミスが起こった。準備段階では気づきにくいことかもしれないが、
子どもを預かる立場として、お金に関してはシビアになるべきであるので、これを今後の課題としたい
と思う。
第３の当日は周りとのコミュニケーションをしっかり
することについては、どれだけ正確に計画を立てていて
も、絶対に計画通りにいかない場面があると思う。予測
していなかった事態になった時、周りの学生と協力する
ことにより、一人で考えるより、良い考えが生まれるの
で、周りとのチームワークを第一に考えるべきだと、学
んだ。
以上３つのことをこのキャンプで学ぶことができた。
今回のキャンプは、私にとって大きな成長をもたらして
夕ご飯の時の集合写真
くれた。

第３回 ESD 子どもキャンプ
教職大学院 M２

島

俊彦

2014 年８月 14,15 日の２日間、市内のユネスコスクールに在籍する小中学生約 50 名を集い、本学を
拠点とした第３回 ESD 子どもキャンプが実施された。
このキャンプは、「ESD(持続可能な開発のための教育)についてみんなで学び合う」「未来について考
える活動を通して地域のつながりを見出す」「みんなで仲良く活動し、友情を育てる」の３点をねらい
としている。個人的にも今回のキャンプに参加するにあたって、大きく２つのねらいを持って臨んだ。
一点目は、後輩に繋げることである。今回のキャンプで私はキャンプファイヤー班のリーダーを務め
た。班員のほとんどを１回生が占める非常にフレッシュな班であった。班員の大半が春の新入生歓迎キ
ャンプでキャンプファイヤーを経験した学生であったが、参加する側から創る側へと立場が変わること
もあり、企画班の結成当初は不安要素が多かった
ことも事実であった。しかし、後輩たちが今年の
キャンプファイヤーで活躍して成功体験を得られ
れば、来年以降も子どもにとって最高の思い出と
なるキャンプファイヤーを創っていってくれるチ
ャンスになると考えた。
「キャンプファイヤーって
どんなものだろう？」という初歩的なところから
始まり、テーマや役割、プログラムや学生スタン
ツの内容を皆で決
めた。定期的に集まり、どうしたら子どもが喜ん
企画学生の集合写真
でくれるかを皆で考えた。その結果、当日はゲー
ムや学生スタンツ、トーチトワリングやアンクロンを堂々と行う後輩の姿をみることができ、非常に頼
もしく思うと同時に、来年は今年の経験を生かして、もっともっと良いキャンプファイヤーを創ってく
れるだろうと確信した。自身にとって学生最後のキャンプで、今までの経験を後輩たちに繋げることが
できたのではないかと思う。
２点目は広い視野を持つことである。今回のキャンプでは班を外れ、運営学生という立場で参加した。
過去２回は学生リーダーとして班に入って子どもと関わっていたので、今までとは異なって見えてくる
ものが多々あった。特に印象的であったのが、大学の先生方や参加していただいている現場の先生方の
協力である。キャンパスフィールドワークやチャレンジタイムの際には巡回を行ってくれたり、テント
建てが終わった後もテント内の風通しを確保するため作業してくれたり、キャンプファイヤーの井桁組
みを指導してくださったりした。子どもや学生が安全に楽しくキャンプができるのは、陰で支えてくだ
さる先生方の協力があってこそだということを改めて実感した。また、先生方の動きを間近に見ること
で、自身の視野がぐっと広がった。
以上２点の個人的なねらいを持ってキャンプに臨んだが、振り返ってみて大方達成することが出来た
のではないかと感じている。学生最後のキャンプは例年同様、自身にとって大変有意義なものとなった。
過去３回の ESD 子どもキャンプで得たもの学んだことを、来年からは学校現場で生かしていきたいと
思う。また、来年からは学生から現場の先生へと立場は変わるが、ESD 子どもキャンプに関わっていき
たいと思う。

ESD 子どもキャンプから学んだこと
理科教育専修１回生

田中

篤志

今年の ESD 子どもキャンプでは「みち～あなたとわたしとみちとの出会い～」をスローガンに掲げ
て、今まで知らなかった世界や自分自身の一面を知ることを中心にキャンプを運営してきた。一日目に
はキャンパスフィールドワーク・奈良町の探検とキャンプファイヤー、二日目に朝散歩と DVD の作成・
発表といった忙しく大変な日程だったが、それぞれに未知との出会いがあり、楽しさからあふれ出る自
然な笑顔があった。
私にとってこのキャンプがかけがえのないものになった理由は３つある。第１に子どもの成長、第２
に達成感、第３に自分自身の成長である。
第１の子どもの成長については、二日目の DVD の作成と発表の時に感じた。私は活動班に入って子
どものすぐそばで様子を見てきた。私の班の子どもは恥ずかしがり屋な子どもが多くて、一日目のキャ
ンプファイヤーの時は班の出し物をすることにとても抵抗があり、私たち学生が主導して何とか班の出
し物を完成させたという感じだった。しかし、DVD の作成の段階では子どもの中からより良いものを
作りたいという気持ちが出てきて、子どもが主体となって学生はアドバイスにまわるというように変わ
った。
第２の達成感については、キャンプの締めであるさよならの集いで感じた。この時に私の班のある男
の子が、キャンプを振り返っていて別れのつらさから泣き出してしまった。その時、私ももらい泣きし
てしまい、大変だったことがすべてどこかへ飛んで行ってしまった。
第３に自分自身の成長についてはこのキャンプに向けて準備してきた過程にあると思う。私は今まで
自分のために努力をすることはあっても、こんな
にも他者のために一生懸命考え、時間をかけて準
備をし、何かを作り上げるという経験をしたこと
がなかった。キャンプに向けての準備中にうまく
いかなかったり、怒られたりしたときに子どもの
ために頑張ろうと思った自分の存在に気付いた
ことは、未知の自分との出会いだったと思う。子
どもを喜ばせたいという一心で頑張ることがで
きた自分自身のことが少し好きになった。私自身
が子どもとかかわることが本当に好きなのだと
改めて実感できた瞬間でもあった。
以上の理由から、私にとってこのキャンプはか
今回のキャンプのスローガン
けがえのないものとなった。このキャンプにかか
わることができて本当に良かったと思う。

第三回 ESD 子どもキャンプ
社会科教育専修４回生

二階堂

泰樹

平成 26 年の８月 14 日から 15 日の２日間にかけて、今年で３回目となる ESD 子どもキャンプが行
われた。私自身、２回目の参加だったため、去年の自分と比べることのできるキャンプとなった。去年
の反省点をもとにしながら、今回のキャンプで学ぶことのできた点について、行動力、思考力、コミュ
ニケーション力の３つの視点から振り返っていきたい。
まず初めに、行動力であるが、この力については私自
身このキャンプを通して身についたと感じているし、子
どもたちにも私が身につけてほしいと考えていたもの
である。私はこのキャンプでは行動で示すことを心掛け
てきた。それは、去年のキャンプ時に、いまひとつキャ
ンプに乗りきれない雰囲気を私が作ってしまった反省
からである。だからこそ、今年は子どもたちの前でとこ
とん楽しみ、口だけでなくやって見せることなどを心が
けた。初日の朝はまだぎこちなかった班の子どもたちも
キャンパスフィールドワークから帰ってくるころには
ふり返り後、お別れの集合写真
歳の違いを超えて仲良くなっていた。班が元気になる
につれて、素の自分を見せ始める子どもたちは何度見ても嬉しく思える。
次に二つ目の、思考力については、今回のキャンプの大きな反省点となった。活動中、私たちの班で
は子どもたちが疑問に感じたこと、興味を持ったことに対して行動できる時間を何度もとった。しかし、
次に何をしなければならないのか、どれだけ時間をかけていてよいのかなどを子どもたちに十分考えさ
せることはできなかった。時間が迫ると注意をして時間を意識させたり、次にしなければならない行動
を聞かれたりしたときに答えてしまうといった場面が多くあった。そうなってしまった要因としては、
私自身が余裕を持てていなかったことが大きい。行動することを心掛ける一方で、キャンプ初参加の１、
２回生の班長を任されたことに対して気負っていた部分もあった。今思えば、「自分がやらなければ」
という思いは協力して良い班を作ろうとしている学生リーダーに失礼だったと反省している。
そして最後に、コミュニケーション力である。今年も去年以上にコミュニケーション力の大切さを痛
感し、また私自身、去年よりもこのキャンプを通して学ぶことができたと感じている。今年のキャンプ
はスタッフ側に初参加の人が多くいたので、名前を覚えるだけでも一苦労だった。けれど、ほとんど初
対面な人であっても、子どもたちを楽しませることや、子どもたちに学んでもらいたいことなど目的が
同じであれば、気兼ねすることなく仲間として行動できた。４回生となり、周りのほとんどの学生が年
下になったが、いい刺激や影響は絶えず受け続けている。多くの人とのかかわりの中で、自分を知り、
自分はもっとできるんだと、胸を張って言えるようになることが大切なのではないかと私は考えている。
２日間を通して、自分の至らない部分を知り、ユネスコクラブ一人ひとりの輝いている姿を見た。去
年と相も変わらず助けられっぱなしの私だったが、キャンプが終わってたくさんの仲間たちと笑顔でい
れたことが嬉しくてたまらなかった。そして、子どもたちと密に過ごした２日間はかけがえのない夏の
思い出となった。「来年も来る！」と言ってくれた子どもたちに来年は今年よりも良いキャンプを楽し
んでもらえるように、反省すべき点、去年と比べて成長していなかった点をこれからの様々な経験の中
で磨き続け、来年も何らかの形でこのキャンプに関われたらと思う。

積極的に動くことの大切さ
特別支援教育専修 1 回生

麻生紗希

ESD 子どもキャンプは平成 26 年８月 14 日、15 日の２日間を通して行われた。ESD とは、Ｅducation
forＳustainableＤevelopment の略称であり、持続可能な開発のための教育と訳される。ESD 子どもキ
ャンプは ESD を学びあい、過去現在未来をみつめてこれからどんな未来を創っていきたいのかを考え、
地域とのつながりを見つけ、同時にみんなで仲良く友情を育てるという活動内容であった。
今回の活動を通じ、私は積極的に動くことの大切さを改めて学んだ。その理由となった出来事が３つ
ある。第１に出会いの場面である。第２に学生スタッフの司会の場面である。第３にスタンツの場面で
ある。
第１の出会いの場面であるが、子どもたちも私自身も不安や緊張で表情がかたかった。そんな状態を
溶かしてくれたのが、アイスブレイキングであった。学生らが積極的に動くことで子どもたちに少しず
つながらも笑顔が生まれてきた。
第２の学生スタッフの司会の場面である。最初は学生が前で司会進行を務めていても盛り上げが少な
く、そのことがより子どもたちにとってだけでなく、私たちスタッフにも緊張をうみだしていたのかも
しれない。スタッフどうしで固さに気付き、指摘し合い、みんなが拍手や言葉で場を盛り上げるように
実践していくと、みるみる子どもの表情が明るくなっていくように感じられた。
第３のスタンツの場面である。どの活動班も、企画班も元気いっぱい、はずかしがらず、大きすぎる
くらいの声で、そして何より楽しく発表しているのをみて、その大切さを痛感した。私自身も、初めて
の企画班でのスタンツ発表に、場がしらけないか、趣旨が伝わるのか、とても不安だった。思い切って
発表することで自分の殻を破ることができた気がした。キャンプファイヤーのスタンツを終えた子ども
たちも、始まる前は緊張で固まっていたが、
終わったあとも子どもたちから「一番楽しか
った、やって良かった」との感想を聞かせて
くれて、とてもうれしかった。
以上の理由から、私は積極的に動くことが
大切だと改めて感じた。これから、どんな不
安なことや、初めて体験することでも、恐れ
ず自分自身が積極的に動いていける人間であ
りたいと思う。

1 班の集合写真

第３回 ESD 子どもキャンプ

レポート
社会科教育専修

M１

藤間

大輔

第３回 ESD 子どもキャンプでは、小中学生
を募集し、大学生とグループを組みフィールド
ワークやキャンプを実施した。その目的は、子
どもたちに ESD についての体験を通して学ん
でもらい、先人たちが築き上げた建物、平和、
環境などを未来に継承する当事者意識を養う
ことである。
世界的な食糧危機や地球温暖化、宗教対立
や貧困などにより、各国では持続可能な開発
振り返りの一場面
に今力が注がれている。一方島国であり、国
境線で外国に接していない日本は、戦争や貧困を自覚しにくく、後先分からずに集団的自衛権を閣議決
定してしまった。不安定な状態の日本を将来担うのは今の子どもたちや私たちで、ESD 教育は今後の日
本の教育には必要不可欠なものである。今回のキャンプでは ESD の必要性を、実践を経験したことで
改めて認識できた。また新たな見地も発見でき、今後の ESD の実践に必要なものを自分なりに考えら
れた。
今回のキャンプを経て、ESD 実践には３つの留意点が必要であると考えた。一つ目は、現状の世界や
国内の把握、二つ目は教員やスタッフの ESD に対する概念の統一、三つ目は子どもたちに活動を楽し
ませるだけで終わらせないことである。
一つ目の現状の世界や国内の把握は、私たち教育大学生が行う模擬授業で言えば、導入の部分のよう
なものである。導入は、子どもたちの関心を引き寄せ、授業の目的を理解させる大切な要素である。故
に、導入で世界や日本の現状を分かりやすく解説し、明確な目的を定めた上で、ESD キャンプをすれば
もう少し効果的な教育ができたのではないか。ESD は概念が広大なため、具体的な目的を定め難い。そ
のため、今回のキャンプでも、どのような目的でこのような活動を実施するかが子どもたちに伝わりき
らなかった。よって班の最後の感想発表のとき、子どもたちから「楽しかった」の声しか聞けず、子ど
もたちが何を学んだかが全く分からなかった。改善策として、例えばだが、日本が京都議定書で温室効
果ガス 6％削減を目指し、結果 8.2％の削減に成功したことを最初に伝える。そして子どもたちに、今
後このような環境維持をしていくには何が必要か、今日の活動を通して考えみようと伝える。これによ
り、キャンプの明確な位置づけや目的ができる。この改善策は小中学生にとっては難しい内容となり、
理解されにくいきらいがあるかもしれないが、ある程度有益であると感じる。
二つ目は、教員やスタッフの ESD に対する概念の統一である。第３回 ESD 子どもキャンプ終了後、
班ごとに集まり反省会を行った。その時、班員のほとんどが ESD に関して漠然とした考えしか持って
おらず、キャンプの日程をこなすのに精一杯といった状態だった。私も同じで、しっかりとした ESD
の考えを持っていれば、子どもたちに ESD をわかりやすく教えられたと、勉強不足を悔やんだ。改善

策は、勉強を重ね、自分の中で ESD に関する考えを作ることもあるが、もう一つ考えられるものがあ
る。それは、奈良教育大学が独自に提示する ESD の概念を作ることである。ユネスコの理念に沿った、
誰にでも分かりやすい概念を作れば、今後の活動に統一感と明確な目的が生まれるのではないか。
三つ目は、子どもたちに活動を楽しませるだけで終わらせないことである。今回、しおりの中にフィ
ールドワークや自分たちの活動を記録するページがあった。子どもたちを楽しませつつ ESD について
理解させる工夫がなされており、本当に素晴らしいものであった。これこそ「学ぶ喜び」を達成できる
工夫であると考えられた。
以上、ESD 教育をする際、留意することについて述べた。一つ加えるとすると、キャンプ二日目は８
月 15 日で、終戦 69 年を迎える日であった。今回のキャンプは自然や環境維持の大切さをメインに伝え
る内容だったが、サブメインで終戦記念日を利用した催しものができたかもしれないと感じた。今回の
活動で、多くの人が ESD について深く考えられたように思える。場を作ってくださった各メンバーに、
本当に感謝したい。

ESD 子どもキャンプで経験したこと
英語教育専修１回生

平田

甲矢乃

今まで私は、SNS の普及のせいで人と直接関わったり外で遊んだりする機会の少ない最近の子ども
は、精神的に幼い子が多いという偏見をもっていた。私には、人は人との直接的な関わり合いから成長
するのだという考えがあるからである。しかし、今回のキャンプで考えが変わった。
私が学んだことは３点である。一つ目に子どもは素直であること、二つ目に子どもは自分のしたこと
に鏡のように反応をかえすということ、三つ目に自分の体力には限界があるということだ。順をおって
説明する。
まず、子どもは素直で純粋である。私がああだと言えば信じてくれる。子ども自身、若くて経験が少
ないからなのだろう。実際、私も知らない事にでくわすと、何でも信じてしまう。だからこそ、彼らに
教育を施す教員は正義感があり、常識のある大人でないといけないと思った。
次に、子どもはまるで写し鏡である。私が思い切ってふざければ楽しそうにのってくれた。私が疲れ
てうとうとしていると、
「ちゃい、大丈夫？」と返してくれた。一方で、小学生でも５年生にもなると
気遣いをするのだと感じた。眠そうにしている私のことはそっとしておいてくれたのだ。大人側は、彼
らがのびのびと過ごせるように自分に余裕があるように見せていなければいけない理由を実感した。
最後に、自分は体力がないということである。まだいけると自信過剰になり、前日までのスケジュー
ルを詰め込んでしまった。そして、当日一日目のキャンプファイヤーで激しく動いて、二日目はまるで
元気が出なかった。
結果として今回は、子どもは自分が思っているよりもずっと繊細であり、しかも元気な彼らと一緒に
いるには、保護者側に立つ自分はさらに元気でいなければいけない。余裕をもたねば視野は狭くなって
しまうので臨機応変に子どもと接しなければいけない。以上のことを今回のキャンプで学んだ。

キャンプ参加者の集合写真

第3回

ＥＳＤ子どもキャンプ
音楽教育専修 1 回生

板倉 果琳

ESD とは Education for Sustainable Development の略であり、環境、貧困、人権、平和、開発とい
った、現代社会の様々な課題を自らの問題として捉え、身近なところから取り組むことにより、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、そして、それにより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である。
私が今回の ESD 子どもキャンプで学んだことは、３つある。一つ目はそれぞれの役割の大切さ、二
つ目に子どもたちの成長、三つ目が時間の使い方である。
最初はそれぞれの役割の大切さである。私は今回、活動班に入らずに、裏方の仕事をしていた。具体
的には、フィールドワークの時に給水ポイントに立って給水を促したり、様々な準備をしたりなどであ
る。どちらかというと、裏方の仕事は体力的にきつい部分が多いように見受けられた。また私は、夕食
時に活動班に参加した。活動班では、子どもたちを一番に考え行動しているので、精神的にもきついと
ころがあった。それぞれの役割に違った難しさがある。しかしそのおかげで、一つの大きなものが作り
上げることが出来たのだと思う。
次に子どもたちの成長である。今回のキャンプで、私は子どもたちに楽しんでもらえたらそれだけで
良いと思っていた。しかし、私の想像を超える以上に子どもたちはキャンプを過ごすうちにどんどん積
極的になり、顔が和らぎ、笑顔が増えていた。私がそれに気づいたのは、2 日目の最後の各班での活動
発表をしているときである。ムービーの写真を見ると、最初来たときよりも楽しそうで、班員が仲良く
なっているように見えた。また、キャンプファイヤーのときよりも活動発表の方が恥ずかしがらずに発
言が出来ていた。これは活動班に入って活躍してくれたユネスコクラブのメンバーのおかげでもあるが、
子どもたちの成長もある。
最後に時間の使い方である。今回のこのキャンプでは少し時間に余裕がなかったところがある。昼食
時間とテント設営の時間を一緒にしたのがその例である。確かに子どもたちの食べる速さには個人差が
あるが、一緒にしてしまうとテント設営の時間がなくなる可能性がある。実際にそうであった。また、
夕食と入浴の時間が短かったように感じた。夕食にも入浴にも時間がかかるし、歩いて学校まで戻ると
なると結構な時間がかかるが、2 時間しかなかった。
入浴後、急いでいたので髪の毛を乾かせない状態で
もあったと聞いた。風邪をひく可能性があるので、
もう少しゆとりを持った方が良いだろう。
以上のことより、私はキャンプを通して多くを学
んだ。私たちにとっても子どもたちにとっても実り
のあるキャンプであった。次の機会があるならば、
ぜひ参加したいし、今回の反省を踏まえ、より良い
キャンプ時の集合写真
ものを作りあげたい。

色々な「みち」との出会い
社会科教育専修２回生

米澤

瑞綺

2014 年８月 14・15 日に奈良 ASP ネットワーク第３回 ESD 子どもキャンプが行われた。この
キャンプは奈良教育大学の学生が中心となって企画・運営している。また、地域の小・中学校や、
お店などと協力して企画・運営されている。今回も椿井小学校に休憩場所として椿井ホールを借り
たり、一日目の夜ご飯や銭湯でならまちのお店を利用したりした。今回のキャンプは私にとって去
年に引き続き二回目の参加となった。企画時は昨年同様オリエンテーション班で企画に携わったが、
キャンプの時は去年と異なり、班のリーダーとして子どもたちと接することとなった。去年の経験
を活かしながら活動したのだが、その中でいくつか新たに考えたことを述べる。
一つ目は昨年度と異なり今年度は運営班が設置されたことである。二つ目は班のリーダーとして
の自分の短所である。三つ目は２回生という真ん中の回生の立場の難しさである。
一つ目の運営班の設置についてであるが、昨年度までと異なるシステムのため「未知」の部分が
非常に大きく、企画の段階からかなり不安に感じていた。理由は二つある。一つ目は、キャンプの
時に班活動に運営班の人間が参加できないことで運営班のモチベーションが下がるのではないか
ということであった。二つ目の理由は、運営班には１回生が多くキャンプ未経験者が裏方という難
しい仕事をこなせないのではないかということであった。しかし、実際にキャンプが始まってみる
と運営班の人間も子どもと接するタイミングが多々あり、とても生き生きした表情でキャンプに参
加していた。また、キャンプの前々から行われていた綿密な打ち合わせのおかげで運営班によるキ
ャンプの運営もとてもスムーズに行われた。よって、運営班の ESD 子どもキャンプへの導入は「未
知」の試みではあったが成功であったといえる。
二つ目のリーダーとしての自分の短所であるが、雰囲気作りが苦手であるということが最大の短
所であるといえる。キャンプファイヤー後の一日目を振り返る時間や最後の班での振り返りの時間
に落ち着いた雰囲気を作り出すことができなかった。来年度の ESD 子どもキャンプでは、雰囲気
づくりをうまく行うことができるように子どもの興奮の鎮め方などを学んでいこうと思う。今回の
キャンプでさらに指導者の難しさを実感し、いろいろな課題に気付くことができた。教育者として
の「道」に一歩近づくことができたと思う。
最後に三つ目の２回生という立場の難しさであるが、これはキャンプを実際に行っているときに
感じた難しさと、計画時での難しさの２つがあった。前者は、キャンプの班に院生の方と４回生の
方がいるなかでリーダーをやらなければならない難しさであった。まだ、そのような上回生の方に
はリーダーとしては全然及ばないのに、その方々にも指示を出さなければならず非常にプレッシャ
ーを感じながらのキャンプであった。指示を子どもに出すだけではなく、学生を含め班員全員に指
示を出すことに、プレッシャーを感じ、とても難しいことであった。後者の計画時に感じた難しさ
は自分がどれだけキャンプを引っ張ってよいのかわからないことから感じた難しさであった。二回
目のキャンプなので、キャンプのことは大体わかっていて気づくこともあった。しかし、指導者や
企画者としてはまだまだ未熟者なのでわからないものも沢山ある。このような中途半端な立場でど
のくらいキャンプに貢献できるのだろうか迷いながらのキャンプ準備であった。実際は迷いながら
も先輩のアドバイスを聞きつつ自分なりに意見を言いながら企画を進められたので、問題はなかっ
たのであるが気持ち的にはいつも迷いがあった。来年度は、今回の経験を生かして２回生の心のケ
アも行っていきたいと思っている。

今回のキャンプは難しいことも昨年のキャンプ以上にあったが、それ以上に昨年よりも楽しく学
びの多いキャンプになったと思う。今回の経験をキャンプ以外の活動にも生かしていけるように積
極的にユネスコクラブ内でも、それ以外でも動いていきたいと思う。非常に「満ち」足りた素敵な
キャンプであった。来年もよりよいキャンプを行っていけるように今回の反省を踏まえて頑張って
いきたい。

今回のキャンプテーマである「みち」の紹介

集合写真

２度目の ESD 子どもキャンプを経て
英語教育専修

2 回生

北側

瑞歩

私は 2014 年の ESD 子どもキャンプは２回目の参加であったが、去年のキャンプと比べると異なる点
が多々あった。主にそれは、キャンプ当日は子どもたちの班に入るのではなく、立ち番や巡回などのい
わば裏方となる仕事を請け負ったこと、当日の奈良町のフィールドワークで企画のリーダーをしたこと、
１回生という後輩ができて、先輩として指示しなければならない立場になったことという３点である。
去年とは違う、班には入らない裏方という立場で挑んだ ESD 子どもキャンプだが、私のキャンプの目
標は「子どもと関わる」ことだった。
私は今年度のキャンプで学んだことは３点ある。それは、裏方の仕事は大変であるが重要なものであ
るということに改めて気づいたこと、企画を皆で考え作り上げることの楽しさを学んだこと、人を動か
すことの大変さである。
まず、裏方の仕事は子どもの安全や体調を考えて行動しなければならなかった。それを考えるときは
天候や時間など様々なことを考えなければならなかったことと状況に応じて何を優先するべきなのか
を考えて行動したり指示を出したりしなければならなく大変だった。しかし、子どもが帰ってきたとき
にお茶のジャグが置かれていること、昼食のときにお弁当がすでに教室に届いていること、横断歩道な
どの危険個所での誘導をすることはプログラムをスムーズに行うことや子どもの安全面及び体調面に
対して欠かすことのできない大切な役割であると学ぶことができた。そして、班のリーダーとして入る
ことはできなかったが、子どもに体調を聞き、楽しんでいるのかどうか、何が楽しいのかを聞くことで
子どもたちと関わるという目標を果たすことができたと思う。また、そのような点に気を配りながら行
動できたということは去年より現場の教師に必要な力を身に着けることができたのではないかと思う。
次に私が奈良町のフィールドワークの企画を作るうえで学んだことは、皆で作り上げることの楽しさ
と難しさである。企画を作ることの難しさはユネスコクラブでの１年の活動を通してわかっており、子
どもキャンプでフィールドワークの企画を納得できるものにできるのかという不安は大きく、先輩に頼
ったところも多々あったが、フィールドワークの企画を一緒に作ってくれた仲間と昔と今の奈良町の写
真を比べるために実際に探して歩いたり、地元の人に聞いて繋がりを作ったり、ワークシートを皆で作
ったことはとてもやりがいがあった。しかし課題として見えてきたことは、私は人を動かすことが下手
であるということである。一緒に作業ができなかった人との情報を共有することができないことと、進
めてほしい仕事の指示をすることが遅いという課題があるので来年は後回しにしないことを課題とし
たい。
最後に私は人を動かすことや注意することが下手
であることに気付いた。今年から先輩という立場に
なったが、初めてのキャンプでわからないことが多
い後輩に対して仕事の指示をすることができなかっ
た。自分が状況を把握できていないときや、つぎ
の予定がわかっていなかったことが多かったからで
ある。これからは後輩に指示や注意ができるように
意識して企画などに臨みたい。
私は班のリーダーではなく子どもと関わることは

ESD 勉強会の様子

少なかったが、去年とは違う視点で子どもを見るこ
とができた。また、自分自身のことも指示される側から指示する側に変わることで普段ではわからない
課題をみつけることができた。人を動かせるリーダーになれるように、企画を作る経験をさらに積んで
来年のキャンプに挑みたい。

ＥＳＤ子どもキャンプでの体験を通じて
国語教育専修１回生

澤田 夏美

2014 年８月 14,15 日に奈良教育大学とその周辺
で第３回 ESD 子どもキャンプが実施された。
「みち」
～あなたとわたしとみちとの出会い～をスローガ
ンに、学生約 50 人、小学５年から中学３年までの
子ども 40 人と先生方を加えて 100 人を越える参加
者が集まった。
このキャンプでは私はキャンパス探検の担当と
なり、学内の植物や遺跡を子どもと探す、という内
容を作った。また、当日は子どもたちと行動を共に
する班活動には参加せず、「みちくさ案内班」とい
う名の運営側として裏方のサポートなどを行った。
キャンパス探検の導入の様子
その中で得た、学んだことを３点挙げようと思う。
まず、１点目は経験の偉大さだ。私はユネスコクラブに入りたての１回生で、先輩が１点に向かって
周囲に的確に指示を出しつつ動いている中、何もわからないままただ指示に従って動くだけで精一杯だ
った。もちろん、一度の経験があったからといってそうなれるわけではなく、経験だけが理由ではない
だろうが、キャンプの経験ではなく、人生において、経験は偉大であると感じた。
また、２点目は自然の影響力を思い知ったことである。８月中旬の日差しも強く暑い中のキャンプで
熱中症への対策が重大であったこと、１日目の活動を終えテントで就寝中に激しい雨が降り翌日の活動
への影響が心配されたこと、朝散歩の活動で木陰の涼しさを感じたことなど、様々な箇所で折に触れ、
自然について考える機会があり、その影響力を改めて感じた。
そして、３点目は、私自身のことになるが、前に出ることにほんの少しだが慣れたように思う。元来
私は大変消極的で、人の前に立ち喋ることが極端に苦手な性格であるが、今回の活動で、アイスブレイ
クの手伝いやキャンパス探検班での役割などから何度か大勢の前に立つ機会があり、そのおかげで、緊
張感などに慣れたと思う。次にそのような機会があれば、今までの私よりも少しは余裕を持てるように
成長できたのではないかと思った。私個人にとってはこの人の前に立ち喋ることに慣れることができた
収穫は大変大きかった。もちろん事前準備や練習よりも上手くいかなかった点は多々あったが、一応の
成功をみせられたことが収穫に繋がったと考える。
このように、様々なことを考え、感じた２日間のキャンプであった。このことは、ユネスコクラブに
参加し、このキャンプに向け準備し、それを実行したことは、私にとって大いにプラスになる経験であ
ったと言える。前述の通り私はただ指示に従うことに精一杯で、至らなかった点も多かった。そういっ
た反省を踏まえ、今後の活動に生かしてゆければよいと思う。

この夏 1 番の思い出
特別支援教育専修４回生 濱田 茜
2014 年８月 14 日・15 日に「第３回 ESD 子どもキャンプ」が開催された。私は昨年 11 月にユネス
コクラブに入部したため、今回のキャンプが最初で最後の ESD 子どもキャンプとなった。キャンプの
スローガンは「みち～あなたとわたしとみちとの出会い～」。天気にも恵まれ、それぞれが活動を通し
て、新たな学び、新たな出会いを発見し、「未知との遭遇」を経験した。
さて、私は今回の子どもキャンプは自分のこの夏１番の思い出になったと考える。その理由は３つあ
る。第１に子どもたちの成長を１番近くで見ることができたこと、第２にユネスコクラブ員の尊敬でき
る部分をたくさん見つけることができたこと、第３に「楽しかった」
「勉強になった」という気持ちだ
けでなく、「悔しい」という気持ちを持つ自分に出会うことができたことである。
第１の子どもたちの成長を１番近くで
見ることができたということであるが、こ
れは班活動を通じて感じたことだ。私が担
当した班には小学６年生から中学２年生
まで、個性豊かな男女５名がそろった。仮
に全員が同じ学年で同じ学校であったと
しても、互いに関わることがなさそうなほ
ど、タイプの異なるメンバーが集まった。
１日目朝に集合した当初はお互い話すこ
ともなく、名前を呼び合うゲームも上手く
いかず、これからの活動が心配になったが、
最後のスタンツ打ち合わせ時。
キャンパスフィールドワークやフィール
テントの設営もスタンツを考えることも、時間がかかっ
ドワーク、夕食銭湯などの活動を通して、
たたが、そのような活動を通して班の仲が深まった。
１つの班としての団結力が生まれたよう
に思う。私たち学生が無理につなげようとしなくても、自分たちで声を掛け合い、自分たちで行動に移
す。積極的な子どもたちの行動に何度も助けられた。１泊２日という短い期間の中で、このような成長
を学生リーダーとして最も近いところで見られたことが、今回のキャンプでの大きな収穫であったと思
う。
第２のユネスコクラブ員の尊敬できる部分をたくさん見つけることができたということであるが、こ
れは私がキャンプ前日の打ち合わせ時に目標として書いた「振り返ったとき、ユネスコクラブ員一人ひ
とりの頑張っていた姿を思い出せるようなキャンプにしたい」ということにもつながっている。今回の
キャンプでは先輩方はもちろんのこと、同回生や後輩たちの頑張っている姿もとても印象に残っている。
いつもふざけて話しているような仲間も、まっすぐな姿勢で子どもたちと向き合い、各企画を引っ張っ
ていた。また、私の班を含め２回生がリーダーを務めた班も多数あったが、みんな後輩と思えないほど
しっかりして、責任感を持って務めていたと感じている。また、子どもキャンプ初参加となる１回生も

各企画で個性を発揮し、子どもたちの為に奮闘していたと思います。キャンプを振り返ったとき、その
ようなユネスコクラブ員の活躍と子どもたちが一生懸命活動する姿が一番に思い浮かぶ。そこで改めて
「今回のキャンプに参加して良かった」と感じることができた。
第３の「楽しかった」
「勉強になった」という気持ちだけでなく、
「悔しい」という気持ちを持つ自分
に出会うことができたということであるが、冒頭に書いた通り、私にとって今回のキャンプが最初で最
後の ESD 子どもキャンプとなった。その中で、
「あのときもっとこうしたら良かった」と後悔すること
もあれば、先輩や班長の動きを見て、「こういう風に動けばいいんだなぁ」と学んだこともあった。そ
れらを来年、同じ ESD 子どもキャンプという舞台でリベンジすることができないということを「悔し
い」と感じている自分が居る。キャンプを終えて自分が「悔しい」という感情を抱くとは、キャンプ前
には想像もつかなかったので、それほど自分にとって思い入れのある、濃い２日間だったのだと改めて
感じた。
以上の理由から、この ESD 子どもキャンプ 2014 が私自身のこの夏一番いい思い出になったと考える。
たくさんの成長を見せてくれた子どもたちとの出会い、ユネスコクラブ員たちの新たな一面との出会い、
そしてキャンプ後の自分自身との出会い。すべての出会いが「未知」であり、これからの自分の成長と
大きくつながる出会いであった。これからもこのキャンプでの思い出を忘れることなく、ユネスコクラ
ブ員とともに成長していきたいと思う。

さよならの集い後、最後の 1 枚を 5 班のポーズで。
1 日目のオリエンテーションのときにはこれほど団結できると思わなかった。

第３回 ESD 子どもキャンプに参加して学んだこと
数学教育専修３回生 濱崎 千華
８月 14－15 日、奈良教育大学において第３回 ESD 子どもキャンプが行われた。私はユネスコクラブ
員として３回目の参加である。今回のキャンプのねらいは、未来について考えるフィールドワークを通
して地域のつながりを見出し、ESD についてみんなで学び合うこと。そして、大学生と子どものみんな
で仲良く活動し、友情を育てることであった。
さて、私はこのキャンプを通して学んだことが３つ
ある。一つ目はチームワーク、二つ目は後輩の指導、
そして三つ目は一緒に楽しむことだ。
まず一つ目のチームワークであるが、これは子ども
たちから学んだことだ。私の班には、暑い中のフィー
ルドワークで体調を崩してしまってキャンプファイ
ヤーに参加できなかった子がいた。一緒にスタンツの
内容を考えたのに班全員で披露することができない
心を一つにしたキャンプファイヤーの写真
のはとても残念だと思った。しかし、スタンツ（コン
ト）の練習をしていた時、その子が主役のコントはどうするか悩んでいると、ある男の子が「俺がやる！」
と言ってくれた。参加できないからその子のセリフもなくしてしまうのではなく、その場にいなくても
一緒にスタンツをやっているのだという意識で助け合って作り上げることができた。また、振り返り発
表会では、みんなより早く帰らなければならない子がいて、その子のセリフを誰が言うかという話にな
ったが、立候補ですぐに話す人が決まった。このような子どもたちの積極的な姿勢、欠けてしまった部
分をみんなで補おうとする態度から、チームワークの大切さを学ぶことができた。学生リーダーが誘導
して何かさせるということがほとんどなく、今年の班活動は今までで一番うまくできたと思う。
次に二つ目の後輩の指導である。私は今回が三回目の参加になるが、今までで一番学生スタッフの参
加が多かった。ユネスコクラブ員がサークルの勧誘活動を頑張ってくれたおかげで１回生がたくさん参
加してくれたのだ。私は今までのキャンプでは、先輩に頼って動くことばかりで、後輩に何か指導する
ことはほとんどなかったように思う。だからこのキャンプでは、１回生が「来年も参加したい。ユネス
コクラブ続けたい。」と思えるように企画書作りやレクリエーションの練習を頑張った。人に何かをさ
せるためにはまず自分が見本となって動かなければならない。口先だけの頼りない先輩には誰もついて
いかないのだ。これから先輩という立場で下回生と接することが多いと思う。このキャンプで学んだ後
輩の指導法を生かして、みんなが頼れる先輩になれるように努力していきたい。
最後に三つ目の一緒に楽しむことである。このキャンプが終わった後、班の子が「大学生の人の仲の
良いところや楽しそうにしているのを見て自分も楽しいな、また会いたいなと思えた。」と言ってくれ
て、本当に嬉しかった。自分だけ楽しめばいい、子どもが楽しんでくれさえすればいいという考えでは
なく、自分も子どもと一緒に楽しむことが何より大切だと学んだ。後輩の指導でも言えることで、自分
が楽しんでいる姿を見て後輩も安心して楽しんでくれたら嬉しいと思う。反省会で、キャンプ中に子ど
もには関係のない大学生の内輪話で盛り上がってしまう時があったのが私の班の反省点の１つだった。
次回は子どもたちと一緒に盛り上がれる場を班活動の中で増やしていきたいと思う。
以上の３つのことを学んだ。このキャンプで私は、子どもと一緒に未来について考えることができた
だけでなく、自分の知らなかった新しい自分を見つけることもできた。来年もよりよいものが作れるよ
うに頑張りたい。キャンプを支えてくださったみなさん、ありがとうございました。

平成２６年度

奈良教育大学 学ぶ喜びプロジェクト ＥＳＤ連続セミナー概要報告

1、目的
新しい指導要領にＥＳＤの理念が反映されたことから、ＥＳＤの観点からの各教科の学習内容・方法
の再検討、総合的な学習の時間の内容についての再構築が求められている。特に奈良は、ＥＳＤの先進
地域として注目されており、理論・実践の双方において、今後のＥＳＤの推進役として期待されている。
今年度も、地域と連携した｢学ぶ喜びを知り、自ら学び続ける｣教員の養成に向けた持続可能な発展の
ための教育活性化プロジェクトの一環として、教員を志望する学生・大学院生と現職教員を対象に、Ｅ
ＳＤの理論や教材開発の研究を目的として、ＥＳＤ連続セミナーを開催した。また、その成果として、
ＥＳＤ実践モデルを作成した。

2、開催概要
第

１回

７月１８日（土）

第

２回

８月２８日（木）

第

３回

９月２５日（木）

第

４回

１１月１３日（木）

第

５回

１２月０８日（木）

第

６回

１２月１８日（木）

第

７回

１月２７日（火）

第

８回

２月１２日（木）

第

９回

２月２６日（木）

3、成果物（ＥＳＤ学習指導案）
①「復元することは過去と未来をつなぐこと」

奈良市立飛鳥小学校

大西

浩明

②「過去に学び、今に生かし、未来へつなげる」

奈良市立都跡小学校

三木

恵介

③「石油にやさしい生活を考えよう」

奈良市立都跡小学校

山方

貴順

④「２つの「やぐら」から未来の「やぐら」を考えよう」奈良市立済美小学校

石田

通大

⑤「世界遺産「富士山」の価値を考える」

奈良市立富雄第三小学校

西口

美佐子

⑥「持続可能なツーリズムを考えよう」

奈良市立富雄第三小学校

大田

清美

⑦「咸宜園から文化遺産を考えよう」

奈良教育大学教職大学院

教職大学院２回生

島

俊彦

⑧「世界の仲間のためにできること」

奈良教育大学教職大学院

教職大学院２回生

竹田

隼也

⑨「火山と私たちの暮らしを考えよう」

奈良教育大学４回生

⑩「森林は未来を切り開く」

奈良教育大学

⑪「平和公園と吉野ヶ里遺跡から考える平和学習」

奈良市立済美南小学校

後藤田洋介
北村

恭康

高橋一博・中村友弥

【小学校

ESD・総合的な学習の時間における事例】

復元することは過去と未来をつなぐこと（第６学年）
～東京駅丸の内駅舎・平城宮第一次大極殿の復元から考える～
奈良市立飛鳥小学校 大西 浩明
１．ESD を生かした授業づくり
（１）単元名・学校種と学年
「復元することは過去と未来をつなぐこと」
～東京駅丸の内駅舎・平城宮第一次大極殿の復元から考える～

小学校

第６学年

（２）単元の概要
その場所にもとあった建物などを復元（復原）しようとする動きが、どんな時代でも世界中にあ
る。何十年、何百年と守られ、受け継がれてきた「古いもの」が遺産としての価値を有することは、
理解しやすいし、学習対象としても有効である。しかし、すでに存在しなくなったものを、膨大な
予算と労力をかけて復元（復原）した「新しいもの」にも、復元（復原）することの意義を考える
ことで学習の対象として価値があるのではないかと考えた。
復元とは、すでに失われた歴史的な建物を、基本的にすべて新材を用いて再建することであり、
復原とは、創建時から現在までに改造された部分を旧状に戻すことと定義されるが、旧の姿を再現
しようとする点では、本質的には同じ行為であると言える。
本単元で取り上げる東京駅丸の内駅舎は、1914 年に鉄骨煉瓦造でドーム形状の地上 3 階建で造
られた。関東大震災にも耐えたが、東京大空襲によりドーム部分などを焼失し、1947 年に鉄骨煉
瓦造はそのままに、寄棟形状に姿を変え、地上 2 階（一部 3 階）建で約 60 年間を過ごしてきた。
それを 2012 年、JR 東日本が約 500 億円を投じて、免震工法を施した上でほぼ開業当初の姿に復
原した。施工にあたった鹿島は、「100 年前の創建時の姿を復原することで、さらにその姿を 100
年先につなげることをめざす」と、ホームページに記している。この「つなげる」というところを、
復元することの意義を考えるキーワードとしたい。
もう一つ取り上げる平城宮第一次大極殿は、文化庁が中心となって、約 180 億円をかけ 2010 年
に復元された。平城宮跡は、遷都後、明治期になって棚田嘉十郎が発見、保存運動をするまでは一
面水田となってその存在すら明らかではなかったものを国が買い取り、現在もなお発掘調査が行わ
れている。1998 年には朱雀門が復元されているが、地中に未だ遺跡があるにも関わらず、もとの
建物を復元することに賛否両論がある中で、平城宮跡に復元することの意義はどこにあるのかを考
えられる題材である。
学習を展開するにあたっては、「なぜ、昔あった建物を復元するのか？」という学習問題を設定
し、東京駅丸の内駅舎と平城宮第一次大極殿を例にして、その歴史や復元の概要を調べる。そして、
復元されていったい何が変わったのかということについて、調べたり考えたりする中で、次の 2 つ
のことに気付かせたい。
①復元することは、技術をつなぐこと
東京駅丸の内駅舎が建設された当時、杭打ちや鉄骨建てなどの作業以外はほとんど職人によ
る手作業で行われていた。その優れた仕様や工法を努めて採用することで、当時の技術に学び、
それを未来へ継承していこうとするところに復元の意義はある。一方、平城宮第一次大極殿に

おいては、研究機関による発掘調査などから分かってきた 1300 年前の技術を復元することに
よって実証しようとするところにも意義がある。さらに、いずれも復元するにあたっては、現
代の免震対策などの安全性や利便性を追求したものでなければならない。当時の技術と現代の
技術をともに未来へとつなげるという側面もある。
②復元することは、思いをつなぐこと
東京駅は、首都東京の中央駅としてふさわしい「日本の顔」となるべく駅舎にしたいという
当時の国家指導者の思いがあっただろうし、それは平城宮大極殿においても同様であろう。そ
んな思いを、復元することで往時の姿を再現し、「姿をつなぐことで人の思いをつなぐ」意義
がある。
以上のように、復元するということは、過去と未来を現代においてつなぐことにより、様々な
意義があることを気付かせたい。また、復元することは観光資源として大きな価値があることを
実感させ、さらに、何でも昔あったものを復元することが本当によいことなのかを考えさせたい
と思う。

（３）ESD の視点の明確化
【持続可能な社会づくりの構成概念】
構成概念Ⅱ

相互性･･･復元するということは、技術や人の思いの継承であり、過去と未来をつ
なぐという意義があること。

構成概念Ⅴ

連携性･･･復元されるにあたっては、往時の姿や工法などを再現するだけでなく、
現代に必要なものが加味されていること。

２．ESD の視点を生かした授業の実践
（１）単元の目標（重視する能力・態度）
≪未来≫復元することで将来的にどのような道筋を描くことができるのかを考えることができ
る。

【関心・意欲・態度】

≪多面≫復元することの意義について、様々な側面から考えることができる。
【思考・判断・表現】
≪伝達≫復元することの意義について、様々な側面から調べ、分かったことをもとに分かりやす
く伝えることができる。

【思考・判断・表現】
【技能】

≪未来≫復元することは、過去と未来をつなぐためにも大きな意義があることを理解することが
できる。

【知識・理解】

（２）評価規準
未来

多面・伝達

多面

未来

関心・意欲・態度

思考・判断・表現

技能

知識・理解

①復元することで、将

①復元することの意

①復元することの意

①復元することは、過

来その地域がどの

義について、様々な

義について、コンピ

去と未来をつなぐ

ように変化し、より

側面から考えてい

ュータなどを効果

ためにも大きな意

よく変えていける

る。

的に使って、様々な

義があることを理

側面から調べてい

解している。

かを、自分との関わ

②復元することの意

りから考えている。

義について、自分の

る。

言葉で効果的に表
現している。

（３）単元の計画（総時数５時間）
時

主な学習活動と内容

１

１．東京駅丸の内駅舎と平城宮第一次大極殿の

２

復元について知り、学習問題を設定する。

◇教師の支援

◆主な評価

◇ 復元工事にかかった時間と金額を提示し、問
題意識をもたせる。

３

なぜ、昔あった建物をわざわざ復元するのだろう？

２．2 つのグループに分かれて、それぞれの歴
史や復元の概要などを調べる。

◆復元することの意義について、コンピュータ
などを効果的に使って、様々な側面から調べ
ている。≪多面≫

東京駅丸の内駅舎

平城宮第一次大極殿

【歴史】

【歴史】

1914 年 中央停車場として開業

710 年 平城遷都 大極殿は未完成か
715 年 大極殿にて元日朝賀を行う
724 年 大極殿で聖武天皇が即位
740 年 恭仁京に遷都 大極殿を解体、移築

1923 年 関東大震災にも耐える

1970 年

発掘調査（1971 年、1998 年）

2001 年

復元工事着工

2010 年

復元工事完成

1945 年 空襲によりドーム部分など焼失

【復元の概要】

その後、形を変えたままで 2007 年まで営業

・設計図などの構造に関わる資料はないため、
これまでの発掘調査などから分かってきたこと
をもとに設計する。
・基壇は遺構を盛土で保護した上に杭を打たず
築かれている。内部に免震装置を導入する。
・部材の加工、仕上げには古代の道具を用いる。

2012 年 復元完成

（ヤリガンナ、チョウナなど）

【復元の概要】

・古代の例にならい、荷重の集中する箇所には

・ドーム形状など、建設当初

ケヤキを使う。

の外観を復活させる。

・外観はもちろん、構造にも古代建築の特性を

・創建時の仕様、工法をでき

活かし、そこに免震装置を導入する。
ドーム内部

る限り取り入れて工事をする。

・免震工法で建設するなど、
安全性を追求する。

総工費

約 180 億円

着工から約 9 年で完成
総工費

約 500 億円

着工から約 5 年で完成
４

空襲で炭化した創建当
時の木レンガ

１．調べて分かったことを出し合う。
・東京駅丸の内駅舎

◆復元することの意義について、様々な側面か
ら考えている。≪多面≫

当時の技術に、現代の技術を合わせている。
当時を知っている人がたくさんいるはず。
首都にふさわしい立派な駅にしたかった。

◇共通点や相違点を確かめさせ、学習問題に迫
るための視点を明確にする。

・平城宮第一次大極殿
当時の技術に、現代の技術を合わせている。 ◆復元することは、過去と未来をつなぐために
だれも見た人も知っている人もいない。

も大きな意義があることを理解している。

日本のすごさを天皇は見せたかったのかも。

２．学習問題について自分の考えをつくる。

≪未来≫

◇「技術をつなぐ」、「思いをつなぐ」につなが
るよう、『つなぐ』『つなげる』を使って自分
の考えをまとめさせる。

５

１．学習問題について考えたことを話し合う。 ◇一言で自分ならどうまとめるか考えさせる。
・建設当初の職人の技術のすばらしさをつなぐ
・当時の国家指導者などそれをつくろうとした
人たちの思いをつなぐ

◆復元することの意義について、自分の言葉で
効果的に表現している。≪伝達≫

↓
「復元することは過去と未来をつなぐ」

２．復元後、地域がどのように変わったかを知
り、さらに考えを深める。

◇復元後には、地域がメディアを効果的に利用
して大きな観光資源となっていること、人々
の関心が高まっていることに気付かせる。

３．何でも復元することが本当によいことなの
か話し合う。

◇復元されたいくつかの事例から、単なる観光
資源としての復元に意味があるのか考えさせ
る。

◆復元することで、将来その地域がどのように
変化し、よりよく変えていけるかを、自分と
の関わりから考えている。≪未来≫

小学校

総合的な学習の時間

過去に学び、今に生かし、未来へつなげる（第６学年）
～世界遺産「富岡製糸場と絹産業遺産群」が教えてくれること～
奈良市立都跡小学校

三木

恵介

１．ＥＳＤを生かした授業づくり
（１）単元名・学校種と学年
「過去に学び、今に生かし、未来へつなげる」
～世界遺産「富岡製糸場と絹産業遺産群」が教えてくれること～

小学校

第 6 学年

（２）単元の概要
本単元は、2014 年に世界文化遺産に登録された「富岡製糸場と絹産業遺産群」を通して、産業の
持続性について学びを深めたい。ここでの学びとはまず、かつて日本で栄えた生糸産業の産業構造
を学ぶと同時に、なぜ現在、日本で生糸産業が衰退したかを知ることである。そしてその学びを通
して、産業を持続していくには何が大切かを考え、現在の産業にも当てはまる点がないかを探求し
ていくことが本単元の ESD としての大きなねらいである。
明治期に入り日本では富国強兵策のもと、外貨獲得のために生糸生産が振興されることとなった。
しかし、当時の座繰りによる少量生産では生産の拡大が見込めなかったため、政府は海外からの優
れた技術を導入した富岡製糸場を完成させる。明治期の殖産興業として富岡製糸場が生糸産業を支
えたことは、どの教科書にも載せられている周知の事実である。
しかし本単元では、日本の生糸産業を支えたのは富岡製糸場だけではないことに注目したい。そ
もそも生糸産業とは、蚕の卵である蚕種を採取する「蚕種業」、蚕を繭になるまで育てる「養蚕業」、
生糸を製造する「製糸業」からなる。この３つの産業が密接にかかわり合い、さらにはその供給に
見合う販売や輸出の需要があったからこそ日本の生糸産業は大きな発展を見せたのである。
「 富岡製
糸場と絹産業遺産群」には４つのサイトがあり、
「蚕種業」を支えたのが自然の蚕種貯蔵庫である「荒
船風穴」であり、
「養蚕業」を支えたのが養蚕技術開発・研究を担った「田島弥平旧宅」
「高山社跡」
であり、「製糸業」を支えたのが「富岡製糸場」なのである。「富岡製糸場と絹産業遺産群」の世界
遺産として大きな価値は、この４サイトの密接な関連である。
しかし、日本の生糸産業は、昭和 50 年代からの化学繊維の普及や安価な中国の生糸の大量輸入
によって衰退の一途をたどることとなる。生糸の販売や輸出の低迷は、製糸場の稼働を止め、つい
には日本の農村から桑畑の姿が消えていくことになるのである。
日本で養蚕業や製糸業が、かつてのように栄えることはおそらくもうないであろう。しかし、富
岡製糸場および日本の生糸産業がなぜ発展し、衰退したのかを知ることで、私たちは現代の産業に
も当てはまる点がないかを考えることができる。
【相互性】そして、そこから持続可能な産業のため
の手掛かりを得ることもできるのではないだろうか。過去に学ぶことで現代の我々の暮らしを見直
し、また生かす。
【責任性】そしてその学びを未来につなげていくことが ESD の役割であると考え
る。

荒船風穴

高山社跡

田島弥平旧宅

富岡製糸場

（３）ESD の視点の明確化
【持続可能な社会づくりの構成概念】
構成概念Ⅱ

相互性…第 1 次産業から第 3 次産業までの関連が、地域の産業の持続性にとって
重要であること学ぶ。

構成概念Ⅳ

責任性…過去に発展・衰退した産業の事例を通して、現在の産業を見直し、未来
へ持続させていくために主体的にかかわっていく。

２．ESD の視点を生かした授業の実践
（１）単元の目標（重視する能力・態度）
≪参加≫
世界遺産や生糸産業の発展衰退に興味をもち、産業の持続性について友達と話し合いなが
ら考えることができる。

【関心・意欲・態度】

≪未来≫
日本の生糸産業の発展・衰退の事例を通して、未来に産業が持続していくためには何が必
要かを考え、それを表現することができる。

【思考・判断・表現】

≪批判≫
グラフや資料を通して、日本生糸産業がなぜ発展・衰退していったのか読み取ることがで
きる。

【技能】

≪関連≫
地域産業の持続には、第 1 次産業から第 3 次産業までの関連が重要であることを理解でき
る。

【知識・理解】

（２）評価規準
参加

未来

批判

関連

関心・意欲・態度

思考・判断・表現

技能

知識・理解

①産業の持続性につ

① 本の生糸産業の発

① グラフや資料を

いて友達と話し合

展・衰退の事例を

通して、日本生糸

は、第 1 次産業から

いながら考えよう

通して、未来に産

産 業 が な ぜ 発

第 3 次産業までの関

とする。

業が持続していく

展・衰退していっ

連が重要であること

ために必要なこと

たのか読み取っ

を理解している。

を考え表現できる

ている。

①地域産業の持続に

（３）単元の計画（5 時間）
時間
1

主な学習活動と内容

◇学習への支援

◆評価

社会科の文明開化の単元を学習後…
○かつて日本の生糸産業を支えた富岡製糸場
について調べる。
家内制の座繰りから工場制手工業へ

どうして「富岡製糸場」
富岡製糸場」だけではなくて、
だけではなくて、4 つの場所
つの場所が
場所が世界遺産に
世界遺産に登録されているのだろう
登録されているのだろう？
されているのだろう？
○４つのサイトが結びつくことで、生糸産業
が成り立っていたことを知る。
・荒船風穴

→蚕種の貯蔵

・田島弥平旧宅→清涼育を開発

◇4 つのサイトが密接に関連し合って、生糸
産業が成り立っていたことに気付かせる。
養蚕から製糸までのプロセスと４遺産群との関連
蚕種業

荒船風穴（蚕種を貯蔵）

養蚕業

田島弥平旧宅（清涼育）

養蚕家屋の原型
・高山社

→清温育を開発
高山社（清温育）

養蚕教育機関
製糸業

富岡製糸場

・富岡製糸場→ヨーロッパ技術を導入した
販売・輸出

当時世界最大規模の製糸場
◇1 次産業から 3 次産業の結びつきにも注目
させる。
◆「富岡製糸場と絹産業遺産群」の４つのサ
イトのつながりの重要性に気付くことが
できる。≪関連≫
2

どうしてかつて
どうしてかつて栄
かつて栄えた日本
えた日本の
日本の生糸産業は
生糸産業は姿を消してしまったのだろう？
してしまったのだろう？
○なぜ日本の生糸産業が衰退したのかを考え
る。

◇ 現 在 日本の 景 色 から桑 畑 が 消えて い るこ
とにも触れる。
◇グラフをもとに考えさせたり、今自分たち
が身に着けている衣服の原材料をもとに
考えたりさせる。

消えた桑畑

【蚕糸業要覧】
○日本の生糸産業は、化学繊維の台頭・安価
な中国製品の流入で衰退したことを知る。

◆ 生 糸 産業が 衰 退 した理 由 を 考える こ とが
できる。≪批判≫

3

産業が
産業が持続していくには
持続していくには、
していくには、何が大切なのだろう
大切なのだろう？
なのだろう？
○日本の生糸産業の発展と衰退の歴史からど

◇「富岡製糸場と絹産業遺産群」は４つのサ

うして生糸産業が衰退していったかを考え

イトと海外との貿易が密接に関連しあっ

る。

てこその発展であることをおさえる。

・蚕種から蚕を育てる○（1 次産業）
・蚕の繭を糸にする○（2 次産業）
・糸を販売・輸入する×（3 次産業）

○

◇1 次産業や 2 次産業が衰退したり、輸入に
頼ったりした場合も考えさせる。

◆産業が持続していくために、何が大切かを
考え、その理由を理解することができる。
≪未来≫

4

生糸産業の
生糸産業の発展と
発展と衰退を
衰退を参考に
参考に、現代の
現代の産業を
産業を見つめてみよう
○現在の日本の産業を見つめてみて、持続可
能か考える。

◇1 次～3 次産業のどの面に課題があるかを
しっかりととらえさせる。

・斜陽産業といわれる林業

○国内の高価格な木材にニーズがないことを
理解する。

◇日本の林業は、海外の安価な木材の輸入に
頼っているため国内の生産量が上がらな
いことをつかませる。

5

林業が
林業が持続していくためには
持続していくためには何
ができるかを考えよう。
えよう。
していくためには何ができるかを考
○ニーズを生み出すための工夫や努力につい
て意見を出し合う。

○考えたことを発表し合う。

◇ ニ ー ズを生 み 出 すため の 工 夫や努 力 につ
いて、キーワードを適宜出していく。
・住宅

・家具

・間伐材の利用

・燃料

・消臭効果

◆ 考 え たこと を 分 かりや す く 伝える こ とが
できる。≪参加≫

【小学校

ＥＳＤ・総合的な学習の時間における事例】

石油にやさしい生活を考えよう（第４学年）
奈良市立都跡小学校

山方貴順

１．ＥＳＤを生かした授業づくり
（１）単元名

「石油にやさしい生活を考えよう」

小学校第４学年

（２）単元の概要
本単元は、限りのある石油を切り口に、持続可能な社会を形成していくのは次世代を生きる児童
自身であることを理解させ、石油にやさしい生活を考え、実践する態度を養うことをねらいとして
いる。
日本における原油生産量は、年間およそ 98 万キロリットルである。一見、多いように感じる。
しかしこれは、日本の年間石油使用量の 0.3％である。残りの 99.7％は輸入に頼っている。ここか
ら、日本は、多くの石油を使っており、石油を外国に頼り切っていると言える。
日本は、多くの石油を使っている。福岡県にある白島石油備蓄基地では、常時 560 万キロリット
ルもの石油を蓄えている。これは、一般的な小学校のプールの約 2800 杯分もの量である。これだ
けの量の石油を、我が国ではわずか８日ほどで使い切ってしまう。自動車や飛行機といった輸送機
械の動力はもちろんのこと、衣類やアルコール、プラスチックやゴム等、石油の使い道は多岐にわ
たる。便利な石油であるが、世界中で今と同じような使い方をしていると、あと 50 余年で、石油
は枯渇してしまうと言われている【有限性・公平性】。
日本は、石油を外国に頼り切っている。これは、石油産出国が石油の輸出をストップしたり、価
格を上げたりすると、日本は大きな影響を受けるということである。そのようなことが、1973 年
と 1979 年に発生した。石油危機である。石油価格が高騰したため、既にエネルギー革命を果たし
ていた当時の日本は大きな影響を受けた。この時のトイレットペーパー騒動は、特に有名である。
現在のテレビ番組においても、目にすることもあろう。この石油危機が契機となり、日本は石油の
備蓄を本格的に進めた。現在日本は、国家石油備蓄基地と民間石油備蓄基地を合わせ、約 190 日分
もの石油を備蓄している。
石油やエネルギーに関する単元は、小学５年生や６年生での実践をよく目にする。一方で、それ
以外の学年の実践は、あまり目にしない。本単元は、小学４年生での実践を提案する。４年生の社
会科では、単元「住みよいくらし」でごみや水に関することを学習することが多い。これらの学習
にＥＳＤの視点を加えることで児童は、社会をＥＳＤの視点で見つめ直すことができる。
石油の利便性、有限性を踏まえた上で、石油にやさしい生活送ろうとする態度【責任性】を養い
たい。

（３）ESD の視点の明確化
【持続可能な社会づくりの構成概念】
構成概念Ⅲ

有限性…石油という資源には限りがあり、今と同じ量を使用し続けると、あと５０
余年で枯渇してしまうこと。

構成概念Ⅳ

公平性…現在の世代のみ、また一部の国に生きる者のみで石油を享受してはならぬ

こと。
構成概念Ⅵ

責任性…現在を生きる者の石油の使い方によって、将来世代の石油の使い方が変わ
ってくること。

２．ＥＳＤの視点を生かした授業の実際
（１）単元の目標（重視する能力・態度）
≪参加≫石油にやさしい生活に興味をもち、実践しようとすることができる。
【関心・意欲・態度】
≪未来≫石油にやさしい生活を送るために思考・判断したことを表現することができる。
【思考・判断・表現】
≪多面≫各自治体が発行している「ごみ分別表」から、身の回りの石油製品を読み取ることがで
きる。

【技能】

≪関連≫石油は身の回りの様々な物に姿を変え、私たちの生活に必要不可欠なものであるととも
に、我が国は石油を外国からの輸入に頼っていることを理解することができる。
【知識・理解】

（２）評価規準
参加

未来

多面

関連

関心・意欲・態度

思考・判断・表現

技能

知識・理解

①石油にやさしい生

①将来世代も石油が

①各自治体が発行し

①石油は私たちの生

活を実践しようと

使える、石油にやさ

ている「ごみ分別

活に必要不可欠な

している。

しい生活を送るた

表」から、身の回り

ものであることを

めに思考・判断した

の石油製品を読み

理解している。

ことを表現してい

取っている。

②我が国は石油を外

る。

国からの輸入に頼
っていることを理
解している。

（３）単元の計画

（全４時間）

時

主な学習活動と内容

１

１．社会科で学習したご
みの分別の仕方を確

◇教師の支援

◆主な評価

◇「燃やせるごみ」
「燃やせないごみ」
「プラスチック製」
「資源ごみ」
等

認する。

２．「燃やせるごみ」「燃 ◇「燃やせるごみ」は、生ごみや、紙類、汚れたプラスチック製品。
やせないごみ」の見

「燃やせないごみ」は、プラスチック製品。

分け方を思い出す。

３．
「燃やせないごみ」の ◇プラスチックは、石油からできていることを知らせる。

原材料を考える。

◆石油は私たちの生活に必要不可欠なものであることを理解してい
る。≪関連≫

日本では
日本では、
では、１日にどれくらいの量
にどれくらいの量の石油を
石油を使用しているのだろう
使用しているのだろう。
しているのだろう。
４．日本の１日の石油使 ◇日本では、１日に約７０万キロリットル（一般的な小学校のプー
用量を調べる。

ルの約 2800 杯分）もの石油を使用している。

２

日本で
日本では、１日に約７０万
７０万キロリットルもの
キロリットルもの石油
もの石油を
石油を、どのように使
どのように使うのだろう。
うのだろう。
１．身の回りの石油製品

◇身の回りには、以下のような石油製品がある。

を、各自治体発行の

・石油化学繊維を使っている衣類（ポリエステルやレーヨン等）

ごみ分別表をもとに

・エチルアルコール（消毒用アルコールや燃料用アルコール）

探す。

・ポリエチレン（ナイロン製品やペットボトル）
・プラスチックや合成ゴム
◆各自治体が発行している「ごみ分別表」から、身の回りの石油製
品を読み取っている。≪多面≫

２．石油製品の他に、石

◇次のような使われ方をしている。

油はどのような使わ

・ガソリンや軽油等、自動車の動力

れ方をしているのか

・火力発電の燃料

考える。

・灯油として、暖房器具の燃料
・船や飛行機の燃料
◆石油は私たちの生活に必要不可欠なものであることを理解してい
る。≪関連≫

３．石油がなくなると、
自分たちの生活はど

◇石油製品が消え、石油を動力とする輸送ができなくなり、電力も
なくなり、空調も満足に使用できないことを気付かせる。

うなるか考える。
３

石油はどんな
石油はどんな性質
はどんな性質があるのだろう
性質があるのだろう。
があるのだろう。
１．日本では石油が採れ

◇石油の性質を伝える。

ず、輸入に頼ってい

・石油は、現在の技術では人間が作ることができない。

ることを知る。

・石油は、採れる国と、採れない国がある。日本はほとんど採れ
ない国で、99.7％を輸入に頼っている。

２．石油の埋蔵量を知る。 ◇今と同じ使い方をして
いると、５０年あまり

1 位アメリカ

６位サウジアラビア

２位中国

７位ブラジル

３位日本

８位韓国

４位インド

９位カナダ

５位ロシア

10 位ドイツ

で枯渇すると言われて
いることを伝える。

３．日本の石油使用量を、 ◇右の表をもとに、日本
表：１日あたりの石油使用量の多い国

世界の国々と比べ
る。

は石油を多く使用していることに気付かせる。
◆我が国は石油を外国からの輸入に頼っていることを理解してい
る。≪関連≫

４

１．石油がなくなりそう

◇児童に自由に予想させる。
【石油危機はなかった】

になったこと（石油
【石油危機はあった】

・作ればいい。

・たくさん使ってしまっ

・外国から分けてもらえ

危機）が、これまで
日本であったか、予
たこともあるだろう。

ばいい。

想する。
・なかなかとれないこと

・困るから。

もあるだろう。
２．２度のオイルショッ
クの様子を知る。

・蓄えが多くあるから。

◇２度の石油危機の様子を伝える。
・トイレットペーパー騒動、洗剤パニック
・夜のライトを消灯、エレベーターの停止
・ガソリンスタンドの日曜休業
・このときに省エネ運動・石油備蓄が起きた

３．石油備蓄について知
る。

◇オイルショックがきっかけとなり、日本は石油の備蓄を開始した
ことを伝える。
・日本全国にある石油基地で、約 190 日分の備蓄をしていること
・石油を備蓄してる場所について
・福岡県北九州市にある白島石油備蓄基地では、常時 560 万キロ
リットル（小学校用プール約 2800 杯分）を備蓄しており、日本
では８日ほどで使い切ってしまうこと

石油の
石油の使い方は今のままでいいのか考
のままでいいのか考えよう。
えよう。
４．自分たちにできる、
石油にやさしい生活
を考える。

◇これまで学習してきた石油の使い方を振り返り、自分にできる石
油にやさしい生活を考えられるようにする。
・不要な電気を消す

・買い物時にはエコバッグを持参する

・物を大切に使う

・不要なものは買わない

・公共交通機関を使う

・自転車や徒歩の機会を増やす

◇出された意見のうち、いくつできているかを確認し、今後の意欲
づけとしたい。
◆石油にやさしい生活を実践しようとしている。≪参加≫
◆将来世代も石油が使える、石油にやさしい生活を送るために思
考・判断したことを表現している。≪未来≫

【小学校

ESD・総合的な学習の時間における事例】

２つの「やぐら」から、未来の「やぐら」を考えよう。
（第５学年）
奈良市立済美小学校

石田

通大

1 ESD を生かした授業
かした授業づくり
授業づくり

（１）単元名
総合的な学習の時間
２つの「やぐら」から、未来の「やぐら」を考えよう。

（２）単元の概要
【物見やぐらとは
物見やぐらとは】
やぐらとは】
吉野ヶ里遺跡には右記のような建造物が復元さ
れている。この「やぐら」は、集落にいくつか見
られ、環壕の張り出した部分に対応するように建
てられている。これは、兵士が自分の内郭への侵
入者を厳重に見張っていたためと考えられている。
また、やぐらは、防御の目的だけではなく、もの
を観察・監視するためにも用いられていた。さら
に、神聖な空間である北内郭の性格から、四方を
祀る意味も持っていたと考えられている。この「や
ぐら」を「物見やぐら」という。
「物見やぐら」は
弥生時代にはすでに建てられており『魏志倭人伝』
では、「楼観」という記述が残されている。
この時代は、「文字」「言葉」などの概念がまだ
なく、この時代のことを紐解くには、「発掘する」
「発掘されたものから考える」
「魏志倭人伝を読み
解く」という３つの方法で行うしかない。そのた
め、まだ分かっていないこともあるが、柱の大き
物見やぐら

吉野ヶ里遺跡

佐賀県

さや深さなどから大きさや高さを推測し、その時
代と同じ大きさのものが復元されている。高さは１５メートル、広さは８畳ぐらいだと考えられて
いる。さらに、古代中国で見られる建築技術と同じ技術で建てられており、当時海外の技術が日本
にも伝わってきていた事例だとみられている。

【避難やぐら
避難やぐらとは
やぐらとは】
とは】
津波は恐ろしい自然災害の１つである。津波に
よる水の圧力は非常に強く、沿岸の広い地域に大
変大きな被害を与える。２０１１年の東日本大震
災では、津波が町をのみこみ、たくさんの方々が
亡くなられた。
この「やぐら」は、波に向かって建ち、こうし
た津波の威力に負けないように丈夫に作られてお
り、一度に大勢の人が一時的に避難することがで
きる。最上部には、手すりやロープが付けられて
いて津波から「命」を守ることができるようにな
っている。
さらに、２０１１年の東日本大震災をきっかけ
に、こうした「やぐら」を設置する自治体が増え、
市や各自治体で作成されている防災マップにも、
この「やぐら」の位置は明確にされている。

○

本単元では、
「物見やぐら（弥生時代）」と「避難やぐら（現在）」をツールとし、学習を展開させた
い。２つを比べることで、ぞれぞれの「やぐら」がその時代にどのような役割を果たし、人々とどの
ように関わってきたのか、関わっているのかを考えさせたい。

【共通点】

【相違点】

○

どちらの「やぐら」も形が似ている。

○

○

階段で最上階に上るようになっている。

○

人々の「命」を守るという点で共通してい

りるが、避難やぐらは階段を上る。
○ 「物見やぐら」は常に上に人がいるが、
「避
難やぐら」は災害の時だけ人がいる。

る。
○

２つとも上に上ると周りを見渡すことが

非難するときに「物見やぐらは」階段を降

○ 「物見やぐら」には人がいないといけない
が、普段は「避難やぐら」には人がいない。

できる。
○

「物見やぐら」は木、「避難やぐら」は鉄
でできている。

それぞれの時代で、
「やぐら」は大変重要な役割を果たしており、それぞれの時代の人々と大きく
関わっていることを学習した上で、さらに、自分の命は自分自身で守るという防災意識を育みたい
と考える。最後に、未来の「やぐら」はどのようになっているのかを考えることで、持続可能な社
会を形成していくのが児童自身であることを理解させたい。

２ 単元の
単元の構想案（
構想案（全６時間）
時間）
これは一体
これは一体なんでしょう
一体なんでしょう？
なんでしょう？

これは一体
これは一体なんでしょう
一体なんでしょう？
なんでしょう？

吉野ヶ里遺跡の「物見やぐら」の

和歌山県串本町の「避難やぐら」の

写真を提示する。

写真を提示する。

いつの時代の

何のために立ってい

誰が使うのだろ

建物だろう。

るのだろうか。

うか。

何のために立ってい
るのだろうか。

調べてみよう。
べてみよう。

調べてみよう。
べてみよう。

見張り役の人が上

和歌山県の串本に

全国の海沿いにも

るみたいだよ。

あるみたいだよ。

あるみたいだよ。

弥生時代の建物み
たいだよ。

同じ目的で
目的で建った「
った「やぐら」
やぐら」なのだろうか。
なのだろうか。

「物見やぐら
物見やぐら」
やぐら」や「避難やぐら
避難やぐら」
やぐら」の最上階に
最上階に立った人
った人はどんな
はどんな気持ちだったのだろうか
気持ちだったのだろうか。
ちだったのだろうか。

敵がせめて来たら知らせて、自分の

津波が襲ってきたら、自分の身は自分

領土を守らなければ。しっかり見守

で守るためにしっかり場所を知ってお

っていきたい。

かなくていけないな。

２つの「
つの「やぐら」
やぐら」に共通点や
共通点や相違点が
相違点があるか
あるかを考えよう。
えよう。

自分の命は自分で守るという点で

遠くまで見る
命を守るという点

は違っている。

ことができる
で共通している。
のは一緒。

未来の
未来の「やぐら」
やぐら」を考えよう。
えよう。

ICT が駆使された「やぐ
「やぐら」はこれからの
ら」ができるんじゃないだ
高さが自由に変えることがで
時代もなくならないと
ろうか。
きる「やぐら」ができるのでは
思う。
ないだろうか。

３ 指導計画

時

学習活動と内容
○

支援

「物見やぐら」と「避難やぐら」の写真を提示する。

・「物見やぐら」→吉野ヶ里遺跡訪問時の写真
１

◆

・「避難やぐら」→学習材に掲載されている写真

写真から分かることや想像
したことを話すよう促す。

・それぞれを提示し、分かったことや想像したことを学級全
体で話し合う。

○

それぞれの「やぐら」について調べる。

・図書室やパソコンルームに言って調べる

◆

本やインターネットから分

２
・タブレット端末を活用して調べる。

かったことをメモし、できるだ
けたくさんの情報を手に入れ
るよう促す。

○

２つの「やぐら」を比べる。

・調べた内容を基に、２つの写真が印刷されたワークシート

◆

に共通点や相違点を各自記入する。
３

ったことを整理しながら書け

・ワークシートにはそれぞれのやぐらの最上階に立った時の

４

見て分かること、調べて分か

るように２つの写真が入った

人の気持ちを書くことができるようにする。

ワークシートを準備する。

・各自見つけた共通点や相違点をグループで話し合う。

◆

・グループで話し合った内容を全体で交流する。

個人→グループ→全体とい
ったように考えを交流する場
面をもつ。

○

２つの「やぐら」から、未来の「やぐら」を考える。

・未来の「やぐら」の絵とその説明を書く。

◆

絵をかいて自分の考えた「や
ぐら」について説明ができるよ

一時的に避難するだけ

５

うに促す。
別のやぐらと情報
海に浮かぶことが
でなくそのまま何日か

６
を取り合うことが
できるやぐら。
過ごすことができる。
できるやぐら。

・「未来のやぐら発表会」をする。
・振り返りをする。

【小学校

ＥＳＤ・総合的な学習の時間における事例】

世界遺産「富士山」の価値を考える（第６学年）
奈良市富雄第三小中学校

１

西口

美佐子

ＥＳＤを生かした授業づくり
（１）単元名

「世界遺産『富士山』の価値を考えよう」

小学校第６学年

（２）単元の概要
本単元は、世界遺産「富士山」の価値を問い直し、児童に多様な価値観があることに気付か
せ、さらに、その中で本当に大切なものは何かを考えさせることにより、児童の価値観が持続
可能な社会を構築するために高まることをねらいとした。
富士山は、日本が世界遺産条約に批准した 1992 年から、世界遺産をめざしての活動が行わ
れていた。しかし、2003 年の国内選考で自然遺産として世界遺産推薦から落選した。その理
由は、１）既登録地との比較、２）多様な火山タイプを含んでいない、３）利用されすぎによ
る改変、４）ゴミ、し尿処理などの問題であった。これ機に文化遺産での推薦に方向を転換し、
2013 年世界文化遺産としての登録を果たした。
しかし、それと同時に世界文化遺産を審査す
るＩＣＯＭＯＳ（国際記念物遺跡会議）から
2016 年 2 月までに保全状況報告書の提出求め
られた。これは、他の世界遺産にはない異例の
ことである。主な内容は（図１）の通りである。
これに対し、山梨県は平成 26 年の 7 月 10 日
から 8 月 31 日までのマイカー規制を決定した。
これは、観光施設が集中する富士河口湖町、鳴
沢町の反対を押し切っての決定であった。また、
五合目からの入山料として任意で 1000 円を徴
収することも決めた。富士五湖でのモーターボ
ートを抑制するために利用届を毎年提出するこ
とに変更した。さらに、建築物に対する改善を
図るために、条例を制定したりリフォームの補
助金を出したりしようと計画している。
しかし、果たしてＩＣＯＭＯＳの指摘通りに
することが富士山の価値を維持、あるいは高め
ることであろうか。観光業を生業とする地域の
人々にとって、観光客の減少は死活問題である。
富士山は今まで、地域と共に存在していたも
のであり、過去から現在までの地域の人々の協
力なしには今の富士山はなかったのである。

（図１）
http://www.nikkei.com/article/DGXNASF
K0400F_V00C14A2000000/
より

以上を踏まえて、果たして富士山の価値とは何であるのかを、様々な立場の人々の思いを踏
まえて考えさせたいと考える。
【多様性】【相互性】
【公平性】
さらに、富士山の価値を持続させた社会を構築するために、自分はどう行動するのかを考え
させていきたい。【責任性】

（３）ＥＳＤの視点の明確化
【持続可能な社会づくりの構成概念】
構成概念Ⅰ

多様性……世界遺産である「富士山」には、多様な価値が認められること。そ
れは、国やＩＣＯＭＯＳが認めたものだけではなく、地域の人々や
昔の人が認める価値もあるということ。

構成概念Ⅱ

相互性……世界遺産「富士山」を生かした観光やまちづくりが考えられること。
その一方で、世界遺産として制限しなければならない事象もあると
いうこと。

構成概念Ⅳ

公平性……「富士山」に対する日本人の思いは、昔から変わらずに受け継がれ
てきているということ。

構成概念Ⅵ

責任性……「富士山」の価値を考え、それを持続可能にするために、自分にで
きることを行動に移そうとすること。

２

ＥＳＤの視点を生かした授業の実際
（１）単元の目標（重視する能力・態度）
≪参加≫富士山について、意欲的に考えたり調べたりし、自分の意見を進んで述べることが
できる。

【関心・意欲・態度】

≪批判≫世界遺産「富士山」について、立場によって様々な意見があることを知り、富士山
の価値について考えることができる。

【思考・判断・表現】

≪伝達≫富士山について、グループで話し合い、意見をまとめることができる。

【技能】

≪多面≫世界遺産「富士山」の価値と課題について理解することができる。
【知識・理解】

（２）評価規準

≪参加≫

≪批判≫

≪伝達≫

≪多面≫

関心・意欲・態度

思考・判断・表現

技能

知識・理解

①富士山について意欲 ①様々な立場の意見を ①「富士山」について ①富士山の多様な価値
的に考えたり調べたり 踏まえながら、富士山 調べたことを付箋を活 に つ い て 理 解 し て い
して、自分の意見を述 の価値を考えて表現し 用しながらまとめ、分 る。
べている。

ている。

かりやすくみんなに伝 ②富士山の抱える問題

②今までの学習を踏ま ②富士山に対する思い えている。

について理解してい

えて、自分たちにでき を昔と今を比較しなが

る。

ることを考えている。

ら考えている。

（３）単元の計画（全４時間）
時

主な学習活動

◇教師の支援

◆主な評価

１ １ 「富士山」について知っている ◇「富士山」と聞いて思い浮かぶことや富士山について
ことを話し合う。

知っていることを発言させる。

富士山（世界文化遺産）

２

各地に郷土富士がいくつある
かを考える。
・代表的な郷土富士について知 ◇北海道・羊蹄山（蝦夷富士）、鹿児島・開聞岳（薩摩
る。

富士）の写真を掲示し、富士山と比較させる。

・奈良にも富士のつく山があるこ ◇奈良県・額井岳（大和富士）の写真を掲示し、奈良に
とを知る。

も郷土富士があることを知り、全国にはどれだけの郷
土富士があるかについての関心を高めさせる。

・各地に郷土富士がいくつあるか ◇全国には３５０以上の郷土富士があることを伝える。
を予想する。

３

なぜ、全国に郷土富士がたくさ ◇富士山に対する人々の思いを考えさせる。
んあるのかを考える。

◆郷土富士がたくさんある理由について意欲的に考え
ている。≪参加≫

なぜ、富士山は全国の人々に親しまれてきたのだろう。

４

その理由を考えるために、富士 ◇富士山について自分で調べさせる。
（インターネット、
山について調べる。
（課外）

本、新聞、聞き取り

など）

◇調べる時間を取るため、第１時と第２時の間は、少し
間をあける。
◆「富士山」について意欲的に調べている。≪参加≫

２ １

富士山について調べてきたこ ◇４人程度のグループを作る。
とを小グループで交流し、意見を ◇交流させるときに、調べた内容について簡単に付箋に
まとめる。

書き、画用紙に貼らせるようにする。
◇付箋を利用し、共通するものをまとめたり調べたこと
を関連付けたりする。
◇画用紙に短い言葉で分かりやすくまとめさせる。

２

まとめた意見を全体で交流し、 ◇画用紙を見せながら説明させる。
世界文化遺産として世界に認め ◇文化遺産として、浮世絵や海外の絵画への影響があっ
られた富士山の価値を知る。

たこと、富士山信仰に関することを押さえておく。
◆「富士山」について調べたことを、付箋を活用しなが
らまとめ、分かりやすくみんなに伝えている。
≪伝達≫

御師住宅

３

旧外川家住宅（世界文化遺産）

富士山が世界文化遺産である ◇学習したことを生かして、自分の考えをまとめさせる
ことについて自分の考えをまと
めて、交流する。

３ １

富士講の装束

ようにする。
◆富士山の多様な価値について理解している。≪多面≫

富士山に対するＩＣＯＭＯＳ ◇前時でＩＣＯＭＯＳ（イコモス）の保全状況報告書提
（イコモス）からの保全状況報告

出について児童から出なかった場合は、教師が簡単な

書提出について知る。

ものを提示する。

ＩＣＯＭＯＳ（イコモス）が指摘した主な対策
（１）富士五湖畔の建築物、動力船、ジェットスキー、不適切な駐車
（２）忍野八海の低層建築物
（３）白糸ノ滝の完全性を弱める店舗や売店
（４）三保の松原の海岸防波堤
（５）富士宮口５合目施設背面の景観と調和した修景
（６）吉田口５合目施設のデザインの改善
（７）多種多様な標識や看板
（８）電柱
（９）７，８月の登山道へ向かう自家用車
（10）山麓に沿って厳格な開発制御

２

ＩＣＯＭＯＳの勧告に対して ◇ＩＣＯＭＯＳの勧告に従わなかった世界遺産が登録
考え、話し合う。

を抹消されたことを伝える。
・ドレスデン・エルベ渓谷
…新橋を建設のため登録抹消
◇富士山に対する勧告の内容について意味を確認した
後、勧告についてどう考えるか、どうしたらよいかを
話し合わせる。

３

実際の富士山を有する自治体 ◇平成２６年度、山梨県は７、８月のマイカー規制を決
や地域の取組や考えを知る。

めたことなどやＩＣＯＭＯＳの勧告に疑問を呈して
いる人たちがいることを伝える。
◆富士山の抱える問題について理解している。≪多面≫

４

日本人として富士山の価値を ◇様々な立場の考えを踏まえて、富士山の価値は何であ
改めて考え、話し合う。

るかを考えさせる。
◆様々な立場の意見を踏まえながら、富士山の価値を考
えて表現している。≪批判≫

４ １

万葉集に詠まれている「富士 ◇百人一首に選ばれている短歌は、万葉集に載っていた
山」を知り、奈良時代の人々の富

歌であることを知らせる。

士山に対する思いを考える。
田児の浦ゆ

うち出でてみれば

不尽の高嶺に

真白にそ

雪は降りける

（山部赤人）

◇前述の山部赤人の短歌の前には、長歌があることを知
らせる。

や ま べ の す く ね あかひと

ふじのやま

山部宿禰赤人の不尽山を望める歌一首
あめつち

わか

かむ

天地の

分れし時ゆ

神さびて

あま

天の原

たふと

さ

かげ

振り放け見れば

す る が

高く 貴 き

渡る日の

ふ

駿河なる

た か ね

かく

影も隠らひ

照る月の

しらくも

白雲も

じ

布士の高嶺を
光も見えず

つ

い行きはばかり
ふ

言い継ぎ行かむ

じ

時じくそ

雪は降りける

語り継ぎ

た か ね

不尽の高嶺は

（巻第三、317）

【現代語訳】
天地の初めて分かれた時からずっと、神々しく高く貴い駿河の富士の高嶺を、天遠くふり仰
いでみると、空渡る太陽の光も頂に隠れ、照る月の光もさえぎられ、白雲も流れなずんで、
いつも雪が降っている。これからも語りつぎ、言いついでいこう、富士の高嶺は。
（出典：中西進著「万葉集

全訳注原文付（―）」講談社文庫

◇奈良時代の人々が、すでに富士山に対して特別な思い
をもっていたことに気付かせる。

２

自分たちの考えた富士山の価 ◇日本人の富士山に対する思いは、昔から特別なもので
値と比較する。

あったことに気付かせる。
◆富士山に対する思いを昔と今を比較しながら考えて
いる。≪批判≫

３

日本人が昔から抱いていた富 ◇今の自分たちにできることを考えさせる。
士山への思いを知り、自分たちに ◆今までの学習を踏まえて、自分たちにできることを考
できることを考え、話し合う。
・富士山についてさらに調べる。

・富士山のパンフレットを作成す
る。
・富士山新聞を作成する。
・富士山のよさを人に伝える。
など

えている。≪参加≫

【小学校

ＥＳＤ・総合的な学習の時間における事例】

持続可能なツーリズムを考えよう（第 5 学年）
－しまなみ海道自転車道を事例にして－
奈良市立富雄第三小学校

１

大田

清美

ＥＳＤを生かした授業づくり

（１）単元名

「持続可能なツーリズムを考えよう―しまなみ海道自転車道を事例にして―」
小学校第 5 学年

（２）単元の概要
本単元は、しまなみ海道の自転車を活用した観光業を事例に挙げ、地域固有の自然環境や文化遺
産の魅力を生かした持続可能な観光業（ツーリズム）について考えることで、児童に新しい観光業
の在り方に気づかせ、児童の持続可能な社会を構築するための新たな価値観を高めることをねらい
とした。
しまなみ海道自転車道は、
、 愛媛・今治と広島・尾道を結ぶ全長約 80km の日本で初めての海峡を
横断する自転車道(瀬戸内海横断自転車道)である。瀬戸内海の島々を６本の橋で結んでおり、橋か
らの美しい海や島の眺めは格別である。自転車道から少し足をのばせば、島内の自然や歴史遺産を
楽しむこともでき、「おすすめのサイクリングコース」で１位（日経プラスワン・何でもランキン
グ、２０１０年８月）となった。専用自転車道ではないので、メーンルート沿いに青い線を引き、
最終地点までの距離も表示したり、自転車のレンタルサービスを充実させたり、地域の民宿や飲食
店などが協力し、「サイクルオアシス」として休憩所やトイレ、空気入れなどを無料でサイクリス
トに提供するなど、サイクリストに優しい取り組みを連携して行っている。
このような自転車を活用した観光は、観光客が自らルートまたは目的地を選択し、自主的な観光
を促すこと、一定の体力を使い、二酸化炭素を排出せず、環境に優しく、地域の景観などを五感で
体感できること、地域の人々との触れ合いの可能性があり、移動の費用や待ち時間が節約できるこ
と、観光空間がスポット的線的ではなく、隠れた地域資源をも訪れることができることなど、観光
客にとってメリットが多々ある。
また、地域住民にとっても、広い観光用道路を整備する必要もなく経済的であり、周囲の景観を
守ることにもつながるなど利点も多い。さらに駐車場の問題や渋滞問題などがなく、環境に優しい
観光を提供できる。このことは、エコツーリズムにも通ずるものである。
このような自転車を活用した観光業の成功事例を取り上げ、観光客や地域住民などの視点からそ
の利点を考えるともに、それらを身近な自分の住む地域の観光と結びつけることで、これからの観
光業（持続可能なツーリズム）について考えさせていきたい。

・参考文献
「実践する自転車まちづくり

役立つ具体策」古倉宗治

学芸出版社

（３）ＥＳＤの視点の明確化
【持続可能な社会づくりの構成概念】
構成概念 I

多様性…これからの観光業の在り方を考える際には、環境面・経済面・健康面・社
会面などを、多面的に考慮する必要があること。

構成概念Ⅴ

連携性…しまなみ海道の自転車を活用した観光業は、地域住民・自治体・事業所な
ど、さまざまな立場の人々が協力して、持続可能なツーリズムの実現に努
めていること。

構成概念Ⅵ

責任性…持続可能なツーリズムを実現するために、何を大切にするのかを考え、自
分の地域の観光業について見つめ直そうとすること。

２ ＥＳＤの視点を生かした授業の実際
（１）単元の目標（重視する能力・態度）
≪参加≫しまなみ海道の自転車を活用した観光業について、意欲的に調べたり考えたりし、自分
の意見を述べたりすることができる。

【関心・意欲・態度】

≪未来≫これからの観光業の在り方（持続可能なツーリズム）について、さまざまな観点から考
えることができる。

【思考・判断・表現】

≪伝達≫しまなみ海道の自転車を活用した観光業の特色について、調べたことを分かりやすくま
とめ、伝えることができる。

【技能】

≪多面≫しまなみ海道の自転車を活用した観光業の特色について理解することができる。
【知識・理解】

（２）評価規準
≪参加≫

≪未来≫

≪伝達≫

≪多面≫

関心・意欲・態度

思考・判断・表現

技能

知識・理解

①しまなみ海道の自転

①しまなみ海道の自転

①しまなみ海道の自転

①しまなみ海道の自転

車を活用した観光業

車を活用した観光業

車を活用した観光業

車を活用した観光業

について、意欲的に

の特色について、観

の特色について、調

の特色について理解

調べたり、考えたり

光客・地域住民の立

べたことを分かりや

している。

している。

場からさまざまな観

すくまとめ、伝えて

点で考えている。

いる。

②これからの観光業の

②これからの観光業の

在り方について意欲

在り方（持続可能な

的に考えている。

ツーリズム）につい
て考えたことを表現
している。

（３）単元の計画（全 4 時間）

時
１

主な学習活動と内容
１

しまなみ海道自転車道につ
いて知る。

◇教師の支援

◆主な評価

◇しまなみ海道の画像や映像を提

・しまなみ海道の地図

示し、知っていることや、資料

・サイクリングの映像

から分かることを発言できるよ
うにする。
◇地図帳で位置を確認させ、その
距離や地形などを理解させる。

（瀬戸内しまなみ海道振興協議会 HP）

２

しまなみ海道のレンタサイ

◇自転車を利用する観光客数が

・レンタサイクルの

クルの貸出 件数の推移 を見

徐々に増えてきていることに注

貸出件数の推移

て、分かることを話し合う。

目させる。

（尾道市産業部観光課）
H17

29896 人

H18

35478 人

H19

39034 人

H20

41926 人

・・・・・・・
H23

約 61000 人

しまなみ海道の自転車を活用した観光は、
どのような魅力があるのだろう。
３

しまなみ海道の自転車を活

◇しまなみ海道の自転車を活用し

用した観光 の特色につ いて

た観光の特色を、インターネッ

調べる。

ト・書籍・新聞・聞き取り等で
調べさせる。
◆しまなみ海道の自転車を活用し
た観光業について、意欲的に調
べたり、考えたりしている。
≪参加≫

２

１

調べたことを交流する。

◇自治体・事業所・住民などさま
ざまな立場で観光業が盛んにな
る工夫をしていることに気付か
せる。
◆しまなみ海道の自転車を活用し
た観光業の特色について、調べ
たことを分かりやすくまとめ、
伝えている。≪伝達≫

３

１

観光客の立場に立って、しま

◇環境面・経済面・健康面などさ

なみ海道の 自転車を活 用し

まざまな面から見た利点がある

た観光の利 点について 考え

ことに気付かせるようにまとめ

る。

る。
◆しまなみ海道の自転車を活用し
た観光業の特色について理解し
ている。

２

≪多面≫

地域住民（自治体含む）の立

◆しまなみ海道の自転車を活用し

場に立って、しまなみ海道の

た観光業の特色について、観光

自転車を活 用した観光 の利

客・地域住民の立場からさまざ

点について考える。

まな観点で考えている。
≪未来≫

４

これからの観光業（持続可能なツーリズム）について考えよう
１

しまなみ海道の観光の利点
を整理する。

２

◇持続可能なツーリズムの視点を
意識させる。

自分の住む地域での持続可

◇しまなみ海道での成功例と、自

能なツーリ ズムについ て考

分の住む地域の特色を踏まえ、

える。

それらを比較・関連づけて考え
られるようにする。
◆これからの観光業（持続可能な
ツーリズム）の在り方について
意欲的に考えている。≪参加≫
◆これからの観光業（持続可能な
ツーリズム）について考えたこ
とを表現している。

≪未来≫

【小学校

ESD・総合的な学習の時間における事例】

「咸宜園から文化遺産を考えよう」 (第４学年)
奈良教育大学教職大学院

島俊彦

１．ESD を生かした授業づくり
（１） 単元名

「咸宜園から文化遺産を考えよう」

小学校第４学年

（２）単元の概要
本単元は茨城県水戸市の「弘道館」，栃木県足利市の「足利学校」，岡山県備前市の「閑谷学校」などと
連携して，
「近世日本の教育遺産群」の構成資産として世界遺産登録を目指す，大分県日田市の「咸宜園」
を取り上げ，文化遺産の価値や受け継がれてきた思いを，未来に遺していくことの大切さを考えたり，
「自
分たちにできること」を発信したりする学習を通して，持続可能な社会の担い手としての資質や価値観，
その実践力を身に付けることねらいとしている。
咸宜園は，儒学者である広瀬淡窓によって文化十四年(1817 年)に創立された私塾であり，江戸時代を通
じて最大規模を誇る私塾であった。
『咸宜「咸(ことごと)く宜(よろ)し」
』とは，すべてのことがよろしいと
いう意味で，門下生一人ひとりの意志や個性を尊重する教育理念が塾名に込められている。門下生は 5000
人を超えると言われており，全国 68 カ国の内，下野・甲斐・壱岐・大隅の 4 カ国を除く 64 カ国から入門
者が集った。彼らは咸宜園を巣立った後，郷里で咸宜園や淡窓から学んだことを伝えていき，儒学者や教
育者，医者，政治家など多岐にわたる分野で活躍した。
咸宜園に全国から門下生が集まり，江戸時代において最大規模の私塾となった主な要因は，塾首である
淡窓自身が長年にわたる教育実践を通して工夫を重ね，改良を加えて創り上げた教育システムにあると言
われている。身分や階級制度の厳しい時代にあって，入門時に学歴・年齢・身分を問わない「三奪法」に
より，全ての門下生を平等に教育すると共に，月の初めに門下生の学力を客観的に評価し，成績により席
次を決める「月旦評」と呼ばれる制度を設けた。そのほかにも，「治めて後，学ばせる」と言う観点から，
規則正しい生活を実践させる「規約」や，門下生に塾や寮を運営させる「職任」などにより，門下生の学
力や能力を高めるのみならず，人間性や社会性を身に付けさせる教育を行った。
日田市では，これまでも文化財保護の立場から，学校教育の中で咸宜園に関する学習を位置付けてきた。
近年では，2007 年に日田市教育行政実施方針の中で，市内小中学校において「広瀬淡窓と咸宜園」につ
いて学ぶ機会を設けることが明記され，2012 年度の改正でも咸宜園教育の理念を生かした学校経営の推
進が記されている。このように日田市では咸宜園教育の理念を生かした特色ある学校経営がなされ、市内
の児童や生徒は学校生活の中で咸宜園や広瀬淡窓について学習する機会が与えられている。
本単元で ESD の視点を生かした学習指導を進めるにあたっては，咸宜園や広瀬淡窓の業績が今の自分
たちや日田市民の生活と深くつながっていることに気づかせたい。その上で，咸宜園の価値や受け継がれ
てきた思いについて探究させると共に，自ら力で発見させたい。
また，自分達の地域に誇るべき文化遺産があることに気づかせると共に，その価値や受け継がれてきた
思いを未来に伝えていく【公平性】ために「自分たちにできること」を一人一人に具体的に考えさせ，発
信していく場を設け，咸宜園を未来に遺していくのは自分達であるという当事者意識を持たせたい【責任
性】。
以上のような学習を通して，文化遺産を遺していくことの大切さや，その実践力を身につけさせたいと
考える

（３）ESD の視点の明確化
【持続可能な社会づくりの構成概念】
構成概念Ⅳ

公平性…咸宜園の価値や受け継がれてきた思いを，将来世代にも遺していくこと。

構成概念Ⅵ

責任性…咸宜園の価値や受け継がれてきた思いを，未来に遺していくのは自分達で
あるという当事者意識を持ち，その責任を自覚すること。

２．ESD の視点を生かした授業の実際
（１） 単元の目標（重視する能力・態度）
≪関連≫
咸宜園と自分達の生活とのつながりについて関心を持ち，咸宜園の価値や受け継がれてきた思いを，
未来に遺していくために「自分たちにできること」を考え，行動しようとする。
【関心・意欲・態度】
≪未来≫
咸宜園の価値や受け継がれてきた思いを，未来に遺していくために「自分たちにできること」を考
える。
【思考・判断・表現】
≪伝達≫
咸宜園の価値や受け継がれてきた思いを，未来に遺していくために「自分たちにできること」を，
他者に分かりやすく伝えることができる。
【技能】
≪多面≫
咸宜園の価値や受け継がれてきた思いがわかる。
【知識・理解】

（２） 評価規準
関連

未来

伝達

多面

関心・意欲・態度

思考・表現・判断

技能

知識・理解

咸宜園と自分達の生活

咸宜園の価値や受け

咸宜園の価値や受け継

咸宜園の価値や受け継

とのつながりについて

継がれてきた思いを，

がれてきた思いを，未

がれてきた思いがわか

関心を持つ。

未来に遺していくため

来に遺していくために

る。

に「自分たちにできる

「自分たちにできるこ

こと」を考える。

と」を，簡潔にまとめ
他者に分かりやすく伝
えることができる。

（３） 単元の計画
時
１

（全５時間）

主な学習活動と内容
1.

◇教師の支援

咸宜園について知る。

◆主な評価

◇「日田市立咸宜小学校」
「日田市立淡窓図書館」な
どの名前を伏せた写真から，日田市民にとって咸宜
園やその創立者である広瀬淡窓が，身近な存在であ
ることに気づかせる。

日田市立淡窓図書館

日田市立咸宜小学校

2.

咸宜園について，個人やグループで調べる。 ◇調べる際は，咸宜園教育研究センターの刊行物な
どの資料や，インターネットを活用させる。
※授業時間を超えた学習活動として，保護者や地域
住民などへのインタビュー(聞き取り調査)を行わせ
る。
◆咸宜園と自分達の生活とのつながりについて，関
心を持って調べようとする。≪関連≫

２

1. 調べたことを交流する。
・広瀬淡窓が創立し，江戸時代後期には日本
最大の私塾であったこと。
・身分や年齢，学歴に関係なく誰でも入門で
きたこと。(三奪法)
・毎月の試験や生活態度によって級の上下が
決められていたこと。(月旦評)
・塾の約束ごとが，たくさんあったこと。(規
約)(職任)
など。

2. 咸宜園が江戸時代を通じて日本最大の私塾
となった理由について考え，話し合う。

◇生涯一度も九州を出たことのない広瀬淡窓が創立
したにも関わらず，全国から入門者が集まったとい
うことをもとに考えさせる。
◇児童の考えや意見を認めた上で，
「広瀬淡窓と咸宜
園」に記載されている「なぜ咸宜園を選んだのか」
(pp127-130)」を引用し，その理由を紹介する。

・広瀬淡窓の存在
・独特の教育(三奪法，月旦評など。)
・門下生による紹介
など。
なぜ咸宜園が，全国から門下生が集まるような，日本最大の私塾になったのだろう。
◆咸宜園の価値や受け継がれてきた思いがわかる。
≪多面≫
３

1. 咸宜園を見学する。(課外活動)

◇咸宜園教育研究センターの学芸員の方や来園者な
どから，咸宜園の価値や受け継がれてきた思い，世
界遺産登録に向けた取り組みなどについての話を聴
いたり，インタビューをしたりさせる機会を設ける。

咸宜園に併設された教育研究センター

４

1. 咸宜園には，どのような価値や受け継がれ
てきた思いがあるのかについて話し合う。

咸宜園を未来に遺していくために，
「自分たちにできること」を考えよう。

2. 今日まで遺ってきた咸宜園の価値や受け継

◇理想と共に，児童が実施可能な具体的行動につい

がれてきた思いを，未来に遺していくため

て考えさせる。

に「自分たちにできること」を考える。

・パンフレットやポスター，PR 動画を作る
・他者に，その保護をうったえる
など。
◆咸宜園の価値や受け継がれてきた思いを，未来に
遺していくために「自分たちにできること」を考え
ている。≪未来≫

５

1. 他学年の児童や保護者，地域の方などを招

◇プレゼンテーションの仕方や，ICT の活用の仕方

き，前時に考えた「自分たちにできること」 を学ばせる。
を発信する。

◆咸宜園の価値や受け継がれてきた思いを，未来に
遺していくために「自分たちにできること」を，簡
潔にまとめ他者に分かりやすく伝えている。≪伝達
≫

小学校

ESD・総合的な学習の時間

世界の仲間のためにできること(第 6 学年)
奈良教育大学教職大学院

竹田隼也

(1)単元名
「世界の仲間のためにできること」(小学校第 6 学年)
(2)単元の概要
本単元では、日本一の海軍工廠となった広島県呉市をはじめ、日本の子どもが戦後の復興のために受
けてきた支援を切り口に、国際社会の一員であることを自覚し、よりよい社会づくりのために自分たち
にできることを考える児童の育成をねらいとしている。
明治 22 年(1889 年)、呉鎮守府が開庁し、広島県呉市は国を守り、船をつくる拠点となった。太平洋
戦争の際には当時世界最大の主砲を搭載した戦艦「大和」が建造されるなど工廠として栄えたまちであ
ったこともあり、大規模な空襲を 6 回受けるなど、大きな被害を出した。戦後は昭和 31 年(1956 年)ま
で英連邦軍が進駐していた。海軍の工場であった場所の大部分は占領軍のもとにあり自由に使えず、海
軍工廠として栄えたまちは失業者のまちとなった。
このような状況の中で、呉市の子どものために英連邦軍はチョコレートなどのお菓子を分け与えるな
どの交流をしていた。日本ではどこでも食糧難であったように、失業者の多かった呉市もまた食糧難に
悩まされていた。英連邦軍が目の前の子どもにこのような状況でお菓子を分け与えることの意味は大き
いだろう。また、昭和 24 年(1949 年)からユニセフによる給食支援が行われた。食糧難の中でこのよう
に子どもに食料を与えることは復興への大きな一歩であったのではないだろうか。
以上のような支援を受け、日本は敗戦国から経済大国に発展していった。現在は支援を受ける立場か
ら支援を行う立場になり、発展途上国に対して様々な支援を行っている。日本が支援を行っている国や
地域について調べる活動を行い、支援を行っているのは政府や大人だけではないことに気づかせたい。
小学生にも行える支援は様々あり、それらは自分たちと年齢の近い子どもの命が救われることに目を向
けさせたい。
【責任性】
ユニセフや 24 時間テレビなどで集められた募金の金額から、一人でやろうとすると小さな力であっ
ても大勢の力を集めることで大きな力になることに気づかせ、困難を抱えながら生活している世界の子
どものためにできる支援で自分たちにもできることはないか考えさせたい。また、調べたことや自分た
ちにできる取り組みを全校に発信し、学年だけでなく、全校児童に協力を呼び掛ける。
これらの活動を最後に振り返り、一人ひとりでは小さな力であっても、多くの人が協力することで大
きな力になることを実感させたい。
【連携性】

(3)ESD の視点の明確化
【持続可能な社会づくりの構成概念】
構成概念Ⅴ

連携性

様々な困難を抱えながら生活をしている世界の子どものために一人でできることは限られているが、学
級全体や学校全体で協力することによって大きな力になること

構成概念Ⅵ

責任性

自分たち一人一人が国際社会に生きる一員であることに気づき、よりよい社会の実現に向けて行動をす
ること

(4)単元の目標(重視する能力や態度)
≪関連≫
国際社会の一員であることに気づき、困難を抱えながら生活をしている人のために自分たちにできるこ
とを考え、行動しようとする。

【関心・意欲・態度】

≪未来≫
様々な困難を抱えながら生活をしている世界の子どものために自分たちにできることを計画、発信、実
行することができる。

【思考・判断・表現】

≪参加≫
様々な困難を抱えながら生活している世界の子どもについて調べ、現状や課題を読み取ることができる。
【技能】

≪多面≫
様々な困難を抱えながら生活している世界の子どもについて、現状や課題がわかる。
【知識・理解】

(5)評価規準
関連

未来

参加

多面

関心・意欲・態度

思考・判断・表現

技能

知識・理解

①国際社会の一員であ

①様々な困難を抱えな

①様々な困難を抱えな

①様々な困難を抱えな

ることを自覚し、様々な

がら生活をしている世

がら生活をしている世

がら生活をしている世

困難を抱えながら生活

界の子どものためにで

界の子どもの情報を集

界の子どもの現状がわ

をしている世界の子ど

きることを考えている。 め、読み取っている。

もの役に立ちたいと考

②自分たちにできるこ

えている。

とを在校生に発信し、行
動に移している。

かる。

(6)単元の計画(全 10 時間)
時
1

主な学習活動と内容

◇教師の支援

◆主な評価

【日本の子どもが受けた外国からの支
援について知ろう】
○教科書や資料集を提示し、日本の子

◇教科書や資料集、図書、新聞記事、インターネットな

どもが受けた外国からの支援について

どで情報を提示する。

知る。
・戦後、子どもが進駐軍の人から食べ

◇日本はこれまで外国から様々な支援を受けていること

物を貰っていた。

に気づかせる。

・ユニセフから学校給食の援助を貰っ
ていた。

国際 NGO から物資を受け取る子ども
(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/hanashi/story/1_2.html)

◆困っている人への支援について関心をもつ。≪関連≫
2

【日本が行っている世界の子どもへの
支援について調べよう】
○様々な困難を抱えながら生活してい

◇図書室や PC ルームを活用する。

る世界の子どもについて調べる。
・病気
・飢餓
・災害
・学校に通えない
(・戦争)

など
貧困地域に住む子ども
(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sanka/kyouiku/kaihatsu/

3

chikyu/index.html)

◆様々な困難を抱えながら生活している子どもの現状に
ついて調べ、読み取っている。≪参加≫

○日本が行っている世界の子どもへの

◇JICA や ODA、NGO など出てこなければ紹介する。

支援について調べる。
4

・ワクチンを届ける

(◇戦争への支援として物資の輸送や地雷、機雷の除去作

5

・医療支援を行う

業なども挙げられるが、憲法問題に関わる部分でもある

6

・学校をつくる

ため大きく取り上げることは避ける。)

・道の整備を行う

など

◆様々な困難を抱えながら生活している子どもの現状を
知る。≪多面≫

○自分たちにできる支援について調

◇一人では支援できないことでも多くの人が少しずつ行

べ、計画する。

えば大きな支援ができることに気づかせ、全校に協力を

・募金活動を行う

呼び掛けるようにする。

・書き損じはがきを集める
・衣類を送る

など

◆世界の子どものために自分たちにできることを考えて
いる。≪未来≫

7

【計画したことを全校に発信しよう】

8

○全校に向けて、調べたことを発信し、 ◆自分たちにできることを在校生に発信し、行動に移し

9

活動への協力を呼び掛ける。

10

【自分たちの行ったことについて振り
返ろう】

ている。≪未来≫

◆国際社会の一員であることを自覚している。≪関連≫

○この活動を通して考えたことやわか
ったことを振り返り、共有する。

参考文献等
・毎日新聞

(2015 年 2 月 24 日 11 面) [中東の機雷掃海]現場感覚を議論に生かせ

・呉市教育委員会(2005) 『子どもたちに語り継ぐ

呉の歴史絵本

たまち』
・外務省 HP

(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/)

日本の近代化と戦後の復興を支え

【小学校

ESD・総合的な学習の時間における指導案】

火山と私たちの暮らしを考えよう（第６年生）
～島原湧水群と雲仙普賢岳を題材にして～
奈良教育大学４回生

後藤田

洋介

１．ESD を生かした授業づくり
（１）単元名

「火山と私たちの暮らしを考えよう」
～島原湧水群と雲仙普賢岳を題材にして～

小学校

第６学年

（２）単元の概要
本単元では、島原湧水群と雲仙普賢岳を題材に、湧水と火山の関係について児童に考えさせ、火山と
私たちの暮らしについて児童たちに新たな価値観に気づかせたい。私たちの暮らしの中では、火山の恵
みが多く利用されている。しかし、その一方で 2014 年の御嶽山の噴火や、桜島の断続的な噴火など、
ひとたび噴火すればその被害は甚大である。日本には数多くの活火山があり、様々な地域で火山と人と
の共生が図られてきたはずである。その中で、日本人が自然（ここでは特に火山）と向き合って共存し
てきた姿勢について児童たちに考えさせたい。
雲仙普賢岳は、長崎県島原市にある、活火山で、平成２年に噴火が起こり、平成８年まで火砕流の発
生が続いた。この平成２年から平成８年の間には、降り積もった火山灰の影響で、大雨や台風に伴い、
土石流が発生し、周辺地域に多大な被害をもたらした。この雲仙普賢岳が噴火したのは、この平成の大
噴火だけではなく、1782 年（寛政４年）にも大きな噴火が起きている。この噴火の際には、島原市街
の後方にそびえる眉山が崩壊した。この時の岩なだれが有明海になだれ込み、大津波を発生させた。こ
の大津波が対岸の肥後の国に大きな被害をもたらしたため、この騒動は「島原大変肥後迷惑」として今
でも語り継がれている。この島原大変の時の噴火に誘発されて、島原の町の多くの場所で湧水が起きた。
白土湖はその時から湧水が続いている。島原市は、火山、文化、湧水を町のアピールポイントとして掲
げ、復興などの取り組みをしている。【有限性】
火山の恵みの利用として、本単元では、まず、島原湧水群を挙げる。島原湧水群は４ヶ所 60 地点の
湧水地からなり、その水は町の中の水路にも流れている。主に飲料や防災、景観などに用いられ、景観
としては、鯉の泳ぐまちとして、一部の水路に鯉を放流している。この湧水は名水として、環境省（当
時環境庁）の名水百選にも選ばれている。その他には、雲仙温泉や小浜温泉などが島原市では有名であ
る。これらを利用した観光業や、景観を利用した観光業なども、火山の恵みの一つである。また、地熱
発電を利用した自然エネルギーなども注目を浴びている。さらに、島原市では、火砕流によって被災し
た小学校や、土石流によって被災した家屋を保存展示（旧大野木場小学校、土石流被災家屋記念公園な
ど）を行ったり、雲仙岳災害記念館など、被災を語り継ぐための施設を建設し、当時を伝えるために用
いたりしている。【相互性】
それら火山の利用を知る中で児童には、火山は噴火による災害だけでなく、豊かな火山の恵みがある
ことを理解させていきたい。さらに、110 火山もの活火山を持つ日本では、火山から逃れて生活するこ
とは不可能といえる。火山と向き合い、生活していく姿勢は、人と自然の共存を表し、ESD の観点から
も非常に大切な価値観といえる。

（３）ＥＳＤの視点の明確化
【持続可能な社会づくりの構成概念】
構成概念

相互性…火山の周辺に住む人たちの暮らしに火山が深く関わりあっていること。

構成概念

有限性…火山と私たちの暮らしについて考え、自然災害だけでなく、火山の恵みも多
くあること。

２．ＥＳＤの視点を生かした授業の実際
（１） 単元目標（重視する能力・態度）
《多面》
火山と私たちの暮らしについて関心を持ち、自分たちの暮らしについて見直すことができ
る。
【関心・意欲・態度】
《未来》
火山と私たちの暮らしについて考え判断し、表現することができる。
【思考・判断・表現】
《参加》
コンピュータや書籍などを用いて意欲的に調べることができる。
【技能】
《関連》
湧水と火山が結びついていることを理解することができる。
火山が私たちの暮らしに様々な点で関わりを持つこと理解することができる。
【知識・理解】

（２） 評価規準
多面

未来

参加

関連

関心・意欲・態度

思考・判断・表現

技能

知識・理解

①火山と私たちの暮

①火山と私たちの暮

①コンピュータや書

①湧水と火山の関係

らしに関心を持ち、自

らしについて考え、表

籍を用いて意欲的に

を理解している。

分たちの暮らしを考

現しようとしている。 調べている。

え直している。

②火山の影響を理解
している。

（３）単元計画（全５時間）
時

主な学習活動と内容

◇教師の支援

１

１．長崎県島原市湧水群の学習

◆評価

島原のイメージについて出し合う。

◇島原城の写真、天草四郎の写真を見せる

２．島原市の様子を見る。

◇島原湧水郡の写真、白土湖、鯉の泳ぐま

町にたくさんある水路や湧水に疑問を持つ。

ち、水路、島原湧水館の写真を見せる。

町の水路に鯉が泳いでいる

町内の湧水の様子

町内のひしゃく

この水
この水はどこから出
はどこから出てきているのだろうか
２．湧水地と火山地を見比べる。
・名水百選、平成の名水百選より、
「湧水」を選

◇湧水で有名な土地と火山の分布地図を見

び出す。

比べ、湧水が火山と関係していることに気

・火山の近くに湧水や、水の綺麗な土地がある

づかせる。
（名水百選、平成の名水百選（環

ことに気づく。

境省）、日本の活火山総覧（気象庁）
）

３．湧水の仕組みについて学習する。

◆湧水と火山の関連を理解している。《関
連》

２

１．火山についての学習

〔活火山のデータ〕

・活火山のデータから、日本の活火山について

①日本と世界の活火山の数

学習する。

日本

110 火山 （6.93%）

①日本の火山の数、世界の火山の数について学

世界

1587 火山

習する。
②火山の噴火に対する対処（特に危険な 47 火山

②火山対策の取り組み状況
火山防災協議会設置

26 火山

火山ハザードマップの整理

29 火山

噴火警戒レベル導入

37 火山

具体的で実践的な避難計画を策定

2 火山

の対策）
③100 年ごとの日本の火山の噴火数（噴火が比
較的大きいもの）
※内閣府平成 25 年度防災白書附属資料より作成

③100 年毎の日本の活火山の噴火数

1601 年～1700 年

5 火山

1701 年～1800 年

11 火山

1801 年～1900 年

5 火山

1901 年～2000 年

9 火山

２．火山の被害について学習する。

火砕流の被害の様子（雲仙岳災害記念
館

雲仙普賢岳平成大噴火 p.18 より）

土石流の被害

火砕流の被害

（土石流被災家屋保存公園）

（旧大野木場小学校）

火山の
火山のある地域
ある地域の
地域の人たちは、
たちは、どのように
どのように火山と
火山と暮らしているのだろうか。
らしているのだろうか。

３

１．火山と人々の暮らしについて調べてみよう。
・どのように火山を利用しているのか予想する。
児童の予想の例）火山と温泉、地熱発電、湧水

４、

群、農業、景観

◆コンピュータや書籍を用いて意欲的に調

・予想をもとに調べ学習を行う

べている。《参加》

・地熱発電の場所や温泉の場所を地図上にプロ

◇日本地図に火山の場所を明記したものを

ットする。

用意しておく。

１．調べたことを発表し合おう。

◇資料に基づいて発表させる。

５

◆火山と私たちの暮らしについて考え、表
現しようとしている。《未来》

２．火山と私たちの暮らしについて考えよう
・火山を、温泉や湧水群、地熱発電など様々な
利用をしていることを知る。
・普賢岳にある神社について知る。

◇普賢神社と火砕流の写真を見せる。
◇日本人は自然と向き合いながら生きてい
ることに気づかせる。

３．これからの火山の利用について考え、自分

◆火山と私たちの暮らしに関心を持ち、自

たちの暮らしを見直す。

分たちの暮らしを考え直している。
《多面》

景観・観光：温泉や湧水を利用
エネルギー源：地熱発電
３．参考文献
・雲仙岳災害記念館
・鎌田浩毅

雲仙普賢岳平成大噴火

火山噴火―予知と減災を考える

雲仙岳災害記念館
岩波書店

・内閣府

平成 25 年防災白書

・気象庁
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小学校

社会科の事例

森林は未来を切り開く （第５学年）
奈良教育大学次世代教員養成センター 北村

恭康

1．ＥＳＤを生かした授業づくり
（１）単元名・学校種と学年
「森林は未来を切り開く」

小学校 第５学年

（２）単元の概要
我が国の森林面積は国土の約７０%を占め森林王国でもある。しかし、自給率は３０%と言われ、
使用する木材の 70%以上は輸入材である。これは誰が見ても「どうなっているのだろう」と疑問に
思うことである。我が国の森林は大きく分けて「人工林」と「天然林」の２つに分類される。人工
林の多くは戦後植林された杉・檜などの針葉樹であり約 40％、を占め、建築用材に適している。天
然林はほとんどが広葉樹から成り立っており約 50％を占めている。
森林は、生態系の保全や洪水、山崩れの防災、水源の涵養、二酸化炭素の吸収など重要な機能を
果たしている。【相互性】今、周りの山を見ると植林から 40 年から 50 年たち切りだされるはずの
木が放置され、荒れているところが多い。人工林は植林、下草刈り、間伐、主伐、製品という循環
が適切になされて初めて持続可能な資源となるものであり、切りっぱなしや放置は次の世代に森林
資源を残すことが難しくなるものと考える。また、間伐材の利用も山から搬出するための費用に見
合う収益が出なかったり、昔ながらの薪の利用もなかったりして山にそのまま放置されている様子
を多々見かけることもある。このようなことから、間伐材、木の皮、端材など木を丸ごと利用する
システムを地域に構築することにより、そこに住む人々の生活の安定と地域の活性化が推し進めら
れていくものと考える。しかし、これらは行政や地域住民が将来へのビジョンを持ち協同していか
なければならない。【連携性】また、木は二酸化炭素を吸収するが、若い木のほうが多く吸収する
ので、育った木を伐採しそのあと植林をする循環を絶やさないことは、温暖化防止にもつながるも
のである。仮に燃やしたとしても吸収量の方が多いといわれている。製品となっても二酸化炭素は
そのまま固定されているのである。
森林の保全に対しては、様々な課題があると思う。一つは、木材価格の低迷とそれに伴う生産活
動の減退、また、山村における生活基盤の整備の遅れなど複合的な課題が存在している。それらを
解決していかなければならないが、そのきっかけになる一つはエネルギーとしての木材の見直しで
はないだろうか。未利用材やほとんど破棄されていた樹皮や端材などを燃料や資源として再利用す
ることは、新たな価値を生み、それに伴って、雇用の機会が増え、魅力ある山村作りにもつながっ
ていくものではないだろうか。また、U ターンや I ターンを増やすことにもつながるものと思う。
石油はあと５０年ほどで枯渇してしまうといわれている。CLT など木材の利用開発と共に再生可
能な資源としての森林の保全に力を入れていかになければならないことを児童に考えさせ、持続可
能な社会の担い手としての資質や価値観を養うものである。

（３）ESD の視点の明確化
【持続可能な社会づくりの構成概念】
構成概念Ⅱ 相互性

森林は、国土の保全や温暖化防止といった我々の生活と密接にかかわ
りあっていること。

構成概念Ⅵ 連携性

森林を持続可能な資源として活用するには。林業に携わる人々だけで
はなく、地域全体でかかわっていかなければならないこと。

2．ＥＳＤの観点を生かした授業の実践
（１）単元の目標（重視する能力・態度）
≪関連≫ 我が国は、国土の多くが森林で占められていることを知り、森林から多くの恵みを受け
ていることに気付くことができる。

【関心・意欲・態度】

≪関連≫ 森林が手入れされていないのは、経済的理由もあることに気付くことができる。
【思考・判断・表現】
≪多面≫ 魅力ある産業にすることは、再生可能な資源として森林整備につながり、また、新製品
開発にもつながることを考えることができる。
≪未来≫

【技能】

森林の整備は、温暖化防止につながっていることが理解できる。

【知識・理解】

（2）評価規準

①

関連

関連

多面

未来

関心・意欲・態度

思考・判断・表現

技能

知識・理解

人は森林から多くの

①

学習を通して森林整備と

①

森林の荒廃

①

森林の整備は、地球

恩恵を受けていること

地域経済の活性化がつなが

を経済の関係で

温暖化防止につながる

を知ろうとしている。

っていることを考えようと

とらえようとし

ものであることを理解

している。

ている。

している。

（3）単元の計画（全９時間）
時

主な学習活動と内容
１、ランドサットの写真から我が国は森林が多
いことに気付く。

◇教師の支援

◆主な評価

◇森林には「人工林」が約４０%、
「天然林」が
約５０%であることを知らせる。
・
「人工林」は杉やヒノキなどで主に建築用材
として人の手で育てられているもの。
◇国土の約７０%が森林であることを伝える。

１
２
３
◇「漁民の森づくり」なども紹介し、森（山）
２、森林は私たちにどんな恵みを与えてくれて
いるのだろう。

は川―海とつながっていることに気付かせ
る。

◇子供の発言から、森林 は我々の生活にとって
生活にとって
大切なものであることを
大切なものであることを 実感させる。

森林・林業学習館 より

・水を蓄えている。
・土が崩れないようにしている。
・動物がたくさんいる。鹿、猿、猪など
・二酸化炭素を吸収してくれる。
・気分がいい

◆ 森林には私 たちの 生活 に欠 かせない 多 くの
働きがあることに
働きがあることに気付いている 。

≪関連≫

３、森林を守り、育てる人の仕事を知ろう 。

◇一連の仕事の中で、端材 ・未利用材・樹皮な
植林―下刈―つる切―除伐―枝打ち ―
間伐―主伐―原木市場―製材―製品
てくることを知らせる。（赤字）
どが出てくることを知
◇間伐の大切さを知らせる 。
◇この循環が行われて、 再生可能な資源として
成り立つことを気付か せる。

林野庁 HP より

①

○写真から「なぜ」疑問を作り自分の課題 とす
る。

森林はどうなっているのだろ
はどうなっているのだろ
今、日本の
日本の森林

４
５

森林組合人の
の話を聞きまとめよう
４、森林組合人
ををまとめる
○聞きたい事ををまとめる

◇子供が聞きたい内容を 伝えておく。また、山
仕事の課題も話をしてもう 。

６

◆ ゲストの話 から自分 の 課題解決が 見 えてき
グラフからも
からも現状を考えよう。
○グラフ

ている。

≪関連≫

◇１㎥あたりの 価格であるが、スギの

場合１㎥はスギ 3.8 本分あたること
本分あたること
を知らせる。
（グラフからスギ 1 本の価格は 3000

円）
森林・林業学習館 より

◇需要 の停滞 や 価格の 低下 から 林業

Ｈ２４森林・林業白書より

・30%しか自給率がないんだ
自給率がないんだ。
・昭和 30 年は 90%の自給率があった。
・なぜ自給率が下がったんだろう。
・木の値段も下がっているよ
下がっているよ。
・ヒノキの下がり方はすごい。
・働いている人は嫌だろうな。

の現状を考えさせる 。

○写真から疑問に思ったことを書こう

◇間伐材が放置されていることや間伐されて
いないことに気付かせる。
・木は切ったらそのままにしてある。
・下草が生えてない。
・間伐をしていない

②

◇間伐材を運び出しても費用がかかるだけに

○どうして、こんなことになったのだろうか。
・道がないから運べない。
・重たいから置いてある。
・運んだら費用がかかるから。
・人が足りないから。
・もうからないから。

なることに気付かせる
◆資料やゲストの話から、経済活動と森林の整
備にはつながりが深いことを理解する。
≪関連≫

森林の
森林の整備もでき
整備もでき、
もでき、働く人も喜ぶ仕組みを
仕組みを考
みを考えよう。
えよう。
７
８
９

５、どうしたら木をまるごと一本無駄なく使え
るのだろうか。

◇多くは破棄されていることを知らせる。
◇端材・樹皮は捨てるのにもお金がかかること

・教科書にボイラーや発電機の燃料に使うと
書いてあるよ。
・割り箸に使ったらいい。
・端材や樹皮を燃やすところを作ったらいい
・発電所を作ったらいい。

を知らせる。
◇単に設備を作っただけなら、働く人にとって
は今までと同じだということに気付かせる。

◇木材の活用で森林整備もでき、働く人々の生
６、真庭市での取り組みを知ろう。
植林

下刈

つる切り

活にも寄与していることに気付かせる。
除伐

・一本全部使っている。
・みんなで協力しあっている。
・端材や間伐材を持っていけば売れるみたいだ。
・火力発電所も作っているようだ。
・植林～主伐までちゃんと回っているよ。
・ペレットストーブもあるよ。
・工場で発電も湯もできている。

枝打ち

間伐

植林

主伐
端材・樹皮

新製品

原木市場

製材
7、グラフから森林の大切さを知ろう。

集積基地
(燃料用)

おがくず
(キノコ生産)

◆地域が協力できる組織を作ることで、森林の
整備も生活の豊かさも作り出すことができ

・スギの若い木が多く
CO2 を吸収している。

ることに気が付いている。≪多面≫

・木は若いほど CO2 の吸
収がいいね。

◇木をまるごと使うことは、温暖化防止にもつ
・山をちゃんとしなけれ
ばならないね。

ながることを理解する。
◆森林を整備できる仕組みを作ることは、私た
ちの生活にも深くかかわっていることを考
森林・林業学習館より

えている。
山で働く人が喜ぶ仕組みを
仕組みを作
みを作れば、
れば、温暖化防止
に役立ち
役立ち、地球にも
地球にも優
にも優しくなる。
しくなる。

≪未来≫

写真①②は森林・林業学習館より

【小学校

ESD 総合的な学習の時間・社会科における事例】

平和公園と吉野ヶ里遺跡から考える平和学習（第６学年）
奈良市立済美南小学校

高橋

一博

中村

友弥

１． ESD を生かした授業づくり

（１）単元名

平和公園と吉野ヶ里遺跡から考える平和学習

（２）単元の概要
本単元は、長崎の平和公園と佐賀県の吉野ヶ里遺跡を題材としている。戦争の悲惨さ・原爆の恐
かめ かん

ろしさを伝える平和公園と甕棺のような亡くなった人への思いが感じられる吉野ケ里遺跡を比べて
学ぶことで、心に平和の砦を築くことができる児童の育成を図りたい。
平和公園について。原爆によってもたされた被害は、原爆資料館の資料などから感じることがで
きる。公園内には平和公園を象徴する平和祈念像をはじめ、様々な像がある。それらの像の特徴と
して、海外から送られた像が多数あることである。亡くなられた人々へのご冥福を祈るとともに、
長崎が原爆被害にあった最後の都市となるよう平和を願った像ばかりである。例えば、平和公園を
象徴する平和祈念像。垂直に高く掲げた右手は原爆の脅威を、水平に伸ばした左手は平和を、横に
した足は原爆投下直後の長崎市の静けさを、立てた足は救った命を表し、軽く閉じた目は原爆犠牲
者の冥福を祈っている。このように像には平和に対する思いが込められている。

吉野ヶ里遺跡について。吉野ヶ里遺跡は弥生時代を象徴する遺跡である。弥生時代は稲作が栄え
身分の違いが生まれた時代である。吉野ヶ里遺跡からは、高床式倉庫や祭り、市が開かれていた様
子など豊かな文化があったことが伺える。この豊かさが争いの火種になり、日本最初の戦争が弥生
時代に起きた。敵の侵入を防ぐため、縄文時代にはなかった逆茂木や乱杭などが作られ環壕集落が
生まれた。

戦があったことは墓地からも伺える。葬られた人々の中には頭部がないもの、刀傷を受けた後が
かめ かん

あるものなど矢を打ち込まれているものなど戦争の犠牲者と思われる人骨が見つかっている。甕棺
に入れられている供え物に多い少ないがあるなど階層によって葬られ方に違いはあるが、亡くなっ
た人に対する当時の人々の思いを偲ぶことができる。
以上のように戦争から生まれる悲しみは今も昔も変わらない。社会科の歴史から学び、また総合
的な学習の時間の中で平和公園について学ぶことで、争いを生む心ではなく平和を重んじる児童の
育成を狙った。
（３）ESD の視点の明確化
【持続可能な社会づくりの構成概念】
構成概念Ⅳ

公平性…戦争がもたらす被害は、人権や生命が尊重されないということ。

構成概念Ⅵ

責任性…戦争の悲惨さを理解し、心に平和の砦を築くということ。

２．ESD の視点を生かした授業の実際
（１）単元の目標【ESD の視点】
・平和公園と吉野ヶ里遺跡について意欲的に学習している。
【進んで参加する態度】
・ 平和公園と吉野ヶ里遺跡を比べ争いを生む心と平和を重んじる心について考えることができる。
【未来像を予測して計画を立てる力】
・平和公園と吉野ヶ里遺跡の戦争に関する共通点について情報を集めている。
・ 平和公園と吉野ヶ里遺跡の戦争に関する共通点を理解し、関連付けて考えることができる。
【多面的、総合的に考える力】

（２）評価規準
関心・意欲・態度

思考・判断・表現

【進んで参加する態度】

【未来像を予測して計画を立てる力】

・平和公園と吉野ヶ里
遺跡について意欲的に
学習している。

・平和公園と吉野ヶ里
遺跡を結びつけて考え
ている。

技能

知識・理解
【多面的、総合的に考える力】

・平和公園と吉野ヶ里
遺跡の戦争に関する共
通点について情報を集
めている。

・平和公園と吉野ヶ里
遺跡の戦争に関する共
通点を理解している。

（３）活動の計画
時

学習活動
教師の支援

︎評価

１ １．像（平和祈念像）の写 ○なぜ写真のような両手、両足のポーズに
真を見て何のために作ら
なっているかクイズ形式で予想させる。
れたかを予想する。
□像（平和祈念像）の写真を見て、
何のために作られたかを予想
しようとしている。
２．原爆投下直後の長崎の
街の写真を見る。

３．これからの学習課題を
示す。

平和な
平和な社会の
社会の担い手になるために、
になるために、戦争について
戦争について考
について考えよう。
えよう。
２ １．めあてを確認する。

吉野ヶ
吉野ヶ里遺跡から
遺跡から戦争
から戦争を
戦争を考えよう。
えよう。

２．吉野ヶ里遺跡の資料
から当時の様子を読み
取る。

○スライドショーやパワーポイント
で視覚的にわかりやすくする。
□吉野ヶ里遺跡の資料から当時の
様子を読み取ろうとしている。

３．カード
カードを並び
び替え、戦
争
争が始まるまでの
まるまでの過程
を
を考える。

○カード形式
形式で考えやすくさせる
えやすくさせる。
えやすくさせる
□並べ替えた
えたカード

４．戦
戦争が始まった
まった過程を
まとめる
まとめる。

○並べ替えた
えたカードを
を掲示する。
。

３ １．めあてを
めあてを確認
確認する。

平和公園と
平和公園
と吉野ヶ
吉野ヶ里遺跡を
里遺跡を比 べ、戦争に
戦争に関する共通
する共通点
共通点を見 つけよう
つけよう。
よう。

２．平和公園
平和公園と吉野
吉野ヶ里遺
跡
跡を比べ、戦争
戦争に関す
る
る共通点を見
見つける。

３．共通点
共通点をまとめる
まとめる。

○比べやすい
べやすい資料を示
示す。
○個人で見
見つけにくい
つけにくい場合は、グループ
グループで見
見つける。

共通点
① 豊かさ
かさを狙った
った侵略戦争。
。
・稲作
・稲作に向く豊
豊かな土地争
土地争い（弥生時代
時代）
・経済発展
・経済発展をねらった
をねらった侵略
侵略（第二次世界大戦
世界大戦）
② 亡くなった
くなった人や
や平和への思
思い
・甕棺
甕棺（吉野ヶ
ヶ里遺跡）
・公園
公園の像（平和公園
平和公園）

戦争が起
起こる背景には
には様々なものがあり
なものがあり、
、宗教、思想
思想、資源や土地
土地の争いなどが
いなどが複雑に絡
絡み合っ
て今も続いている
いている。平和
平和な社会を
を作っていくためにはひとりひとりが
っていくためにはひとりひとりが、戦争が起
っていくためにはひとりひとりが
起こってきたその
こってきたその歴
史を学び、
、心に平和の
の砦を築くことができるかどうかにかかっている
くことができるかどうかにかかっている。
くことができるかどうかにかかっている
本教材で
では、時代は
は変われど、
、戦争のルーツ
ルーツや亡くなった
くなった人への
への思いは変わらないことに
わらないことに気付い
わらないことに
てほしい。
。繰り返してきた
してきた戦争を
を起こさないためには
こさないためには、
、戦争の背景
背景に目を向け、
、根本的な原因
原因を考
えることが
えることが大切である
である。

平成 26 年度

第 1 回ＥＳＤ連続セミナー概要報告

１．開催日時・会場
平成 26 年 7 月 18 日（土）18 時～21 時

205 教室

２．参加者
大西、太田、吉村、三木、山方、山方、西口、河野、北村、横井、後藤田、中澤

12 人

３．内容について
（１）今年度の連続セミナーの持ち方
これまでＥＳＤの理論研修とそこで身に付けた視点による教材開発を行ってきた。連続して参加し
ている教員は、ＥＳＤ教材開発の視点は十分に獲得できていると思う。そこで今年度からは、ＥＳＤ
理論研修（入門編）と教材開発研修（応用編）に分かれてセミナーを開催する。もちろん両方に参加
していただいてもよい。
（２）新メンバーについて
奈良においてＥＳＤ推進の中核になる教員の研修として行ってきた。奈良でのＥＳＤの定着と質的
向上のために新たなメンバーを募集する。現メンバーの知り合いで、意欲のある若手教員の勧誘をお
願いする（男女を問わず）。次回の 8 月 28 日（木）に 1 人以上連れてくる。
（３）教材開発調査旅行について
できれば夏休み中に実施する。事前に調査計画書を作成し、メール添付で送付する。
①調査テーマ、②行き先、③日程、④交通手段（使用すると想定される交通手段と列車時刻）
⑤宿泊先
一人 4 万円以内で。それを超え、部分的に自己負担が生じる場合は、早めに連絡をください。
校長先生の許可をもらって下さい。
（４）ＥＳＤ教材開発の方向性について
・

地域教材の開発は、子どもの関心を高める。

・

地域の課題から、地球的諸課題に突き抜ける（地域埋没を避ける）
地球的諸課題とは
地球温暖化、資源の枯渇、生物多様性の劣化、大気汚染、人権侵害、紛争・テロ、
男女間の不平等、他の文化への不寛容、少子高齢化、貧困、交通、等

・ 入り口は多様にある。指導する側は、そこからＳＤのために必要な能力や価値観を育てることを
意図して、学習を導いていく。
・

価値観と行動の変革のために、授業の最後には自分に戻す。（自己評価）

・

総合的な学習の時間におけるＥＳＤでは、行動化を学習過程に行動を位置づける。

（５）世界遺産学習とＥＳＤ
・ 行動化を促すもとになるのは、①地域を大切に思う心と②次世代の担い手としての当事者意識で
あるので、世界遺産学習はＥＳＤとして有効。
・

しかし、地球的諸課題へはつなげにくい。

・

世界遺産学習における地球的諸課題への展開は今後も検討する。
木の文化→森林環境の重要性

大仏→平和、唐招提寺観音菩薩立像→生物多様性・自然観

・

世界遺産学習で培ったもの（心と意識）を基盤に、地域にある地球的諸課題を取り扱うことは、

非常に有効だが、時間がかかる。

地域から地球的諸課題

世界遺産学習におけるＥＳ

を串刺しにする

Ｄ展開
地域教材
・文化財保存への気付き
・地球的諸課題への気付き

自己や地域に戻すこと
で価値観と行動の変革

４．その他
（１）ユネスコスクール世界大会における実践事例の募集について
8 月 4 日（月）が締切（お手伝いさせていただきますが、8 月 1 日から不在です）
全国 80 事例に選ばれると、文部科学省から学校に認定証が贈られる。選ばれた事例は日本語と英
語で冊子化され、世界に紹介される。
20 に選ばれると、11 月 8 日の世界大会の分科会で発表ができる（旅費付）。
ＥＳＤ大賞、文部科学大臣賞もこの中から選ばれる。
ぜひ、応募してください。

（２）奈良ＥＳＤコンソーシアムにおける研修旅行について
8 月 30 日（土）和歌山県立博物館（あと 4 人程度募集）
9 月 13・14 日
20・21 日
10 月 11・12 日
4・ 5 日

東吉野森林環境研修（10 人程度）河野、
十津川村研修（2 人程度）西口、太田
野洲流域環境研修（10 人程度）
本宮熊野三山研修（2 人程度）三木、高橋

11 月 22 日（土）大津三井寺・石山寺研修（4 人程度）横井
23 日（日）吉野金峯山寺研修（4 人程度）
12 月 13・14 日

太地研修（1 人程度）大西、吉村、河野、後藤田

次回の予定
8 月 28 日（木）18 時

国際交流室

入門編に参加する若手教員を一名以上連れてきてください。

平成 26 年度

第 2 回ＥＳＤ連続セミナー概要報告
北村恭康・中澤静男

1.

開催日

2.

参加者

平成 26 年 8 月 28 日（木）

教員：大西、大田、三木、山方、西口、河野、岡田、北村
石田、吉村、徳岡、福住、山方、森崎、成尾、大坪、中澤
学生：島、仲
3.

内容について

【教材開発】
（1）ＥＳＤ教育理念が教員や教育課程の中に定着がなかなか図れない。
・先生方への研修は行っているが、行動になかなかつながらない。
・中心となる先生が転勤すると停滞気味になる。
・長い目でＳＤのための能力や価値観を育てていかなければいけない。
（2）地域の課題から地球的な課題につながっていくような教材開発や地球的諸課題を取り扱う
教材開発を行う。また、低学年などでは、トピックなもので取り上げ学びを実践し、ＳＤの
ための諸能力や価値観の萌芽を育成していく。
（3）次回、各自のＥＳＤ教材開発の概要を持ち寄りグループにおいて検討をする。

【入門】
資料：「我が国のＥＳＤ実施計画」
（１）ＥＳＤが登場した背景：地球的諸課題について
参加者からは、温暖化、砂漠化、オゾン層の破壊、資源の枯渇、ゴミ、人口爆発、貧困、
水、戦争、格差社会、森林破壊、核兵器、といった課題が地球的諸課題として出された。そこで、グ
ループごとにそれらの課題について、関連のあるものを線でつないでいったところ、多くの課題が互
いに関連付けられることに気がついた。これは２つのことを意味している。一つは、様々な課題が互
いに関連しており、一つの課題解決が他の課題に影響すること、つまり体系的に考える（体系的思考
力）必要があるということだ。もう一つは、切り口は多様にあるが、持続可能な社会を実現するとい
う目的は同じであるということである。ＥＳＤは、多様な切り口における問題解決策（技術など）を
見い出すというよりも、問題解決に向かおうとする人材を育成することである。
換言すれば、持続可能な社会づくりに参加・参画する人材の育成である。この参加・参画を授業レ
ベルで考えると「発言」「提案」であろう。しかし１時間の授業に全員に発言させることは無理であ
る。そこで、全員が発言できる機会として、ＥＳＤにおいてはグループディスカッションを重要な授
業方策と位置付けている。
（２）持続可能な開発について
①

将来世代のニーズを満たす能力を損なうことなく

②

現代世代のニーズを満たすような社会づくりを持続可能な開発と呼ぶ

①は世代間の公正、②は世代内の公正と呼ばれる。②の公正の対象は地球上に住むすべての人であ
る。先進国にの人たちは自分たちさえよければいいのではなく、途上国の人たちの生活にも責任を持

つべきであるという概念である。換言すれば空間的な公正の
概念であるといえる。一方、①は現代世代だけでなく、将来
世代の人をも対象とした公正について言及しており、現代人
は将来の人たちの生活に責任を持つべきであるという時間
的な公正の概念である。
この持続可能な開発の概念は、
１９８７年のブルントラン
ト委員会において提起され、世界的に認められているのであ
るが、見落としているポイントが一つある。それは、時間的
な公正の概念が、未来の方向のみを指しており、過去に対す
る公正という、先人の苦労や努力は視野に入っていない。

私の位置を考える

（３）文化遺産を通したＥＳＤの意義
文化遺産を通して先人の苦労や努力に光を当て、過去の人の声に耳を傾けることで、これからの社
会づくりの方向性を考えていこうというのが文化遺産を通したＥＳＤである。文化遺産を通したＥＳ
Ｄは、文化遺産の保護・保存を追究する学習ではない。我々が住むこの社会は、文化遺産でもある。
天から与えられたものなのではなく、過去の人たちの苦労や努力の賜物である。この先人の努力を尊
重することは、縦の文化の多様性を尊重することでもある。先人の苦労や努力を知ることが、次の社
会づくりの担い手意識、当事者意識を育む。

（４）生態系と生物多様性
我々は生態系サービスがないと生きていくことはできない。生態系サービスには、①資源提供サー
ビス、②調節的サービス、③文化的サービスがある。そして生態系を維持するためには、生物多様性
を保護する必要がある。

次回は９月２５日（木）１８時３０分～です。中村先生と福住先生が「我が国のＥＳＤ実施計画」
をまとめてＡ４１枚にしてきてくださいます。みなさんも、事前に熟読し、重要箇所には下線を引く
などし、当日、質問したり意見を述べたりできるように頑張ってください。
また、新たなセミナー仲間も募集中です。知り合いでやる気のある方、おもしろい発想のできる方
を連れてきてください。よろしくお願いします。

平成２６年度

第３回ＥＳＤ連続セミナー概要報告
北村恭康・中澤静男

1、開催日・会場
平成２６年９月２５日（木）
2、参加者
教員：大西、大田、西口、三木、山方、北村
石田、中村、池見、徳岡、蔵前、大坪、中澤
学生：後藤田、島、竹田、仲、横井
3、内容について
【教材開発】
教材研究のため現地に出かけた先生はプレゼンテーションで、それ以外の先生は口頭で教材開発
の概要を説明し、質疑応答を行う。
● 山方先生

「石油にやさしい生活を考えよう」４年生

・単元の流れでは右図から入るようになっているが、ゴミの分
別などから、石油からできている品物を探しそこから石油に
入っていった方が、４年生ではいいのではないか。
・プラスチック製品が多くあるので、石油に目が行きやすい
のではないか。
・４年生ではマクロな視点から入っていくのかあまりなく、身
近な地域から入っていき、５年生で広げていくというのが経
験上からもよいのではないか。
・ＥＳＤの観点から

ゴミを減らす

石油の節約につながる

のでは。
４年生か５年生か、実践する学年の問題
導入の問題

●西口先生

「富士山―信仰の対象と芸術の源泉」を訪ねて

・山梨県環境科学研究所：「森のお散歩」

富士山の説明

森では木を拾って薪にしていた頃には人の手が入りマツタケも生えたが、今では放置されてい
るので、マツタケも生えない。富士山は玄武岩で形成されている。
・赤富士
・御師の町

日の出の富士山

葛飾北斎

富士山は昔信仰の対象であった
戸川家（御師）

御師の家２軒は構成資産である。

檀家の６割千葉県（江戸時代）登拝信仰

・浅間神社のご神体富士山
・富士山はイコモスから改善条件付きで世界遺産登録されている。
・観光とイコモスからの改善条件について考えさせる。
信仰の対象としての登山から観光としての登山へ変化している
富士山の価値を考えさせる
認められることで規制がされるのでどうなんだろうか

イコモスの宿題は２０１６年回答
有田和正先生の実践より
人口を増やすのには

●大田先生

１６０３年当時の江戸の町の人口

１０００人ぐらい

ランドマークとしての富士山の利用

富士信仰が盛んになる

「自転車を通した持続可能な町づくり」～しまなみ海道の事例から～

・サイクリストの聖地と言われている。台湾からの観光客が増加（景色が良い）
70Ｋｍのサイクリング道

青いペイントをつける（今冶～（チョット船）～尾道）

各市町村の政策の結果サイクリストが増加
・政策

レンタサイクルの乗り捨て可能

、電動自転車、コース選択、表示があり迷わない。ガ

イドの充実、地域住民の協力体制が整う、橋に向かう道の整備、
・特産品の販売、各店で工夫を凝らしたおもてなし（トイレ・空気入れ・おしぼり・自転車スタン
ドの設置・宿泊施設のサイクリストにやさしい （自転車は部屋へ持ち込可・ロビー内へ可・自
転車の搬送）

小学校も協力

・奈良にもあるがあまり知られていない。

しまなみ海道とリンクしてみたらどうか

・なぜＥＳＤなのか
子ども

自転車に乗っている

健康に良い

公共交通機関と役割分担ができる

ライフスタイルが豊か

季節が感じられる

五感で感じられる

維持費・環境にも家計にも優しい
自転車のもたらすメリットがある。
観光と自転車で進められるか

環境で行くか

奈良にこだわる必要はない。
教育に観光という視点が抜けているのでは
観光（経済）を持続させる視点

●大西先生
まだ固まっていないが、「東京駅の復元」を取り上げてみたい。
復元するのに何の意味があるのか。復元する価値を見つめてみたい。
技術の伝承において、復元することは価値がある。
「奈良ホテルの価値」も取り上げてみたい。

●三木先生
富岡製糸場をキーワードに行こうと思う。が、ＥＳＤ的なことを見出そうとはしていない。
●後藤田君
西淀川区の公害を取り上げたい。
西淀川工場は住民から苦情があるのに、なぜ東大阪の工場は愛されているのか
●北村
森林資源を活用し町の熱エネルギーの 11％余りを作り出している真庭市を参考にして、今後のエ
ネルギー問題や温暖化の問題を取り上げてみたい。

【入門】
（１）振り返りから

システムズシンキングの重要性

アメリカのトウモロコシ政策から
トウモロコシをバイオエネルギー原料に流用
トウモロコシは、成長過程で二酸化炭素を吸収してい
るので、燃焼過程で二酸化炭素を排出しても、トータ
ルとして二酸化炭素量は増えていない。
（カーボンニュ
ートラル）温暖化対策として有効。しかし、トウモ
ロコシ価格の上昇を招いた。

日本においては、飼料価格の上昇

アメリカがトウモロコシをバイオエネルギーにまわす理由（メリット）
①

トウモロコシ価格の上昇による利益の拡大

②

石油輸入量の削減

③

温暖化対策として世界にアピール

（２）ＥＳＤ実施計画を読み解く
Ｐ．３～Ｐ．５

中村先生

キーワードの関連を考える
①

すべての人が健康で文化的な生活を営むための取組

②

平和への取組

③

持続可能性の基礎

④

環境の保全・経済の開発・社会の発展の調和
平和な国・地域と平和でない国や地域がある。平和であれば問題はないということではなく、①

を求めていくことが大切。
持続可能性の基礎を大切にする社会になることで①・②の取組が進む。
④については、これまでの社会、現在の社会が経済開発偏重であることに対する反省として読む。
もちろん経済開発は大切だが、環境や社会（人と人のつながり）との調和が重要。

Ｐ．５～Ｐ．８

福住先生

（３）我が国の実施計画
一人一人が、①世界の状況や将来の世代と、現在の社会や自分との関係を見つめ、②自らが生き
る社会を持続可能な社会とすべく、③その社会づくりに参画するようになることを目指す。
日本の諸課題から自らの生活と世界や将来、過去との関係に気付かせる。

平成２６年度

第４回ＥＳＤ連続セミナー概要報告
北村恭康・中澤静男

1、開催日・会場
平成２６年１１月１３日（木）
2、参加者
教員：西口、三木、山方、河野、北村、 森崎、大坪、中澤
学生：

後藤田、島、竹田、横井

3、内容について
【教材開発】※本文中の○時とは、指導案での時数である。
今回は山方先生、西口先生の指導案を中心に質疑応答を行い、三木、河野両先生の教材開発の概
要説明を受ける。
● 山方先生

「石油にやさしい
石油にやさしい生活
にやさしい生活を
生活を考えよう」
えよう」

・前回実践する学年を「４年生か５年生か」という課題が残っていたが、今回４年生で実践を行う
こととなった。その際「ごみのしまつと活用」の既習学習の内容から石油製品の多さを想起させ
ていくという一文を単元の概要に記述していけばよいのではないか。
・第三時の「石油危機は、どんな様子だったのだろう」は、追究課題として取り上げるのではなく、
様子を知らせるだけで良いのではないか。
・第３時の課題を取り上げないのなら、第２時、３時の流れをもう少し組み替えたらどうだろうか
・第１時は、変更したものがより子どもに実態に即しているのではないか。
・備蓄基地のことは、第４次に入れたらどうだろうか。

変更前

変更後

●

西口先生

「世界遺産「
世界遺産「富士山」
富士山」の価値を
価値を考える

・イコモスから条件（右図）があるが、日本人の感覚と少し違う
ようである。
・富士山を単なる山として見ていなく、信仰の対象としている
時もある。（霊峰富士という言い方もある）
・第１・2・3 時の「なぜ

富士山は自然遺産ではなく、文化

遺産なのだろうか」という課題であるが、
万葉集の「田子の浦ゆうち出でてみれば真白にぞ
富士の高嶺に雪は降りける」から、古くから歌
題材に取り上げられていることや全国にある「○○富士」探
しなどから日本人の心情に迫ったらどうだろうか。
・第２時で世界（イコモス）の見た富士山の価値、第３時で
日本人の富士山に対する見方、思いを取り上げていったらど
うだろうか。

● 三木先生

「富岡製紙場と
富岡製紙場と絹産業遺産群」
絹産業遺産群」

・テーマとして「地域遺産としての絹産業」
・
「日本の近代化と絹産業」
・
「日本の伝統文化と絹」
・
「多
様性としての富岡製糸場」
・
「私たちの生活と工業生産」を考えている。製糸生産量現在はわずかであ
り、輸出は１９６５年頃で０になっている。
・正倉院宝物の復元に皇居で飼育されている「小石丸」という純国産の蚕が作り出す糸が必要になり、
日本文化の継承に役に立っていた。

● 河野先生
・現在考え中であり、教材として取り上げられるものがいろいろありそうで案がなかなかまとまらな
い。
・例として
「近鉄電車１００周年！昔と今では何が変わった？」
大阪と奈良をつなぐと、人々のくらしはどのように変わるのだろうか
「いつから奈良と大阪はつながった」
私たちの文化はいつ、どこからどのように伝わったのだろう
「法隆寺の柱は、ギリシアの柱？」
一度失われた玉虫厨子、どうやって復活させたのだろう

● 大西先生

復元（復原）することは過去と未来をつなぐこと

東京駅丸ノ内駅舎・平城京第一次大極殿の復元（復原）から考える

【入門編】
（１）あいち・なごや宣言を読み解く
・

人々が持続可能な開発の真っただ中にいることを認識する

・

持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）の更なる強化と拡大のための緊急行動を求める。

・

ＥＳＤを持続可能な開発の実施のための極めて重要な方法として再認識し、ポスト 2015 年ア
ジェンダとしてＥＳＤに関するグローバル・アクション・プログラム（ＧＡＰ）が教育・訓練・
学習の全てのレベル及び分野においてＥＳＤの行動の導入、拡大を目指していることに留意し支
持する。

・

ＥＳＤの可能性
批判的思考、システム思考、分析的問題解決、
創造性、協働、不確実なことに直面した際の
未来
決断、また国際的な課題がつながっているこ
との理解の及びこの自覚から生じる責任の
ような、地球市民そして地域の文脈における
現在および未来の課題に取り組むために必

地域

地球

要な知識、スキル、態度、価値を発達させる
ことで、学習者自身及び学習者が暮らす社会
を変容させる力を与えることができる。
・

ＥＳＤが提供するチャンス
持続可能な経済、社会の実現
持続可能な経済、社会の実現を目指して、先進国と途上
国の両方が、貧困撲滅、不平等の縮小、環境保護、経済
成長のための努力の強化に取り組む機会

・

ＥＳＤ実践が留意すべき文脈
地元・国内・地域・世界の文脈において、文化の貢献、
平和の尊重、非暴力、文化多様性、地域と伝統的な知識、

貧困撲滅・不平等の縮小
環境保護・経済成長

先住民の英知と実践、人権、男女の平等、民主主義、
社会正義のような普遍的原則の必要性（これらを学習
内容とする実践に取り組んでいくことが重要）
。
・

ＧＡＰの５つの優先行動分野
先進国
①

途上国

ＥＳＤに対する政策的支援
例えば学習指導要領にＥＳＤを記載する

②

ＥＳＤへの包括的取組

組織全体で、多様なステークホルダーのネットワークで取り組む

③

ＥＳＤを実践する教育者の養成

④

ＥＳＤへの若者の参加の支援

⑤

ＥＳＤへの地域コミュニティの参加の促進

（２）ＥＳＤ推進のためのユネスコスクール宣言（ユネスコスクール岡山宣言）のキーポイント
☆

日本の教育を変えていく原動力としてのＥＳＤ

☆

教師や子どもたちが主体の教育

（３）用語等の解説
①

ステークホルダー：利害関係者だが、ＥＳＤでは「当事者」

②

フォーマル教育・ノンフォーマル教育・インフォーマル教育
フォーマル教育：学校教育
ノンフォーマル教育：社会教育、成人教育
インフォーマル教育：家庭や地域での教え

③

コミットメント
約束、役割、責任

④

アジェンダ：方向性を示すもの、指針

⑤

日本の現行教育とＥＳＤ
受験のための教育、教科書中心の画一的な教育、一斉授業、苦行：「競争のための教育」
ＥＳＤ：地域の課題追究、子ども主体、教員と子どもの協働・学ぶ喜び：「共生のための教育」

（４）ＥＳＤで育みたい力について（大坪先生：資料参照）
①

技能・能力
体系的な思考力（システムズシンキング）
：原子力発電の賛否両論を用いて
代替案の思考力（クリティカルシンキング）：問題発見能力
データ分析能力
コミュニケーション能力：「給食おみくじシステム」の紹介
リーダーシップの向上

②

価値観
人間の尊重、多様性の尊重、非排他性、機会均等、環境の尊重

③

目標

：

持続可能な社会づくりに市民として参加する態度や技能の育成

（３）ＥＳＤの推進について
プロデューサー

：仲間を集め、組織し、実践する者

コーディネーター：異なる主体をつなぐ者
ファシリテーター：意欲向上、場を温め、やる気を起こさせる者
大学や教育委員会が中心となった研修等を通じて、①教員、②地域人材、③ボランティア、④Ｎ
ＰＯ人材、⑤公民館等のプロデュース機能、コーディネート機能、ファシリテーション能力を高
める。その後、養成された人材が、各地でプロデューサーとなって取り組むとともにコーディネ
ーターとなってつながる。特に教員の役割が重要。
（４）評価について
ＰＤＣＡサイクル
ＥＳＤの評価に関する一考察
ＥＳＤは環境・文化における多様性を尊重する態度を育成する教育であるはずなので、評価に
おいては、なぜ、これまで通りの画一的な評価でなければならないと考えるのか。評価にも多様
性があっていいはずだ。
ＥＳＤにおいては、強制されたり指示されたりではなく、内発的に持続可能な社会づくりに参
加参画人材を育成することが目標である。つまり、自己評価力を育てる（自己を把握する、自己
をモニターする）ことと、持続可能性に関する価値観を養うこと、能力を育てることが重要だ。
子どもどうしの相互評価のポートフォリオを用いた自己評価による、子どもの自己評価力を育て
る方策の紹介。

平成 26 年度

第５回ＥＳＤ連続セミナー概要
中澤

１．開催日・会場

静男

平成 26 年 12 月 08 日（月）

２．参加者
教員：森崎、石田、高橋、中村、山方、蔵前、三木、池見、河野、西口、徳岡、福住、大西
加藤、北村、中澤
学生：島、竹田、仲、後藤田
３．内容について
（１）教育の内容
「ＥＳＤでは、個別の取組のみではなく、様々な分野をつなげて総合的に扱っていくことが必要」
・

これまでの教育
各教科でそれぞれに重要だと思われる内容を指導していたが、学んだ内容をどのように総合化し、
関連づけるかは、学び手に任されていた（あるいは関心を払ってこなかった）。

・

ＥＳＤ
ＥＳＤの目標は持続可能な社会づくりの担い手の育成である。持続可能な社会づくりを阻む問題は、

各教科ごとにあるのではなく、複合的である。そのような複合的な問題に対処できる能力を養う必要
があり、システムズシンキングの育成が求められる。
・

総合的な学習の時間
各教科には各教科ごとの学習内容があるため、総合的に扱うことが難しい。そこで総合的な学習の

時間において、システムズシンキングなどの育成を目指したＥＳＤを展開する。ＥＳＤでは持続可能
な社会づくりに関わる課題を追究するという、問題解決型の学習を展開する。
・

地域づくりに参画する態度を育成する。
地域の持続可能性に関する課題を取り扱うためには、地域のことをよく知る必要があり、地域人材

との連携も求められる。

（２）学び方・教え方
①

合意形成の手法について
合意形成に至るための道筋
・

共通の土台：話し合いを活性化させるためには、共通の土台が必要である。

・ 多様な意見を引き出す：多面的にとらえることで多様な意見を引き出す。その際、ブレーンス
トーミング、マインドマップ、ＫＪ法などを活用する。
・

対立点を明示する：意見の相違点を指摘することで、何が問題であるかを共有させる。

・

とことん話し合う

②

教員に求められるファシリテートの働き
・

学びの環境づくり

・

意見を引き出す

・

意見によりそう（認める）

・

他の意見やこれまでの経験などにつなげる

・
③

大切なのは、意欲を向上させること
学ぶ側の意見を取り込みつつ進める、とは

ユネスコスクール岡山宣言より
・「私たちは、持続可能な未来のために、身近な地域に貢献するとともに、グローバルな視点を持
って行動する次世代を育てます。」

身近な地域に貢献

次世代

グローバルな視点を持って行動

地域とつながる
世界とつながる

協働
・「「変化の担い手」として子どもと教師を捉え」
持続可能な地域づくりの中核としての学校、変革の発進点としての学校
・「学びの入り口やテーマが何であれその先に地域、国、アジア、世界の平和と持続可能性を見据
えて」
先を見る、交流と協働、連携の機会を作る、ＧＡＰの優先行動分野をつないでいく
・「教師や子どもたちの主体的な発意やアイデアを尊重し、」
教師と子どもで学習内容をつくっていく。

（３）グローバル・アクション・プログラム（ＧＡＰ）
ＧＡＰでは５つの優先行動分野が示されている。
①

政策的支援（ＥＳＤに対する政策的支援）
日本では、学習指導要領にＥＳＤがしっかりと書き込まれるということ。

②

機関包括型アプローチ （ＥＳＤへの包括的取組）
ホールスクール・アプローチ、多様なステークホルダーによる学びの構築。

③

教育者（ＥＳＤを実践する教育者の育成）
ＥＳＤファシリテーターとしての教員の力量形成

④

ユース（ＥＳＤへの若者の参加の支援）

⑤

地域コミュニティ（ＥＳＤへの地域コミュニティの参加の促進）

ＧＡＰに③ＥＳＤを実践する教育者の
育成が挙げられている。岡山、愛知・名
古屋においても、教員研修の重要性が
色々な場面で指摘されていた。

平成２６年度

第６回ＥＳＤ連続セミナー概要報告
北村

1、開催日

恭康

平成２６年１２月１８日（木）

2、参加者
教員：

大西、三木、山方、河野、北村、 学生：

後藤田

3、内容について
今回は山方先生、大西先生の指導案を中心に質疑応答を行い、三木先生、後藤田君の教材開発の
概要説明を受ける。
● 山方先生

「石油にやさしい
石油にやさしい生活
にやさしい生活を
生活を考えよう」
えよう」

４年生

・前回の「なぜ４年生で実践するのか」の文言を入れ、第一時を前回変更した「燃やせないごみ」の
原材料より石油に目を向けさせていく内容とした。
・第４時の終末において、「自分にできることは何か」を考えさせ、生活の中で実践してほしいとい
う願いを教師は持っている。そこで、子どもたちが考え出てきた意見を単元終了後も「～している
かな」という自分の生活の振り返りを促す言葉がけも必要である。
・確認点
〇

単元計画の内容の評価の記述については
◆・・・・できる。《未来》

〇

という書き方に統一する。

ESD の視点を生かした授業の実際について
《未来》
・・・・・・・・

【知識・理解】という書き方に統一する。

● 大西先生 「復元することは
復元することは過去
することは過去と
過去と未来をつなぐこと
未来をつなぐこと」
をつなぐこと」

６年生

～東京駅丸の
東京駅丸の内駅舎・
内駅舎・平城宮第一次大極殿の
平城宮第一次大極殿の復元から
復元から考
から考える～
える～
・多額の費用をかけて復元した大極殿にどういう意味があるのかを考える教材作りから始まった。
・復元・・・すでに失われた歴史的な建物を、基本的にすべて新材を使って再建する。
復原・・・創建時から現在までに改造された部分を旧状に戻すこと。
・復元する意義を見つめ

「技術をつなぐ」「思いをつなぐ」授業を作り出したい。

・復元は過去を知り、未来に繋げるものである。
・復元（残す）することは技術の伝承のみならず、当時の人々の思いを知ることにもなる。
・世界遺産の真正性は重要であるが、木造建築の復元には理解が得られたのではない
・復元することは、地域の活性化・観光資源として活用できるのでは
・第５時において、地域に戻す必要があるのだろうか。
再建は２つの重要な機能を たす：実験的な研究と解釈である。しかし、それらは残存する考古
学的な証拠を乱すことを避ける為に非常に慎重に行われるべきであり、オーセンティシティを達
成する為にあらゆる資源から得られる証拠を考慮すべきである。実行可能で適切であるならば、
再建は考古学的遺跡（remains, restiges) の直上で行われるべきではなく、再建であるとわかる
ようにすべきである
イコモス総会で採択した憲章

● 三木先生

「考古学的遺産の保存管理に関する国際憲章

「富岡製紙場と
富岡製紙場と絹産業遺産群」
絹産業遺産群」

● 後藤田君
長崎県の普賢岳を取り上げ

火山における防災を考えている。

和訳より」

平成２６年度

第７回ＥＳＤ連続セミナー概要報告
北村

恭康

1、開催日・会場
平成２６年１月２７日（火）

２０５号室

2、参加者
教員：

大西、三木、山方、西口、北村、 学生：

後藤田

3、内容について
今回は三木先生の指導案を中心に質疑応答を行い、後藤田君の教材開発の概要説明を受ける。
後藤田君

長崎県の
長崎県の普賢岳を
普賢岳を取り上げ 火山における
火山における防災
における防災を
防災を考えている。
えている。

・２４年前の噴火の後どのようにされているのか。ユネスコのジオパークになっているが、見に来る
人はあまりいない。
・普賢岳の大火砕流で家屋を差のまま保存している「土石流被災家屋保存公園」と
同じく被災にあってそのまま保存されている「大野木場小学校跡」、横に併設されている「砂防み
らい館」に行ってみて、教材化できないだろうかと考えている。
・地元民にも「砂防みらい館」の存在は認知されていない感じがした。
・火山を通して～を伝えるという方法がよいのではないか。
・課題として被災物を残すか（記憶にとどめる）残さないか。また、残すのであればそれにかかる諸
費用をどうするのかなどを子どもの間で話し合わせていきたい。
・残すか、残さないかは地元の人の考えることであり、他地域の人が考えることではないように思う。
・負の遺産である原爆ドームも子どもなりに世界遺産になった意味を考えているので、残す、残さな
いに視点を当てるのは方向が違うのではないのだろうか。
・普賢岳の災害から、自然災害と共に生きることが防災につながるのではないか。また、火山の利用
といった方向もあるのではないか。
・火山の噴火の映像なども利用しながら再度考えてみてはどうだろうか。

● 三木先生

「過去に
過去に学び、今に活かし、
かし、未来へつなげる
未来へつなげる」
へつなげる」

６年生

～世界遺産「
世界遺産「富岡製糸場と
富岡製糸場と絹産業遺産群」
絹産業遺産群」が教えてくれること～
えてくれること～
・生糸産業が右図のような構造になり発展していったの
はよく分かる。
・この図式で、全産業を取り上げにくいのではないだろうか。
・違う視点で考える時間がほしい。技術の継承・技術改革等
・奈良の林業を続けていくためには何ができるのだろうか。
など、焦点を絞った方が良いのではないだろうか。
・ニーズに合わせるための工夫なども入れて、３から５時間
目を考える。

平成２６年度

第８回ＥＳＤ連続セミナー概要報告
中澤

1、開催日・会場： 平成２７年２月１２日（木）
2、参加者

静男

２０５号室

教員：三木、中村、石田、河野、加藤、北村、中澤、 学生：後藤田

3、内容について
1 月 26 日に文部科学省で行われたＥＳＤコンソーシアム報告会議を受け、次年度の連続セミナーに
ついて話し合う。
・ 継続してＥＳＤを学ぶことで、ＥＳＤに関する理解が深まり、ＥＳＤが指導できる教員の養成に効
果がある。
・ ＥＳＤの難しさは、３つある。一つは教材開発が伴うことである。二つ目に単元をデザインするこ
とである。三つ目に教え込みでなく、主体的な学びを促す指導方法である。
一つ目の教材開発についてだが、学習の発展として児童生徒の活動の場を考えるならば、地域の課
題を取り上げ、その解決を目指した学習を組み立てる必要がある。そのためには、地域のこと、地域
の人材をよく知る必要がる。
二つ目の単元のデザインについてだが、体験的な活動の内容やゲストティーチャー招聘のタイミン
グ、またこれまでの学習やこれからの学習との関連を考え、効果的な単元デザインが求められる。
三つ目の主体的な学びを促す学習方法であるが、学習者相互の学び合いやアクティブ・ラーニング
など、新しい学び方について研究する必要がある。
・

教員の学ぶ意欲を促進するためには、最初はたとえ無理矢理でもいいから、連れてく
る必要がある。参加して初めて仲間も見つかり、学びが継続する。

・

教員の参加を促すために、教員集団のＥＳＤコーディネーターをおく。
リーダー：大西先生（飛鳥小）
石田先生（済美小）、中村先生（済美南小）、三木先生（都跡小）、西口先生（富雄第三小）

・

研修と発信の一体化を図る。研修したものを発信できる場を用意することで、研修意欲が高まる。

・

コンソーシアムの他市の教員との交流ができればいい。

平成２６年度

第９回ＥＳＤ連続セミナー概要報告
北村

1、開催日・会場： 平成２７年２月２６日（木）
2、参加者

恭康

２０５号室

教員：大西、三木、山方、西口、北村、 学生：後藤田

3、内容について
最終のセミナーとなったので、指導案の調整を主に話し合いを行う。
公務の関係で参加できなかった、大田先生の指導案の検討を行う。また、西口先生の第三回セミ
ナーの内容を受けて検討を行う。
合同のセミナーと合わせて１０回開催したが、遅い時間からにも関わらず、積極的に参加してい
ただき有意義なセミナーとなった。今後教材開発したのを基に実践していただき、新たな教材の開
発に取り組んでいただきたい。また、参加してくれた学生たちも一つの社会事象の多面的な見方、
そこから教材を開発していくための考え方などを現職の先生方から学ぶことにより、教育現場と自
分とをより近づけてくれたことと思う。今後は、さらにセミナーに参加の先生方、学生を広げてい
きたいと思う。

学
学ぶ喜びプロジェクト
プロジェクト 学生主体のＥＳＤ
学生主体 ＥＳＤ活動の推進
推進

地域と連携
連携した｢学ぶ
ぶ喜びを知り
り、自ら学び
び続ける｣教員
教員の養成に向
向けた持続可能
持続可能な発展のための
のための教育
教育
活性化プロジェクト
プロジェクトに
に取り組んで
んで 3 年となる。
。プロジェクト
プロジェクトのねらいに
のねらいに即してどのように
してどのように取
取り組んだか
んだか
と同じように
じように、プロジェクト
プロジェクトによってどのような
によってどのような
によってどのような変化が見
見られたのかも
られたのかも重要である
である。本プロジェクト
プロジェクトの
の
成果の一つは
つは、学生の
の成長である。
。ＥＳＤの学
学びによって
びによって、学生がどのように
がどのように変容
変容したかが
したかが重要であろ
であろ
う。ＥＳＤ
。ＥＳＤに関するユネスコ
ユネスコ世界会議
世界会議が開催された
された今年度
今年度における、
、学生主体の
の顕著なＥＳＤ
ＥＳＤ活動は次
次
の通りである
りである。

（１）学生
学生によるＥＳＤ
ＥＳＤに関する全国
全国への発信
発信
①

ＥＳＤ
ＥＳＤ実践モデル
モデル全国会議
全国会議 2014

②

ＥＳＤ
ＥＳＤの 10 年・地球市民会議
年 地球市民会議 2014

③

ユネスコスクール
ユネスコスクール世界大会第
世界大会第 6 回ユネスコスクール
ユネスコスクール全国大会
ユネスコスクール全国大会

④

ＥＳＤ
ＥＳＤ大学生
大学生サミット

ユネスコ学生交流
学生交流
（２）ユネスコ
①

玉川大学
玉川大学との
との交流

②

信州大学
信州大学との
との交流

ESD 実践モデル全国会議 2014 参加報告書
1.目的
ESD に優れた実践に光を当てることを目的にしていた ESD テーマ会議は、5 つのテーマに分かれ活
動をしていた。ESD の 10 年である本年はその集大成として、優れたモデルの選出や交流、情報の提供、
情報の交流などを目的に事業を行っている。その全国的な会議に学生が参加することで、日本の最先端
の ESD の優れた実践事例を学ぶことを目的にする。
2.日程

平成 26 年 8 月 20 日（水）

3.参加学生
物質科学専修

4 回生

後藤田洋介

英語教育専修

2 回生

北側瑞歩

数学教育専修

2 回生

堀口大地

4.活動概要
本活動では、午後からの参加となったので、テーマ別会合と全体総括会に参加した。
●テーマ別会合
テーマ別会合は、5 つのテーマに分かれ、分科会形式で行
われた。テーマは、防災教育・気候変動教育と ESD、生物
多様性と ESD、持続可能な生産と消費と ESD、歴史文化遺
産と ESD、貧困撲滅・社会的公正と ESD についての 5 テ
ーマで、本学学生は歴史文化遺産と ESD の会合に参加した。
歴史文化遺産と ESD の会合では 5 つの実践事例を 10 分
間で紹介し、その後、第 2 セッションでは、それらのプロ
グラムがどうしてうまくいっているのか、システムや政策
などでプログラムがうまくいくためにはどうすればよいの

テーマ別会合の様子

かについて話し合われた。
【江東区立八名川小学校】
ESD は総合的な学習の時間で行われるべきである。すなわち ESD と総合的な学習の時間とほとんど
同じ意味でつかわれていると手島先生はおっしゃっていた。さらに総合的な学習の時間は小学校から高
校までの教育の中で 700 時間も確保されているのだから、そこでするためにはある程度体系だったシス
テムが必要で、それには ESD カレンダーが有効であると示された。今までの教育にあった「教え込み」
ではなく、子ども自身がいかに学ぶことができるかに重点を置いていくべきで、子どもたちが学びたい
という学びの心に火をつけること、そして自ら学んで感動できる子どもを育てることが大切であると発
表された。
【矢掛町立中学校・高等学校】
矢掛高校は岡山県で初めてユネスコスクールに認定された高校である。総合的な学習の時間からの発
展で、新しい教科として「環境」を新設し、環境を入り口にした ESD の実践を行っていた。しかし、
環境の教科は環境問題に強い教員が学校からいなくなることで、トーンダウンしてしまう。そこで、
「や
かげ学」という新設科目を設立した。ここでは、矢掛の町づくりや歴史文化について学び、地域を持続
可能にし、活発にすることを行っている。また、小中高の連携による持続可能な学びのスタイルも模索
している。このやかげ学を学んだ生徒は、町に戻ってくるような事例も挙げられた。

【大田市教育委員会】
大田市は石見銀山を持っているだけではなく、港や港町も持っている。この石見銀山の基金を利用し
た教育活動も行っている。石見銀山を切り口に文明間の交流を学び、国際交流や人権の授業に発展させ
る。また、石見銀山は銀の産出地であったことから、事前と技術の調和について学ぶことができる。こ
こからは、環境問題やエネルギー問題について学びを得ることができる。また、地域の人に話を聞くこ
とで地元とのつながりについても学ぶことができるという発表であった。
【大牟田市教育委員会】
大牟田市は現在少子高齢化や石炭産業の衰退などの問題を抱え、持続可能な地域づくりのために市内
の全ての学校がユネスコスクールになった。地域そのものの価値に対する誇り、地域をつくり育てるこ
とへの誇り、地域の文化を受け継ぎ発信し、将来に向けて守っていくことへの誇りを育てていく教育を
目指している。その活動として、子ども大牟田検定を作り、朝の学習の際などに用いている。また、子
どもがボランティアガイドをすることで、観光客のために自分たちの地域をきれいにしようという行動
化へもつながっている。大牟田では、子どもたちが自分たちなりに考え、行動するための支援へのシフ
トチェンジを行っていた。
【奈良教育大学】
奈良教育大学では、どのように ESD に取り組んできたのかという今までの経緯を説明した後に、こ
れからの奈良教育大学の ESD の取り組みについて発表がされた。教員養成系大学として、教師に必要
な多くの力が ESD では求められているため、ESD を核としてこれから取り組んでいかなければならな
いということがこれからの取り組みに関する発表で、その他には、大人が ESD を行っていくために、
観光と ESD の融合の取り組みを始めていることも発表の中にあった。
第 2 セッション
まず必要と場から挙げられたのは、見つける力、費用の問題、であった。現在 ESD を行っている教
員や、地域で活躍するガイドや社会人講師は数少ない。この数少ない限られた人材をこれからどのよう
にして広げていくのか、そこに新たな知恵が必要であると提起された。
また、ESD と総合的な教育の時間はどのように違うのかという問題に関しても話し合われ、今までの
人から聞いて、まとめて、発表という流れだけでは ESD ではない。これからは、その 3 つに加えて、
ESD の視点を育てていくことが大切になって来るだろう。その視点としては、教材となる素材を ESD
の視点で見直す力と、ESD でその素材を探すことが大切だということであった。
さらに話し合われた
のは、教師の意識改革に
ついてであった。ESD で
はある人がいるから回
っているのだろという
話になりやすい。このよ
うな教師一人がやるの
ではなく、教育課程の中
や公務文章の中に ESD
を盛り込んでいくこと
が大切であるという話
テーマ別会合のまとめ
し合いであった。

●全体総括会
全体総括会では、各テーマ別会合で話し合われた活動
の共有と、今後について話し合われた。５つのテーマを
もとに、ESD のセンター的役割を果たす協同体が必要で
あることが提言としてまとめられた。連携のプラットフ
ォームとして必要な 5 つの要素については、
「情報の共有」
「つなぐ人の活躍」
「実践をほめる」
「国際的な連携」
「地
域の仕組み」これらが初めに提起され、これをもとにパ
ネルディスカッションが行われた。その中ではどのよう
にネットワークを作っていくのか、どのような順番で構
成していくのか、フィールドが大切であるや、新しい環

全体総括会の様子

境づくりが大切であることなどが話し合われた。

5.まとめと感想
この ESD 実践モデル全国会議 2014 では、日本全国の実践をまとめ、そこから ESD をどのようにこ
れから広げていくのかについて話し合いが行われた。今回参加したセッションでは、奈良教育大学が主
に行っている世界遺産教育や地域遺産教育などを中心にした ESD の実践で、5 つの地域でそれぞれ成
功している理由や困っている点があるということを共有していたように思える。
この会議に参加して、地域素材を生かすことや人材の必要性などを主に学ぶことができた。地域素材
を生かすことに関しては、岡山県矢掛町の実践を聞いて感じたことであるが、「環境」や「やかげ学」
という新設科目を設けたことで、地元へ戻ってくる若者が増加したり、地域を通じて学校教育内での一
貫した教育が行われたりしていた。まさに、地域素材を生かした、地域愛を育む教育が、町が直面して
いる問題の一つを解決し、持続可能な地域を作ることができるのではないかということを学んだ。
人材の必要性に感じては、ESD をできる人が限られているということを再確認した事である。テーマ
別会合の第 2 セッションで、ESD をできる人が学校からいなくなることで、活動が途絶えてしまうこ
ともある、というようなことを耳にし、教員を志す私たちに、ESD を実践できることが求められている
と感じた。そして、全体会合でも提起されていたように、日本全国で ESD を実践していくためには人
材を育成していく必要があると感じた。
今回、地域素材を生かすことや人材の必要性について学びを感じることができた。地域素材は私たち
の地域にもたくさんあるので、それらをどのように生かしていけばよいのか、また、それらの地域素材
を学ぶことによって、ESD についてさらに学びを深め、ESD を実践できる教員になっていきたい。

ESD の 10 年・地球市民会議 2014 参加報告書
1.日時

8 月 21 日（木）9：30～8 月 22 日（金）18：00

2.概要
ESD の 10 年・地球市民会議 2014 日本各地にいる ESD の多彩な実践者とステークホルダーが集まり、
パネルディスカッションや円卓会議を通して、国連 ESD の 10 年の活動を振り返り、未来につなげる提
言を取りまとめることを目的とし、奈良教育大学ユネスコクラブもその実践家の 1 団体として、「次世
代からの ESD 体験報告」にて、本年度実施した、第３回 ESD 子どもキャンプの活動を中心に活動報告
を行った。
本事業は、オープニング・パネル、自治体、経済団体、NPO・NGO 関係者の 3 つからなる ESD ス
テークホルダー会議、次世代からの ESD 体験報告、クロージング・パネルから構成されている。
3.参加学生

物質科学専修

4 回生

後藤田洋介

文化財造形専修

4 回生

横井まどか

数学教育専修

2 回生

堀口大地

英語教育専修

2 回生

北側瑞歩

英語教育専修

1 回生

平田甲矢乃

4.各プログラムの詳細
【オープニング・パネル】
このプログラムでは、前日に開催された ESD モデル
会議を振り返り、ESD のセンター的役割を果たす場所
をつくっていくという前日の提案を確認した。また、
「国
連 ESD の 10 年」以降の ESD の在り方を考えていくと
ともに、これからも、どのようにしたら ESD が深化し、
浸透するのかについて、パネルディスカッション形式で
話し合いが行われた。このオープニング・パネルのあと
にはパフォーマンスが行われた。
【自治体セッション】
円卓会議の自治体セッションでは、多摩市、岡山市、

パフォーマンスの様子

奈良市、愛媛県内子町、豊田市の五つの自治体がそれぞ
れの ESD の取り組みについて発表した。多摩市では「2050 年の大人づくり」という目標を掲げており、
市内のユネスコスクールにおけるグリーンカーテンや環境地図の作成などの取組の紹介があった。岡山
市では地域や地区における活動が盛んで、公民館などが ESD に取り組んでいる。地域で取り組んでい
るので、あらゆる世代が取り組んでいること、コーディネーターや大学からの継続的な支援があること
などを強みとしている。奈良市では世界遺産学習を通した ESD の取組みや、人材育成に関する取り組
みに関しての紹介があった。愛媛県内子町では、「地域づくり計画書」を作り、地域と行政が連携して
ESD に取り組んでいる。愛知県豊田市は「環境モデル都市」に選定されており、低酸素社会に向けてエ
コスクールや環境学習の取組みの発表があった。
【経済・労働団体セッション】

経済・労働団体セッションでは企業の ESD について話し合われた。企業の ESD とは、社員が持続可
能な開発に気づくための教育であり、機会やプロセスである。機会やプロセスとして、eco 検定や
ISO26000 などが活用されている。子どもへの ESD プログラムの提供や支援で社員が関わることで持
続可能な開発に気付くことが ESD であると考える。プログラムの提供は CSR（Corporate Social
Responsibility）のコンテンツとして見えることもある。また、企業の ESD は社内浸透と社員の意識啓
発も重要である。そして、SD に気づく E であることを再度企業の中では捉えていき、CSR を意識し
CSV（Creating Shared Value）を社会と共有し、ビジネスを推進することこそが ESD の結果となるの
ではないか、ということが話し合われた。
【NPO・NGO セッション】
このセッションでは、各地域に散らばる NPO・NGO の取り組みを元に進められた。会議に参加した
NPO・NGO は開発教育や平和教育、ジェンダー、公害教育、自然環境教育、科学コミュニケーション
など、さまざまな視点と ESD との接合について話し合われた。開発教育では貧富の格差や、自然開発
の問題などが契機となり、市民一人一人が自己や社会を問い直す視点ではじめられた。環境教育では、
自然環境に親しむ視点から、どのような ESD との関わりがあるのかについて、公害教育では、公害の
被害や被害者が偏見にさらされている現状から、公害の正確な情報を伝えることを目的にはじめられた。
平和教育では、子どもや若者の平和への意識を起点に、参加体験型の平和教育のプログラムを行ってい
ることについてなどが発表され、それらを元に話し合いが行われた。
【次世代からの ESD 体験発表】
報告団体は 11 団体であり、小学生から大学生ま
での幅広い年代によるものであった。内容は、環
境に関するものや人権、地域の文化遺産に関する
ものまで様々であった。具体例としては那智勝浦
町立市野々小学校による那智大社曼荼羅を活用し
た総合的な学習の報告や、ガールスカウト愛知県
三河北地区によるデート DV 啓発運動の報告など
が挙げられる。私たち奈良教育大学ユネスコクラ
ブも、先日開催された第３回 ESD 子どもキャンプ
についての報告を行った。第３回 ESD 子どもキャ
奈良教育大学ユネスコクラブの発表
ンプでは、奈良町の古い写真を元に、現在の奈良
町を探検し、昔から変化していないと思われがち
な奈良町が、変化していることに気付き、子どもたち自身が未来をつくっていく当事者の 1 人であると
いう意識付けを目的に活動を行っていることなどを中心に発表を行った。11 団体の発表終了後、各団体
の代表者がそれぞれ、ESD をこれから広げるためにどうしていけばよいのかについて提言を行った。
【クロージング・パネル】
この会合では、各パネリストからの実践報告と今回のフォーラムを通して得た活動報告を受けて、こ
れからの ESD のあり方について討議が行われた。前日から行われてきた全ての議論やプレゼンテーシ
ョンを踏まえて、このフォーラム全体の統括を行った。各パネリストたちが次世代へのキーワードを提
示し、それらを元にしてパネルディスカッションを行った。討議では多くの意見が出ると同時に、これ
からの ESD の在り方や方向性について全体が共有すると同時に、考えを確認し、再考する場となって
いた。

5.まとめと感想
この ESD の 10 年・地球市民会議 2014 では、いろいろな地域で行われている ESD の実践を多様な
ステークホルダーが発表をし、その発表を元に様々な話し合いが行われた。自治体や経済団体、NPO
や NGO、様々なアプローチが ESD にはあることを知ることができた。また、他の団体の活動を知るこ
とによって、私たちが普段行っている ESD の活動とは異なる視点を持つきっかけになったと思う。
また、会議の中で印象的であったのは「地域づくりは、自らが主体であることを自覚することが大切
である」という発言である。ESD では、次代を担う子どもたちが、自ら持続可能な地域づくりに貢献し
ていくことを目指している、その ESD の根幹部分を再認識することができた。持続可能な社会のため
に、その社会につながる過去を大切にし、未来に直接関わっていく子どもたちや、企業などに代表され
る人たちの意識や行動の変革こそが次世代へのバトンタッチになると考えられる。

ユネスコスクール世界大会―第６回ユネスコスクール全国大会―参加報告書
１.日時 平成 26 年 11 月８日（土）
２.参加者

３.実施場所

９：00～17：30

教職大学院

２回生

竹田隼也

物質科学専修

４回生

後藤田洋介

社会科教育専修

２回生

米澤瑞綺

国立大学法人岡山大学

津山キャンパス

４.当日の概要
「国連持続可能な開発のための教育の 10 年」の最終年会合として、
岡山では 11 月４日から８日まで、ステークホルダー会議が行われ、名
古屋では 11 月 10 日から 12 日まで閣僚級会合が行われた。この第６
回ユネスコスクール全国大会もそのイベントのひとつとして開催され
た。この大会は開会式、全体会合Ⅰ、テーマ別交流研修会、ＥＳＤ博
覧会、全体会Ⅱで構成されていた。

ユネスコスクール全国大会

５.各プログラムの詳細
●開会式
岡山市の小学生による開会宣言が行われ、小学生たちが今まで
授業などで行ってきた活動を元に、未来をどうしていきたいのか
を８名の小学生が発表した。その後、藤井文部科学副大臣、安西
日本ユネスコ国内委員会会長、大森岡山市長が挨拶を行った。ま
た、閉会式にもつながる、
「ＥＳＤ推進のためのユネスコスクール
宣言」という、宣言起草委員会とインターネットで寄せられたこ
れからのユネスコスクールやＥＳＤについての宣言が読み上げら
開会宣言の様子
れ、会場へ意見を求めていた。開会式の最後にはＥＳＤメッセー
ジソング『僕らは大きな世界の一粒の命』が披露された。
●全体会Ⅰ
全体会Ⅰは第５回ＥＳＤ大賞の授賞式とその事例発表、国内交流として子どもみらい会議について
参加中学生による報告、海外交流の実践、ＥＳＤ Ｒｉｃｅプロジェクトの報告が行われた。
第５回ＥＳＤ大賞の受賞校は、文部科学大臣賞が岡山市立京山中学校、ユネスコスクール最優秀賞
が広島大学附属中・高等学校、小学校賞が岡崎市立男川小学校、中学校賞が多摩市立東愛宕中学校、
高等学校賞が筑波大学附属坂戸高等学校、審査員特別賞が小笠原村立小笠原小学校と藤岡市立美九里
西小学校だった。事例の発表は、文部科学大臣賞を受賞した岡山市立京山中学校から行われた。
国内交流の実践として発表された子どもみらい会議では、多摩と岡山をテレビ会議システムによっ
てつなぎ、自分たちのしてきたことをふまえて３度のテレビ交流を行い、「中学生平和宣言」作成し
た。その宣言の報告と、その宣言を作成して以降の自分たちの行動・成果を発表していた。
海外交流の実践として「アートスマイル国際交流壁画共同制作プロジェクト」が紹介された。この
プロジェクトに参加した子どもたちと、岡山の会場を実際にＳｋｙｐｅでつなげていた。このプロジ
ェクトに参加していた子どもたちは、対話通じて、自分たちとの文化の違いに気づき、さらに詳しく
知りたいという意見を出していた。
ＥＳＤ Ｒｉｃｅプロジェクトの発表では、現在活動に参加している各国、学校の代表が活動の報

告を行っていた。Ｒｉｃｅプロジェクトという活動の概要及び、それによって得られた成果の報告や、
活動を行っていく中で見えてきた、学習者の基礎学力の不足などの問題についても報告していた。
●分科会Ⅰ：テーマ別交流研修会
分科会Ⅰのテーマ別交流研修会では、３人の学生がそれぞれ違う会場で研修会に参加したので、そ
れぞれ報告する。
○第２分科会

人とかかわり自然とふれあいながら「ふるさと気仙沼」への思いや考えを深

め、表現できる児童の育成～「書く活動」に重点を置いた生活科・総合的な学習の時間の指導を通し
て～
この分科会は気仙沼市立面瀬小学校の実践発表であった。この実践では地域の人や自然とかかわり
ながら「ふるさと気仙沼」への思いや考えを深め、表現できることをねらいとしていた。また、その
ねらい達成のために 4 つの視点を定めていた。①体験活動の充実、②地域・大学・専門機関との連携、
③「書く活動」の指導の工夫、④発信の工夫である。実際に近隣の川で水質調査を行ったり、ビオト
ープの造成を行ったり、ヤマメの放流を行ったりしていた。（竹田）
○第 14 分科会

「天城学習」を通して持続可能な社会を築く大人になろう～ＥＳＤで自尊感

情を高め、21 世紀を生きぬく学びを～
静岡県伊豆市立天城中学校は第１回ＥＳＤ大賞中学校賞を受賞した学校である。実践を始めたきっ
かけは、学力テストのデータを校長が確認したときに生徒の自尊感情の項目が、他の項目に比べて低
かったことである。ＥＳＤを利用して生徒の自尊感情を育成する取り組みを始めたこと、ＥＳＤを学
校に根付かせるための取り組みなどの発表を行っていた。実践発表の後は、質問形式で分科会は進め
られた。質問の内容は、地元に愛着を持たせることから本当に自尊感情は育つのかということや、天
城中学校の取り組みの成功要因についてなど様々であった。（米澤）
○第 19 分科会

商業高校の特色を生かした環境教育

この実践発表は秋田市立秋田商業高校によって行われた。
秋田商業高校は平成 14 年から総合的な学習の時間を利用し
て、「ビジネス実践」という実践を行ってきた。このビジネ
ス実践というのは、学校を一つの会社と見立て、学校を運営
していくというものである。生徒は２・３年生になると、Ａ
ＫＩＳＨＯＰ班、キッズビジネスタウン班、エコロジカルビ
ジネス班という３つのどれかに所属することになる。このう
ちのエコロジカルビジネス班がユネスコスクールの活動を
秋田商業高校の発表
行っていた。エコロジカルビジネス班では、企業やＮＰＯな
どと連携を行い、エコロジカル（生態系保全）とビジネス（商業・経済活動）による持続可能なため
の社会づくりを行っているという発表であった。具体的な実践としては、エコはし（端材を利用した
割りばしの製作）やアフリカへのスタディツアー、活動をまとめた書籍の販売などについてあげられ
ていた。実践の発表のあとは、質問形式の交流が行われ、生徒がどのように変容したのか、スタディ
ツアーを行う際の関係者の説得など、これから実践を行う方々の質問が多くあった。
●分科会Ⅱ：ＥＳＤ博覧会
ＥＳＤ博覧会は学校によるＥＳＤ実践事例のポスター発表とＥＳＤ推進企業によるプレゼンテー
ションで構成されていた。今回の参加者は、学校によるＥＳＤ実践事例のポスター発表に参加し、ポ
スター発表を行った。学校によるＥＳＤ実践事例のポスター発表はＥＳＤ大賞受賞校、環境、国際理

解、地域の自然、地域連携、学校経営、その他の分野にわかれていた。本学の発表はその他のブース
で行った。本学の発表は、８月に開催した第３回ＥＳＤ子どもキャンプを中心に、今まで３度行った
ＥＳＤ子どもキャンプについて発表を行った。ポスター発表は２時間弱行われたが、その時間内で多
くの質問があった。質問の多くが、子どもたちの参加料についてであった。その他にも、参加してい
る子どもについて、他の地域でも実施してみたいというようなコメントもいただくことができた。
●閉会式
閉会式では、開会式に集められたＥＳＤ推進のためのユネス
コスクール宣言の最終案が発表された。開会式が終わってから
集められた意見は９名から 100 個の項目にのぼり、それらのい
くつかが最終案に反映されていた。この宣言文は 10 日から行わ
れる名古屋で行われる国連持続可能な開発のための教育の 10 年
最終年会合で発表されることとなった。閉会式の最後には、岡
山大学の阿部副学長より、閉会挨拶が行われた。
６.感想
宣言文最終案発表
最後にまとめに替えて参加した学生の感想を述べる。
●竹田隼也
実践発表を聞いて、二つのことを学んだ。第一に「書く活動」と体験のつながり、第二に各教科と
総合的な学習の時間のつながりである。
第１の「書く活動」と体験のつながりでは、実践を通して、児童が書くことに積極的になったとい
う話を聞いた。「書く活動」充実させるためには児童が思いや考えをもつことができるような活動が
必要であり、地域や大学、専門機関と連携することで体験的な活動ができるのではないかと考えた。
第２の各教科と総合的な学習の時間とのつながりでは、公開授業での提案やエネルギーフォーラム
を開き、全校児童や専門機関へ提案を行うことで「書く活動」に意味をもって取り組むことができた
という話を聞いた。ただ書いて終わりではなく、保護者や地域の人、専門機関の人に提案するなどの
活動を取り入れることで、人に伝えるという目的をもって「書く活動」に取り組むことができる。こ
れは国語の学習につながるものであり、総合的な学習の時間を通して国語を学ぶ意味を児童が感じる
ことができるのではないかと考えた。このように、総合的な学習の時間を通して各教科を学ぶ意味を
感じることができれば、児童の学ぶ意欲はより高いものになるのではないかと考えた。
分科会の後半では各学校で ESD に取り組み、子どもがどのように変化したのかが話し合われた。
そこでは情報収集や発信を自ら行うようになった、自己肯定感が高まった、人や自然のつながりを感
じるようになったなどの意見が出ていた。このような姿は一つの実践を行っただけでなく、これまで
の積み重ねも重要ではないかと考えた。教師になった時には、一つの取り組みだけでなく、一つ一つ
の積み重ねを大切にしていくことを考えていきたい。
●後藤田洋介
私は今まで２度のユネスコスクール全国大会に参加したが、今回は、国連持続可能な開発のための
教育の 10 年の最終年会合もあってか、これまで参加したユネスコスクール全国大会よりも大きく感
じた。そのような本大会に参加して感じたことを２つ述べる。一つ目は全学でのＥＳＤの実施のむず
かしさについて、二つ目に商業高校でのＥＳＤについて述べる。
一つ目の全学でのＥＳＤの実施のむずかしさについては、分科会Ⅰの質問の時に、学校内でＥＳＤ
がどの程度浸透しているのかという質問が上がった。エコロジカルビジネス班は、平成 24 年までユ

ネスコスクール班という名前で活動しており、ユネスコスクールに関する活動はこの班がほとんど行
ってきた。他の班ではＥＳＤという言葉はあまり浸透せず、今も状況はあまり変化していないという
ふうに言っておられ、また参加している人の学校でもＥＳＤを実施することに難色を示す教員が数多
くいることなどを再認識した。国連持続可能な開発のための 10 年を経ても学校の中で普及していな
いことも多く、これからもＥＳＤの普及などの活動が必要であることを感じた。
二つ目の商業高校でのＥＳＤについては、秋田商業高校の発表の後半で、商業高校でＥＳＤを行う
理由の発表をしていました。それは「世界の経済情勢と本校での就職状況との関連」「経済のグロー
バル化と商業教育」「未来世代に配慮した商業の在り方」という３つに集約されるとしていた。この
話を聞き、商業高校でも一度ＥＳＤについて考え直し、自分たちの学校でＥＳＤをするにはどのよう
にしたらいいのかを考えることで、学校内でＥＳＤが行いやすくなることを感じた。
今回のユネスコスクール全国大会の参加を通してこれらのことを感じたが、これからもＥＳＤの学
びを深め、自分の活動に生かしていきたい。
●米澤瑞綺
11 月８日に岡山大学で行われた第６回ユネスコスクール全国大会に参加してきた。今年はユネスコ
スクール世界大会の行われる年であり、2014 という節目の年だったため、この全国大会のサブタイ
トルはＥＳＤの更なる発展を目指して―2014 年を越えて―という壮大なタイトルであった。大会の
内容も「ＥＳＤ推進のためのユネスコスクール宣言」を採択するなどがあり、参加していて規模の大
きさについていけない。と、思わされるようなものも多かった。しかし、そのような普段参加させて
頂いている活動よりもハイレベルかつ大規模の活動だからこそ多くのものを感じ、学ぶことができた。
第１にＥＳＤという取り組みの広さと自由さ、第２に世界でＥＳＤに取り組んでいるということであ
る。
第１のＥＳＤという取り組みの広さと自由さについては、全大会Ⅰや分科会Ⅱ(ESD 博覧会)などで
ほかの学校や団体が行っている様々な活動を見て感じることができた。それらの活動についての報告
を知り、ＥＤとして取り組まれている活動の幅の広さに驚いた。全国大会は、今まで自分が考えてい
たＥＳＤという学問の狭さを反省するいい機会になったと思う。
第 2 の世界でＥＳＤに取り組んでいるということであるが、これはライスプロジェクトやジャパン
アートマイルそしてそれを繋ぐスカイプ会議について知ることで学ぶことができた。特にスカイプを
使った交流を実際に見ることで、ＥＳＤによって繋がれている世界の人々の繋がりを見ることができ、
それによって世界がＥＳＤに取り組んでいるということを感じることができた。日本にいて活動に参
加したり、国内の報告を聞くだけではこのようなことは感じることが難しいので今回全国大会に参加
することで、このことを感じることができたことはとても貴重な体験であったと思う。
このほかにも、小さなことから大きなことまで色々なことを感じ、学ぶことができた全国大会であ
った。今回の大会に参加して得たもの、心に残ったものを今後はうまく生かせていけるようにしたい。

ＥＳＤ大学生サミット報告書
１.日時 11 月９日（日）９：10～16：30
２.参加者

３.実施場所

プロジェクト担当

研究員

北村恭康

特別支援教育専修

4 回生

濱田茜

物質科学専修

4 回生

後藤田洋介

国語教育専修

2 回生

吉門歩実

名古屋大学

東山キャンパス

豊田講堂

４.当日の概要
ＥＳＤ大学生サミットは、ユネスコ世界会議に際して行われていた愛知学長懇話会の最終イベントと
して行われ、今回は 13 の団体によるポスターセッションや、愛知・中部で行われていたＥＳＤリレー・
シンポジウムの各回の最優秀賞のプレゼン、13 のポスターセッションから選ばれた優秀賞のプレゼン、
ＥＳＤ大学生サミット提言書意見交流によって構成されていた。それぞれの項目については以下で詳し
く述べる。
５.活動の詳細
●持続可能な開発のための高等教育に関する国際会議について
このＥＳＤ大学生サミットと同時開催で、同じ会場で持続可
能な開発のための高等教育に関する国際会議が開催されてお
り、ＥＳＤ大学生サミットに参加の学生は、この国際会議に参
加した。この会議の、オープニングセッションでは Irina
Bokova ユネスコ事務局長や文部科学省の下村博文文部科学大
臣などがこれからのＥＳＤに対する期待などを述べられた。セ
ッション１では、ハイレベルパネルディスカッションとして、
機関包括的アプローチ、多様なセクターを巻き込んだ取り組み
Irina Bokova の挨拶
の推進という２つのテーマでパネルディスカッションが行わ
れた。これらは、高等教育に関するもので、多様なステークホ
ルダーが関わっていくことがさらに必要であり、また、高等教
育の中にＥＳＤを入れる段階で、どのようにして持続可能な開
発を教えていくのか、世界でのＨＥＳＤ（持続可能な開発のた
めの高等教育）での状況などが話し合われた。
●ＥＳＤリレー・シンポジウムのプレゼン
ＥＳＤリレー・シンポジウムは全７回のシンポジウムで構成
されており、大学生が自分の研究や活動を元に、シンポジウム
ＥＳＤ大学生サミットの開始
を行っていた。その成果が、今回各回の最優秀賞のプレゼンと
いう形で表れていた。シンポジウムの各回のテーマは「農業と食糧安全保障、生物多様性」「持続可能
な中山間地域の活性化」「エネルギー」「グリーン経済、持続可能な生産と消費」「まちづくり、持続可
能な都市と人間居住」
「地域協働で減災ルネサンス」
「地域の中でよりよく生きる」の７テーマであった。
今回のプレゼンでは、この７つのテーマの最優秀のプレゼンが各組３分で紹介された。その一例として
は、
「土岐川・庄内川流域圏

森の健康診断」
「再生陶磁器で瀬戸をＲｅ瀬ッ戸～これからの持続可能な

発展のために～」「貧困の連鎖をとめるために、今、私たちにできること―学習教室・きみいろの挑戦

―」などがあった。
「土岐川・庄内川流域圏

森の健康診断」では、森の健康診断という手法を用いて、

森をどのようにしていけばよいのかという環境教育のプログラムを行う活動をしていた。「再生陶磁器
で瀬戸をＲｅ瀬ッ戸～これからの持続可能な発展のために～」では陶磁器をリサイクルし、新たな陶磁
器を作り、それをアクセサリーにし、ネットなどで販売することを行っていた。「貧困の連鎖をとめる
ために、今、私たちにできること―学習教室・きみいろの挑戦―」では、学習教室という活動を通して、
貧困の原因や、それに関わる教育についての考察が行われていた。
●大学生ポスタープレゼンテーション
今回 13 の団体から選ばれた、優秀賞は神戸大学の放射線被
ばくに関する、保養の取り組みの調査について、奈良教育大学
のＥＳＤ子どもキャンプについて、名古屋大学の留学生のごみ
の分別についての３団体であった。
まず、放射線被ばくに関する保養の取り組みついて。原発事
故によって、立ち入りが禁止された区域と、その周辺区域とが
存在するが、その周辺区域に住む子どもたちが、安心して外遊
びなどをできるかといえば、話は違い、実際には安心して活動
ができない現状がある。保養とはそのような子どもに対して違
う地域に移動させ、安心して活動をできるようにしている取り

奈良教育大学の壇上発表

組みのことである。この取り組みが国際的に見て、少ないこと
の問題について考察している発表であった。
奈良教育大学のＥＳＤ子どもキャンプの発表では、今年で３回目となるＥＳＤ子どもキャンプという
取り組みについての発表で、本学から参加の学生３名が発表を行った。子どもキャンプは子どもと学生
がＥＳＤを体験的に学び合うことを目的とし、主な活動としてテントの設営、キャンプファイヤー、夕
食・銭湯体験などがある。また、本年は昔の写真と現在を見比べることで、古くから残っているものだ
と思われがちなものも、実は移り変わっているんだ、そして、移り変わっていくものの中に住んでいる
子どもたち自身がまちや未来を創っていかなければならないと感じてもらえるようなフィールドワー
クを実施したことを報告した。
名古屋大学の留学生のごみの分別の発表では、留学生には、ごみの分別は言語の壁が加わり、複雑な
ものであるということが話され、留学生へのアンケートなどによって、留学生がどの程度ゴミの分別を
しているのかを研究した発表であった。是非とも留学生の皆さんに、ごみの分別をしてほしいという最
後にメッセージを残していた。
●ＥＳＤ大学生サミット提言書意見交流
この時間は、ＥＳＤリレー・シンポジウムの中で、大切にされていたことを中心に作成したＥＳＤ大
学生宣言 2014（草案）に対しての意見の交流を行った。ここで、リレー・シンポジウムの中で大切に
されていたことは、「専門性におけるつながり」「地域とのつながり」「多様性と向き合うつながり」の
３つのつながりである。
グループワークはまず、①ＥＳＤリレー・シンポジウムの７つのテーマから４人班で１つのテーマを
選び、それぞれのテーマの概要で気になる点をピックアップする作業と意見の交換。②①で話し合った
ことと３つのつながりとの関係性について話し合い。③①、②をふまえての宣言文への提言をまとめる
時間、のようであった。
それぞれのテーマから、大切なことがピックアップされたこと、また、宣言文への提案は、時間ぎり

ぎりまで尽きることがなかった。提案の一部としては、地球規模の問題を入れなくても良いのか、マイ
ノリティはどこまで含んでいるのか、地域とのつながりには、人とのつながりが必要であるということ
が話し合われた。
この宣言文は持続可能な開発のための高等教育に関する国際会議の第二セッションで発表された。

６.まとめ
今回参加した各学生の感想を以下に述べる。
ＥＳＤ大学生サミット提言書意見交流では、特別支援教育を学んでいる私の他に、現代社会学やエネ
ルギー学を専門にしている学生で意見を交換した。異なる分野を勉強している人たちで、まとまった意
見を出すことが出来るのか、という不安があった。しかし、話し合っていくうちに「あくまでも地域に
根ざした活動で、活動終了後もその地で継続して行われるような活動の基盤作りを私たちは行うべきだ」
「これだけ異なる分野の私たちが話し合って一つのことを考えてくことこそ、それぞれの知識を持続的
に生かしていくことの出来る活動だ」という、共通の意見が見えた。
この日に初めて出会い、異なる分野を学ぶ私たちだったが、学んできた知識を今後につながる形で伝
えていきたいという共通意識を持っていることがわかった。この共通意識こそ、持続可能な社会を作っ
ていく上で重要であると私は今回の ESD 大学生サミットで感じることができた。自分が学んできたこ
とを具体的な行動に移すことが出来るよう、活動内容そのもの、それに伴う知識を含め、これから更に
深めていきたい。（濱田）
このＥＳＤ大学生サミットでは、ＨＥＳＤに関することを深められたのが大きな学びである。今まで、
初等・中等教育におけるＥＳＤを学ぶことは多くあったが、今回は、高等教育におけるＥＳＤを、しか
も世界の高等教育とともに学ぶことができた。持続可能な社会を作るためには、子どもたちだけでなく、
大学生もその社会づくりに貢献していかなければならず、また、大学は様々なステークホルダーと関係
を結ぶことによって、大学生の教育の質を高めていく必要がある。まさに、それらのように協力によっ
て教育の質を高めること、持続可能な社会づくりために、サスティナビリティを学んでいく必要もある
ことを感じた。（後藤田）
今回学んだことは、様々な人の考えを聞くことの大切さである。特に自分と同じように大学生で、Ｅ
ＳＤについて学んでいる人の意見を聞くことは良い刺激になる。一言で「ＥＳＤを学んでいる」といっ
ても生物多様性、防災、地域活性化など人によって興味のある方面は異なっており、自分が今まで考え
たことがなかった分野がＥＳＤにつながるのだという気付きを得ることができるのはとても良いこと
だと感じた。また、このような意見交流を通して多様な価値観の認め合うことこそがＥＳＤに結びつく
のだと考えた。（吉門）

平成 26 年度 ユネスコ学生交流事業実施報告概要

１．目的
奈良教育大学は、大学として日本で最初にユネスコスクールに認定された学校である。
また、平成 23・24 年度はユネスコスクールを支援する大学間のネットワークであるＡＳ
ＰＵｎｉｖＮｅｔの事務局を務めていた。そこで、ユネスコスクール活動支援の主体と
なる学生の育成と、全国の同じ目的で活動する学生団体との交流を目的に、地域と連携
した「学ぶ喜びを知り、自ら学び続ける」教員の養成に向けた持続可能な発展のための
教育活性化プロジェクトの一環として本事業を実施した。

２．主催

奈良教育大学

３．開催日時
交流（１）平成 26 年 11 月 29 日（土）８：00 ～
宿泊地：アイランドホテル（〒380-0823

長野県長野市南千歳２丁目 15‐８）

交流（２）平成 26 年 12 月 13 日（土）13：00 ～
宿泊地：ホテル町田ヴィラ（〒194-0022

30 日（日）21：00（２泊３日）

14 日（日）21：00（１泊２日）

東京都町田市森野１‐20‐１）

４．目的地
交流（１）信州大学ユネスコ部
信州大学長野キャンパス：〒380-8544 長野市西長野６の口
長野県上高地郡小布施町でのスタディーツアー
交流（２）玉川大学ユネスコクラブ
玉川大学：〒194-8610 東京都町田市玉川学園６－１－１
神奈川県鎌倉市でのスタディーツアー

５．参加学生
交流（１）後藤田洋介
交流（２）北側瑞歩

藤田明希
谷垣徹

堀口大地

平田甲矢乃

全６名

６．活動について
交流（１）では、本年度新しく信州大学内に設立されたユネスコ部を訪問する。ユネ
スコ部では、テレビ会議を用いた活動や、東日本大震災でのボランティアツアーやスタ
ディーツアーなどを実施している。信州大学ユネスコ部の活動を聞き、本学のユネスコ
活動との話し合いを行う。
交流（２）では、2012 年度から交流を開始している玉川大学ユネスコクラブを訪問す
る。玉川大学ユネスコクラブでは、海外でのスタディーツアーを毎年行っており、海外
スタディーツアーの報告会、双方の活動の交流会を行う。
また、各交流活動で、地域の見学等も行う。

ユネスコ学生交流玉川大学等との交流概要報告
英語教育専修２回生
１. 日程
平成 26 年 12 月 13 日(土)～14 日(日)

２. 参加者
英語教育専修

２回生

北側

瑞歩

英語教育専修

１回生

谷垣

徹

英語教育専修

１回生

平田

甲矢乃

３. 行程
12 月 13 日
13:00

玉川学園前駅集合

13:30～

交流会開始
・各団体活動報告
・玉川大学ユネスコクラブ
・慶応ユネスコクラブ
・新宿ユネスコ協会
・港ユネスコ協会
・目黒ユネスコ協会
・奈良教育大学ユネスコクラブ
・学生交流２日目の事前学習
・第２回ユネスコクラブ全国サミットに関する意見交換

18:00～

夕食・懇親会

12 月 14 日
９:00

町田発

10:00～

鎌倉市見学
・鶴岡八幡宮
・頼朝の墓
・高徳院（鎌倉大仏）
昼食

16:00～

藤沢市見学
・江ノ島

19:00

解散

北側

瑞歩

４. 交流内容について
４-１.ユネスコ学生交流会
学生交流を円滑に進めるために、玉川大学ユネスコ
クラブの小原君によるアイスブレーキングが行われた。
名前を覚えられるように工夫されていた。また、翌日
のスタディーツアーの事前勉強会として鎌倉大仏、鶴
岡八幡宮、源頼朝の墓、江島神社についてクイズを交
えつつの紹介や、第１回ユネスコクラブ全国サミット
の反省をもとに第２回の実施に向けて意見交換などが
行われた。ここでは、各団体の活動報告について詳し
く述べる。
ユネスコ学生交流会の集合写真

① 玉川大学ユネスコクラブ
玉川大学ユネスコクラブ想田さんの活動報告で、スタディーツアー、国際交流、学園祭につい
て報告であった。スタディーツアーは奈良とボルネオ島について、国際交流はシンガポールの留
学生との交流やエヴァーグリーン大学の留学生と鎌倉で活動したことなどについて、学園祭では
模擬店を出店し、その利益を募金したことについての報告であった。

② 慶応大学ユネスコクラブ
慶応ユネスコクラブの今井さんと小林さんから、活動報告が行われた。慶応大学ユネスコクラ
ブは勉強会、被災地支援、スタディーツアーの三本柱で活動を行っている。
スタディーツアーは主にベトナムでのことについての報告で、ベトナムの北から南の数か所を訪
れ、ベトナム戦争について学んだことや、水上人形劇などの伝統を見たことの発表であった。

③ 新宿ユネスコ協会
新宿ユネスコ協会の鶴岡さんからの報告が行われた。新宿ユネスコ協会では主に東日本大震災
の被災地支援を行っている。被災地に実際に足を踏み入れ、現地の食文化などの観光資源を知り、
発信することや、被災者の方の話を聞いて避難場所の確認、近所づきあい、家族や友人と地震の
話をすることで地震が実際起きたときに対応できるように呼びかけている。

④ 港ユネスコ協会
港ユネスコ協会からは岩田さんと吉原さんからの活動報告が行われた。UNESCO ユース・フ
ォーラム in みなと 2014 についてのニュース映像を元とした報告であった。UNESCO ユース・
フォーラム in みなと 2014 では留学生による母国紹介があり留学生との交流が行われていた。

⑤ 目黒ユネスコ協会
目黒ユネスコ協会からは、国際交流についてと被災地支援についての活動報告が行われた。国
際交流では夏に青少年夏のつどいが行われ、10 か国ほどの人が集まってディスカッションを行う
などをしている。他にも月に２回～３回ワークショップやディスカッションを行うことや、英会
話教室を開いている。被災地支援に関しては目黒区と気仙沼が姉妹都市であることから、募金活

動、
、現地訪問、
、伝統舞踊の体験
体験を行っている
っている。

⑥ 奈良教育大学
奈良教育大学ユネスコクラブ
ユネスコクラブ
奈良教育大学
奈良教育大学からは
からは北側が、
、夏に開催し
した「第
３回 ESD 子どもキャンプ
キャンプ」を
を主に活動報告
活動報告を行
った。
。

奈良教育大学
奈良教育大学の活動報告
活動報告

４-２. 鎌倉
鎌倉・藤沢スタディーツアー
スタディーツアー
① 鎌倉市見学
鎌倉市見学
鎌倉市見学では
では鎌倉大仏、鶴岡八幡宮
鶴岡八幡宮、
、源頼朝の墓
墓を
訪問した
した。奈良の大仏
大仏は盧舎那仏
盧舎那仏で大仏殿
大仏殿にあり、螺髪
螺髪
が右巻
右巻きであるのに
きであるのに対して、鎌倉の大仏は
鎌倉
は阿弥陀如来仏
阿弥陀如来仏
で露座
露座、螺髪が左巻
左巻きであった
きであった。
② 藤沢市見学
藤沢市見学
藤沢市見学では
では江の島を訪問
訪問した。江の
の島は江島神社
江島神社
と江の
の島シーキャンドル
シーキャンドルという
という展望灯台、
、江の島サムエ
サムエ
ル・コッキング
コッキング苑
苑の見学をした
をした。
鶴岡
鶴岡八幡宮
５．まとめ
まとめ
玉川大学
玉川大学ユネスコクラブ
ユネスコクラブとの学生交流
学生交流を通
通して、本学
本学
のユネスコクラブ
ユネスコクラブの活動報告
活動報告を行
行うことであらためて
うことであらためて本
本
学の活動や
や ESD について考えることができた
について えることができた
えることができた。また、他
他
団体の活動報告
活動報告を聞き
き、どのような
どのような活動を知
知ることで、
、
今後の自身
自身の活動で組
組み込みたいことも
みたいことも見つけることが
つけることが
できた。たとえば
たとえば、慶応大学
慶応大学ユネスコクラブ
ユネスコクラブ
ユネスコクラブの勉強会に
に
ついてである
ついてである。勉強会
勉強会のやり方などを
などを試行錯誤
試行錯誤して皆で
で
学べる環境
環境を本学のクラブ
クラブ内に作
作りたいと思
思った。今回
今回
の学生交流
学生交流では多くの
くの団体と交流
交流を持つことができたの
つことができたの
で、関東圏
関東圏の団体で離
離れてはいるが
れてはいるが連絡を取
取って親交を
を
より深めていきたい
めていきたい。
。

玉川大学での学生交流会に参加して
英語教育専修１回生

谷垣

徹

12 月 13 日から 14 日の２日間、東京都の玉川大学で行われた学生交流会に参加した。この交流会で
は、本学ユネスコクラブ、玉川大学ユネスコクラブの他、慶応ユネスコクラブ、新宿ユネスコ協会、港
ユネスコ協会、目黒ユネスコ協会が参加した。1 日目は各団体からの活動報告を中心に交流し、２日目
は鎌倉・江ノ島でのスタディーツアーを行った。２日間、たくさんの仲間と出会い、交流したことで、
自分の視野を大きく広げ、今後の大学生活、またユネスコクラブでの活動について考えるきっかけとな
り、充実した活動を送ることができた。
今回の交流会を通して得たことを今後の活動に反映す
るために、以下の３点について振り返りたい。一点目はユ
ネスコクラブでの活動の多様性、二点目は鎌倉・江ノ島で
のスタディーツアーについて、三点目は団体間のつながり
についてである。
一点目のユネスコクラブでの活動の多様性についてで
交流会での集合写真
あるが、交流会で各団体からの活動報告を聞き、どの団体
も活動に特色があり、ユネスコクラブの活動において視野を広げることができた。本学では「世界遺産
学習」を通した ESD の学びや、地域のユネスコスクールとの連携で行われる「ESD 子どもキャンプ」
などを活動の中心として行っている。他団体の活動として特色があると感じたものに、年に数回、国内
外の各地を巡り、現地の文化についての学び・体験を行う「スタディーツアー」、部員の中から毎週交
替で担当者を決めて行う「勉強会」、実際に東日本大震災の被災地へ赴き、現地の人々とのかかわりを
通した「被災地支援」、地域の子どもたちを対象にした「英会話教室」
、留学生や地域の外国人などとの
交流を通した「国際交流」などがあった。これらの活動はどれも、現在私たちが抱えている、環境、貧
困、人権、平和、開発などといった問題を解決し、持続可能な社会を創造していく、ESD の実践として
優れた活動であり、今後の自分たちの本学での活動を考える上で非常に参考になると感じた。
二点目は鎌倉・江ノ島でのスタディーツアーについてであ
るが、１日目の交流会で玉川大学ユネスコクラブのメンバー
が、それぞれの概要やポイントについての事前学習をしてく
れたため、大変有意義なスタディーツアーとなった。また、
昔から現在まで時代を超えて保存され、私たちが訪れること
ができる文化遺産や観光資源を、持続可能な形で将来世代へ
受け継ぐという、ESD の重要性についても考えることができ
た。
三点目は団体間のつながりについてである。私は、活動に
スタディーツアーでの集合写真
取り組む仲間同士のつながりを広げることができたことが、
この交流会で得た最も大きなものであると考える。同じユネスコクラブ・ユネスコ協会であっても、団
体によって活動にそれぞれの特色があり、様々な新たな発見があり、視野を大きく広げることができた。
このような交流は今回限りのものではなく、これからも継続して行っていこうという合意も得られた。
この２日間の交流会を通して、今まで考えたことのなかったようなことに気付き、様々なことを学ぶ
ことができた。この交流会で得た団体間のつながりをこれからも大切にし、今後のユネスコクラブの活
動に生かしていきたいと考える。また、この交流会では、他団体で積極的に中心に立って活動している

同回生の姿を見ることができた。私自身、今までのユネスコクラブでの活動では先輩方に頼ってしまっ
ていることが多かったように思う。これからは自分も中心となって、より積極的にユネスコクラブの活
動に参加し、より良い活動を創り上げていこうと感じた。今回の交流会を通して得た様々な経験を、今
後の活動や生活に生かしていきたい。

ユネスコクラブのこれからの課題
英語教育専修１回生

平田

甲矢乃

平成 26 年 12 月 13 日、14 日にかけて、玉川大学ユネスコクラブと学生交流を行なった。今回の交流
会では、奈良教育大学の他にも、慶応大学、港ユネスコ協会、新宿ユネスコ協会などの学生が参加した。
玉川大学ユネスコクラブの司会でアイスブレーキングがおこなわれた。そのため、場の空気が柔らかく
なり、後々の各団体による活動報告時の質疑応答がしやすくなった。他大学の報告を聞く中で同じユネ
スコクラブを名乗るのに、奈良教育大学と他大学とでは活動の違いを感じた。
今回の学生交流で私が気づいた事は、奈良教育大学ユネスコクラブは活動目的がとても曖昧であると
いうことである。
慶応大学ユネスコクラブの活動目的は、
「学生なりの視点による異文化理解•他者理解」であった。第
二次世界大戦を筆頭に、相手の文化を知らない、つまりは「異文化理解」が十分でないために起きた争
いは数知れない。慶応大学ユネスコクラブは異文化理解のために、夏休みと春休みでスタディーツアー
に行っている。夏には国内でスタディーツアーを行い、春には海外でスタディーツアーを行うというよ
うである。全額自費で行うことにより、活動意識が高まり、行く人は学ぶ覚悟を強くもっている。実際
に現地に行くと、噂や知識として知っていたことと違うことがたくさんあったのである。現地の時事問
題に直接向き合う事ができたのである。私は慶応大学ユネスコクラブのような活動がうらやましくてな
らなかった。私のユネスコクラブでしたかったことがまさにこのような活動であった。実際、この１年
を通して私が参加した、学ぶ活動といえば、ESD 子どもキャンプ、ASP 会議ぐらいであった。ESD 子
どもキャンプは、直接 ESD ができないことに私は物足りなさを感じた。ESD をするなら、奈良教育大
学のゴミ箱のゴミをきれいに分別し直す手伝いをした方がより身近で、活動そのものが ESD になり、
自分の活動の手応えになると思う。ASP 会議は、私の知識や経験以上の空気や内容が飛び交い、理解が
うまくはかれず、身にならなかった。教育的な色が強く、私の思う ESD と離れているようにも感じた
活動目的が曖昧である事は、良く言えばやりたいことがなんでもできるということである。実際に活動
範囲は広範である。しかし、悪く言えば団体としてのまとまりが薄れる原因になり、モチベーションの
低下にもつながると思う。さらに、今年の春から今までのユネスコクラブの大きな活動は、ESD 子ども
キャンプだけであったので、私はまずもっと大きな活動を増やすべきだと思う。現在、ユネスコクラブ
は多くの１回生が入部した事により、大きな団体となった。全員が参加できる活動を実施すべきである。
そして、ESD の中でも具体的に何を実施するのか、もう少し的をしぼった方がいいのではないかと思う。

信州大学ユネスコ部交流会報告書
物質科学専修４回生

後藤田 洋介

１.日時
11 月 29 日（土）８:00 ～

11 月 30 日（日）21:00

２.参加者
物質科学専修

４回生

後藤田洋介

社会科教育専修

２回生

藤田明希

数学教育専修

２回生

堀口大地

３.実施場所

11 月 29 日

長野県上高地郡小布施町

11 月 30 日

信州大学教育学部キャンパス

４.当日の概要
本交流会は信州大学ユネスコ部と本学のユネスコクラブの学生を中心にして行った。交流会では１日
目に小布施町の見学と、２日目に信州大学での各団体の活動紹介、世界遺産教育のアクティビティ、意
見交流を行った。以下にその詳細を記す。
●小布施町視察
長野県上高地郡にある小布施町は、「おもてなし」をテー
マに町おこしをしている場所で、今回は、その町おこしにも
一躍買っている、浄光寺を訪れた。浄光寺は、現在スラック
ラインという、数年前にドイツで発明されたスポーツを子ど
もとともに取り組んでいる。スラックラインとは、二つのポ
ールの間に幅５cm の特殊な編み方をした布を張り、その上
で、ジャンプや歩行などをするスポーツで、体幹を鍛えるス
ポーツとして取り組んでいる地域もある。どうしてお寺でこ
のようなスポーツを始めたのかは、副住職の林英寿さんによ

スラックラインの体験

ると、スラックラインは体幹を鍛えるとともに、集中力も鍛
えることができ、まさに、現代の修行のようであるとお話さ
れた。さらに、この林さんが修行を終え、この浄光寺に戻っ
た際に、日本全国にあるコンビニよりもお寺はたくさんある
のに、必要とされていない。これからは、地域の人達に必要
とされるようなお寺作りが必要であると思い立ち、様々な取
り組みを行ったという。
スラックラインを子どもと取り組みはじめ、子どもがこの
浄光寺に集うようになった。子どもたちは、スラックライン

浄光寺副住職の林英寿さんのお話

をするとともに、お寺に集い、その親たちが、お寺をもっと良くするための意見をするようになったと
いう。
林さんは、「この子どもたちが、大人になった時に、昔はよくお寺で遊んだなあ。というような懐古
をしてくれれば」とお話された。また、このようなお寺をつくるには、子どもたちを支えている、大人
たちもお寺や地域づくりに主体的に取り組んで行くことが大切であるとお話された。
その後訪れた小布施町の主要部では、旧中山道で、現在は、観光産業が盛んである。その他に小布施
町の特徴は、名産の栗によるまちづくりを見ることができた。栗の加工品だけでなく、栗の木を道の敷

石の代わりにしきつめたり、栗の木を使った絵本で町の紹介看板を作ったりするような工夫を見ること
ができた。他にも、まちじゅう図書館などの取り組みを行っており、住民一体となったまちづくりを行
っていた。

●信州大学ユネスコ部との交流
信州大学ユネスコ部は信州大学教育学部キャンパスにある教育
学研究科の院生を中心に今年度結成された。主な活動はまだ決定し
ていないが、本年度は、東日本大震災のボランティアツアー、岡山・
広島スタディーツアー、平和のつどい、ニュージーランドの教育実
習の報告会などの活動をしている。信州大学ユネスコ部は“自分の

信州大学ユネスコ部の活動紹介
やりたいことを発信・受信する”ことを活動の大きなポイントにし
ていた。現在、長野において青年としてユネスコ活動を行っているのは、１人だけで、その１人も今年
を境にいなくなってしまう。この状況から、信州大学ユネスコ部では、長野地域においての青年層の活
動を活発にするための場所として信州大学ユネスコ部を発展させることを考えている。長野地域の他の
大学との連携や、幅広い青年層と活動をともにできるようにしていきたいという発表であった。

●奈良教育大学ユネスコクラブの発表と世界遺産の勉強会
奈良教育大学の活動の発表として、ユネスコクラブの活動の紹介と、
奈良にある世界遺産の紹介を行った。ユネスコクラブの発表としては、
第３回 ESD 子どもキャンプでの活動を中心に、研修キャンプや ESD
勉強会などについての発表を行った。
世界遺産の勉強会では、パズル状にした世界遺産の写真を並べ替え
る導入から始まり、奈良教育大学が行っている世界遺産教育の概要説

世界遺産パズルでの導入

明を行った。
ユネスコクラブの紹介では、ユネスコ部もこれからの活動の参考したい、というような感想をもらっ
たほか、子どもとのかかわりについての質問などを受けた。世界遺産の勉強会では、奈良にある世界遺
産を楽しく知れたほか、世界遺産教育について知ることができたなどの感想をもらった。

５．まとめ
今回の交流では、長野県でのスタディーツアーと、信州大学ユネ
スコ部との交流を行うことができた。信州大学ユネスコ部は、創設
から１年もたたずに、国外の大学との交流や、国内でのスタディー
ツアーなどの実施、また Skype などを利用した、テレビ会議など、
精力的な活動を行っていることがわかった。また、小布施の町や、
善光寺前での集合写真
善光寺の門前町を見ることで、まちづくりに関しても知識を深める
ことができた。
本学のユネスコ活動では、国外での活動はほとんど行っていないので、これからも信州大学ユネスコ
部の人たちと連絡を取り合いながら、活発に活動を行っていきたい。また、Skype などを用いた取り組
みなどは、学校現場などに生かされてきているので、今後、信州大学ユネスコ部をはじめ、日本各地の
ユネスコクラブともインターネットを通し、さらに交流を深めていきたいと思う。

６.学生交流での学び

信州大学ユネスコ部との交流に行って学んだこと
社会科教育専修２回生

藤田 明希

私はユネスコ学生交流として、11 月 29 日から 11 月 30 日にかけて長野県へ行った。信州大学ユネス
コ部の方々と交流をし、新たな学びを得られればと思い、長野に向かった。実際に長野に行き、そして
信州大学ユネスコ部の方々にお会いし、他にも様々な体験をして、新しく気付いたことや再確認したこ
とがあった。
私が信州に行ったことで学んだことを３つ書きたいと思う。１つ目は地域の人と繋がることの良さ、
２つ目は町を活性化させることでできる ESD の学び、３つ目は奈良教育大学ユネスコクラブを見返し
て、必要だと思ったことである。
まず１つ目は、１日目に浄光寺へ行き、林住職の話を聞いて考えたことである。お寺は昔でこそ地域
ごとにあり、町の集会場になったり住民票を管理して役場としての役割を果たしていたり、人から必要
とされるところであった。しかし、今は５万件あるコンビニに対して、７万７千件あるお寺が、地域の
人から必要とされていない。これがお寺にとって深刻な課題だと住職は話してくださった。住職は人が
集まるお寺にしようと、新しいスポーツ施設を寺に作った。住職が考えた通り、子どもが集まり、人か
ら必要とされるお寺を作ることができたと、住職は私たちに嬉しそうに話してくれた。私も、地域の人
となんらかの形で繋がれる活動をすることは、人の笑顔を生むことだと思ったので、ユネスコクラブで
何か地域の人と繋がれる活動をしたいと思う。
そして、２つ目は小布施を見学していて学んだことである。小布施では栗、小布施牛乳を、善光寺の
門前町では林檎、おやき、蕎麦など信州で盛んな農作物などを売っているお店がずらりと並んでいた。
信州といえばこの食べ物だと言えるようなものが積極的に売り出されていた。町に誇れるものが多けれ
ば多いほど、その町に人が集まってくる。これは ESD に繋がるのではないかと思った。子どもに地元
を知ってもらうことで地元愛を深めようとすることが、ESD につながるだろう。子どもに地元の良さを
教えるには、地元の有名なものであったり、良いところであったり、なんらかの誇れるものを伝えるの
が一つの方法である。小布施や善光寺の門前町のように、なにかを売りとして有名にしていくことは大
切であると感じた。
そして３つ目は、信州大学の人と交流をしたことによって、奈良教育大学ユネスコクラブとして、自
分たちがしてきたことを再確認でき、これからの方向性と課題について考えるべきだと思ったことであ
る。今までの活動を振り返ってみると様々な取り組みをして、たくさんの学びや経験を得てきたことを
改めて感じられた。しかし、ユネスコクラブの全体でできる活動が、年に１回しかないので、何か新し
い全体でできる活動を増やして、活動の規模を広げるのを課題としたいと思う。やはり、せっかくユネ
スコクラブに入ってくれた人には、ユネスコの良さを知ってもらいたい。また、その延長でゆっくりと
ESD について知っていってもらえたらと思う。
私が信州に研修旅行に行って学んだことが以上の３点である。研修旅行に行き、見えてきたことはこ
こに書いたことよりも多くあり、これからの活動にとって有意義なものであった。学んだことを生かし、
ESD をさらに広める活動を起こしたり、ユネスコクラブをもっとレベルの高い団体にするために動いて
いきたいと思う。

信州大学ユネスコ部と学生交流をして
数学教育専修２回生

堀口

大地

平成 26 年 11 月 29 日（土）～30 日（日）に長野市中心に信州大学ユネスコ部４名と奈良教育大学３
名で学生交流をした。29 日の午前中に信州大学の人と長野市の隣にある小布施町に行き、浄光寺の副住
職のお話を聞き、お参りをした。また、小布施町の文化にについて勉強した。午後に長野市街地に戻り、
夕食をとりながら意見交換を行った。30 日は善光寺にお参りに行った後、信州大学内の教室で両クラブ
の紹介や世界遺産学習について交流をした。私自身初めての学生交流で不安だったが、始まると不安も
なくなり楽しく過ごせたと思う。
この学生交流を通じて考えたことが３つある。１つ目が子どもたちの学びについて、２つ目が地域遺
産について、３つ目に長野のおいしさについてである。
１つ目が子どもたちの学びについてである。29 日の午前中に行った浄光寺の副住職のお話がとても印
象に残った。浄光寺では、スラックラインというニュースポーツを広めている。なぜ、ニュースポーツ
を広めているのかというと、お寺を「人が集まる」場所にしようと副住職が考えたからである。浄光寺
では、子どもたちに様々な経験をさせ、その経験が知識ではなく知恵となる場所をめざしている。そし
て、私たちが訪れた時も子どもたちが集まっていた。スラックラインをやるにあたってお金は取らず、
強制もしない。その代わりにあいさつや家の手伝い、掃除などの身近なことはしなければならない。こ
のようにすると、子どもたちは自主性で伸びるそうだ。また、子どもたちはスラックラインの技を修得
すると他の子に教えることができる。このようにインプットしたものをアウトプットすることを繰り返
すことで、学びの連鎖がおこるという。このように地域のコミュニティーに参加することで、子どもた
ちの自主性が育成されることを学んだ。
２つ目が地域遺産についてである。スタディーツアーとして小布施町や善光寺を周った。小布施町は
歴史的な景観をとどめながら整備を行った地域で、周辺には高井鴻山記念館や北斎館、老舗の栗菓子店、
土蔵造りの民家などが点在している。たくさんの人たちが町中を散策しており、町並みも昔の名残を多
く見つけることができた。また、善光寺も本堂に続くまでの道が石畳で、それまでの道のりも昔ながら
のお店がたくさん並んでいた。２つに共通していることは、昔ながらの町並みを残しながら、観光地に
なっていることである。これは奈良にも共通していることであり、小布施町や善光寺のように都市化す
るのではなく残していくことは大切だと思った。
３つ目は長野のおいしさについてである。長野はおいしい物がたくさん存在する。例えば、おやきや
お蕎麦、野沢菜などである。おやきとは、小麦粉・蕎麦粉などを水で溶いて練り、薄くのばした皮で小
豆、野菜などで作ったあんを包み、焼いた食品である。おやきの具は野沢菜が有名だが、売店の方々の
おすすめはナスであった。おやきはおいしいだけではなく保存食でもある。なぜ、長野はおやき有名に
なっているかというと、長野県の多くの地域は、急峻な地形や寒冷な気候ゆえに米の栽培に適さない。
したがって、米の代わりにソバやコムギを原料とした食品が古くから食べられていたためである。他に
お蕎麦や野沢菜も堪能し、地域の特産を２日間でたくさん味わえた。地域を挙げて郷土料理を大切にし
ていこうという姿勢をおいしく学ぶことができた。
以上の３点がこの学生交流で学んだことである。ただ大学生同士で関わってただ楽しいだけではなく
昔から残る遺産や料理、また地域交流のよさに触れることができた機会だと思った。また、他大学のユ
ネスコクラブの活動の様子を聞けるいい機会となった。創部間もないのに積極的な活動をしていて驚い
た。私もこの積極さを見習ってたくさんの活動に参加し、また自身で創っていきたい。

ユネスコスクール支援報告書 済美南小学校野外活動支援概要報告
英語教育専修 3 回生
社会科教育専修２回生

粂綾香
米澤瑞綺

黒木純 坂野紘太

6 月 16 日(月)に奈良市青少年野外活動センターにて行われた、済美南小学校 5 年生の野外活動の支援
を行った。活動内容は、柳生街道フィールドワークでのポイントマン、野外炊飯の支援、キャンプファ
イヤーへの参加である。フィールドワークでは、学生 4 人が 1 か所ずつポイントに立ち、子どもたちに
点数を与えるためのミニゲームを行った。ゲームは各自で前もって考えていたものを行った。具体的に
は、人間知恵の輪、じゃんぼじゃんけん、メディシングボール、クイズである。野外炊飯では、野外炊
飯場と調理室に分かれ、火起こしや調理を支援した。キャンプファイヤーでは、子どもたちのスタンツ
鑑賞、教師スタンツへの参加を行った。

6 月 16 日に奈良市野外活動センターで行われた済美小野外活動で活動の支援を行わせてもらった。
そこで、学んだことが 3 つあった。
1 つ目は、前もった準備が大切だということだ。教員側は数か月前から、子どもたちも 1 か月前くら
いから準備を始めていたということを聞いた。しっかり準備していなければ、子どもたちの笑顔は見る
ことができなかっただろうし、活動支援をした僕たちも楽しむことができなかったのではないか。野外
活動の成功の裏側には、しっかりした準備が必要であることを学んだ。
2 つ目は、子どもたちが楽しむためには僕たちが楽しまなければいけないということを学んだ。これ
を感じたのは、柳生の山越えで各ポイントに立ちゲームをしたときだ。楽しんでくれた子もいたが疲れ
ているのか楽しんでいないと感じるような子もいた。振り返った時に、もっと自分が楽しんでおけば子
どもたちももっと楽しんでくれていたのかとも考えてしまった。
3 つ目は、子どもたちとの関わりはとても新鮮だということを学んだ。子どもたちとの関わりは、ス
クールサポートだけなので、初めて会う子どもたちとの触れ合いはとても新鮮に感じられた。また、初
めて会う子どもたちとコミュニケーションをとることはとても難しかったが、すぐに馴染むことができ
た。これから、教師を目指していく中でもっと多くの人たちとコミュニケーションをとって関わりを持
っていけたらと思った。
今回の活動支援ででた反省は、第 3 回子どもキャンプでしっかり直していけたらと思う。また、今回
学んだことも子どもキャンプで活かせたらとも思うし、今後のこのような活動で活かしていきたい。さ
まざまな学びがあり、反省もあり、経験することができたのでこれを子どもたちにもっと学ばせてあげ
られるようになりたいと思った。（黒木純）

私がこの活動を通して学んだことは 2 点ある。活動を企画する側の準備の大切さと、指導者(教
員や学生)の野外活動能力の大切さだ。
まず 1 点目の企画する側の準備の大切さについてだが、これは特に柳生の山を越えるというオリ
エンテーリングと、野外炊飯の際に感じた。オリエンテーリングではポイントマンになり各班にゲ
ームを課したが、他のポイントではどんなゲームを課すのか、次のポイントまでで迷いやすい道は
どこなのかなどを、指導者が事前に把握していなかった。実際 2 つの班が迷ってしまったのも、事
前の準備不足であるといえるだろう。
2 点目は、やはり野外活動を教育活動として行うならば、指導者がある程度、野外活動の知識や
能力を持っていないといけないということだ。野外活動の目的は、それ自体を通して、児童が成長

するということかもしれない。しかし、例えば野外炊飯では鉈で薪を作ったり、火を取り扱ったり
とかなりの危険を伴う。安全で楽しい活動を行うためにはやはり指導者が最低限の知識や能力を持
ったうえで、臨まないといけないと感じた。
今回の活動を通して多くの学びを得たと私は感じている。今回のこの経験で自分に足りないと感
じた部分は実際に次に現場を経験させていただけるときや、実際教師になる前に補いたいと感じた。
学生の間に実際の現場で学べる機会はそう多くはない。だからこそ積極的にこのような活動に参加
し、実際の教師に求められる能力を理解に、身に着けたうえで即戦力のある教師になりたいと感じ
た。
（坂野紘太）

現場の先生の動きを見ること、先生とお話しすることができたことが一番勉強になった。想定外の状
況(担任の先生が現場を離れる。カレーが失敗する。など)に陥った時に、先生方が臨機応変に対応して
いるのを見て、現場に求められる力の一つが「その場の判断力」であることを学んだ。また、済美南小
学校の先生方の常に協力して野外活動を運営しようとする姿勢から、協力することの大切さを改めて学
んだ。飯盒炊爨とカレー作りの失敗(ご飯を美味しく炊くことができなかった。水の分量を間違えた。な
ど)から今までそこまで重要視していなかった教師の授業外活動の能力の必要性を感じた。この経験を生
かしてどんな活動に関しても基礎的なことはできるようにしておきたいと思った。今回の失敗をこれか
らの教師になるための自主的な学習に生かしていきたい。ASP 子どもキャンプの前にキャンプファイヤ
ーもフィールドワークも行うことができて本番のイメージをつかむことができた。今回の支援活動での
個人的な目標は、視野を広く持って、子どもたちに接することだったが、達成できたと思う。また、今
回の活動を通して ASP キャンプの時には見ることができなかった現場の先生の動きをたくさん見るこ
とができ、ASP 子どもキャンプでリーダーを務めるときに生かせると思う。今回の情報をほかのメンバ
ーと共有して ASP 子どもキャンプにつなげていけたらと思う。（米澤瑞綺）

私は今回、野外活動支援に参加するにあたって目標としていたことがある。それはクラスの児童全員
と接し、活動中も全体の状況を把握した行動をするということだ。ASP キャンプなどの子どもキャンプ
に参加している場合、どうしても自分の班の子どもたちばかりに集中してしまうことが多く、全体の様
子を把握できないという部分が課題であったからである。今回の野外活動支援では、先生方の動き方、
子どもの様子・表情などを見て、行動することができたと思う。例えば、昼休憩時には児童間の関係性
を、児童との会話から探ることができた。クラスには三日前に転入してきたばかりの児童や、支援が必
要な児童がおり、彼らとの会話から、彼らがクラスの友人たちとどのように関わっているかを少しでは
あるが知ることができた。そういった児童個人の様子や、活動中の班の動きなど学生間で密に連絡しあ
うことで、より安全でスムーズな活動になるよう貢献できたと考える。野外炊飯の時には、応援で来ら
れた先生方の動きを見て行動することができた。例えば、器具の用意や、火お越しができていない班へ
の働きかけ、割り当てられた仕事を終えた子どもたちへの配慮などである。自分の仕事が終わっても、
同じ班の友人の手伝いや応援をすることで、協力し合う雰囲気を作っていけると思う。それに子どもた
ちが気づけるように、少しでも働きかけができたのではないかと感じる。
今回の野外活動支援は、達成できたこともたくさんあったが、8 月の ASP キャンプに向けてもっと改
善できる点も見つけることができた。それらを見直していきながら、8 月のキャンプを良いものにして
いきたい。（粂綾香）

三笠中学校リーダー研修会報告書
物質科学専修 4 回生 後藤田洋介
1.日時

8 月 18 日（月）10：20～14：00

2.参加者

物質科学専修

4 回生

後藤田洋介

社会科教育専修

4 回生

二階堂泰樹

英語教育専修

3 回生

粂綾香

数学教育専修

1 回生

杉田岳史

3.活動内容
三笠中学校では生徒会が中心となって、各学年の
リーダーと研修を行うリーダー研修会を行っている。
そのリーダー研修会内でのアクティビティでアイス
ブレーキングとなるゲームを実施した。目的は、そ
の後のデザート作り作戦会議での話し合いが円滑に
進むように実施した。
参加した学生が一人一つずつアイスブレークとな
るゲームを行った。はじめは夏休みの一日であるこ
と、また、体育館が少し蒸し暑かったことから、生
徒の参加もまばらであったが、最後のゲームを行う
アイスブレーキングの様子
ときには、先生方も多く参加していただき、場を盛
り上げることができた。
デザート作り作戦会議、デザート作り材料争奪戦では、体育大会で別れる色団ごとに希望の食材を選
び、もし、他の団とかぶった場合は 30 秒のスピーチによって食材を手に入れるという時間であった。
この時間は色団ごとに分かれているので、見学していたが、生徒は自分の色団の色にちなんだことや食
材のうんちく、夏の甲子園など季節に合わせたスピーチなど多くの話題を考え、自分たちの希望する食
材を手に入れようとしていた。
午後の部ではデザート作り材料争奪戦で得た食材を元に色団ごとに特色のあるパフェを作った。生徒
とともにデザート作りに参加した。色団ごとに各学年が入っており、活動を通して団の団結を深めるよ
うになっていた。
4.まとめ
アイスブレーキングではルールを簡単にかつ具体的に説明することのむずかしさを感じた。それは、
はじめの導入で手のひらを重ねたときと指示するはずが、手が重なった時と説明したために、生徒も困
惑していたように感じた。指示をどのようにすれば生徒に思った動作をしてもらえるのかなど、これか
ら経験を積む中で学んでいきたい。
生徒の活動に関しては、3 学年の混合の団であったので、少しぎこちなく団が動いているような気も
したが、活動を通して、3 年生が下の子を引っ張っていく場面が何度か見られた。生徒同士の活動では、
このように 3 学年を縦の関係でつなげることも大切だと感じた。さらに、全体的に同学年以外だと盛り
上がりにかけてしまうが、そういった場面で教師側がどのように刺激するのかを考えさせられるいい機
会にもなった。

附属学校園のＥＳＤの取組概要報告
1．内容
「地域と連携した「学ぶ喜びを知り、自ら学び続ける」教員の養成に向けた持続可能な発展のため
の教育活性化」プロジェクトの実施計画⑩⑪⑫に基づき、附属学校園において「教育研究会や各種プ
ログラムへの参加・参画、教育実習を通して、具体的な授業実践を学ぶ場とする」ことを、目的に実
施をした。学生のこれら教育活動への積極的な参加は、将来教師として単元構成力・教材研究の視点・
感性や対応力などの力量を身につける一助になるものと思われ、学校現場に出た時の貴重な体験とし
て役立つものと考える。

２．主な取り組み
幼稚園
６月１４日（土）

公開保育研究会

１２月１１日（木）

未就園児保育体験

１月２９日（木）

楽器指導保育体験

小学校
９月１８日（木）

公開授業研究会（家庭科）

１１月１９日（水）

公開授業研究会（ことば）

１月２０日（土）

公開授業研究会（算数科）

中学校
通年

中庭プロジェクト

８月２２日（金）～２６日（火）

韓国公州大学附設中学校訪問

１月１６日（金）～２０日（火）

韓国公州大学附設中学校との交流（於

１月２８日（水）

奈良教育大学留学生との交流

１２月

９日（火）

附属中学校）

「平和の集い」事前学習講演

１月１９日（月）

「平和の集い」実施

５月２７日（火）～２８日（水）

教職大学院生と第１学年による行事づくり（曽爾高原）

２月

環境教育・ESD カリキュラムデザイン研修

１日（日）

２月２６日（木）～２７日（金）

日本教育工学会参加

３月

４日（水）

中高生の科学研究実践活動推進プログラム公募説明会

３月

２日（月）

学部生・院生とともに学ぶ世界遺産学習

特別支援学級での「読み聞かせ」プロジェクト
９月３０日（火）・１１月４日（火）・１２月２日（火）・１月２９日（木）
１０日（日）

【附属幼稚園 公開保育研究会】

日時

2014 年 6 月 14 日（土）

テーマ
日程

「幼児期に必要な『からだ力』を育む」
9:00～11:00 公開保育（3 歳児、4 歳児、5 歳児）
11:00～11:45 クラス別フリートーク
12:45～14:00 全体会（研究報告）
14:00～17:00 シンポジウム「幼児期に必要な『からだ力』に迫る」
吉田伊津美先生、笠次良爾先生、掘越紀香先生、横山真喜子先生

参加者

県内外の幼児教育関係者

334 名（学生 36 名）

内容
『からだ力』（生涯にわたって健康な心と体をつくり維持していくために、幼児期に育てておきたい
「体力や運動能力、運動に対する意欲」などの総称）を育てるために「からだづくり」
「うごきづくり」
「きもちづくり」の 3 方向からアプローチし、様々な実践事例等を報告した。研究会には、36 名の学
生（奈良教育大学生 30 名、佐保短期大学生 6 名）が参加し、午前中は保育を参観。午後にはテレビ会
議システムにより別室で研究報告会、シンポジウムに参加し、本園の教育実践および研究成果を学んだ。
また、本園が同時期に「ひかりのくに」より発刊した「運動遊びで『からだ力』UP!」の本を配布し、
幼児教育の課題や保育の実際について深めることができた。

学生の感想
・実際に保育を見せて頂ける機会が少ないので本当に興味深かった。遊びも先生が考えるだけでなく子
どもたちに考えさせることによって、想像力や危険予測の力がつくと思った。
・園内の遊具が多くて子どもが楽しそうだった。様々な遊びの工夫がされていた。
・「からだ力」という言葉は初めて聞いたけど、わかりやすくて勉強になった。自分でも実
際の保育でやってみたいことがたくさんあった。
・保育者と子どもたちの関わりを観察させていただいて、新しい発見がたくさんあった。自分がこれか
ら保育者になっていくにあたり、とてもためになる時間となった。

【附属幼稚園 未就園児保育体験（赤ちゃん教室に参加）】

日時

2014 年 12 月 11 日（水）

内容

幼稚園では、未就園児サークル「よちよちくらぶ（1 歳児）」
「てくてくくらぶ（2，3 歳児）」を月

に 1 回場所を提供して行っているが、乳児期の保護者からの要望もあり、助産士さんを講師に迎えた「赤
ちゃん教室（0 歳児）」を開催した。一緒に学生も参加し、乳児期の赤ちゃんの発達の様子を知ったり母
親と一緒に赤ちゃんの接し方、かかわり方を学んだりした。

学生の感想
・歩く前の赤ちゃんに会えてとても楽しかったです。本当に小さくて触ると壊れそうなのに、体はとて
もやわらかくて、赤ちゃんの体ってすごい！と思いました。丸まるように抱っこするというのも知ら
なくて、背筋はぴんと伸ばしておいたほうがいいというなんとなくのイメージがあったので、今回聞
けて一番よかった情報です。うつぶせにもなんとなく恐いイメージがあったんですが、赤ちゃんの体
作りには欠かせない動きなんだと知りました。知らないことだらけで、このまま保育士にならなくて
よかったと思いました。先生が、お母さんたちが不安にならないようにおおらかに話されていたのが
印象的でした。「子どもに合わせて」「お母さんのやりやすいことを探しながら」というのが大切なこ
となんだなぁと感じました。赤ちゃんについての知識は、実際に触れ合って学ぶことが多いことを痛
感しました。
・本当にただただ癒された一時間でした。3 か月～1 歳の赤ちゃんがいて、個人差も大きく、保護者の方
が悩んでいることも様々で、その悩みをリアルタイムで聞くことができ、それに対しての先生の回答
も聞くことができてとても勉強になりました。このように子育て中の方たちが集まって悩みを共有す
ることは、保護者のストレスや不安の軽減になる素敵なことだと思いました。しかし、反対に集まる
ことによって自分の子どもを他と比べてしまうこともあると感じました。成長には個人差があって、
みんな違って良いんだということを伝えていくことが大切だと思いました。私も将来保育者になる立
場として、人と比べずに一人ひとりの成長を見守り、保護者の方と喜んでいけるようにしたいです。

【附属幼稚園

楽器指導保育体験】

日時

2015 年 1 月 29 日（木）

内容

年長児 54 名対象にした楽器指導を学生が体験する。

子どもたちが使い慣れているカスタネット・タンブリン・すず・ウッドブロックなどに加えて、大太
鼓・小太鼓・木琴・鉄琴・シンバル・ハンドベル・マラカス・ハンドドラム・カバサ・ウッドアゴゴ・
エナジーチャイムなどの目新しい楽器も取り入れて、学生がミニ演奏会を見せてくれた。子どもたちは
憧れをもって見ており、そんな子どもたちのやりたい気持ちを高めた後に、様々な楽器の説明をし、い
ろいろな楽器の扱い方を指導してくれた。この日の体験をきっかけに楽器に対する関心を高めた子ども
たちは、2 月中旬には全員で素敵な合奏をすることができ、年少児や保護者にも見てもらうことができた。

学生の感想
・今回の演奏会に向けての練習は、かなり期間が短かったが、各楽器の音が目立ちかつ子どもたちが楽
器に興味をもつような演出を幼年全体で考えることができた。何度も練習を繰り返す中でリズム合わ
せのために指揮者を設置したり、最後に締まりをつけるため全員で「ヤ！」とかけ声を入れるなど、
自分たちなりの工夫を施すことができ、皆で作り上げるということを短期間の中で経験でき良かった。
・実際の演奏では、子どもが楽しく演奏を聞いてくれているのが伝わり、こちらも楽しくなった。誰か
に向けて何かをするということの楽しさや達成感を感じ、子どもにそういった経験をたくさんさせる
ということの大切さを

身をもって実感した。

・知っている楽器を見たときの子どもたちの得意げな顔や、知らない楽器を見たときの興味津々な顔な
どを近くで見ることができて、子どもたちの興味関心をひいたり自信につなげることができたりする
ことで、とても良い表情を見ることができるのだということがわかった。
・先生の援助で印象に残ったことは楽器をたたくタイミングを体と声で表現しているということである。
「ドングループ」
「チャチャチャグループ」という楽器の音から連想しやすい擬音語を使って、太鼓等
の指示は体の左を大きく動かし「ドン」、それ以外の楽器は右を動かして「チャチャチャ」。私も取り
入れたいと思った。
・今回、楽器にふれることが子どもたちにとって必要な経験であると改めて実感した。どんな音がする
のか、どう叩くことができるかを模索する子どもたちの姿は生き生きとしていた。子どもたちから興
味をもち、実際に手にすることで新しい発見を自らの力の見出していく経験を保育の場で増やしてい
けたらと思う。

家庭科「ごはん」（６年）
授

業

者

題材について

指 導 目 標

指 導 計 画

本時の授業

参
成

加

者
果

松田 優衣

◆テーマ『米がご飯になる過程を教材化する』
◆「ごはん」は、家庭科部で毎年、取り組んできた題材である。うるち米の玄米
から白米への精白の過程を確かめ、その栄養素の特徴に触れる。
その上で、白米がご飯になる様子を調理実験として観察させる。普段は、
米と分量の水を入れて、スイッチを押せば炊き上がるというごはんである。米
がごはんになる過程でどんな変化があるのかを「米のでんぷんの糊化」という
観点からわからせる。
米の栄養は、炭水化物（でんぷん）で、体の中で、エネルギーのもとになる
という学習だけで終わらせず、私たちの食物としてのご飯になる過程を学ば
せたい。
◆米は炭水化物を多くふくみ、エネルギーのもとになることをわからせる。
◆おいしいごはんを炊くには、水の量や沸騰までの火加減と加熱時間が関わ
ることをわからせる。
◆米に水と熱を加えることにより糊化してご飯になる過程をわからせる。

◆第一次／米の歴史、栄養と働き・・・・・・・・・１時間
◆第二次／米と水の量、火加減・・・・・・・・・・・２時間
◆第三次／調理炊飯実験 ・・・・・・・・・・・・・・１時間（本時）
◆第四次／調理実習とまとめ・・・・・・・・・・・・・３時間
◆ねらい－透明鍋をつかって火加減を調節し、水や米粒の動きを見ながら、
米がご飯になる様子を自分の目で確かめさせる。
◆展開
１．おいしいご飯を炊くために知っていることを復習する。
（火加減、加熱時間の目安、蒸らす時間）
２．①炊飯実験を行う。
②ご飯が炊ける様子をワークシートに記録する。（時間の記入）
（沸騰まで・沸騰を続ける・水が引く・蒸らす）
３．米がご飯になるまでを確かめる。
４． 本時のまとめをする。
◆スイッチを押せばご飯が出来上がるという炊飯器に任せっぱなしになってい
る見えない部分を視覚・臭覚・聴覚・味覚などの五感を通して「見せること」によ
り、調理の科学を学ばせることができた。
◆他校・他大学－７人
◆本学の学部・院－１５人
◆附小－教員全員
他校・他大学から大勢の参加があり、本時の授業や本校家庭科部の実践課
題をもとに、授業づくりについて討議し合えた。

特別支援学級/ことば『おだんごぱん』（「ことば」３グループ）

授

業

者

題材について

指 導 目 標

篠崎 詩織
◆『おだんごぱん』 （瀬田貞二：訳 脇田和：絵／福音館書店）
ロシア民話で、多くの人が知る有名なお話である。登場人物の生き生きとし
た台詞と、リズムの良いおだんごぱんの歌から成っている。おばあさんがおだ
んごぱんがころころと転がって、「たべてあげよう」と言ううさぎ・おおかみ・くま
からも逃げ出すが、最後には知恵を働かせたきつねに食べられてしまう。
ころころ転がる様子と、それにともなって移り変わる場面と、場面に応じて変
化するおだんごぱんの表情とそれから読みとれる気持ちとが合わさって、リズ
ムよく読み進められるお話で、おだんごぱんが食べられるという明確な「オチ」
があり、「ことば」３グループの子どもたちにとって読み応えのあるお話である。
◆読み聞かせや動作化を通して、おだんごぱんは、うさぎやおおかみやくま
からは逃げたが、きつねにはだまされて食べられてしまったことをわからせる。
◆うさぎ、おおかみ、くま、きつねやおだんごぱんのつもりになって、だましたり
だまされたりするやりとりを、ことばや動作で表すようにさせる。

◆第１次／読み聞かせ・お面作り・歌を歌う ・・・・・・ ３時間
◆第２次／読み聞かせ・動作化 ・・・・・・ ７時間
指 導 計 画

・おだんごぱんとうさぎ、おおかみ、くまのやりとりの動作化 ・・・ ２時間
・おだんごぱんときつねのやりとりの動作化 ・・・ ３時間（本時１時間目）
・役を変えながら初めから終わりまでを通して動作化 ・・・ ２時間

本時の授業

参
成

加

者
果

◆ねらい－おだんごぱんの役になってきつねとやりとりすることをとおし
て、おだんごぱんがきつねの言うとおりにして食べられてしまっ
たことをわからせる。
◆展開
１．『おだんごぱん』の読み聞かせを聞く
２． おだんごぱんが きつねと出会ってから、きつねに食べられるまでの場
面を、おだんごぱんの役になって動作化する
３．おだんごぱんは食べられてどう思っているのか、なぜ食べられたかを
考えてことばにする
◆“内容理解に対して動作化はどのように生かされたか”を討議すること
ができ、子どもにとっての動作化の意義を確認することができた。

◆他校・他大学－８人
◆本学の学部・院・附幼・附中－１４人
◆附小－教員全員
他校・他大学からの参加者から各校の実情や子どもの様子が報告され、そ
れぞれの学校での教育課程づくりを知り合うことができた。また、本校の授業
づくりについては、賛同の意見が多かった。

算数科「１０をこわすひき算（くり下がりのあるひき算）」（1 年）

授

業

者

題材について

谷垣 明伸
◆「くりさがりのあるひき算」は筆算で使う言葉で、本題材では筆算形式を使
わないため、「10 をこわすひき算」と位置付けている。
◆この授業のテーマは、具体から半抽象、そして抽象という道筋で、特に、半
抽象から抽象につなぐために、子どもたちが、自分でつくった数操作のあとが
残っている「数字の絵」を書くことで、この減加法の手順を理解させることにあ
る。そのため、本時は「数字の絵」をどんなふうにつくるのかが中心になる。

指 導 目 標

◆「10 をこわすひき算」は、被減数のうちの 10 から取った残りとバラを加えるこ
とで答が求められることを理解させる。
◆2 学期に学習した 10 をつくって答が求められるたし算と比べて、「10 をこわ
して」答が求められることを理解させる。
◆「10 をこわすひき算」の計算が正確にできるようにさせる。
◆10 をこわして答えを求めるやり方で数を使ってできるようにさせる。

指 導 計 画

◆第１次／「11-7」 型・・・・・・ ４時間（本時４時間目）
◆第２次／「11-5」 型・・・・・・ ３時間
◆第３次／「16-7」 型・・・・・・ ２時間
◆第４次／「11-2」 型・・・・・・ ２時間
◆第５次／「12-6」 型・・・・・・ ２時間
◆第６次／練習とまとめ ・・・・・・ ３時間

本時の授業

◆ねらい－ブロック図をもとにして「数字の絵」を書くことで、減加法で答
えを出せることを理解させる。
◆展開
１．11-8 の答えをブロック図から出し、自分のやり方を発表する。
２．11-8 の答えを数字の絵を使って出す。
３．自分たちでつくった「数字の絵」から他の計算でも答えを求める。
４．13-8 の「数字の絵」を見て、共通していることを見つける。
５．「数字の絵」を使って、他の計算の答えを求める。
◆指導者が子どもたちが自分の学びを納得するまで、つまり仲間や自分
自身に語り聞かせることができるようになるまで子どもたちに寄り添っ
ていたので、子どもたちが「数字の絵」から答えを求めることができるようにな
っていった。

参
成

加

者
果

◆他校－７人
◆本学の学部・院・附幼・附中－５人
◆附小－教員全員
子どもたちが出し合ったひき算の方法を指導者が的確に受けとめ、
「10 をこわす」考えに導いていった指導に賛同が多かった。
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地域と連携した「学ぶ喜びを知り、自ら学び続ける」教員の養成に向けた
持続可能な発展のための教育活性化プロジェクト」報告書(附属中学校分)

項目名

①国際理解教育・多文化共生教育の推進
～韓国公州大学校附設中学校との交流(３年次)～

１．事業の内容
(1)交流に向けた取り組みの現状
①交流の仕方
○訪問交流は、交互に毎年度１回実施、原則として５日以内。
○訪問生徒は、受け入れ側中学校生徒の家庭にホームステイする。
②教育課程の中への位置づけ等
学校間交流のあり方 →相互訪問のみに収束しない国際理解学習の展開を
③実施日程
・訪韓 2014 年 8 月 22 日(金)～ 26 日(火)の 4 泊 5 日
・来日 2015 年 1 月 16 日(金)～ 20 日(火)の 4 泊 5 日
④代表訪問者の決定

(2014 年度)

２月末に公募後、希望者全員に「参加希望届」と、希望理由と抱負を述べた「作文」を提出
させ、「個人面接」と「英語力検査」を実施。ユネスコ委員会と引率教員で決定、企画委員会
と職員会議に提案し、最終決定。３学期修了式の日に生徒へ通知。

(2)訪問と招待のプログラム
①韓国訪問時の旅程
【８／２２(金)［１日目］】
近鉄奈良駅→関空→仁川空港→景福宮見学→ソウル高速バスターミナル→公州→歓迎会→
→韓屋 Hanokumaeul に宿泊
【８／２３(土)［２日目］】
公州市内バスツアー(武寧王陵、公州国立博物館、公山城ほか)→生徒はホームステイ先へ
【８／２４(日)［３日目］】
生徒は各ホームステイ先の家庭による観光案内
教員は扶余市内の視察
【８／２５(月)［４日目］】
ホームステイ先家庭→公州附設中訪問、生徒間
交流（歓迎セレモニー・クラブ活動体験）→
→公州附設中での給食体験→公州→ソウル
【８／２６（火）［５日目］】
ソウル市内見学→仁川空港→関空→近鉄奈良駅
②受け入れ時の日程
受け入れ期間中の通訳：「奈良外国語観光ガイドの会」「奈良市観光協会」「奈良教育大学の
韓国人留学生」の協力を得た。奈良外国語観光ガイドの会の皆さんには事前学習でも協力を得た。
【１／１６(金)［１日目］】
公州→仁川空港→関空→近鉄奈良駅→歓迎会→生徒は帰舎（奈良町のゲストハウスに宿泊）

【１／１７(土)［２日目］】
宿舎→附属中学校で生徒間交流→東大寺大仏殿付近の観光→生徒はホームステイ先へ
【１／１８(日)［３日目］】
生徒は各ホームステイ先の家庭による観光案内

教員は京都方面の視察

【１／１９(月)［４日目］】
ホームステイ先家庭→教育大附属中訪問（歓迎セレモニー、平和のつどい、授業見学）→
→昼食後、大阪へ
【１／２０(火)［４日目］】
大阪市内見学→関空→仁川空港→公州

(3)2014 年度の事前学習の内容と日程
５日間８講座(韓国文化にふれよう１・韓国語の基礎会話
１・韓国語の基礎会話２・韓国文化にふれよう２・日本と
韓国の関係史１・日本と韓国の関係史２・公州の歴史や地
誌・基本的な英会話)と、２回のフィールドワーク（藤ノ木
古墳・鶴橋コリアンタウン）を実施した。

(4)受け入れ時の生徒会の取り組み
訪日団の受け入れの際には、生徒会が中心となって、大きく３つの取り組みを行った。
①交流会（１月１７日）
生徒会中央委員が中心となって実行委員会を組織し、企画・運営を行った。
交流会では極力、生徒間のふれあいやつながりを大切にしたプログラム構成を意識した。
右の写真は、ゲーム・クイズラリーの一場面である。
日本で販売されている各種緑茶の聞茶（利き茶）体験
や、けん玉遊びなどをしながらの障害物競走など、
中学生らしい遊び心がたくさん詰まったプログラムを
実施した。
また、保護者の協力も得ながら、日本食体験として
手巻き寿司を昼食でいただき、和気あいあいとした交
流会となった。

②全校生徒での歓迎セレモニー（１月１９日）
昨年度までの２年間は、相互訪問交流を８月に実施してきた。３年目となる今年度は、互い
の学校が授業をしている時期に訪問することとし、受け入れ時期が８月から１月に変更された。
このことに伴い、全校生徒で訪日団をお迎えすることができ、本校の授業風景や行事の取り
組みの様子についても見学していただくことが可能になった。
歓迎セレモニーでは、両校の校長と代表生徒の言葉
のあと、日韓それぞれの伝統文化を、歌や楽器演奏で
表現した。
そして、歓迎セレモニーの最後に、両校の生徒が布
を持ち寄って製作した韓国のパッチワーク「友好のポ
ジャギ」が披露された。
このポジャギは実行委員会の生徒が中心になって、
全校生徒から布を集め、この日のために冬休みなどを

利用して、ミシンで縫い合わせたものである。ポジャギの紹介文を以下に掲載する。

このポジャギは、奈良教育大学附属中学校の生徒と公州の６名の生徒さんの布をつなぎ合
わせたものです。現在、政治的にはぎくしゃくした関係にある韓国と日本両国ですが、私た
ちの交流から友好関係が発展していくことを願って、このポジャギをつなぎ合わせました。
ポジャギは、日本でいう風呂敷のようなものです。韓国と日本を布で包むという意味も込
めました。このポジャギを見て、ぬくもりを感じてもらえると嬉しいです。

③平和のつどい（１月１９日）
歓迎セレモニーのあとは、本校で 1987 年から 28 年間
途切れることなく続いている、生徒会の伝統的な行事
「平和のつどい」のようすを見学していただいた。
「教育」
「人権」
「環境」
「いのち」
「防災」
「戦争・紛争」
「憲法」「国際関係」「つながり」という、生徒たちで
選んだ平和に関する９つのテーマで事前学習を行い、
代表者がシンポジウム形式で意見交流を行った。
平和を願う本校生徒の草の根の活動を、隣国韓国の中学生に知ってもらえたことは考えるこ
とから行動への一歩を踏み出したことであり、自尊感情も高まる効果があったと考えている。

２．事業の成果と課題
＜成果＞
相互訪問交流は今回で３年目となり、少しずつではあるが、計画性をもって取り組みを推進でき
てきたといえる。特に今年度は、訪韓前と訪韓後でどのような変容が生じるかを計るため、訪韓前
後の時点で生徒に作文を書かせ、新聞への意見投稿や韓日エッセイコンテストへの出品という形で、
社会に発信することを試みた。
幸いにも訪韓前の抱負は毎日新聞の投稿欄に取り上げて頂き、訪韓後の体験記についても、４名
の生徒が入賞するという高い評価を得た。問題意識や探究心を抱いて訪韓し、自分の目で見て、人
との出会いを通して感じる。自分で経験したからこそ、自分の言葉で語ることができるようになる。
また、校内においても帰国後、全校生徒に対して訪韓報告のプレゼンテーションを行い、主体的に
発信し続けることの意義を感じ、その意志は、来年度訪韓を希望する後輩へ引き継ぐことが出来た。

＜課題＞
今年度から、１月に訪日を受け入れることに変更されたことに伴い、昨年度までのような、一部
の生徒・教員による取り組みという印象から、全校での受け入れをするという意識は高まってきた。
ただし、準備面においては、昨年度までのような８月の夏期休業中に時間をかけて準備するという
ことが難しく、日々の授業に追われながら、受け入れ準備を並行して進めることに陥った。そこで
来年度からは、今年度の反省をふまえて、これまで以上に早めの立案と準備を心がけなければなら
ない。
事業内容については、交流の目的に照らし、更なる充実を図る必要がある。現状では、相互の学
校訪問とホームステイ体験、史跡見学、相互の「おもてなし」が活動の中心となっている。訪問の
時期や日数など、種々の制約がある中ではやむを得ないところもあるが、双方の教員間でアイデア
を出し合い、工夫を凝らし、生徒にとって更に効果的な国際交流活動になるよう努めていきたい。
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項目名

②「国際理解教育・多文化共生教育の推進
－第１学年と奈良教育大学留学生との交流事業－」

１．事業の内容
附属中学校では、第 1 学年の後期の「総合的な学習の時間」において「障害理解学習」とともに
「国際理解学習（多文化共生教育）」の実践に取り組んでいる。本年度もＤＶＤ「地球データマッ
プ」を視聴しての国際理解に関わる理論学習を行い、11 月に国立民族学博物館の社会見学を実施
した。ここでは留学生の方数名にも来ていただき、出身国の民族資料の解説などをお願いした。様
々な生活文化にふれる良い機会となっている。３学期には、奈良教育大学の留学生の方 18 名をお
招きして「留学生交流会」を実施した。
本校の交流会のねらいとして、次のように設定している。
・国際理解、多文化共生の理解をすすめるために、留学生の方との交流の機会を設け、互いの
生活文化についての相互認識を高めていく。
・交流会の場を通して、様々な地域の生活文化についての理解を深めるとともに、日本の生活
文化の特徴を相手に伝えることができる「プレゼン力」を培い、自身の日本文化理解を再認
識する。
大学側でも留学生用科目「日本語教育論」の一環として本校との
交流会を組み込んでいただいている。本校生徒からの疑問・質問を
もとに、留学生どうしでの授業案検討を経て、交流会当日に臨んで
いただいた。留学生の方々の出身国の生活・文化について、それぞ
れ工夫を凝らした授業プランであった。留学生の方々が４クラスに
分かれ、昼食を一緒にとったあと、約２時間の交流会を行った。交
流会の前半は、留学生からのプレゼン授業を、後半は、留学生が小
グループに分かれて、生徒とともにケン玉や書道などの体験を通して、日本の生活文化についての
理解を深めた。

２．事業の成果と課題
本年度も大学側とのスムーズな連携をはかることができ、多く
の留学生の方の参加となった。留学生の授業の一環としてこの実
践も組み込まれることになり、留学生の方々の日本の中学生を対
象とした、外国紹介の授業設計・授業実践の有効な場となってい
る。また、中学生にとっては、直接外国の方と接することにより、
相互のつながりや他者理解、異文化への理解と共感など、得るも
のが多くあった。
本事業は「総合的な学習の時間」での取り組みであるが、社会見学や交流会の実践の事前学習や
事後学習の中で、社会科をはじめ、国語科・英語科などとの連携も行っている。「総合的な学習の
時間」という限られた時間の中だけに留めず、各教科とのつながりをも視野に入れつつ、有効なカ
リキュラム計画を今後も検討し、生徒の学習成果の向上に努めたい。

平成26年度

地域と連携した「学ぶ喜びを知り、自ら学び続ける」教員の養成に向けた
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項目名

③「ＥＳＤを推進する学校としての環境づくり－グリーンカーテンと
校内ビオトープづくり（中庭プロジェクトの展開）－」

１．事業の
事業の内容

①緑のカーテン：
学習環境を向上し過ごしやすい環境にするためにアサ
ガオとゴーヤを使い、緑のカーテンを育てた。グリーン
カーテンは直射日射をさえぎるだけでなく、植物の蒸散
によって気化熱を下げ周りの気温を下げる効果も見込ま
れる。中庭や校舎端の生徒達が身近に関わる場所で栽培
することで、多くの生徒の目に触れ、考えるようにした。
また、植物の水遣りなどを通して委員だけでなく附中生
同士のつながりも広めた。委員を中心として栽培観察を
行い、委員会の場面での状況報告、観察結果の発表等を行った。
また、掲示物などを通してグリーンカーテンの取り組みの広報等を行った。
②中庭整備
本校中庭は、中庭設置の経緯を鑑み、学校植物園として活用できるように平城山周辺の植
生を踏まえた学校植物園として必要な植物を栽培育成されてきており、観察・実験に資する
理科教材園となっている。現在では遊歩道やベンチが設置されており生徒が気軽に関わりや
すい空間となっている。
ゴーヤのグリーンカーテンの設置、環境委員会による鉢植えの植物は生徒が中庭に対し目
を向け、環境意識を高めるきっかけとした。

２．事業の
事業の成果と
成果と課題

グリーンカーテンは生徒の目につく場所に設置されてい
たので生徒の環境への興味関心を高めることに繋ぐことが
できた。活動報告に加え環境問題の情報を加えた掲示物等
による広報等により学校全体として環境問題への意識付け
をはかることができた。具体的な数値としてその成果を残
していくこと等が課題として残された。 ESD を推進する
学校としての環境作りという目標を通し、学校環境への意
識は向けられたが、他にも様々なアプローチの可能性が考
えられる。「アンネのバラ」栽培の継承等が今年度活動す
ることができなかったので、今日までの伝統性あるものを
軸としたより良い環境作りを次年度の課題の一つとした
い。また学校植物園としての中庭の設備を整える上で、理
科担当教員と連携し、調査研究を行う必要性がある。
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項目名

④「人権教育・平和教育の展開－『平和の集い』の実践を通して」

１．事業の内容
附属中学校では，27 年前の一人の生徒の提案を生徒会が具体化した「平和の集い」の学習を、
教師の支援のもと、生徒の自主的な学びによって取り組んできた。
本校のＥＳＤの学びの中核とでもいうべきこの取り組みは、事実を正しく認識することを基盤
に、未来を選択するのは私達一人ひとりの責任であることを自覚することをめざしたものである。
本年度は、「平和って何だろう」というテーマを，学級での対話を全体での討論につなげて展
開した昨年度の成果と課題を引き継ぎ、ＮＩＥ（Newspaper in Education）の活動に始まる生徒個
々の自主的な学びや課題意識を基に、テーマごとの縦割り学習から全体の対話へと「平和」につ
いて多角的に考えることをめざして取り組んだ。
新聞を読み、平和について興味関心を持った記事を切り抜く
ことを出発点として、そこから生徒が８つの主要なテーマ（紛
争・いのち・いじめ・教育・防災など）を抽出し、全員がテー
マに基づく課題研究をおこない、それを基に話し合うという学
習を展開したが、その学習をより深く広い視野でできることを
めざして、日本ユネスコ協会連盟事務局長である寺尾明人氏を
お招きし、「平和ってなんだろう」という演題で講演をしてい
ただいた。講演を基に、8 つのテーマごとに話し合いに必要な資料を教師と生徒、生徒相互が協
力して作成し準備に当り、学校全体で協働の取り組みとすることができた。

２．事業の成果と課題
世界中をまわり、全身で世界の現状と人々の願いを感じてこられた寺尾氏のお話には説得力が
あり，生徒は意欲的に講演の内容を具体化し、さらに深い学習へとつなげるために、教師と一緒
に資料収集やそれを教材化し発表資料へと完成させるために主体的に活動した。集いの当日も、
グループの発表に対して沢山の意見が出され、またグループ代表によるパネルディスカッション
も、そうした討論の内容をふまえた深い議論が展開された。事後学習を経て、生徒の平和への願
いを集約し、「平和宣言」(下)を採択し、学習のまとめとした。

「附中平和宣言」
前文
わたしたち一人ひとりは小さな存在です。しかし一人ひとりが尊重され、平和を願えばや
がてそれが大きな力となり、未来を変えられると確信しています。
わたしたちには安心して学べる場があります。その学びを生かし、笑顔と夢であふれる世
界を創るために、何ができるかを広い視野で考え、行動します。
一 いのちの重みは平等です。
すべてのいのちとともに生きていくことを理解し、植物も動物も住みやすいくらしを創り
ます。
一 わたしたちは、しあわせに生きる権利を持っています。
その権利を守るために、互いにつながり、支え合い、認め合う世の中を創ります。
一 わたしたちは、平和を築く一人であると自覚します。
そのために、自ら学び、真実を追い求める覚悟を持ちます。
これまで附中で学んでこられた、たくさんの先輩方の平和への想いを受け継ぎ、わたした
ちが望む未来を築きあげていくことを、ここに誓います。
２０１５年３月１０日
奈良教育大学附属中学校 生徒一同
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地域と連携した「学ぶ喜びを知り、自ら学び続ける」教員の養成に向けた
持続可能な発展のための教育活性化プロジェクト」報告書(附属中学校分)

項目名

⑤「教職大学院生による、特別支援学級での「読み聞かせ」プロジェクト」

１．事業の内容
「特別支援学級での読み聞かせ活動～アニマシオンの手法を取り入れて～」
『たかばたけ・ほんがく（本楽）倶楽部』第三年次
①実施日時：第 1 回 2014 年９月 30 日『もこもこもこ』（谷川俊太郎）、
第 2 回 2014 年 11 月４日『おならうた』（谷川俊太郎）、
第 3 回 2014 年 12 月２日『３びきのやぎのがらがらどん』
（マーシャ・ブラウン・絵、瀬田貞二・訳）
第 4 回 2015 年１月 29 日『あなたをずっとずっとあいしてる』（宮西達也）
※教職大学院の本プロジェクトスタッフと、特別支援学級の本プロジェクト担当教員とで、
各回の前後に、打ち合わせ企画会議と事後総括会議を実施している。
②実施時間：昼食後の昼休み、約 30 分間（12:50 ～ 13:20）
③実施場所：特別支援学級

多目的教室

④スタッフ：松川利広（教職大学院、附中校長）教職大学院の学生７名、特別支援学級教員４名、
⑤対象の生徒：附属中学校特別支援学級の生徒（17 名）
⑥事業のねらい：アニマシオンの様々な手法を活用して、生徒の実態に応じて、知的障害や発達障
害のある子どもたちに有効な読み聞かせの実際やあり方について、実践をしつつ学級の教員ととも
に深める。
２．事業の成果と課題
①企画立案において
３年目の取り組みとして、今年度は、生徒の実態や課題に合わせた絵本を選択できるよう、事前
打ち合わせや総括を実施した。
②実施の経過とその成果
昨年度は回数を増やして７回開催できたが、今年度はプロジェクトの開始が遅れたこともあり、
特別支援学級との日程調整も難しく、２，３学期のみの実施となった。
とはいえ、３年目ということもあり、参加を渋っていた生徒についても、参加の意欲が徐々に高
まり、今年度の第 3 回、第 4 回については、生徒のほぼ全員が参加することができた。
また、「今回読んだ絵本」に加え、「同じシリーズの本」を会の終了後に、学級の図書コーナー
に展示したり、絵本の本文を拡大教示して掲示したりして、会の終了後の余韻や、絵本を実際に
てにすることへの導きを、目に見える形で工夫することができた。
【写真①】

【写真②】

「ぷ」や「ぽ」の

床や椅子、

部分には、あらか

思い思いの場

じめ付箋が貼って

所に座り、身

あり、予想しなが

を乗り出して

ら展開を楽しむし

聞き入ってい

かけになっている。

る。
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地域と連携した「学ぶ喜びを知り、自ら学び続ける」教員の養成に向けた
持続可能な発展のための教育活性化プロジェクト」報告書(附属中学校分)

項目名

⑥「教職大学院生と第１学年による行事づくり
－曽爾野外活動を研修の場として－」

１．事業の内容
①曽爾野外活動
本校では、第 1 学年の宿泊行事として１泊２日の「曽爾野外活動」を実施している。この行事の
ねらいは以下のとおりである。
(1) 中学校最初の宿泊行事を通して，生徒どうし及び，生徒と
教師の相互の心の交流を図る。
(2) 集団としての活動を通して，なかまの願いや規律を大切に
し，励まし合い，助け合うことの意義と方法を身につける。
(3) 曽爾の自然に親しみ，「みんなで見る，感じる，考える，話
し合う，まとめる。」という、共同学習の意義と方法を身に
つける。
１日目の高原活動は、体力差なども考慮して健脚コースの西浦峠、オリエンテーリング、５組亀
山コースなどに分かれて行った。仲間との協働・協力を実感する活動である。夜はキャンドルサー
ビスで各クラスのスタンツが披露され、学年の仲間の交流を深めた。２日目は野外炊飯でカレーづ
くりに挑戦した。すべてが生徒にとって貴重な体験であり、中学校生活をスタートするにあたって
の集団づくりの場として良い機会となっている。

②教職員大学院生と第１学年との協働
本年度、教職大学院生の参加は、昨年度に増して８名の協力
参加があった。高原活動での教職員のサポート、リーダーとし
ての生徒への関わりなど、多面にわたり院生の積極的な協力・
協働が得られた。また、キャンドルサービスの準備の補助やス
タンツの運営支援などにも関わっていただいた。

２．事業の成果と課題
事前打ち合わせや当日のサポート、夜のミーティングなどに
院生が参加し、教職員と場を共有する中で、生徒を主体としな
がらつくる行事のあり方を学んでいただける機会となったと考
える。宿泊行事をつくる・実践するという教育活動のなかで、
生徒に培うべき力は何か、行事のねらいとすることは何か、な
ど教員としての指導力や指導観についての学習の場となっていると考える。
生徒の自主的な活動を主体としながらも、生徒と院生とのかかわりの場面をどのように設定して
いけばよいのかという課題がある。院生が主役になり、生徒がそれに頼りすぎてはこの行事のねら
いを達成したとはいえない。事前の打ち合わせなどを綿密に行い、より有効なサポート体制や支援
のあり方の工夫が求められる。
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地域と連携した「学ぶ喜びを知り、自ら学び続ける」教員の養成に向けた
持続可能な発展のための教育活性化プロジェクト」報告書(附属中学校分)

項目名

⑥研修出張旅費（日本教育工学会冬の合宿研究会)

１．事業の内容「２０１４年度

日本教育工学会冬の合宿研究会」（対話のラーニングアナリティ

クスを目指して）
〇研修の内容
研修は以下の流れで行われた。
【１日目】
グループワーク１

ジグソー活動「評価とは何をすることか」（講師：白水

始

先生）

グループワーク２

授業分析ジグソー「教師のビリーフと実際の授業」（講師：白水

グループワーク３

全国学力・学習状況調査問題 CPS 分析（講師：遠山紗矢香

始

先生）

先生）

ディスカッション
【２日目】
グループワーク４

ジグソー活動「協調問題解決能力は測れるか」

（講師：白水

先生）

始

全体ディスカッション
研修はジグソー活動の形式で行われ，各グループの机上には，
話し合いの音声や話し合いの記録を PC にまとめるようすをタイ
ムリーに会場に投影するための機器が設置されていた。
グループワーク１では，評価の三角形についての説明があり，
評価とは何かについて議論した。グループワーク２では，評価の
三角形を用いて３つのモデル授業の分析評価を行った。グループ
ワーク３では，あるモデル授業のプロトコルや板書写真，ビデオ
をもとに，授業分析を行った。また，プロトコルの解析には，KBDeX
という分析ツールを用いた。グループワーク４では，全国学力・
学習状況調査の問題を一人で解いた場合と，二人で解いた場合に
どのような変化が見られるか分析を行った。これは，問題解決を
複数で行う力を評価できるか検証するものであった。

２．研修で得られた成果
今回の研修では，ICT を活用した対話の分析法を学ぶことが目
的であった。KBDeX というソフトウェアは，対話のプロトコルを
ソフトで読み込み，キーワードを設定することで，キーワード同
士の関係性や対話する人物の関係性が視覚化された。しかし，そ
のキーワードがどのような文脈から表れたものか，また，分析者
が想定していない言葉や表現を生徒が使った場合分析できないと
いう欠点も見られた。今後活用していくためには，授業者が生徒の実態と照らし合わせながら，キ
ーワードを選択し，ノイズを取り除いた状態で分析すると精度が上がるように感じられた。今後，
本校の実践の対話の質を分析をするために役立てていきたい。

平成 26 年度

項目名

地域と連携した「学ぶ喜びを知り、自ら学び続ける」教員の養成に向けた
持続可能な発展のための教育活性化プロジェクト」報告書(附属中学校分)

研修旅費（独立行政法人科学技術振興機構「中高生の科学研究実践活動推進プログ
ラム」公募説明会）

１．事業の内容
独立行政法人科学技術振興機構「中高生の科学研究実践活動推進プログラム」公募説明会
○視察の目的
奈良教育大学附属中学校の科学教育推進ならびに生徒の科学研究支援を目的とした、公的基金による
助成プロジェクトの概要を受け、検討する。
○視察の日程
13：00

～

15：00

概要説明

15：00

～

17：00

質疑応答

２．事業の成果と課題（視察を終えての所感）
本公募説明会では、奈良教育大学附属中学校の将来的な教育課程や特色をどのように打ち出してい
けばよいのかについて、多くの示唆を得ることができた。
義務教育学校としてはSSHのような取り組みはできないので、このような課外活動や総合的な学習
の時間を利用した柔軟な対応ができる生徒たちへの科学研究助成は有効である。（ちなみに、本助成
はSSH校は対象外になっている。）
科学技術研究の枠組みを広げて、広く科学研究活動を奨励していて、その範囲は理科の夏休みの自
由研究の範囲を射程としているところにこのプログラムの魅力と特徴がある。
数学などの特異な才能のある子どもたちへの支援活動も可能と言うことなので、奈良教育大学数学
教室や先端理数と協力しながらの取り組みも可能である。
課外活動においては、科学部のロボット開発や裏山クラブの調査活動への適用も範囲にはいる。ま
た、3年生の卒業研究での科学研究への調査活動や研究への個人助成も可能となっている。従来であ
れば、旅費や謝金は個人負担であったが、優位な研究活動への支援が行えるのが本助成の特徴ともい
える。
問題点としては、学校への助成を謳ってはいるが、趣旨は科学的な研究を志す個別才能豊かな生徒
をサルベージし、資金援助することが本助成の主たる関心であることだ。現在、本校ではその対象と
なる生徒は科学部の生徒、理科の自由研究で継続的な研究を進めている生徒、ならびに卒業研究での
個性的・創造的な研究テーマを設定している生徒に限定されるだろう。ただし、本助成ではその生徒
の育成が目的であるために大学からの科学研究への方法論や姿勢に対する指導を受けることが求め
られてくる。
そのために、本校では奈良教育大学の支援を受けることが可能であるが、本助成では複数の大学か
らの支援を受けることが条件として書かれている。1年目から、他大学を選定することは難しいが、
生徒の研究内容に応じて、学校側がその生徒の資質を伸ばしてもらえる研究機関への協力・援助を求
める必要性が生じてくることも、申請に際しては留意しておかなければならないだろう。
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項目名

⑥研修出張旅費（環境教育・ESD カリキュラムデザイン研修)

１．事業の内容「平成２６年度

環境教育・ESD カリキュラムデザイン研修（環境教育等に関す

る教職員・環境保全活動を担う者に向けた研修）」
〇研修の内容
研修は以下の流れで行われた。
【セッション１】
① ESD の視点を取り入れた環境教育の理念と概論（講師：添田晴雄先生）
②先進事例から ESD の取り組みを考える（講師：小川雅由先生）
【セッション２】
①グループワーク「テーマ：ESD を踏まえたカリキュラムデザインの演習」
②グループワークの成果発表
セッション１ではまず，講師の添田先生から ESD の理念についての概要説明があり，これまで
の ESD の視点を取り入れた環境教育のカリキュラムづくりへの活かし方や，実践事例などの紹介
があった。次に，講師の小川先生から，NPO 法人こども環境活動支援協会が兵庫県西宮市で行っ
てきた実践についての紹介があった。小川先生の実践の特徴は，学校だけでなく，地域や企業を ESD
の理念で結び、一体となって子どもたちと環境について考えていくしくみを構築されたことであっ
た。地域で環境について学習すると，スタンプがもらえ，規定の個数を満たすとアースレンジャー
に認定されるなど，子どもたちが積極的に関われる工夫が見られた。
セッション２では，グループに分かれ，ESD カレンダーづくりを行った。まず，仮想の学校・
地域とある特定の学年を想定し，子どもたちにつけたい力を明確にした上で年間の ESD カレンダ
ーを作成し，ポスターにまとめた。後半では，各グループで発表を行い，全体で共有する活動を行
った。

２．研修で得られた成果
セッション１では，ESD の理念について再確認することができた。特に，ESD によくある誤解
の紹介において，「今あるものを変えないことが ESD の教育ではなく，持続させるために，今ある
ものを変える変革的な教育が ESD である」という発想を得ることが
できた。
セッション２では，グループで ESD カレンダー作りの実習を行っ
た。私 のグループでは，中学校
１年生 を想定し，仲間作りを目
標とし た取り組みを考案した。
年間を 通したカレンダーを作成
するこ とを通して，各行事のつ
ながり や教科との関連性がよく
見えて くることを学んだ。今後
の行事計画に活かしていきたい。
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項目名

⑧「学部生・院生とともに学ぶ世界遺産学習」

－適応教室に通う生徒への支援を基礎に－

１．事業の内容
附属中学校では、スクールカウンセラーとの連携の基に,大学に設置されている適応教室に
おいて、不登校生徒の学力保障等に取り組んできた。適応教室は、さまざまな発達課題を抱
えた子どもたちにとって、学力保障だけでなく、仲間と語らい活動する場の保障や、心理的
負担の軽減 など、大切な場所として機能している。
また、生徒にとって支援大学生の存在は、学習支援はもとより、親や教師には話しにくい
悩みの相談相手として大きな位置を占めている。
日常の学校生活だけでなく、楽しいはずの校外での活動も、集団への不適応を示す不登校
生徒にとっては、なかなか参加出来ない実態があるが、今回、社会見学（毎年秋に実施）に
参加できなかった、3 年生 3 名、2 年生 1 名に対して、適応教室と連携して特別に日を設定し
実施することとした。
附属中学校では、3 年間で 5 回の「奈良めぐり」という世界遺産学習に加え、2，3 年生の社
会見学では京都の世界遺産学習にも取り組んできた。今回はその成果を生かしつつ、生徒の
社会性や主体性を育むとともに、支援大学生の世界遺産に対
する造詣を深め、指導力向上を図ることをねらいとして本事
業を実施した。
実施に当っては、担当教師やスクールカウンセラー、さら
に支援大学生の指導のもとに、事前に京都の世界遺産につい
て生徒一人ひとりが学習し、自主的にコースを選定し,当日
に臨んだ。

２．事業の成果と課題
事前学習の結果、生徒はそれぞれが担当した場所の
説明を、他の生徒に向けて発表するなどの積極的な活
動が展開されたり、地図を見ながら、次の目的地を他
の生徒に指示するなどの行動もみられた。また支援大
学生も事前に調べてきたことを生徒に伝えたり、お土
産の買い物を手伝ったり、教師との連絡を自主的にす
るなど対応のきめ細かさが感じられた。

広島大学教育学研究科
平成 26 年９月 28 日

１.日時
２.参加者

物質科学専修

ESD・ユネスコスクール研究会参加報告書
13:00～16:30
４回生

後藤田洋介

３.概要
本研究会は「世界をつなぐ持続可能な開発のための教育」というテーマで、ESD 及びその関連で活躍
している講師によって講演が行われた。

講演１

ラオス・タイの国境地域で暮らす民族の自立支援活動

この講演は NGO 法人シャンティ山口・事務局長の佐伯
氏によって行われた。この団体では、ベトナム戦争時に難
民となったモン族の支援を行っている。このモン族はタイ
に移住している、文字による伝承を漢民族に禁止され、刺
繍によって自文化を伝承している民族である。支援活動と
しては、水質の改善や、幼稚園の設立、エコトイレの設置
などを行っている。幼稚園の設立では、日本の幼稚園をモ
佐伯氏の発表
デルにし、初等教育を受ける前の識字や衛生の勉強・給食
による体質の改善などが行われている。エコトイレは、共同で使用していたトイレによって伝染病など
が蔓延していたので、その改善のために作られた。エコトイレは糞尿を発酵させ、メタンガスを取り出
す。その後、生物菌による発酵で、きれいな水を手に入れるトイレである。これらの支援によって、現
在この村はタイの開発のモデルケースとなっている。

講演２

ESD の視点からの家庭生活に関する学習の転換

この講演は広島大学附属中・高等学校の日浦氏によって行われた。被服実習や調理実習など家庭科の
すべてを ESD につなげることが可能であるという実践を紹介された。その一部としては、
「服はどこか
らきているのだろうか」や、食料自給率、フードマイレージなどを授業の導入で用いることで、ESD の
実践を行っている。また、モン族の刺繍の話などを受けて、刺繍の体験や、生徒が作成した絵本などを
モン族に届ける取り組みなどを行っている。グローバルな視点を教えつつ、ローカルな実践を日常生活
の学習に取り入れているという発表であった。

講演３

開発途上国における教育開発の課題と国際社会の取り組み

この講演は広島大学大学院国際協力研究科の小塚氏によって行われた。
小塚氏はまず、ニジェールにおける、初等教育の普及とその成果について
講演をされた。ニジェールでは、初等教育の普及が進んでいるが、その一
方で、算数や語学教育が浸透していない現状もあることを話され、途上国
における ESD では、いまだに EFA（Education for All）が大切であると
していた。その他には、MDGs の達成度では良い数字が表れているが、実
際のところ、サブ・サハラ（サハラ砂漠以南）では識字や算術における教
小塚氏の発表
育の質の改善がなされておらず、これからは、Education の視点から、教
育と訓練を組み合わせた、Learning の視点も大切であると講演が行われた。

全体討論会
広島大学教育学研究科の朝倉氏によって、ESD とは何かが話
されたのちに、質疑応答形式で全体討論会が行われた。佐伯氏に
は、活動のきっかけが質問されていた。佐伯氏の活動のきっかけ
は、高度成長期に、日本には難民を助ける仕組みがなく、自分に
できることが何かないかを思い悩んでいた。その後、タイやラオ
スの多くの難民を支援している人に出会い、モン族を支援してい
るシャンティ山口に参加したのが、活動のきっかけだという。日
浦氏には、いろいろな取り組みを教材化する時に気を使っている
全体討論会の様子
ことが質問された。その応えは、普段見えないことを、見える・
見直せるように、子どもたちの“当たり前”を揺さぶれる素材探しをしたり、科学技術の発展が利益を
生むとは限らないということを知らせられるものを探したり、子どもに伝えたいこととフィットする素
材を常に探しているのだという。
その他には、家庭科の中での ESD を学んだことで、子どもたちは被服実習において、布を無駄にし
ないように、余りの布で体育館シューズの袋を作ったりと、ものを無駄にしないといった姿勢の変化が
見られるといった報告もあった。

4.考察
本研究会では、世界の取り組みと ESD をどのようにつなげるのかという大きなテーマの下、途上国
での支援や、日本での家庭科教育の中での ESD の実践について、さらに、途上国の現状と ESD、EFA
について学ぶことができた。その中で、私が最も学んだことは大きく分けて３つある。
それは、第一に開発教育・国際理解教育の ESD について、第二に途上国の ESD の現状について、第
三にグローバルな視点とローカルな実践についてである。
第一の開発教育・国際理解教育については、奈良教育大学では、文化遺産を通した ESD を行ってい
るが、それ以外の視点についてはあまり触れる機会が多くない。しかし、国際理解教育による ESD も
学んだり、開発教育をどのように ESD と関わらせていくのかということは大切にしたい観点であると
思う。今回の研究会では、それらの一端について学ぶことができたと感じている。
第二の途上国の ESD の現状については、途上国では、未だに質の高い初等教育を受けることができ
ていない。すべての人に教育をという EFA の中に ESD が入っていくことが大切であると講演の中で指
摘されており、途上国の全ての人が、質の高い教育を受けるとともに、ESD をどのように行っていくの
かという、課題に気付くことができた。
第三のグローバルな視点とローカルな実践については、授業の中にどのようにして ESD を盛り込ん
でいくのかというときに、今回の研究会で発表されていたように、導入段階に地球的諸課題を盛り込む
ことは良いと感じた。自分の着ている服や、毎日食べている食事、から広げ、地球的諸課題を考える、
最後には自分の身近な問題から解決していくという段階を踏んでいる。授業の中にグローバルな視点を
取り入れ、子どもたちのローカルで実践できることを学習させている。私たちも授業を作成する段階で
それらの視点を取り入れられるように心がけたいと思う。
以上が今回の研究会に参加して学んだことである。これらのことをこれからの活動につなげていきた
い。

平成 26 年度 福井大学教職大学院 実践研究福井ラウンドテーブル
プレセッション ESD(持続発展教育)シンポジウム 参加報告書
教職大学院 2 回生 島

俊彦

1 回生 菅原恵太
１．開催日時

平成 27 年 2 月 27 日(金)

２．会場

福井大学 教育系 1 号館 大講義室

３．プログラム
①

趣旨説明
今回のテーマは「ESD が SD となるには？～ESD のメインストリ

ーム化に向けて～」である。“ESD”という言葉を使わずとも皆が
理解・実践できるようにする。つまり ESD を「世界の常識」にする
には何が必要なのかを少人数のグループ形式で議論することが説明
された。

②

ESD 最新の紹介

金沢大学教授 鈴木克徳

鈴木氏より、ESD 推進に向けた世界や日本及び北陸の流れについ
ての紹介があった。昨年 11 月に岡山市・名古屋市で開かれた ESD
に関するユネスコ世界会議の様子や、世界会議から開始された、国
連持続可能な開発のための教育の 10 年(DESD,2005~2014 年)の後
継プログラムである、持続可能な開発のための教育に関するグロー
バル・アクション・プログラム(GAP)の概要が紹介された。また、文部科学省からの ESD 推進への
協力依頼通知(2014 年 12 月 8 日)が出されたり、学習指導要領改訂に向けた中教審への諮問(2014 年
11 月 20 日)の中で ESD についての言及なされたりと、今後我が国の教育に ESD の理念がより強く
反映されていくだろうということが紹介された。

③

グループ討議(ESD とはなにか？ なぜ浸透していかないのか？)
私達のグループでは、そもそも「ESD(持続可能な開発のための教育)」という言葉の意味が理解し

づらいということが、ESD が浸透していかない最大の理由ではないかという話になった。そのことか
ら、ESD を浸透させていくには ESD という言葉を無理に使わなくとも、その考え方を浸透させてい
くことが大切であるという共通認識を持つことができた。(島)
ESD という言葉を使わなくとも ESD の概念とマッチングする実践をおこなっている学校・教員は
多数いるという話がでた。また ESD という考え方が生まれた発端として、環境教育がある。そのた
め、多くの学校では、「ESD＝環境=理科・社会」というイメージが定着しており、その結果、ESD
が浸透していかないのではないかと考えられることがわかった。（菅原）

④

持続発展への提言」 金沢市キゴ山少年自然の家館長 池端弘久
小学校教諭として現場経験を持つ池端氏からは、「持続発展の提言」というテーマで話があった。

池端氏の考えるキーワードは「革新」である。ESD を核に教育課程や授業の革新を進め、児童や教師
の力を向上させ、児童及び教師の力量形成に ESD が欠かせないものであると証明していくことが、
ESD そのものの持続発展に繋がるのではないかという考えを述べていた。

⑤

グループ討議(メインストリーム化に必要なことは?)
私達のグループでは ESD のメインストリーム化に向けて、
「発信」
「仕組み作り」
「ブランド化」の

3 点が重要であるという話になった。
「発信」とは、メディアを上手く利用し ESD を世にアピールしていくことである。人々が ESD に
触れる機会を意図的に作り出していくことで、ESD という言葉が万人共通のものになるのだろう。
「仕組み作り」とは、ESD を学ぶ機会や環境を整えていくことである。例えば教員養成系大学の講
義に ESD を位置付け、ESD の実践者を育成することで、ESD の裾野を広げていくことができるだろ
う。
「ブランド化」とは、ESD とは何かをより明確にしていくことである。
「ESD って分かりづらい」
「ESD は何でもアリ」とよく言われることから分かるように、ESD のコンセプトが人々に上手く伝
わっていないという現実がある。多くの人々が ESD という言葉に共通認識を持てるようにデザイン
していき、
「ESD」というブランドを作り上げることが、ESD のメインストリーム化に貢献するので
はないか。以上の 3 点を推し進めていくことで、ESD がメインストリーム化するのではなかろうか
という話が行われた。(島)
ESD のメインストリーム化のために、教員の意識を改革していく必要があると感じた。多くの職務
を抱える教員にとって、新しいことにチャレンジすることは若干の抵抗感・負担感を生んでしまう。
そのため、多くの学校で、ESD が SD できていない現状があるのではないか、という話があがった。
しかし、先述したように、ESD という看板を掲げていなくとも、すでに ESD としての実践を行って
いる例は数多くある。そのような実践をおこなっている学校・教員に、「それが ESD なんですよ。」
と声をかけ、認識を広げていくことがメインストリーム化のために求められていると考えられた。
（菅
原）

４．考察
本シンポジウムに参加し、様々な立場や年代の方と討議を行ったことで、普段自分だけでは考えが至
らないような点や、新たな視点に気付くことができた。特に ESD のメインストリーム化に向けては「ブ
ランド化」が必要であるという学びは、非常に新鮮なものとなった。これは参加されていた経営者の方
が、マーケティングの視点から示してくれたことである。ブランド化とは ESD が何かということや、
そのコンセプトをより明確にしていくことである。自分自身、まだまだ ESD に対する理解が不明確で
あるため、まずは自身の中で ESD という言葉の意味やそのコンセプトを明確にしていき、ESD の強み
を深く理解した上で実践できる人材へと成長することが大切であると学ぶことができた。(島)
今回、ラウンドテーブルに参加したことで、ESD を先駆的に取り組んでいる人、ESD についてこれ
から取り組みたいと考えている人、ESD は必要ではないと考えている人など、様々な考え方を持つ人と
討論を進めることで、新しい考え方に出会うことができた。例えば、今後、学校教育の場で ESD を進
める上で必要不可欠なことは、学校関係以外の人々との連携・協力であると感じた。なぜなら、地域・
社会にコミットメントし、それらが持続可能になるためにどのような力が求められているのかを知らな
ければ、ESD のカリキュラムの中で身につけた力を実践的に生かす場がないままになってしまうからだ。
「社会を持続可能にする」という大きな目標を達成するために、指導者である教員がよりマクロな視点
から、学校教育について捉えることが必要であると考えた。（菅原）
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２．日時
平成 27 年 3 月 14 日（土）
） 13:00～17
17:15
３．会場
奈良教育大学大会議室
奈良教育大学大会議室
４．内容
（１）陸前高田
陸前高田市文化遺産調査
文化遺産調査の報告
報告

山岸先生
山岸先生による
による報告

子ども
ども用教材の
の紹介

教職大学院生
教職大学院生による模擬授業
模擬授業

【陸前高田市
陸前高田市の東日本大震災
東日本大震災による
による被災と復興
復興についての
についての招聘者の
の講演】

及川征喜氏

松坂泰盛氏

及川江巳氏

（２）ＥＳＤ
）ＥＳＤ活動報告
活動報告

西口美佐子氏
西口美佐子氏の教材開発
教材開発

学生による
によるＥＳＤの発信
発信

参加者の
のグループディスカッション
グループディスカッション

ＥＳＤ子どもキャンプ
ＥＳＤ
キャンプの報告
報告

信州大学・玉川大学
信州大学 玉川大学との学生交流
学生交流

スターキー先生 講演会報告概要
１．日時：2015 年 3 月 6 日（金） 13 時 00 分〜14 時 30 分
２．主催：奈良教育大学
３．会場：奈良教育大学 次世代教員養成センター2 号館 多目的ホール
４．参加者：学生、大学教職員、近隣の学校教員、民間団体職員 計 50 名

５．内容
(1) 本学学生による活動発表
国語教育専修 2 回生の岡本夏実さんより International Student Conference on Global
Citizenship（学生の国際的な会議）への参加経験についての報告があった。インドネシアでゴ
ミ山へ行って見聞きしたことをふまえ、問題を解決するために自分には何ができるのかについて
悩み、人に伝えることができると考えたことなどについて話された。
（２）講演
Education for Cosmopolitan Citizenship and the National Curriculum for England
「コスモポリタンシティズンシップへの教育とイングランドのナショナルカリキュラム」
Dr. Hugh Starkey（ヒュー・スターキー先生）ロンドン大学教育研究院 教授

６．講演概要：
講演では、コスモポリタンシティズンシップのための教育の基本的な理念と、具体的な教育実
践についてお話いただいた。主な論点は以下である。
・共生について学ぶことは 21 世紀の優先課題である。共に生きるための共通の原則が人権であ
り、それは世界人権宣言をはじめとする、人権文書で定められている。
・世界人権宣言にみられるコスモポリタニズムの理論的根拠は、ドイツ啓蒙思想の哲学者インマ
ニュエル・カントである。さらに、世界人権宣言の全文には、実現を目指すべき理想としての
ユートピアの思想がみられる。
・提唱するのは、人類すべてに同等の権利を認めるコスモポリタンシティズンシップのための教
育である。これは、国家的なシティズンシップの教育とは一線を画すものである。英国では「シ
ティズンシップ」という単語の法的定義は移民法の一部として発展してきたために、国籍を持
つものと持たないものを区別する性質をもつ。一方、シティズンシップは、専制政治への対抗
という歴史的基盤を持っている。
・シティズンシップは、感覚、地位、実践という 3 つの側面から定義できる。1 つめは、所属感
覚（アイデンティティ）である。市民は、近隣、学校、人類といった多様な所属感覚を持って
いる。2 つめは、市民の地位である。国籍という法的地位とは別に、人類の一員という道徳的
地位を持つことも可能である。3 つ目は、より良い社会に向けて運動を行うという市民の実践
である。
・学校にとって重要なのは、国連子どもの権利条約の考えに基づき、子どもを教師と同等の権利
を持つ市民であるとみなすことである。英国のユニセフでは、子どもの権利条約を学校全体で
学び尊重する学校に対して、権利を尊重する学校という賞を送っている。講演では、その学校
で行われている実践事例の紹介があった。

7．質疑応答
講演後、学生、現職教師、大学教員それぞれから質問が寄せられた。以下に質問内容の一部を
紹介する。

・カリキュラムの中でどのように実施するのか。またその評価方法はどのようなものか。
発想を豊かにし教科横断的、あるいは様々な教科内容に関連づけることによって多くの実践の
可能性がある。また、評価については、現時点では学力等の数値によって明らかな優位性が証明
できるわけではないが、この考えを学校全体の実践に移したとき、児童・生徒のみならず、教師
の側のストレスが小さくなることはこれまでの経験知により明らかである。

・コスモポリタンシティズンシップの考え方はすばらしいが、単なる理想でないのか。
国民かコスモポリタンかという二者択一で物事をとらえるのは適切ではない、両方である。言
い換えると、国民のアイデンティティは、市民のアイデンティティのほんの一部である。国民の
アイデンティティによって、市民のアイデンティティの全てを定義しようとするのは望ましくな
い。国際結婚や移住によって、一つの家族でも多様なアイデンティティを持った人が集うことも
ある。21 世紀はビジョンをより広く持つ必要がある。

・世の中がより国家主義的になりつつある中で、学校現場においても、このような授業を実現す
るのは非常に困難であるがどうすればいいのか。
進むべき方向性の先にあるビジョンを持つことはとても重要である。また同じ方向性を持ち苦
労を重ねている人はひとりではなくそういった人のネットワークを広げて行くことが大事であ
る。短い時間であってもカリキュラムの中に時間は作ることができる。

8. コーディネーター所見
この講演会には、本学の学生や教職員のみならず、学外からも多方面からの参加者があり、市
民性教育への興味関心を持つ方の範囲の広さに驚いた。スターキー氏の唱えるコスモポリタンシ
ティズンシップの理念は ESD の理念と底通する点も多く、本学における今後の活動への潜在的な
可能性を感じた。冒頭の本学生の自発的な国際会議の報告、また講演後に寄せられた現場の戸惑
いや理想との闘いの声を無にせず、立場や専門領域を超えたネットワークを広げて行ける運動に
つながるような活動に発展させたい。

平成 26 年度「グローバル人材の育成に向けた ESD の推進事業」
奈良ＥＳＤコンソーシアム 2014 年度活動報告及び 2015 年度計画案

１．事業の名称
グローバル人材育成を見据えた ESD コンソーシアムの構築とユネスコスクール間交流による ESD の
推進－国際（Think global）と国内（Act local）の融合－

２．コンソーシアムの形成理由
本学は 2007 年 7 月に日本の大学として最初にユネスコスクールへの加盟が認められたことから、Ｅ
ＳＤを核にした教員養成に取り組んでいる。特に平成 24 年度からは、特別経費において地域と連携し
た「学ぶ喜びを知り、自ら学び続ける｣教員の養成に向けた持続可能な発展のための教育活性化プロジ
ェクト（以下学ぶ喜びプロジェクト）を立ち上げ、学生・大学院生・教職大学院生・現職教員がともに
ＥＳＤを学びあうテトラモデルによるＥＳＤを通した教員養成・教員研修に取り組んでいる。
これまでの取組を通してＥＳＤの推進・普及について以下の 3 つの課題があると考えている。
（１） 学校教員の世代交代への対応
若手教員の増加により、ＥＳＤに関わる経験やレベル、ニーズに対応した研修が必要
（２） 保護者や地域住民を巻き込んだＥＳＤの展開
ＥＳＤコミュニティの実現に向け、多様なステークホルダーを巻き込むことが必要
（３） 地域人材の育成
地域住民の地域への関心を高め、持続可能な地域社会づくりの担い手意識を育成することが必要

ＥＳＤの目標が持続可能な社会づくりへ主体的に参加・参画する人材の育成であり、その結果として
持続可能な社会の実現であることを考えると、学校教育でのＥＳＤの推進だけでなく、学校教育から保
護者・地域へとＥＳＤを拡大していくこと、そしてＥＳＤに取り組むユネスコスクールなどの学校教育
を支える地域人材の育成が必須である。ＥＳＤを中核に据え、教員・子ども・保護者・地域人材が相互
作用的に刺激し合うことが、①ＥＳＤ関心層の拡大、②学校教育でのＥＳＤの質的向上、③ＥＳＤに取
り組む学校の拡大、④持続可能な地域社会の実現に発展すると考え、奈良ＥＳＤコンソーシアムの形成
を図っている。

３．平成 26 年度奈良ＥＳＤコンソーシアムの事業目的と活動報告
（１）国内外のユネスコスクールとの交流
①

留学生のユネスコスクールへの派遣
平成26年12月10日

②

奈良市立椿井小学校

留学生11名、教員3名

学校間交流
構成団体教育委員会の協力の下、以下の学校間交流を実施した（計9校）。
2月30日（火）奈良市立都跡小学校4年生

→

彦根市立城西小学校4年生

2月10日（火）奈良市立済美南小学校4年生

→

橿原市立今井小学校3年生

2月17日（火）彦根市立城西小学校4年生

→

奈良市立都跡小学校4年生

2月26日（木）奈良市立都跡小学校6年生

→

橋本市立高野口小学校6年生

3月 3日（火）橋本市立紀見小学校6年生

→

奈良市立済美小学校5年生

3月 6日（金）奈良市立飛鳥小学校4年生

→

彦根市立城北小学校4年生

8月11日（月）奈良市中学校生徒会リーダー研修会を本学で開催し、活動支援を行った。
（11校参加）

（２）ユネスコスクール以外の学校でのＥＳＤ活動の実施
①

各市でＥＳＤ研修会を開催し、関心層の拡大を図った。
7月30日

橿原市立白橿北小学校
講師

12月24日

1月 6日

静男

講師

宮城教育大学

及川

幸彦

講師

奈良教育大学

中澤

静男

彦根市教育委員会1月校園長会
奈良教育大学

中澤

静男

橋本市立紀見小学校ＥＳＤ研修会
講師

②

中澤

彦根市教育委員会教務主任研修会

講師
2月 4日

奈良教育大学

奈良教育大学

中澤

静男

ＥＳＤ関心層の拡大のために、「学ぶ喜び・ＥＳＤ連続公開講座」を開催した。（全 10 回）

第1回

6 月 11 日「ひーちゃんと共に歩んだ 3 年間」河原

第2回

7 月 22 日「やる気のある子を育てる学級経営
高橋

第3回

一博氏

和之氏 56 名参加

－ＮＩＥとタグラグビーを活かして－」

27 名参加

8 月 22 日「地域遺産のＥＳＤ教材開発」田渕五十生氏

第 4 回 10 月

9 日「私の教師生活」

第 5 回 11 月

4 日「中学校教師の挑戦」望月悠紀氏

岡田仁志氏

26 名参加

16 名参加
63 名参加

第 6 回 11 月 27 日「環境教育における味覚の科学－食育を問い直す－」
第 7 回 12 月 23 日 ＥＳＤ講演会

野村卓氏

柴尾智子氏、及川幸彦氏、川田力氏、手島利夫氏

第 8 回 12 月 25 日 ＥＳＤ実践交流会

16 名参加
70 名参加

高橋一博氏・中村友弥氏、井本章子氏、山方貴順氏、

大西浩明氏、24 名参加
第9回

1 月 31 日 ＥＳＤ公開勉強会

鈴木克徳氏、安田昌則氏、市瀬智紀氏、及川幸彦氏

大倉寿之氏（ＷＷＦジャパン）48 名参加
第 10 回 2 月 21 日ＥＳＤ教材開発現地研修会
③

大西浩明氏

北村恭康

16 名参加

ＥＳＤ推進教員の育成を目的に、奈良市と橋本市でＥＳＤ連続セミナーを開催した。
橋本市ＥＳＤ連続セミナー（14名参加）
講師
開催日

④

奈良教育大学

中澤

静男

9月24日、10月17日、11月21日、12月12日、1月23日

教材開発に焦点化した教員・学生合同研修会（全10回）

8月30日

：和歌山県立自然博物館：海洋環境教育

9月20日～21日

：十津川村大峯奥駆道：修験道・文化遺産教育

10月 4日～5日

6名参加
8名参加

：熊野本宮・新宮・那智大社：紀伊山地の霊場と参詣道
世界遺産のＥＳＤ教材開発

7名参加

10月11日

：野洲市家棟川流域環境教育

10名参加

11月22日

：大津・石山寺・園城寺：修験道・文化遺産教育

5名参加

11月23日

：吉野山金峯山寺：修験道・文化遺産教育

11月29日～30日

：京都大学白浜水族館・熊野古道：海洋環境教育・文化遺産教育

12月13日～14日

：太地町立くじらの博物館・日米修交記念館：
地域の歴史文化遺産の再検討

2月 7日～8日

5名参加
10名参加

10名参加

：すさみ町間伐体験、林業・イノブタ肥育業聞き取り調査
森林環境教育・過疎化

10名参加

2月28日～3月1日：ラムサール条約登録湿地：串本沿岸海域環境教育
太地町くじらの博物館：捕鯨問題とＥＳＤ

8名参加

（３）社会教育施設、青少年教育施設との連携
①

奈良県立万葉文化館の展示解説を考えるワーキングの開催
開催日

②

9月29日、10月28日、

奈良国立博物館の修学旅行生・奈良市の世界遺産学習児童生徒を対象としたプログラムの開発ワ
ーキングの開催
開催日

3月19日

（４）成果発表会の開催
①

②

奈良ＥＳＤコンソーシアム連絡会議の開催 （3回/年）
第1回連絡会議

7月31日（木）奈良教育大学大会議室

第2回連絡会議

11月9日（日）奈良100年会館小ホール

第3回連絡会議

2月15日（日）奈良教育大学大会議室

成果発表会の開催
2月15日（日）奈良教育大学大会議室

48名参加

奈良ＥＳＤ2015年度活動案ワークショップ
奈良ＥＳＤコンソーシアム子どもフォーラム
（５）都道府県教育委員会との連携
①

平成26年奈良県立教育研究所“教育セミナー2014”でのＥＳＤの講演
5月30日

②

奈良県立教育研究所

県立高田高等学校との高大連携におけるＥＳＤ講義
10月28日

奈良教育大学

（６）生涯学習におけるＥＳＤの推進
①

教育と観光の融合
ＥＳＤ実践モデル全国会議2014における分科会「歴史文化遺産とＥＳＤ」担当
電子書籍ＥＳＤジャパンレポートの作成協力

②

企業におけるＥＳＤ推進
2月16日
講師

ＥＳＤ企業向け講演会開催

16名参加

株式会社博報堂CSR推進担当部長

一般社団法人ＣＥＰＡジャパン代表：

川廷昌弘氏
株式会社コミュニケーション・デザイニング研究所代表取締役社長

ESD の10年・世界の祭典推進フォーラム理事・事務局長：
福井昌平氏

４．2015 年度の活動計画
2014 年度においてコンソーシアム構成団体の中でも特に各市教育委員会との協力体制を構築でき
たことは特筆に値する。この協力体制を基盤にさらなる活動の充実を図る。
（１） コンソーシアム活動の充実
① 奈良ＥＳＤジャーナルの発行
各地の取組やＥＳＤにかかる研究や事例の共有化。特に企業へのＥＳＤの理解を図る。
② 域内のユネスコスクールのさらなる学校間交流の促進（目標 10 校）
学校間交流や生徒会交流の支援
③ 海外のユネスコスクールとの学校間交流
韓国等を想定
④ ＥＳＤ推進者（牽引役）の育成研修
連続セミナー・連続公開講座の拡大推進
（２） コンソーシアムの拡大
① ＥＳＤ関心層の拡大
各地でのＥＳＤ研修会の開催
コンソーシアムに参加する教育委員会の開拓
② 広報活動の見直し：学校・企業等への訪問活動
待ちから攻めの広報活動を展開することで、学校、企業への理解を促進する。

（３）コンソーシアム活動の継続
① 財源確保
企業活動のＥＳＤの側面から価値づけ等、企業を対象としたＥＳＤの推進
②

大学の研究・教育活動への位置づけ
ＥＳＤの理論化、ＥＳＤを核とした教員養成との連携

奈良ＥＳＤコンソーシアムユネスコスクールとの交流報告概報
奈良教育大学次世代教員養成センター

1.

研究員

北村

恭康

目的
奈良ＥＳＤコンソーシアム事業との協働取組として、本学英語教育講座及び国際交流留学センターの

協力により、椿井小学校で行っている「国際理解ＤＡＹ」という特別活動に本学の留学生教育科目「日
本語コミュニケーション」と教職関連科目「小学校外国語活動」を履修する留学生・日本人学生が参加
し、言語教育における文化に関する教育現場を体験すること、また交流を通して児童の異文化への関心
を高めると共に国際理解を深めること、を目的とした活動を行った。
2.

会催時期
平成 26 年 12 月 10 日（水）9 時 40 分～11 時 30 分

3.

開催場所
奈良市立椿井小学校

4.

参加者
教員

5.

奈良市椿井町 25

3名

本校留学生 11 名

内容
椿井小学校では、特別活動領域「国際理解ＤＡＹ」として位置付け実践を行っていた。目的は①自分

とは異なる文化や言語を持つ人に出会い、多様性に気づき、自他ともに大切にする気持ちを育てる。②
縦割り活動を通して望ましい人間関係を形成する。である。
留学生は各ブース（11）に分かれ、１５分を２回という短い時間ではあるが、縦割りグループの前で
自国の様子について、また

１から７までの数字の数え方を説明していた。例えばフランスのブースで

は、自己紹介から始まり自国の位置、有名な観光地（世界遺産モンサンミッシェル）、食べ物の写真を
見せて自分の感想などを交えながら説明をしていた。モンサンミッシェルについてはほとんどの子ども
たちは「知ってる！」という声を上げていたが、フランス人はあまり行か
ないという説明に「えーなぜ」という驚きの声にかわっていた。また、メ
キシコのブースでは国旗の説明やソンブレロやポンチョを着ての説明に
は、子どもたちは楽しそうに聞いていた。各ブースの共通は１～7 までの
数え方を教えることであった。これは、体育館で子どもたちが教えてもら
った言語で「数え歌」を歌うためである。２つのブースを回った子どもた
ちは、留学生と共に体育館に集合し、１１ブースで紹介
された説明内容を聞き全体で共有していた。子どもたち
は、短い時間ではあったが、数え方（言語）も多様であ
ることを実際に知る機会となった。また、１１か国の文
化と自国の文化の内にある同質性や異質性に気付き、人
は違って当たり前、地域によって様々な文化があるとい
う多様性に気付いたことと思う。

平成 26 年度奈良
年度奈良ＥＳＤコンソーシアム
コンソーシアム
ユネスコスクール等学校間交
ユネスコスクール等学校間交流
流支援事業
支援事業概要報告
１．目的
ＥＳＤに
に取り組む児童生徒
児童生徒の活動
活動の経験化を
を通した学習
学習の深化、活動意欲
活動意欲の向上
向上、自己肯定感
自己肯定感の増進
増進
において、
、学校間交流
学校間交流は大きな効果
効果がある。また
またＥＳＤに
に取り組む学校
学校・教員においても
においても、
、他校の実践
実践
に触れることで
れることで、自らの
らの実践を振り
り返る機会となり
となり、活動
活動の質的向上
質的向上、活動の拡大
拡大が期待できる
できる。そこ
そこ
で、構成団体教育委員会
構成団体教育委員会
構成団体教育委員会の協力の下
下、以下のような
のような学校間交流
学校間交流を実施
実施した。（計
計 9 校）
2 月 10 日
日（火）奈良市立都跡小学校
奈良市立都跡小学校 4 年生

→ 彦根市立城西小学校

2 月 10 日
日（火）奈良市立済美南小学校
奈良市立済美南小学校 4 年生

→ 橿原市立今井小学校

2 月 17 日
日（火）彦根市立城西小学校
彦根市立城西小学校 4 年生

→ 奈良市立都跡小学校

2 月 26 日
日（木） 奈良市立都跡小学校 6 年生

→ 橋本市立高野口小学校

3月 3日
日（火）橋本市立紀見小学校
橋本市立紀見小学校 6 年生

→ 奈良市立済美小学校

3 月 6 日（
（金） 奈良市立飛鳥小学校 4 年生

→ 彦根市立城北小学校

橋本市立紀見小学校
橋本市立紀見小学校→奈良市立済美小学校
奈良市立済美小学校

彦根市立城西小学校
彦根市立城西小学校→
→奈良市立都跡小学校
奈良市立都跡小学校

奈良市立済美南小学校→
奈良市立済美南小学校→橿原市立今井小学校
橿原市立今井小学校

奈良市立都跡小学校→彦根市立城西小学校
奈良市立都跡小学校 彦根市立城西小学校

奈良市中学校合同生徒会リーダー研修会報告書
1.日時

8 月 11 日（月）9：00～16：00

2.参加者

約 70 名（中学生、教職員、大学生）

3.参加中学校

奈良教育大学附属中学校、春日中学校、二名中学校、柳生中学校、
若草中学校、飛鳥中学校、都南中学校、月ヶ瀬中学校、三笠中学校
平城東中学校、田原中学校

4.参加学生

竹田隼也、後藤田洋介、粂綾香、濱崎千華、堀口大地、仲孝昌、
黒木浩亮、谷垣徹、森本珠美怜

5.活動内容
この研修会では、奈良市の 12 校の中学校の生徒会の役員が集まり、各校の取り組みの紹介、様々な
アクティビティ、討議、スキルアップ講習などを通じて、リーダーとしての自覚や、コミュニケーショ
ン力の育成を目的に開催された。
研修会の活動としては、各校の活動紹介、アクティビティ、グループ討議 1,2、司会進行スキルアッ
プ講座などから構成されていた。各活動の概要は以下の通りである。
●各校の活動紹介
参加した中学校の生徒会活動の紹介を中心に、中学校の紹介や、地域の紹介などを２分という短い時
間の中で、紹介を行っていた。
●アクティビティ
アクティビティは“一歩前へ”というアクティビティ
を行った。このアクティビティは、参加者一人一人に自
分の役が書かれたカードを持ち、一列に並ぶ。司会者が
さまざまな質問をし、その質問に対して Yes ならば一歩
前へ、No ならばその場に残るというアクティビティで、
カードの中には、自分が経験したことのないような、身
に不利な状況を抱えた役（家計が苦しい家の子どもであ
ったり、障害を持っている子どもなど）が書かれており、
生徒たちはその立場になって、様々な立場の子どもがい
ることを考えていた。
●グループ討議 1

一歩前への活動の様子

この活動では、「いじめゼロをめざして～誰もが楽し
い学校生活を送るために～」というテーマで行われた。
討議の方法は小さな紙に自分の思いつく限りの意見を
書きだし、整理した後、模造紙に貼り付ける KJ 法を用
いた。大学生が各班の中心となり、中学生の意見を引き
出す活動を行った。また、この活動の前には、大学生が
アイスブレーキングの司会を務めた。
この活動のまとめとして、“いじめゼロ共同宣言”を
作成した。
グループ討議 1 の様子

“いじめゼロ共同宣言”
・みんなを笑顔にするためにできることを考えて行動しよう。
・仲間の良いところ♡をみつけ、信頼できる関係をつくる！！
・自信をもっていじめと戦い、1 人 1 人が輝ける学校にする。
・1 つの行動が 1 つのいじめを消す！
・愛があればなんでもできる！！～みんなが笑顔になれる学校作り～
・One for all,all for one 勇気を持って絆の輪を広げよう
・心を合わせていじめをなくそう！
・できることから始めよう

●司会進行スキルアップ講座
この活動では、三笠中学校の松本先生が中心となって、
ロールプレイを行いながら、会議における司会者の役割
についての講座だった。生徒たちは自分たちで会議の進
行をしたことがあり、その中での共通の悩みなどの解決
の糸口を見つけたようにしていた。
●グループ討議 2
この討議では、進行を教員ではなく、生徒たちが行っ
ていた。討議のテーマは、２学期のスタートに 12 校でと
もに取り組めることについて話し合った。はじめに班の
中で、各校がどんな取り組みをしているのかを共有し、発表を行った。その発表をもとに、できること
を班で再検討し、今回の討議では、「9/1～9/5 まであいさつ運動とともに、エコキャップ回収運動をす
る」という結果になった。また、このプロジェクトのタイトルは“Hello エコキャッププロジェクト”
に決定した。

6.サポート学生の感想
活動後に大学生向けのアンケートを行った。そのアンケートの感想の部分を抜粋した。
研修の運営に参加した事は、あなたにとってどうでしたか？感想や意見、その他改善点などがあればご
記入ください。

・生徒会を運営している子どもたちの活発な意見交換から、積極性を学んだだけでなく、研修を仕切っ
ていただいた九鬼先生や松本先生からも多くのことを学ばせていただきました。臨機応変に対応する力
や、生徒から意見を引き出す力を私も身につけたいと思いました。参加させていただき、ありがとうご
ざいました。
（学部 3 回生）
・生徒たちの学校をもっとよくしていきたいという熱い気持ちを近くで感じることができました。私も
生徒たちに負けないようにがんばりたいです。
（教職大学院 2 回生）
・中学生と接する良い経験となった。また、良い司会者とはという研修もあったが、実際に中学生を相
手に行うことができて学ばせるだけでなく、自分自身も学ぶことができた。（学部 2 回生）
・自分自身、中高と生徒会役員をさせていただいた経験があり、当時、他校の生徒会がどのような活動
をしているのかとても気になっていたので、この研修は大変良い企画だと思いました。他校の活動につ
いて知ることができ、どの学校にとってもよい場になったと思います。これからこの活動を続けてほし
いと思います。年 1 回とかではなく、年に数回集まって活動報告を共有したり、新旧生徒会の引き継ぎ
の時など、生徒会役員として得た経験を後輩たちに受け継ぐ場としても良いと思います。機会があれば
今後もぜひお手伝いさせていただきたいです。生徒会リーダー研修会でも ESD 子どもキャンプでも三
笠中学校さんにはたくさんお世話になりました。ありがとうございました。（学部 1 回生）
・人数の関係から全体の運営という形になってしまったが、外から見ていて雰囲気が良く、先生方の動
きを見ることができて、とても勉強になりました。教育大の学生としては、もう少し中学生と触れ合う
時間がほしいとも感じたが、全体協議の様子などを見ると、その必要もないように感じました。また、
このような機会が与えていただけるならとてもうれしいです。（学部 4 回生）
・普段、中学生と関わる来秋がほとんどないのですが、この研修会を通して中学生と関われて本当に良
かったです。自分自身もいじめについて、中学生と話しをすることについて考える良い機会になりまし
た。（学部 1 回生）
・自分にとっても良い経験になったので良かったと思う。

奈良市中学校合同

生徒会リーダー研修会

ゼロ

「いじめ０共同宣言」

・みんなを笑顔にするためにできることを考えて行動しよう。
・仲間の良いところ♡をみつけ、信頼できる関係をつくる！！
・自信をもっていじめと戦い、1 人 1 人が輝ける学校にする。
・1 つの行動が 1 つのいじめを消す！
・愛があればなんでもできる！！～みんなが笑顔になれる学校作り～
・One for all, all for one 勇気を持って絆の輪を広げよう
・心を合わせていじめをなくそう！
・できることから始めよう

平成 26 年度奈良ＥＳＤコンソーシアム ＥＳＤ連続公開講座概要報告

１．目的
奈良教育大学は 2007 年 11 月に日本の大学として最初にユネスコスクールへの加盟が認められた。
2005 年から始まっている国連ＥＳＤの 10 年において、ＥＳＤの普及・推進が求められ、特にユネス
コスクールはＥＳＤの推進役として期待されている。また、新学習指導要領にＥＳＤの理念が反映さ
れたことから、これからの教員養成においてもＥＳＤの指導力養成が重要となる。
本学では、平成 24 年度から実施している地域と連携した｢学ぶ喜びを知り、自ら学び続ける｣教員
の養成に向けた持続可能な発展のための教育活性化プロジェクトにおける「学ぶ喜び・ＥＳＤ連続公
開講座」を奈良ＥＳＤコンソーシアム事業に引き継ぎ、今年度も学生及び大学院生、近隣の教職員等
を対象にＥＳＤに関わる連続公開講座を開催した。

２．主催

奈良教育大学

３．後援

奈良市教育委員会、奈良県教育委員会

４．内容

ＥＳＤや学級経営や生徒指導に関する実践報告、及び講演

５．開催について
第1回

6 月 11 日「ひーちゃんと共に歩んだ 3 年間」河原

第2回

7 月 22 日「やる気のある子を育てる学級経営
高橋一博氏

第3回

和之氏 56 名参加

－ＮＩＥとタグラグビーを活かして－」

27 名参加

8 月 22 日「地域遺産のＥＳＤ教材開発」田渕五十生氏

26 名参加

第4回

10 月

9 日「私の教師生活」

第5回

11 月

4 日「中学校教師の挑戦」望月悠紀氏

第6回

11 月 27 日「環境教育における味覚の科学－食育を問い直す－」

第7回

12 月 23 日 ＥＳＤ講演会

岡田仁志氏

16 名参加
63 名参加
野村卓氏

16 名参加

柴尾智子氏、及川幸彦氏、川田力氏、手島利夫氏、加藤久雄

70 名参加
第8回

12 月 25 日 ＥＳＤ実践交流会

高橋一博氏・中村友弥氏、井本章子氏、山方貴順氏、

大西浩明氏、24 名参加
第9回

1 月 31 日ＥＳＤ公開勉強会

第 10 回

2 月 21 日ＥＳＤ教材開発現地研修会

鈴木克徳氏、安田昌則氏、市瀬智紀氏、及川幸彦氏
大西浩明氏

６．会場

奈良教育大学 次世代教員養成センター等

７．対象

大学生・大学院生・教職員等

８．参加料

無料

北村恭康

16 名参加

48 名参加

平成26年度 第１回学ぶ喜び・ＥＳＤ連続公開講座
平成 26 年 6 月 11 日（水）19 時～21 時

１．日時

２．会場・参加者数

201 教室

56 名参加

３．内容
「ひーちゃんと共に歩んだ 3 年間」
講師

河原 和之氏（大阪教育大学・近畿大学・立命館大学）

持続可能な社会を考える場合に障がい者との共生は一つの大事なテーマだ。障がい者と共に歩む上での
鉄則をお話ししたい。
（１）現在の学校を象徴する言葉
① 待合室
これまでは、行事をつくってみんなで盛り
上がろうということがよくあったが、今は学
級が待合室化している。２～3 人でかたまっ
ていつも一緒という小グループ化されている。
お互い気を遣いながら、自分たちの仲間だけ
で楽しければいい、一回もしゃべらない子も
あったりする。人と関わるということがだん
だん少なくなっている。
② 友達地獄
ケラケラ笑って楽しい雰囲気を醸し出し、言いたい放題で盛り上がっているように見えるが、実は
話を合わせている。話を合わさないと自分がはみでてしまうので、話を合わせて適当にごまかしてス
トレスを感じている。学校へ行くことで疲れている。本当に言いたいことを言ったり相談できたりす
るのが友達なのに、話をあわせることで疲れている。本音を言い合えるような関係にするのが教師の
役割だ。
③ 学校カースト
学校に序列化ができている。気の強い女子生徒がトップ、やんちゃな男子生徒、成績優秀な女子生
徒、スポーツ系の男子生徒、普通の子、いじめられる子という序列ができている。教員も学級を支配
するために、トップの女子生徒の発言に迎合している。学校の教師も彼女たちに依拠しながら集団作
りをしているところがある。民主的でないため、学校に行くことでストレスがたまる。その上で授業
も面白くなかったら最悪だ。
民主的で何でも言える集団をつくっていかないと、ストレスばかりがたまって学校にいくことがマ
イナスになる。この３つをどう乗り越えていくかが課題だ。ゲームやワークショップよりもみんなで
ひとつのことをやることで、友達の良さや本音を言える良さを感じさせて集団をつくっていく。
（２）３つのエピソード
① 毎年、級友の墓参りに集まる。卒業後もひとりの学友に対する墓参りでみんなが集まることがで
きる、そういう集団に属していたことを誇りに思う。卒業後もつながることができる集団をつくり

たいし、それが教員をやっていてよかったと思えることだ。
②

10 人ぐらいが、階段の下にたむろして授業にでないことがあった。修学旅行でも喧嘩ばかりだっ

た。佐世保の海岸でひとりの生徒をみんなでいじめだした。教員はもちろん止めようとしたが、ボ
スが「教師を中に入れるな」と命令すると、200 人の生徒全員が円をつくって、その真ん中で一人
の子をいじめだした。ここでもう乱闘になって教師をやめることになっても本望だと思い、ボスの
胸ぐらをつかんだ。するとボスが泣きだした。たぶん止めてほしかったんだと思う。その場はなん
とかいじめを止めることができたということが、私の 37 年間を支えていたように思う。
③ 授業をしていて生徒に胸ぐらをつかまれて「おもろない授業すんな」と言われたこともある。そ
れも私の原点だ。
（３）みんな一緒に
絵に描いた餅だ。中 1 の終わりぐらいまでは、めずらしさもあって障がいのある子に関わってく
れる子もいたが、中 2 になるとみんな忙しくて関わってくれなくなる。教師が言うと学校にいるあ
いだはいやいや関わるが、家に帰ってからの関わりは全くない。3 年生になったら受験のことで、
障がい者のことなど眼中にないというのがずっとだった。ところがひーちゃんのときは違った。3
年間本当に関われる学級集団だった。今日はその学級集団作りの秘訣をみなさんにお伝えしたい。
（４） ひーちゃん
脳性まひ、言葉は「あー、あー」だけ。トイレも自分で行けない。ご飯も一人では食べれない。
全面介助、授業はすっと受けている。気に入らない先生の授業をじゃまする。そんなときは特別扱
いすることなく対等の関係でしかった。人の助けがなかったら生きていけない子。重度の脳性マヒ
で二十歳まで生きれたらよいと、お母さんも言っていた。ひーちゃんは全面介助だが、幼稚園、小
学校、中学校と一緒に過ごした。小学校のときにありがたかったのは、一人の先生が 6 年間担任し
てくれたことだ。
（５）かかわる教師と生徒の姿勢
学年のリーダー的存在だがやんちゃでもあるという男の子が、ひーちゃんに声をかけてくれた。
地道な介助をしてくれる女の子たちも３～４人いた。最初、私は教師の姿勢、やる気のあるところ
をみせなければと思い、ひーちゃんを抱いて大縄跳び大会に出た。
「この教師なかなかやりよるな」
「体張ってるな」と生徒に思わせた。この教師の姿勢を見せるということは大切だ。授業中もほっ
たらかしてはいけないと思い、クイズにして答えさせたりした。「この先生、授業にも位置づけよ
うとしている」というところを見せた。ある意味芝居だが、それが大切だ。
（６）校外で子どもをつなぐ
夏休みなどに校外活動に連れて行った。障がい者差別の壁にぶちあたったり、優しい人に出会っ
たりした。ポイントは解散する時だ。教師はさっと帰る。そのあとお母さんが迎えに来られて、途
中にひーちゃんの家に寄って、お好み焼きなんかをごちそうしてもらう。ひーちゃんといることで、
やさしい集団の中にいることのよさを感じさせる。障がい者といるということは、障がい者との関
係ももちろんあるが、まわりに集まる子たちの関係性が楽しいことを体感させることがポイントだ。
（７）いじめ事件をプラスに転化する
１年生の秋の文化祭取り組み過程でおこった事件である。数名の男子が、ひーちゃんの鼻にクリ
ップをつけたままほっておく事件がおこった。手足が自由にならないひーちゃんにとっては、クリ
ップをはずすこともできず、涙ぐんでいるのをみて、数名の女子が外してあげたという事件である。
関係していた男子を呼び厳しい指導をしたが、この指導過程において、母親にひーちゃんの生い立

ちや障がいの状況、そして親としての思いを語っていただいた。母親は、厳しく説諭するというの
ではなく、親としての思いや、障がいがあることの意味、そしてこれからも 1 人の友だちとしてか
かわっていってほしい旨を話された。「この子は健常児と一緒に過ごせるのがあと 2 年ちょっとし
かないんです。皆さんとの 2 年間を本当に大事に思っていますから、こんなことがないようにして
ください。」という言葉が忘れられない。障がい者が学校に在籍していれば、当然、その子をめぐ
るさまざまな事件が発生することはしかたのないことである。しかし、大切なのは、その事件がお
こったときの対処の仕方である。事件をおこしたものに対する叱責や説諭だけでなく、その事件が、
自分のどういう間違った認識からおこったことであるかを理解させ、ひとつの学習の場として設定
し事件をプラスに転化していくことである。
（８）宿泊行事で
スキー教室と修学旅行と 2 回行った。学年会議で話し合ってもらったが、生徒指導でいろいろ問
題が起こっている中で、学年会議で毎回障がい者の話をして理解してもらうのはなかなか大変なこ
とだ。担任以外はそんなに問題意識がないから。それを学年会議に出した時に真剣に考えてもらえ
る雰囲気づくりをすることは大事だ。そのために学年の中で浮かないように配慮した。
（９）授業での規律の乱れとその対応
授業での具体的な対応はなかなか厳しいものがあった。嫌いな科目の授業では、
「大きい声」を
上げて邪魔をするようになり、いくら注意しても言うことを聞かない事態になった。いろんな教科
の先生方からの苦情も多くなり、養護学級担当や介助の先生に隣の部屋に待機していただくなど
様々に対応した。この事態に対する子どもたちの対応もすばらしいものがあった。注意をしたり､
共に学習することはもちろんのこととして、授業中、大声をあげることに対しての苦笑はあっても
苦情はなかった。ほほえましく見られるっていうところがすごいと思う。このような先生方と子ど
もたちの協力によって、この課題をも克服していった。
（10）自立への一歩を踏み出すひーちゃん
ひーちゃんの運動会への参加形態は、車椅子をクラスメートに押してもらい参加する形態だった。
しかし、３年最後の運動会ということで、歩行器を使っての 80M 走に参加した。ゆっくりと、そ
れでも確実に一歩一歩、ゴールをめざし歩いていくひーちゃんの姿に会場全体からわれんばかりの
拍手がおこった。文化祭では「逃亡者」という劇に取り組んだ。ひーちゃんは、女子全員によるダ
ンスと通行人としての役柄で出演したが、もちろんせりふはない。その練習中に、数名の女子から
「先生、ひーちゃんにせりふ言わそう」という提案がおこなわれた。「先生、ひーちゃんは、あと
数ヶ月したら、みんなと一緒の生活ができなくなるんやから、なんとかしよう」というみんなの声
にはげまされながらの決断である。ひーちゃんのせりふは一言。通行人が「なあ、ひーちゃん、そ
う思うやろ」と言ったあと「アー」と答えるだけである。何回やってもタイミングよくは返事して
くれない。セリフの前に「アー」と言ったりまたは、全然聞こえない状態が続いた。でも本番では、
タイミングよく「アー」といった。みんなで感激して泣いた。こういう、みんなで取り組んでみん
なで感激するという体験が大切だ。教師が意図的につくっていく。
（11）普通の高校にいくんや
幼稚園から小学校そして中学校へと、みんなと一緒に歩んできたひーちゃんにとってはいっしょ
に普通高校へというのは当然の思いである。しかし、いざ受験というと大変である。まず、字はお
ろか○も書けない中で、答案をどう書くかという問題がある。学校ではクラスメートに協力しても
らいながらの受験勉強がはじまった。受験当日、ひーちゃんは、３年間お世話になった養護担当の

M 先生とともに、静かに整然と受験に臨んだ。面接も、いつもの「アー」
「う～」だったが、
「がん
ばったね」と面接官からもお褒めの言葉をいただいた。しかし、結果は不合格だった。こうして、
ひーちゃんの、「みんなといっしょに」という願いは、現在の受験制度によって一時頓挫してしま
った。
毎日新聞への投書
「私のクラスには障がいのある子がいる。しかし、みんながその子をクラスメートと思い、楽しく
学校生活を送っている。初めて同じクラスになった時は、
「仲良くやっていけるかなぁ」と思った。
重度の脳性マヒで、しゃべることができないからだ。しかし、私が「おなかすいた？」と聞いたら、
首を縦に振ったり、横に振ったりして返事してくれる。今は、公立高校の普通科受験に向けて、一
生懸命頑張っている。私も見習わなければと思った。受験のきっかけは、家族の「どうしても公立
高校へ行って、みんなと一緒に過ごさせたい」という熱い思いだった。その思いに中学校も高校も
応え、受験が実現することになった。私も絶対に高校に入れるよう応援したい。今の日本は、まだ
まだ公立高校の普通科で、障がいのある子を受け入れるのは難しいみたいだ。障がいがあっても一
人の人間ということに変わりはない。少しでも設備を整えて障がい者が多くの人とかかわれるよう
な社会になってほしい。」
（12）涙の卒業式
3 月１３日、３年間の中学生活にピリオドをうつ日がやってきた。しかし、ひーちゃんにとって
は、この日はそれ以上の意味を持つ日でもあった。「みんなといっしょ」ということに悩みながら
も、幼稚園から小学校そして中学校と 11 年間をすごしてきた最後の日である。た。みんなが見守
る中、ひーちゃんの最後の日の儀式がはじまった。ひーちゃんへの卒業証書授与の瞬間がやってき
た。今回は車椅子ではなくみんなのささえの中で歩いての授与式である。３人の仲間に支えられな
がら自分の足で歩いての卒業証書の受け取りである。距離にして約５メートル、この距離を８本の
足により一歩一歩歩んでいく。まさに、みんなのささえの中で、自立への道を歩んできた、ひーち
ゃんの３年間を象徴する場面だった。壇上にあがり、私が名前を呼んだ。「アー」と、数秒後にひ
ーちゃんの声が聞こえた。わずか数秒だったが、私には長い時間に感じられた。3 年間が凝縮され
た一瞬だった。校長から卒業証書をうけとった瞬間、会場からは、われんばかりの拍手が自然とお
こった。そして、私はまた、不覚にもひーちゃんによって泣くはめになってしまった。
答辞
（略）こうして振り返ってみると、この３年間は楽しいときばかりではなく、弱音を吐き、逃げ出
しそうになったときもありました。それでも逃げずにここまでこられたのは、どんな時にもすぐ隣
に友達がいてくれたからだと思います。時には激しくぶつかったこと、心ないイジメもあったこと、
どれも一つ一つ話し合うことでお互いの思いを確かめ、分かり合おうと努力しました。そんな友達
から考えさせられ、教えられたことがありました。それはひーちゃんとのふれあいの中で、私たち
が誰もが自分の中に持っている優しさを発見したことです。ひーちゃんと初めて出会ったとき、ど
うして接していいか分からず、心に壁を作っていた私たち自身、今ではとても情けなく小さな人間
だったと思います。高校に行くために懸命に受験勉強をしているひーちゃんの姿に、私たちは何度
も励まされました。（略）
（13）障がいのある生徒を学級に位置づける鉄則
その１ 保護者にＰＴＡ活動をふくめかかわりを多くもってもらう
お母さん自身が学校の中に位置がある。学校体制をとるのに大切だ。

その２ 学年教師集団で、障がいのある生徒の論議をする
担任が学年の中で位置を持っておく
その３ まわりの子も同じように大切する
ひーちゃんばっかりでは苦笑は出てこない。どの子も大切にする。
その４ 障がいのある生徒が学級で「市民権」をえるようにする
大人しい子をつけて面倒を見させるのでは市民権は得られない。やんちゃな子やいろんな
子を巻き込んでいく。
その５ 変革するのはまわりの生徒
私も差別者だった。変な目で見ていた。でも教師をしていて私は変わった。それを生徒に
も体験させる。具体的な関わりの中で変わっていく。
その６ 郊外で子どもどうしをつなぐ
（14）たかが教師、されど教師
子どもにとっては教師に嫌われようがたいしたことではない。でも、私たちの仕事っていうのは、
子どもの資質をあげていく、課題のある子に徹底的に関わって子どもを変えていく。という意味で大
切だ。

平成26年度 第２回学ぶ喜び・ＥＳＤ連続公開講座
１．日時

平成 26 年 7 月 22 日（火）19 時～21 時

２．会場・参加者数

205 教室

27 名参加

３．内容
「やる気のある子を育てる学級経営 －ＮＩＥとタグラグビーを活かして－」
講師

高橋 一博氏（奈良市立済美南小学校）
・ タグラグビーが今回の指導要領から、学習指導要領
解説にバスケットボールなどと同様、しなければならな
いものではないが、とりいれたらよいものとして例示さ
れた。１２月の大会には全国で一万人以上の子どもが参
加するようになり、タグラグビー人口は増えてきている。
学校の体育に採り入れている学校が増えてきている。
・ タグラグビーは子どもから大人まで、みんなででき
るよさがある。
・ 秩父宮ラグビー場と国立競技場でこれまでに１０回

の全国大会が開催され、奈良県からも全国優勝のチームが出ている。奈良でも盛んになってきている
と感じている。
・ 私がタグラグビーに取り組み始めたのは、楽しいとか新しいスポーツだからというよりも、学校で
子どもが行うのに適したスポーツだと感じたからだ。何より放課後の子どもの居場所づくりとして。
始めはルールもまったくわからなかった。インターネットでルールを子どもと一緒に調べるところか
ら始めた。３か月ほどそうやって練習し、初めての大会には体操服で出場した。ユニフォームを着た
ラグビースクールに交じって試合に参加していたが、２年目、３年目になると「あの体操服チーム、
強いぞ」と言われるようになった。
・ ＮＩＥについて知っている人も少ない。Newspaper in Education（教育に新聞を）という活動だ。
もう、２０年近く続けられている。ＮＩＥのいいところは、①学校に新聞が届くこと、②年に一度全
国大会にも行くことができる、③新聞記者と仲良くなれる、などある。新聞記者と仲良くなると、面
白い実践をしたら取材に来てくれる。実践が新聞に掲載されると、子どものモチベーションの向上に
なる。
・ モチベーションは大切。子ども達のモチベーションをアップできると色々なことができるが、モチ
ベーションが低いままだと、できないことも多い。
・ タグラグビーとＮＩＥの共通点は、まずどちらもマイナーなことだ。これは意外と大事で、みんな
が知っていることをするのは、当たり前。マイナーなことが広がっていくのは面白い。二つ目にどち
らもやってもやらなくてもいいこと。三つ目に、やればやるほど自分の時間が削られる。四つ目に自
分の得意なこととでもない。自分が好きなことだと押し付けになってしまうかもしれない。自分が嫌
いなものは子どもと共有しやすいという面もある。嫌いなものほど上手に教えることができたりもす
る。
・ やってもやらなくてもいいものだから、主体的にできる。やらなければならないものをするのは面
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白くない。やってもやらなくてもいいもの、言い換えれば無駄
なものほど楽しみもあると思う。
・

どんな先生に子どもは魅かれるのかを考えた。若さ、楽し
い授業、一緒に遊んでくれる、優しい、かっこいい、意外性、
運動ができる、押し付けない、おもしろい、話題が豊富、変
わってる、などいろいろ考えられる。

・

教員も年を経るにつれて、どんなことを身に付けていけば
いいのか、考えてほしい。

・

若いころは、子育ては親の方がよく知っている。でも、先
生と呼ばれる。先生と呼ばれることで慢心してはいけない。
知識が多いだけではだめで、先生と呼ばれるための自覚と努
力がいる。

・ やる気のある子を育てる上で一番大事なことは、教師のやる気だと思う。やる気のある人は、色々
なことを吸収して成長していくが、やる気のない人は何をやっても成長していかない。
・ 自分が得意なことをやるのは当たり前だし、教師ができることばかりしていたら、子どもにとって
はあまり面白くない。できないことにチャレンジできる人でありたい。それがよしやってみようと、
子どもが言ってくれる根底にあると思う。チャレンジする姿を子ども見せれたらいいと思っている。
・ 言ったことはしよう、したいことは言おう と心がけている。言わないと逃げてしまう。言ってし
まうとやらなければならなくなる。自分自身が苦しむことになるが、きっと何かの役に立つ。
・ 良いと思ったことには、得意不得意関係なく、たくさん失敗もするけれども、熱くなった方がいい。
・ 最近の若い先生方を見ると、賢いなあと感じることが多い。賢いから先のことを考えていると思う
けれども、とりあえずやってみることも大切だ。経験値ほど、自分を成長させてくれるものはない。
やってみて失敗したことは、自分を勉強させてくれるし、うまくいったことは自分を導いてくれる。
結局、やるかやらないかは自分が決めること。先のことを不安に思うより、まずやってみた方がいい。
・ 子どものせいにしたら、教員は楽。でもそれではだめだ。子どもが変わっていくには時間がかかる。
・

教師間のコミュニケーションはうまくいっていたら、問題が大きくなる前に対応できる。

・ 職場の雰囲気作りが大切だ。先生たちがやる気があって元気がないと、やる気のある子は育てられ
ない。楽しい職場が大切だ。楽しい職場づくりはひとりではできない。楽しい職場は楽な職場という
意味ではない。みんなが一生懸命する職場。仕事で引け目や負い目をつくらない。頼まれたことを後
回しにしたり、研究授業を誰がするかをきめるときに押し付け合ったりしているようでは、だめだ。
２０代では頼まれた仕事はすぐ引き受けて、全部やったらいい。どんな先生が職場で喜ばれるか、研
究授業を自分から立候補する先生だ。先輩の先生方に仲良くしてもらうことも重要。一番喜ばれるの
は研究授業であったり、運動会の表現運動の指導を立候補すること、宿題のプリントなどを全部刷っ
といてあげたりという、地道なことをやり続けること。これができていたら、「この人が言うのだか
らしかたないか」と思ってもらえるようになる。２０代は誰もたくさん仕事を引き受けること、人が
嫌がる仕事を進んですること。
・ 大切なのは教師間のコミュニケーションによって、情報を共有することだと思う。職場の雰囲気が
よくなっていくと子ども達も変わってくる。
・ 教材研究やワークシート作り、プレゼン作成といった、創造的な仕事を見つけてやってほしい。そ
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ういうところに力を注いでいると、帰るのが遅くなるけれども、そこにはいいこともいっぱいある。
昼間にはできない話ができたり、昼間には教えてもらえないことを教わったりすることもある。人と
話をしているとアイデアが出てくることが多い。自分ができるコミュニケーションをどんどんやって
いくべき。
・ 雑談ができる職場になっていくと、人の授業が見に行けるようになる。お互いにそれをネタに話も
できる。それが授業力の向上になる。お互いの授業観察ができるようになるためには、日頃からのコ
ミュニケーションが大切だ。
・

色々な人の授業を見ることは自分の授業に生きてくる。

【大切にしていること】
①

遊び心
無駄に思えるものこそ人生を豊かにする。地域とのコミュニケーションのために、ラジオ体操や祭り
に参加する。

②

楽しい授業

教科書で教える。面白い授業をすると時間がかかる。そのためには面白い先生の授業をいっぱい見に
行く。そのためにコミュニケーションしておく。
③

意外性

発想の転換。違う言葉をかけてあげる先生であればいい。できるかするではなく、できないことがち
ょっとでもできたら楽しいとか、違う角度から考える。
やる気のある先生には仕事が回ってくる。忙しくなるのは期待されていると考えて引き受ける。
子どもはすぐには変わらないので、長い目で見ること。
④

意図をもって

すべての活動には意図がある。普段何気なくやっていることの意味を考える。やっていることの意味
を考えて指導する。その意図を子どもが理解してくれればいい。意図を理解すると子どもは自分から
動き出す。こうあらねばならないではなく、その意味を考え、ゆったりと構えて指導することが大切。
⑤

授業について

効率化を求めるだけではだめ。面白くしようとすれば時間がかかるのは当たり前だし、効率よくしよ
うだけでは伝わらない部分も多い。一見、無駄に見えるものほど面白い。胸を張って無駄をすればい
い。とにかくチャレンジすることでキャパシティを広げてほしい。チャレンジする姿は子どもが見て
いる。
【心がけていること】
①やらずに楽するな。やって怒られろ。
②やらずに後悔するな。やって失敗しろ。
③現状維持は後退である。
④親の前で子どもをしかれる教師でありたい。
⑤よく遊びよく学べ。迷ったらＧＯ！
⑥社交辞令なし。
「こんな大人になりたいと、子どもが思える先生に」
身近に子どものあこがれや目標にしたい大人がいることが大切だと思う。
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平成26年度 第３回学ぶ喜び・ＥＳＤ連続公開講座
平成 26 年８月２２日（金）19 時～21 時

１．日時

２．会場・参加者数

次世代センター２号館多目的ホール

26 名参加

３．内容
「地域遺産のＥＳＤ教材開発」
講師

田渕 五十生氏（福山市立大学教授）

田渕先生から、現在取り組んでおられる福山市の「ふるさと学習副読本」をもとに教材開発のポイン
トを教えていただいた。以下はその要約である。
（１）神話と産業のつながり
古事記と日本書紀に登場するヤマタノオロチ
高天原を追放されたスサノオノミコトが出雲の国の斐伊
川のほとりにやってくると、アシナヅチとテナヅチの老夫
婦が鳴いていた。毎年、八つの頭と八本の尾、ランランと
輝く目をもつオロチがやってきて、二人の娘を食っていく。
今年は、とうとう末娘も食べられると思って泣いていた。
そこで、スサノオノミコトはオロチ退治をすることになる。
娘の名前はクシイナダヒメだ。
毎年やってくるオロチとは、洪水のことを表している。八つの頭とは、支流を集めて一つの川になっ
ている様子を、八本の尾とは、デルタ地帯で川が分かれている様子だ。スサノオノミコトが助けたのは
「イナダ（稲田）
」である。では、ランランと輝く目とは何を表しているのだろう。
大昔、中国山地は実は重工業の中心地だった。中国山地は花崗岩が多い。花崗岩には１パーセントほ
どの鉄を持っている。昔の人は花崗岩を砕いて、水を使って比重の重い鉄を集めた。これを鉄穴流し（か
んなながし）という。そうやって集めた砂鉄を高温で溶かして銑鉄をつくった。ただし普通に木を燃や
したのでは温度が上がらないため、木から木炭をつくって、それを製鉄に用いた。現在、石炭から作っ
たコークスを使っているのと同じだ。中国山地にはそういう製鉄所：たたらがたくさんあった。木炭を
つくるために木が大量にいる。だから森林をどんどん伐採していた。すると、大雨が降ると土砂災害や
洪水が発生することになる。これがオロチだ。オロチの目はたぶんたたらを表しているのではないか。
つまりハマタノオロチを退治したというのは、氾濫する川に対する土木工事をやって、鉄の鉱脈を掘り
当て、氾濫を治め、稲田も豊かに実ったということだろう。
ところで、なぜ出雲にスサノオノミコトがわざわざ来たかだ。それは、天照大御神を祖先とする大和
王権と最後まで戦ったのが出雲だった。それ以前は吉備の国が大和王国と戦っていたのだが、キビツヒ
コが送られて、大和王権と合体した。だから吉備地方には今も結構大きな前方後円墳がある。出雲には
前方後円墳はない。前方後円墳があるところは大和王権とのつながりがあったところだ。出雲王権はよ
ほど強力だったのだが、最後にスサノオノミコトが関係して大和王権に服従する。その末裔が大国主命
だ。大国主命が大和王権と合体する。この合体の交渉に行った神が春日大社の一之宮であるタテミカヅ
チノミコトだ。

春日大社の一之宮は鹿島のタテミカヅチノミコト、第二神が香取のフツヌシノミコト、第三神は生駒
の向こうにあったアメノコヤネノミコト、これは中臣氏の氏神、そして第四神がその奥さんのヒメガミ、
その間に生まれたのがアメノオシクモネノミコトという若宮だ。東北地方でも、奈良の春日大社と同様
のことが見られる。東北の一之宮は塩釜神社だ。塩釜神社の第一神はタテミカヅチノミコト、第二神が
フツヌシノミコト、そしてその脇に地域の神様が祭られている。剣道の道場には必ず鹿島大明神と香取
大明神が掲げられている。おそらくこの二人の神は大和王権の戦闘部隊として、先陣を切る役割だった
のだろう。それを今度は出雲に差し向けて、併合していった。
（２）水との闘いの歴史
山陽地方も同じ理由で土砂災害や洪水が頻繁にあった。広島の太田川、三原市の沼田川、福山市の芦
田川、岡山市の高梁川や旭川だ。岡山県東部には吉井川もある。瀬戸内海沿岸の町々の歴史は水との闘
いの歴史だったともいえる。福山の副読本を作成するときにバックボーンとしたのは、人々がどうやっ
て暴れ川と闘ってきたのかということだ。江戸時代になって、領地が定められると、隣の領地を攻めに
いくことができないため、干拓をおこなって田畑を広げていくしかなかった。埋め立てと干拓は全然違
う。例えば、岡山県の児島もかつては島だったのが干拓で陸続きになった。干拓するところは海面より
低い場所だ。潮が引いたときに一挙に堤防を造って、あとは水はけをどうするかというのが問題だった。
そうやって新田をつくる。なぜ洪水がたくさん発生するかというと、製鉄のために樹木を伐り、山がは
だかになっていたためだ。治水に関する先人の努力を教材化すると同時に、伝統工業や環境も学ぶこと
ができる。
どこにでもそういう文化がある。それを俯瞰して、地域を知れば、実は日本のことがわかる。小学校
での教材では、
「低い土地と高い土地」という単元で必ず出てくるのが木曽三川だ。あれは鉄ではなく、
焼き物の影響だ。瀬戸焼のために木を切って、川が氾濫しやすくなった。同じように干拓で国土を広げ
たのがオランダだ。明治になってオランダからデレーケという技師を岩倉具視と同じ値段で雇った。デ
レーケは木曽三川を分けて、水はけを良く
した。はげ山に木を植えた。それ以前は、
木曽三川は尾張藩が治水をするのではなく、
外様の薩摩藩にさせていた。それが薩摩藩
が江戸幕府を倒す動機になった。結局は西
南の役で薩摩閥は弱くなって、長州閥にな
った。毛利家が勢力を持ったのは、重工業
をおさえていたからだ。歴史的な俯瞰をし
なければいけないということを、副読本作
成時に言って、年表をつくってもらった。
（３）黒田 官兵衛について
岡山県東部に吉井川が流れている。吉井川が瀬戸内海に合流するところを福岡といった。そこに近江
を追放されてやってきたのが黒田家だ。福岡は川と海の接点で、商業が発達していた。一遍上人絵伝に
もあるように、福岡のにぎわいとはたいしたものだった。そこで財をなした黒田家は播磨に行き、出世
して博多に領地を得た。そして、もとからいた商人のまちを博多に、武士のまちを福岡とした。

（４）伝統産業と自然環境
すぐ近くに鞆という景勝地がある。鞆というのは、紀伊水道と豊後水道からきた満ち潮がぶつかると
ころだ。昔の船は動力がなかったから、潮と風をつかっていた。それで鞆は水運で栄えていた。上流の
方ではたたらでつくられたのが備前長船になるし、平時には備中ぐわとして生産された。備中ぐわがで
きたのは江戸時代。千歯こきも表れ生産力がアップした。これをつくっていたのもたたらだ。その重工
業地帯を握ったのが毛利だ。福山は芦田川という暴れ川との闘いを通じて、徐々に徐々に干拓を進めて
新田をつくり、最初 10 万石だったのが 15 万石にもなった。そこに家康の従妹の水野勝成をおいて、外
様に備えさせた。平和な世の中になると、刀よりも船の錨や舟釘といった質のいい金具などに生産物が
かわっていった。
備後の国の代表的な産物のひとつは塩だ。藻塩を北前船で運んで、北海道で昆布を買って、庄内でベ
ニバナや米を買い、秋田では、大阪や京で家をつくるのに必要な木材も買った。買ったものは、船のバ
ラストになった。瀬戸内海に入ればもう安心なのだが、入るには 3 つの関があった。そこをおさえてい
たのが村上水軍だ。それに織田信長が対抗させたのが伊勢志摩の九鬼水軍だ。そして村上水軍をやっつ
けた。九鬼水軍は後に大名になった。でも海においておくのは怖いので、三田藩にもっていった。九鬼
家の家老はどうしたかというと、ため池を掘って、訓練をしていた、この九鬼の末裔が明治維新の時の
文部大臣の九鬼だ。その懐刀だったのが岡倉天心だ。それで岡倉天心が文化行政に腕を振るうことがで
きた。こうしてみてくると、どんどん広がっていく。子どもがわくわくするというのは、ばらばらの事
象をどうつなげていくかだ。ばらばらの事象がつながったときの面白さ、世界の広さを子どもに感じさ
せたい。
もうひとつ、村上水軍というのは、因島と野島と来島という 3 つの灘をおさえていた。通行する船に
は、船荷の 1 割～2 割を要求した。村上水軍は関が原で豊臣についたために弱体化したが、来島は森蘭
丸の一族についたので九州で小さな大名になった。森家は津山で城を築いた。津山城の材木は、蒜山か
ら持ってきた。陸路ではなく、高梁川で瀬戸内海に流して、吉井川であげてきた。現在のわれわれが考
える方法とはずいぶん違う。昔の人々は自然をうまく使いながら、生産や建設や産業をやっていた。福
山でいうと、東北の金持の墓石のために花崗岩をもっていった。花崗岩が江戸時代の北前船のバラスト
になった。塩と花崗岩、そして備後絣という木綿だ。干拓地は塩分を含んでいるから稲はあまり育たな
かった。そのかわり木綿は育った。でもたくさん肥料が必要だった。その肥料になったのが北海道のニ
シンを干したものだ。木綿に付加価値をつけるために、伊予絣や備後絣にした。こうして江戸時代に地
域の物産ができていった。もうひとつの福山の産業は下駄だ。一番いいのは桐だが、桐は成長が遅い。
桐で下駄をつくると高い。山陰のアブラギというのが使い物にならないといわれていたけれども、桐と
肌触りが似ていた。それをバラストに積んで、松長で下して、下駄にした。北前船にかかわる産業の発
達から地域をみるとよくわかる。
北前船は別名昆布ロードといわれていた。昆布の一部は沖縄に運ばれた。もう一つは瀬戸内海を回っ
て、淀川を通って、京都に行って昆布とかつおで京料理ができた。関東は開いていった土地だ。肉体労
働で塩分が必要だった。だから関西と関東では味が全然違う。
身近なことから子どもの目線で、ことがらとことがらがこういう風につながっていく、この学びの面
白さを伝えていく。つないでいくバックボーンとしての視点を教師は持っておく必要がある。

（５）地域と全国をつなぐ
地域で起こっていることは、かならず全国
に展開できる。全国に展開していることは、
地域を見ればわかる。地域の商店街はシャッ
ター街になっている。小泉政権の時に大規模
店舗法が変わって、競争すればいいというこ
とになった。みんな自動車で郊外の大規模商
店に買い物に行き、地域の商店街はさびれた。
これは福山だけでおこったのではなく、全国
どこででも起こっていることだ。
（６）地名から教材開発を
動力船ができてからは鞆の価値が下がり、観光が主産業になっていった。栄えていったのが倉敷や尾
道だ。倉敷という名前は蔵屋敷からだ。尾道も太田の荘という荘園から高野山に米を送るために栄えた
ところだ。安全に運ぶために尾根伝いの道を行く。そして蔵に入れたところが尾道。
岡山県には総社というところがある。総社という場所は日本中にある。総社というのは国司に任じら
れた重要な任務は土地の産土（土地の神様）に五穀豊穣を祈ることだった。たくさんある産土に行くの
は大変だ。だから、それぞれの国で一番格の高い神社、一之宮、各国の国衙があったところが府中だ。
全国の知名として残っている。
このように地名から解き明かしていくと、知ることが面白くなる。地名は歴史が地域に刻んだ文化遺
産だ。奈良は地名で時代がわかる。坪や条とあるのは条里制、荘がつくのは荘園、室町時代は○○郷、
江戸時代になると○○新田となっている。大学には番地がない。それは税金を取る必要がない官有無番
地だ。地租改正のときに政府の土地だったところは無番地が多い。地名から授業をつくっていくのも面
白い。身近な問題、ばらばらの事象、生活と結びついたもの、地名といったものを歴史の縦軸と横軸に
しながら経緯としてやっていくと面白い。
（７）地域アイデンティティを育てるために
日米和親条約を結んだ時の老中は阿部正弘といって、福山城主だった。老中になるために、お金がか
かる。そのため国許では一揆がおこった。天明の飢饉の時には、傘連判で直接大阪城台に訴え出た。隣
の池田藩からすればざまあみろだ。老中職も召し上げられるだろうと冷やかに見ていた。でも一人の男
が犠牲になって、農民の訴えは全部聞いた。でも、城主はそれに怒って、刺客をはなってその男を殺さ
せたというようなこともあった。阿部家はたったの 10 万石。日米和親条約の時に、25 歳で老中主席に
なったのだが、万機公論に決すべしとしてみんなから意見を聞いた。全部の大名と幕臣に意見を上げさ
せた。一番いい意見を述べたのが、たった 70 石前後だった勝海舟だった。勝海舟は戦力の差がものす
ごくあるから時を稼ぎ、開国はするが経済的なことはおしとどめ、その間に日本が力をつければいいと
いう意見だった。その勝海舟を取り立てて、長崎に海軍伝習所をつくって実質的なトップに据えた。そ
こで学んだのが坂本龍馬だ。肩書ではなく中身のある人を用いたのが阿部正弘という人物だ。そういう
地域にある人物を掘り起こして教材化することで、子どもは地域アイデンティティが育つ。歴史は勝っ
た方の歴史だ。負けた方の歴史は知られていない。出雲や吉備、蝦夷といった負けた方からもう一度歴

史を見る、そうすることで大和王権の歴史とはまた違った歴史が見えてくる。地域の人物を掘り起こし
て、人物を中心にしながら、副読本をつくっていった。
（８）なぜ歴史を学ぶのか
我々が歴史を考えるとき、現代の視点で考えると理解できないことがある。自分を知ろうと思ったら、
鏡が必要だろう。または他所と比較しなければならない。比較するときには、空間的に比較するのと、
時間的に比較するという方法がある。歴史はなぜ学ぶのかというと、現代の問題意識で過去に問いかけ
る、Ｅ・Ｈ・カーは歴史とは現代と過去の対話であるといった。私は違うと思う。例えば、奈良の廃仏
毀釈を救った人物の一人に岡倉天心がいる。彼は日本の美術を守るために古社寺保存法をつくった。ま
た、東京美術学校の初代校長になっている。彼がなぜ日本美術史をやったかというと、古いものを学べ、
ということだった。当時は古いものは見向きもされない時代だった。尾形光琳や俵屋宗達、伊藤若冲と
いった画家も知られていなかった。古いものは価値がないと思われていた。その時代に尾形光琳等の価
値を認めさせ、その装飾性を日本の美術に活かすために、当時の横山大観や岸田春草や今村志功などに
過去を勉強するように勧めた。それはいい未来をつくるためだ。未来の美術をつくるために過去を学ん
だ。私もかつては現代の問題意識で過去に問いかけるものだと思っていたが、未来をつくるための時間
軸としての過去を学ぶのが歴史だ。空間の異文化は地理でする。歴史は時間軸の異文化だ。現代と対話
をしながら、未来を見つめるために歴史を学ぶ。

平成 26 年度第４回学ぶ喜び・ＥＳＤ連続公開講座

１．日時

平成 26 年１０月９日（金）18 時 30 分～20 時 30 分

２．会場・参加者数

次世代センター２号館多目的ホール

16 名参加

３．内容
「私の教師生活」

講師

岡田

仁志

氏（奈良市立佐保小学校

教諭）

岡田先生には、日々の教育実践を通じて身につけられたこと
を、具体例をあげてお話しいただいた。そのどれもが、実践
に裏付けられたスキルや構えであり、教員を目指す皆さんの
不安を希望に変えるご講演だった。以下にその概要を記す。
（１）子どもとの接し方
・

アイスブレーキングのひとつを披露

・

自分のことを子どもに理解してもらうことが大切。
どんな些細なことでも、自分がおもしろいなあって思ったこ
とは、話すようにしている。
エピソード１
小学校 1 年生の子どもがいる。子ども夏休みに朝顔を栽培していた。採れた種を 2 学期に学
校に持っていくのが宿題だった。257 個も採れた。でもそれら第二世代の発芽率はよくないら
しい。その 257 個の種を持っていくときに、どうやら 1 個が庭に落ちたらしい。それから子葉
が出てきた。こんな時期に出てくるなんて、と愛おしく感じ、植木鉢に移し替えたところ、本
葉も出てきた。今は、毎朝その朝顔に水やりしてから出勤するのが日課になっている。先日の
台風の日、軒下に避難させておいたところ、花が咲いていた。私のクラスにも、この朝顔を紹
介し「ど根性朝顔」と呼んでいる。
エピソード 2
小・中・高・大と野球をしてきたが、バッティングがさっぱりだった。中学校の頃は 1 番バ
ッターだった。高校でもバッティングはやっぱりだめだったが、大学でも野球部に入った。今
でも好きで野球をしている。ようやく、この冬に最優秀打者賞をいただいた。今が野球のピー
クかな、と思っている。

エピソード 3 これまでの経歴など
子どもが二人いる。三週間後には、三児の父になっていると思う。教員採用試験に合格でき
ず、2 年間講師をしていた。当時の採用は 20 人だった。新規採用になって奈良市立あやめ池小
学校に赴任し、8 年間。現在の佐保小学校が 5 年目、あわせて教員歴は 15 年になる。
皆さんに褒めていただくのは、表情豊かにしゃべるところ。声が大きいこと、これが一番の
セールスポイントかなと、思う。

（２）教師は人間だ！
15 年もしていると、子どもの変化が目で見て捉えられるようになってきた。すごい固い表情の子が、
6 年生になって変わってきたのがうれしい。でも、
「変わってきたね」という声をかけないでいる。ま
だその時期じゃない。「素を出してしまっている」と、逆戻りするかもしれない。そういう感覚がわ
かってきた。よく笑う担任のクラスの子はよく笑う。担任が明るい服を着ていたら、明るい雰囲気に
なる。私も蛍光色の服を買って着てみたが、職員室で「膨張色」と言われた、という話を教室でして、
みんなで笑った。つまり、子どもには人間性をぶつけていったらいいと思う。人間性は、直接、子ど
もに返っていくと思う。笑おう。子どもの前でも家でも笑おう。
自分がおもしろいと思う趣味をもってほしい。私は車いじりが趣味だ。趣味を通して友達もできた。
教員を長くやっていると、教師の仲間は増えてくる。でも、異業種の友達はなかなかできない。車を
通じて、多様な人と出会い、話す事ができた。最近は、保育園のパパどうしでつながって、輪が広が
っている。いろんな考え方を知る機会にもなっている。自分がおもしろいと思うことをどんどんやっ
ていって、人のつながりをつくっていけばいい。

（３）よき先輩との出会い
私は、ある先生の完全コピーだ。大好きな先輩
がいて、その人の学級経営や授業を見に行ったり、
放課後にその先生と話したりすることで幸せに
感じたものだ。今も、相談しにいっている。その
先生は今、椿井小学校で教頭をされている葛和先
生だ。しゃべり方も含め、葛和先生の完全コピー
をしようとしている。私は学級の子ども達にも
「この人が好きなんだ」と言っている。私は葛和
先生と出会い、よいメンターを見つけたと感謝し
ている。一生おつきあいをさせていただきたいと思っている。追い越せることはないと思うが、あ
あいうふうになりたいと、目指す人である。メンターを見つけて自分で磨けるところを磨いていこ
う。

（４）技術を身に付ける
よい授業をするには技術がいる。しゃべる技術であったり、板書であったり、その他色々と大事だ。
学校現場に出てからも勉強できるが、自分でしっかりとキャッチをしていくというところが大切だ。
技術を身に付けるということを忘れないでほしい。授業中に、子どもの目の前で、黒板上で分類して
いる。子どもと一緒にすることで分類するよさややり方を身につけさせようとしている。チャート図
の使い方やイメージマップなど、シンキングツールを参照に子どもに思考させる、一般化させる力を
育てる技術を身に付けようとしている。インターネット上のシンキングツールを参考にしている。

（５）自分から近づいてきてくれない子どもを巻き込むには
教師から近づいていく。そこで拒否反応を示すか、うれしい顔をするのかは、分析が必要だ。友達
の輪に入れず、一歩後ろにいる、離れたところにいても気にしている、離れたところでまったく知ら

ん顔しているなど、色々ある。自分からかなり近づいていき、ボディタッチしている。近いと話もで
きる。少しずつ距離が縮まっていく。自分の周りにいる子ども達の輪を引き連れて近づいていって、
自然の輪の中に引き込むこともある。子どもの様子を分析したり、距離を縮めて行ったりするのも教
師に必要な技術だ。

（６）教師の語り口調について
相手に分かってもらうためには、スピードもあるし、言葉も選んでいる。新任の頃にできなかった
のは「間」を取るということ。今は、意図的に「間」を取るようにしている。話を止めて「間」をつ
くることで、子どもが話に集中する。流れるような話し方は子どもにとってＢＧＭになってしまいが
ちだ。わざと止めたり、声の強弱、それと表情で子どもが集中できるようにしている。経験の中で身
に付けた技術だと思う。
子どもの頃に父親の話を聞くのが好きだった。それを聞きながら育ったことが、語り方にも影響し
ていると思う。
自信のない時は、相手を見ずにしゃべってしまう。教材研究が十分にできていないときなどはそう
なりがちだ。相手を見て話せるような、自分の中での準備は大切にしたい。
教育実習生には、教卓では話さないように指導している。教卓の位置は意外と視野が狭いからだ。
教室のコーナーにいる方が、こちらから、子どもの反応がよく見えて、それに即した話もできる。
目の前に 30 人の子どもがいても、一人ひとりとして相手を意識して話すことが大切だと思っている。

（７）大学生の間にやっておくとよいこと
現職教員からの発言
・ 世界一周旅行：教員になるとなかなか時間が取れない。色々なところに行けない。技術や勉強は
あとでもできるから、今のうちに自分の人間性を磨いてほしい。
・

教員になると意識してしまう。好きなことを思いっきりやっておく。

・

旅行に行くこと。色々な世界を見ることは大切。無理してでも海外に行っておいた方がいい。

（８）一番苦労したこと、つらいと思ったこと
学校に来れなくなった子、不登校傾向が出始め
たとき、自分にベクトルを向けるのでしんどくな
る。登校刺激はするが、自分だけの力では元気に
することができない。自分がだんだん弱っていく
のが分かった。どこまで登校刺激していいか、今
もわからない。

（９）教師としてのやりがい
授業中に子どもがひらめいた、分かったとき。学級の中に子ども同士の教え合う関係を織り込むよ
うにしている。給料とかとは違う次元にやりがいがある。対子ども、対保護者、対同僚といった人間
同士の関わり合いの中で、やりがいを感じるところがある。教師の仕事は、何年後にその成果が子ど
もに表れるかわからない。その成長した子どもの姿を目にしたときに、やりがいを感じる。

（10）人に伝える時に意識していること
スキルも大切だがその土台がもっと重要だ。自分はこう思っているとか、君たちにこうなってほし
いと思っている、というような根底に流れる情熱をベースに話をしなければ、相手に伝わらない。
スキルも大切だが、どれだけ伝えたいと思うかがもっと大切。相手に対する「思い」をもとに、伝え
方や話し方を工夫するようになる。
「思い」が一番大切だと思う。

平成 26 年度第５回学ぶ喜び・ＥＳＤ連続公開講座

１．日時

平成 26 年１１月４日（火）19 時 00 分～20 時 45 分

２．会場・参加者数

次世代センター２号館多目的ホール

63 名参加

３．内容
「中学校教師の挑戦」

講師

望月

悠紀

氏（奈良市立三笠中学校

教諭）

教員になって 3 年目という望月先生のご講演。失敗
談も含め、そこからどう立ち直っていったのか、失敗
を通じて、何を学んだのか、失敗することを恐れず、
一生懸命努力することの大切さが、参加者にも伝わっ
たことと思う。以下は、ご講演の概略である。

（１）本日の講演を通じて、一番伝えたいこと
・ 「こんな大人になってほしい」という、教師の思いを大切にしてほしい。その思いから、様々な
教育活動がスタートしていき、教師という仕事がある。
・

今日は、グループになって、「なぜ教師を目指すのか」「どんな学級をつくりたいか」について、

話し合ってもらう。今日は、自分の意見とグループの他者の意見を比較することで、自分の意見を
深める機会としてほしい。

（２）自己紹介
・ 中学生のころに漠然と教員になりたいなと思っていたが、教育大学には進学せずに、大学・大学
院では理学部で、宇宙や天文学、物理学を研究していた。宇宙には銀河が 1 千億個あると言われて
いて、1 個の銀河には 1 千億個の星があるといわれているので、宇宙は 1 千億×1 千億の星ででき
ているということになる。
・

教科は理科で、野球部を持たせてもらっている。

・

大学時代には、面白いアルバイトを色々やっていた。

・ 小・中・高と野球部だったが、目をけがしたため野球部はあきらめ、大学ではよさこい踊りのサ
ークルに入った。高知県で開催される全国大会に 4 回出場し、4 回とも優勝させてもらった。色々
な年代の方がいて、勉強になったなあと思っている。

（３）グループワーク
①

グループワーク１「あなたはなぜ教師になりたいのですか。」
机間巡視していて、色々いい意見を見つけた。数学を教えたい、野球を教えたい、子どもと一緒に

成長したい、子どものことがすごく好きだから、書道を広めていきたい、などなど、千差万別だ。今
日は千差万別の思いを、共有したい。4 人でグループを作って、自分の教師への思いについてグルー
プ内で語ってもらいたい。真剣に考えてそれを発表するには勇気がいる。発表した後は必ず互いに拍
手をして、発表してよかったなと思えるようにしてほしい。

（学生１）
・ なぜ教師になりたいのか。真剣に考えてみると、やりがいがありそうだから、子どもに元気をも
らえそうだからというぐらいで、しっかりした考えが出なかった。やりがいについては、自分の父
が小学校教員をしており、いつも楽しいよ、と言っているので、自分もそういう人生が送れたらと
いう気持ちがある。
（望月）そのやりがいは、最終的にはどこに向かうでしょうか。
（学生１）子どもに帰っていったらいいと思う。
（学生２）
・ 中学校の時、教師になるのは一番嫌だった。中学校や高校の先生を見ていて、しんどそうだ、先
生ってつらいなと、思っていたから。受験の成績で奈良教育大学に来ることになり、先生になるか
どうかを考えた。今の自分がいるのは、しんどい思いをしてまで私を助けてくれた先生のおかげだ
ということに気づき、自分もそういう立場になって子どもたちを支えていけたらと思い、教員にな
ることを決意した。
（学生３）
・ 中学校のときに出会った先生が魅力的な先生で、そのような先生になりたいと思ったのがきっか
けだ。中学校の教員は部活動も指導できる。熱心に指導したいと思っている。また、数学のおもし
ろさが伝わるような授業がしたいと思っている。
（望月）
先生との出会いは、とても大事だ。皆さんに共通するところがある。必ず最後に行きつくところ
がある。自分が学校の教員になって、自分の思いというのは、誰に向かっていくのかということだ。
それは子どもに対してだろう。教師になる理由は、必ず子どもに対しての思いだ。ここから学校の
教育が始まっていく。
今日、ここに来る前に生徒に言われたことがある。それは「学校って楽しいところですよ」って、
伝えてほしいということだった。
私がなぜ教員になろうと思ったかというと、先生という存在がとても好きだったからだ。まわり
におられた先生方がよかったのかもしれない。理科に興味があって、漠然と中学校の理科の先生に
なりたいな、と思っていた。理科の面白さを子どもたちに知ってほしいという思いがあった。やっ
ぱり思いは子どもたちに向いていく。高校・大学に進学して物理学と天文学との出会いがあった。
この宇宙はすべて数式で記述できる。このことはものすごく美しくてかっこいいことなんだ。一番
左はニュートンが発見した運動方程式。真ん
中は、宇宙がこれから広がっていくかどうか、
大きさはどうなっていくのかを表した式だ。
宇宙がこんな簡単な式で表すことができる。
一番右側は、アルバート・アインシュタイン
が一般相対性理論のアインシュタイン方程式
をつくった。この世の中のことをうまく説明
しようと思ってつくった式だ。こういうこと
を勉強していて高校や大学の物理の先生にな
りたいと思うようになった。結局、なぜ教員

になりたいのかを考えると、私たちが生きる宇宙を数式で表すことができるという美しさ、不思議
さ、面白さを高校生に伝えたいと、思ったからだ。この高校生にというところがポイントで、思い
は必ず子どもの方に向いていく。
ところが、高校での教育実習を希望していたが、受け入れてもらえず、中学校で実習をすること
になり、そこでゆさぶられることとなった。2009 年の 6 月、1 年 5 組の子どもたちのせいで、私の
夢が少しずつかわっていった。このクラスはもの静かでまじめな反面、給食の準備や掃除では真剣
さに欠けるところがあるように見受けられた。周りの目を気にするような学級集団だった。本当は
掃除も一生懸命やりたいし、給食当番も一生懸命やりたいのだが、それがかっこ悪いという、中学
校にありがちな雰囲気だった。この学級集団で、次のような道徳の実践を見た。「まじめの果実」
という実践だ。
①まじめにやって損をした経験を書く
②資料「まじめなことに何の意味ある」（新聞記事）
③この高校生へのアドバイスを書く。（結構、前向きな意見を書く子が多い。）
④資料２新聞記事への 60 通以上の投書
⑤感想を書く。

この実践をされる前に、担任の先生から授業案を
見せられた時「こんなんして、何か変わるのかな」
と思った。しかし、一変した。その日から掃除も給
食も積極的に取り組むようになった。子どもって、
すごく変わるな、と思った。
このことから自分の心がゆさぶられ、理科とか物
理を教えたいということよりも、生徒に何か感じさ
せたい、考えさせることでより良い方向に導く、そ
んなことを教師としてしたいと思うようになった。
思いは変わっていくものだが、変わらないのは、生徒にとか、子どもにとか、生徒のためにというと
ころだ。この気持ちを大事にしてほしいと思う。この思いを形にするのが教育というものだ。だから
「思い」が強くないと、教育的取組も薄くなってしまう。「思い」を大切にし、時々振り返ってそれ
を強くしてほしい。

②

グループワーク２「学級について考える。」
明日から担任になるとする。明日の学活で、こんな学級にしたいということを子どもたちに宣言す

る。どんな学級をつくりたいと子どもたちに伝えるか、考えてほしい。
①付箋一枚にキーワードを書く。
②模造紙に、よく似た意見を貼って、分類する。
③それをもとにグループで話し合う。
グループ発表（１）
・ 生徒の将来に役立つものにしようということでグループの意見が一致し、助け合い、未来、将来、
協力、明るい、静か

の 5 つのテーマが出た。

グループ発表（２）
・ まとまりのあるクラス、夢や目標を一人ひとりが持っている学級、自分から行動できる居心地の
いい学級、何事にも一生懸命な学級、友達のことをほめられる、元気いっぱいの学級が出されたが、
その中で、協力できる学級という意見が多く、そのためには人の意見が聞けること、他人を思いや
ることができることが重要であることから、思いやりのある学級にまとまった。その他には、感謝
の気持ちを常に持つことと、感謝の気持ちを言えることも出された。
（望月）
最近の子どもはあいさつをしない、できない傾向がある。感謝の気持ちを持つことは大切だと感
じている。また、笑いあえる学級というのもいくつかのグループで出されていたが、笑うことがで
きるというのは、学級の中に安心感がなければできない。一人だけ笑って大丈夫だろうか、と不安
になるようでは笑えない。安心感のある学級づくりが大切だ。
私もみなさんと同じように考え、3 年前に教員になった。この写真は、初めてもった学級の 10
月頃にあった体育大会の写真だ。一見とても明るい学級のように見えるが、いじめがあるのがわか
るだろうか。
ひとりいじめられている子がいた。
いじめは 1 学期の終わりころから始まっていたが、
私は気づいていなかった。すごいいいクラスをつくったと思い込んでいた。その子は不登校になり、
1 か月ほど学校を休むことになった。事実を把握するために色々な生徒を呼んで、毎日のように聞
き取りをした。そして 36 人学級で 30 人ほどがいじめをしていたことがわかってきた。聞こえるよ
うに悪口を言われたり、学校に来なかったらいいと言われたりしていたようだ。私は毎日家庭訪問
し、学校の様子を伝えたり、指導したことを伝えたりした。2 学期の終わりに、
「いじめは絶対に許
さない。いじめは命にかかわることだ」という話を強く学級全体にした。それでようやくいじめが
終わった。
今は、その子は元気に登校しており、人権作文でいじめのことを書けるようにもなっている。作
文の中で、担任の私が毎日家庭訪問したことを好意的に受け止めてくれている。しかし、そういう
思いをさせてしまったことは担任の責任であり、なんで気づくことができなかったんだろうと、申
し訳ない気持ちでいっぱいだ。教師になって一年目にこういう学級をつくってしまった。いじめが
解決してからはいい学級になったのだが。
この写真は２年目の学級だ。反抗する生徒が何人もいて大変なクラスだった。生徒の心が一つに
ならず、ある意味崩壊していた。うまくいかないことも多数あった。この２年間の経験を踏まえ、
私の教師としての思いはこれでいいのかを振り返ってみた。今だけじゃなく、大人になった時にど
のようになっていってほしいのかも、考える必要がある。この子にはこんな大人になってほしいと
いうことも考えていかなければならないことに気
が付いた。また、教師の思いだけでは、なかなか形
にはならない。さまざまな働きかけが必要である。
私の思いは２年間の経験から「社会で通用する人間
になってほしい、人のために行動できる人間になっ
てほしい」へと変わっていった。またそれを達成す
るための働きかけについては、多くの先輩教員から
のアドバイスも受けながら、班による話し合い活動
を取り入れ、掃除を一生懸命やってみようとか、地

域でのボランティア活動をやってみようとか、色々な教育活動に取り組んだ。
授業を変えていく方法として、４人組による話し合いを取り入れた。岩石の種類分けという理科
の授業のビデオを見てもらう。すると始めはやる気がなかった生徒が、生徒同士の話し合いを通じ
て、だんだんと関心が高まっていき、参加するようになっていき、最後には自分がグループの代表
になってグループ発表を買って出るようになっていった様子が見て取れる。話し合い活動をすると、
生徒の学びにおいて、教師が思いもよらぬ効果があることがわかってきた。わからないことを聞き
合ったり、理解が進化したり、学習意欲が高まったりと、いろいろな効果があると思う。
しかし、話し合いを行うためには、まとまりのある学級であることが前提条件である。崩壊状態
になる学級では、子どもたちの間に不信感があり、話し合いが成立しない。わからないことをわか
らないと言える、また絶対に人を馬鹿にしないというような、学級の雰囲気をつくっていくのは教
師の役割だ。
この写真は３年目の学級だ。黒板に全員の名前が書かれている。するとある子が、「先生の名前
はなんていうんやたっけ？」と聞いてきた。そして私の名前も黒板に書いてくれた。そして副担任
の名前も書いてくれた。みんなでいろんなことを楽しんでやれるような雰囲気がでてきたのかな、
と感じている。

（４）まとめ
教師の役割
教師が「将来、こんな大人になってほしい」という思いを持ち、教育活動として子どもたちに働
きかけていくことが大切だ。
・

子どもの将来の姿を考えることができるような教師になってほしい。

・ 学校は大変なところというイメージがあるが、けっこう楽しいところだ。失敗はいっぱいするが、
それにどれだけ前向きに向かって行けるかが、大事なことだと思う。

平成 26 年度 第６回学ぶ喜び・ＥＳＤ連続公開講座
平成 26 年１１月２７日（木）19 時 00 分～20 時 45 分

１．日時

２．会場・参加者数

次世代センター１号館

１８名参加

３．内容
「環境教育における味覚の科学－食育を問い直す－」
講師

北海道教育大学釧路校

准教授

野村

卓

氏

高等教育における食育と言うと、理論的な話になりがちだが、理論的な話になる前に感覚・味覚の
ところに立ち戻って、食育についてアプローチをしている。今回も、まず水の試飲をしていただいた
上で、話をしていきたい。今回の話は教員免許状更新講習で行っているものだ。北海道教育大学釧路
校の地域教育開発専攻には地域教育分野と環境教育分野の２つがあり、今回する話も環境教育分野と
いっても、学校教育ではなく社会教育での取組が基本となっている。

１．水の試飲試験を通して
これからみなさんに体験していただく水の試飲アプローチも、埼玉県の農業試験場で実施していたコ
メの食味試験を土台として開発したものだ。
水の試飲試験について
一人に①～⑤までの 5 種類の水が準備された。
感覚的な評価に基づく評価。自分の感覚でプラスマイナスを決める。絶対的な評価基準があ
るわけではない。基準水をゼロとして、それよりもどの程度おいしいか、おいしくないかを
自分の感覚で判断する。
・「透明度」
「やわらかさ」「香り」
「味」「のどごし」「総合評価」の 6 項目で評価する。
・飲んだイメージを文章で書きとめる。

（１）総合評価を比較する
参加者の評価はばらばらになっている。
（２）水の銘柄を伝え、①～⑤に当てはまる銘
柄を考える。
ボルビック、六甲のおいしい水、
大学の水道水、コントレックス、エビアン

若い学生の方が当たる確率は高くなる。今回
の銘柄の場合、女性の方が当たる確率は高くな
る。なぜならコントレックスは、もともとダイエットなどと関係して紹介された経緯があり、女性の方
がなじみがあるからだ。
5 品目を並べた正答率の平均は、40％程度だ。水道水とコントレックスの２本を当てる人が多い。水
道水は地域性があり、いつも飲んでいるからだろう。コントレックスは硬度が高い。なんとなく硬いと
いう印象がある。3 本以上当てる人が時々いる。全部当てた人はこれまで 1 人しかいない。よほど鋭敏

な味覚の持ち主だ。だいたい一万人に一人ぐらい、鋭敏な方がおられる。
ある意味、当たらないのが当たり前ともいえる。ちまたでは、お酒やワインなどで、銘柄についてあ
れこれ言われているように、グルメ教育が食育の中に入り込んでいるところがある。そもそも、何も情
報が与えられないと、当たらないものだ。どれをおいしいと感じるかは人それぞれである。味覚はそも
そもばらつくものだ。このことを共通認識してもらうために、試飲検査をしてもらい、味覚は画一的な
ものではないということを体験として感じてもらった。
大切なのは、書いてもらったイメージだ。以下、参加者が書いたイメージ。
①水道水

：水槽にたまった最初の水

②ボルビック：平凡なサラリーマン、お酒を飲んだ後の水、子どもの時に家の周りにある田んぼの緑
③コントレックス：シャープで個性的、プールの水、10 円玉を一日漬け込んだ水
④六甲のおいしい水：上品な女性、砂漠の井戸水、山の湧き水
⑤エビアン：キャンプの水、ヨーロッパの蛇口をひねったような水

小学校低学年ほど表現が豊かで、大人になるほ
ど枠にはまっていくという傾向がある。社会性を
獲得していく過程で、
「まったりとしていてそれで
いてしつこくない」というような無難なコメント
になりがちだ。子どもの方が日常の生活と素直に
結びつけて、素直な表現をする。大人になるとだ
いたい似通ったコメントになる傾向が見られる。
子どもと大人では味の表現の仕方が変わってきて
しまっている。そのことを認識して、子どもの多
様な表現をどうやって保障していくかが、重要な
ことだ。大人でさえ当たらないのが当たり前にも
のを「これが正解です」と簡単に言ってしまうと、指導上問題があると言わざるを得ない。
栄養教諭は、国の基準で決められた栄養の基準の中で、色々と苦労して献立を立てているので、この
ような比較はなかなかできない。家庭科教育において、栄養教諭と協力して、多様な実践、多様な比較
試験をするということが重要になってくる。その際、アレルギーには十分配慮しなければならない。学
校現場で色々な比較試験をする際には、食物アレルギーを念頭に置いて、比較試験をやらなければいけ
ない。
問題の出し方にも配慮が必要だ。順番を入れ替えるだけでまったく当たらなくなる。例えば、コント
レックスを①の基準水にすると、他の特色が消えてしまう。気を付けないといけない。
日本の水は基本的に軟水だ。日本で売られている水はみんな軟水なので、区別がつかなくなる。ボル
ビックの硬度は水道水とかわらない。エビアンの硬度は 300 を超えているので、硬いというイメージを
持っている方がいる。中間のものを集め、水道水をいれてバランスをとる。また冷やした水と温めた水
ではまったく評価がかわってしまう。室温にちかいものを用意することも重要だ。温かい方が香りや味
も鮮明になる。試験場でコメの味覚の試験をしていたときも、研究員でもほぼ銘柄をあてることはでき
なかった。基準として炊き立てを食べるからだ、冷えないと違いがわからない。でも官能試験の国の基
準は炊き立てですることになっている。差が出ない。今の米は遺伝的に 95 パーセントがコシヒカリ系

なのでそもそも味の差がでにくいのに、その中でおいしいまずいといっても、一般の人で銘柄がわかる
人はまずない。ただ、ときどきわかる方がいる。大学生協で食べている米は何かわかるだろうか。中央
の大学生協で一括購入している北海道産ななつぼしだ。炊き立てだと違いが判らないが、古米になると
わかってくる。

２．味覚教育について
（１）環境教育の中に食育の位置づけ
環境リテラシーという授業を開講して
おり、そこでは『環境のための教育』と『地
球環境運動全史』の 2 冊のテキストをつか
っている。
『地球環境運動全史』を用いて、今までの
地球規模の環境運動がどう展開されてき
たのかについて、6 つのテーマに即して講
義をしている
・

2000 年前後のころはＥＳＤではなく、ＥＦＳと言っていた。持続可能性のための教育だった。

・ 60 年代から 70 年代に環境倫理という環境に対する考え方が大きく変わった。62 年ごろは『沈黙
の春』が出始めたころだ。自然保護運動が人間を除いた環境に焦点を当てた道義的な改革運動だっ
たのが、人間環境全体を視野に入れるようになった。二つ目の特徴が行動的で政治的なことだ。た
だ単純に知識を教えるだけではすまない。行動主体として育てなければいけないというのが、70
年代の世界的な流れで、新環境主義の流れのなかでかわってきた。つまり世界では 40 年前にそう
いう話になっているということだ。日本ではそれがようやく環境教育として定着しつつあるという
ことだ。慈悲心や経済中心主義から直接的な政治的影響力の行使へという、同質的な運動から多様
な動機や理想、目標という多様性の中でそれぞれの場で行動できる人材の育成が大切であるという
ことだ。生態学運動と呼ばれているエコロジーとは学問ではなく、心構えであると言っている。環
境教育の土台は、エコロジーという行動する子どもを育てるというところにあるということを話し
ている。
・ 日本環境教育学会から昨年の出版された『環境教育とＥＳＤⅡ』のあとがきに、編集委員である
環境教育もＥＳＤも多様な実践を包摂しているのだが、なんでもいいというわけではなく行動主体
を形成する教育実践が環境教育であり、ＥＳＤだと明確に述べている。多様な知識を獲得した上で、
それをどのように行動化するかがポイントであり、本学の大森は、学校知から行動知への転換が必
要であると主張している。さらに行動知の土台となるのが、あらためて人権教育であると言う。主
権者教育を重視し、行動に映す事ができるように支援していくのが環境教育だと位置付けている。
主体的に自分の生活をつくり出していくという、生徒、学生、教員を養成することが重要で、これ
こそが環境教育・ＥＳＤの役割だ。
・ 行動主体を育てることを前提においた食育の位置づけを考える。食に関する教育では、知育・徳
育・体育の土台になるのが食育であるとしその上に才育を置く。才育とは高度な教育と言い換える
ことができるだろう。皆さんは教員になるための才育を受けていると言える。ちまたでよく言われ
るグルメ教育は、教育の基本的な部分ではなく、料理人になる人にとっての才育と言える。味覚に

関する教育を食育という基礎の部分で取り扱うのであれば、グルメ教育ではなく、今日やっていた
だいたような多様な味覚の評価の仕方があり、どうやって共有・共感させていくのかというところ
が重要だ。銘柄を当てたりするのはゲームに過ぎない、大切なのはなぜ自分がそれを美味しいと感
じるのか、おいしいと感じたことを仲間で共有されことだ。多様な考え方、感じ方を共有、共感さ
せていくというところに食育を機能させていく。味覚教育・家庭科教育では自己の食生活を管理す
ることができる人材の育成ということの他にも、こういうところも重要だと学生に話をしている。
行動主体を形成するための一番基礎の部分としての位置づけである。

３．ピュイゼの味覚教育について
・ 味覚教育は日本古来の用語ではない。フランスのピュイゼが提議した用語で、日本に入ってきた。
「五感を使って味わうことを学ぶ教育」と言っている。
「自分をよく知り」
「自分と他者が違うこと
に気がつき」
「他者を敬う気持ち」を育てなければいけないと主張している。
・ 学校教育におけるピュイゼの味覚教育の意義は、味覚を土台に五感を育てること、味覚を通した
他者理解・自己理解、食育実践の重点課題拡大のための味覚教育の導入、一般教諭の食育実践の発
展の促進、栄養教諭との連携強化がある。
・ 課題としては、味覚に対する価値観についての欧米と日本の違いを踏まえる必要があるというこ
と、グルメ教育との違いを認識しなければならないこと、食物アレルギー対策の危険があるという
こと、がある。
・

学校教育における味覚教育として、2006 年に千葉県の佐藤雅子先生が 6 年生の家庭科「生活を
見直そう」という実践をされた。ヨーグルトの色と香りを変えたものに対して、どう表現するか、
というものだった。糖分は同じなのに色によって子どもが感じる甘さが違った。視覚的に影響を受
けていることは結構大きい。あらためておいしいとはどういうことかを子どもたちに考えさせる実
践だった。

・ 佐藤実践の成果としては、視覚→嗅覚→味覚の流れで３つの感覚を意識させていること、視覚に
よって味に違いが出ることの確認、においによっても味に違いが出ることを確認した上で、視覚と
嗅覚に頼らない味覚の確認（鼻をつまんで目隠しをされると何を食べているのかわからない）
、我々
は味覚だけで判断しているわけではなく、かいだり見たりして頭の中で調整して味わっているとい
うことを知り、自分の味覚を振り返ることだ。
・

佐藤実践の課題としては、「人によって感じ方が違うから、人と相談する必要はない」と指示さ
れているが、それによってベクトルがかかってしまう。耳から入った情報でベクトルをかけてしま
っている。指示の仕方は気をつけなくてはいけない。学校実践なので比較数に限界があるというこ
と、「自分と他者の違いへの気付き」や「他者を敬う気持ち」への踏み込みが十分でないこと、体
験手法の開示が不十分なため、他でできないことである。

４．和食と洋食の違い
・

和食は空間食（一つのテーブルに全部出される）、洋食は時間食（フルコースなど）がモデルに
なっている。

・

和食については色々と耳から知識を入れる傾向がある。江戸時代には食通が表れた。

・

和食では食事中にあまり話さないが、洋食では会話が前提にある。

・

和食ではどんと出されたものを分配するが、洋食は個食が基本だ。

・

和食は視覚・聴覚の影響が大きく、洋食は味覚・嗅覚で味わうことにこだわる。

・

和食は口内調理（口の中でまぜて食べて味を調整している）するもので、洋食は一口完結食だ。

・ 和食は平面空間に全部出されるのでそれを回しながら食べる循環食で、洋食は一ずつ食べきる集
約食だ。
・

和食は草食であり、洋食は肉食。

・

和食は間食が入って一日に何度も食べる多食で、洋食は少ない回数でがっつりたべる少食だ。

平成 26 年度奈良ＥＳＤコンソーシアム 第 7 回学ぶ喜び・ＥＳＤ連続公開講座

ＥＳＤ講演会

概要報告

平成 26 年 12 月 23 日に、奈良教育大学大会議室を会場に、奈良ＥＳＤコンソーシアムＥＳＤ講演会
を開催しました。11 月に岡山市と愛知・名古屋においてＥＳＤに関するユネスコ世界会議が開催されま
したことから、ＥＳＤに関する関心が高まっており、当日は 70 名の方々にご参加いただきました。

（１）ＥＳＤユネスコ世界会議の報告
開会行事の後、ＡＣＣＵ教育協力部長の柴尾智子氏から、岡山市、あいち・なごや両方の世
界会議において協議された、特に学校教育や教員にとって重要な内容、宣言についてのご紹介
いただいた。
柴尾氏は、岡山大会について、多様なステークホルダーによる多様な会議が開催されたこと、
またイベントに終わることなく様々なものが遺されたと述べられた。また、あいち・なごや

大

会は、185 か国のユネスコ加盟国から 150 か国の参加を得た世界会議であったと評価された。
成果としては、ユネスコＤＥＳＤ最終レポートに示された 10 のポイントを紹介された他、
後継プログラムとしてユネスコに採択された「ＥＳＤに関するグローバルアクションプログラ
ム（ＧＡＰ）の概要、
「あいち・なごや宣言」の紹介の後、ご自身が作成に関わられた「ＥＳＤ
推進のためのユネスコスクール宣言（ユネスコスクール岡山宣言）」の３つの特徴を指摘された。
①日本のＥＳＤ実践の特徴として「つながり」を重視していること
②日本の「教育を変えていくビジョン」としてＥＳＤを捉えていること
③持続可能な未来をつくる「変化の担い手」として子供と教師を捉えていること
そして最後に参加者へのメッセージとして、これからの時代として次の 9 点を述べられた。
①コミュニケーションの質とスピードが高まる。
②グローバル社会・地域社会への個人の関与が強まる。
③個人が双方向メディアに直接参加する機会が増える。
④背景の違う多様な人々と協働する機会が増える。
⑤知識・技能の活用力が重要になる。
⑥生涯楽しく学び続ける学習継続力が重要になる。
⑦情報を吟味する力・合理的思考力が重要になる。
⑧予想外の変化に即座に対応する臨機応変力が重要になる。
⑨自分の目標を自分で見出して実践する「主体性」が重要になる

柴尾氏の報告を受け、「ＥＳＤユネスコ世界会議の成果」をテーマとしたシンポジウムを開催しまし
た。シンポジストとして、及川幸彦氏（日本ユネスコ国内委員）、手島利夫氏（江東区立八名川小学校
長）、川田力氏（岡山大学）、加藤久雄氏（奈良教育大学）をお招きし、柴尾氏にはコメンテーターとし
てご参加いただきました。

（２）シンポジウム：ＥＳＤユネスコ世界会議の成果

日本ユネスコ国内委員

及川幸彦氏

①ジャパンレポートから
特徴２
・

学校教育における取組
教育振興基本計画の重要な理念の一つとしてＥＳＤを

位置付けるとともに、学習指導要領に持続可能な社会の
構築の視点を盛り込んだこと。
・

ユネスコスクールの拡大（807 校）

特徴３
・

社会教育における取組／地域における多様な主体が参画・協働する取組
多様な主体の参画をとして質の高い実践が展開されてきたこと。

特徴４

トップダウンとボトムアップの取組の有機的結合

特徴５

東日本大震災と福島第一原子力発電所事故が与えた影響

・

防災、減災、復興とＥＳＤ

②あいち・なごや会議から
・

ＧＡＰ
５つの優先行動分野をそれぞれの機関、レベルでどう取り組んでいくか。

・

あいち・なごや宣言
社会を変容させる ESD の可能性を重要視し、普遍的原則と地域、世界の文脈を考慮する（具

ローカル）。GAP の５つの優先分野への具体的なコミットメントによる貢献とモニタリング・
評価の強化。
③フォローアップ会合から
・

ESD を主流化するための教育的施策

・

ESD を推進するための教員研修・教師教育

・

地域に根ざした ESD をネットワークの構築

江東区立八名川小学校長

手島利夫氏

社会の認識がずいぶん変わってきた。持続可能なという言葉が広がった。これまでは世の中に
貢献することよりも、個人の立身出世主義のためにということが優先されてきたように思う。
ＥＳＤにより、我々教員は何のために学ぶのか、教えるのかを再考するきっかけを与えられた。
世の中に正答はなくなり、変化が激しくなり、自らが正答を見つけていく力が必要とされており、
そのための学力が求められている。世界会議開催を機に、次のような日本の教育の質的転換が進
もうとしている。
①教え込みによる知識理解中心の教育から、探究的で学び方そのものも重視される教育へ
②教科中心の教育から教科横断的・総合的な教育への転換
③ＥＳカレンダーを基盤にし、総合的な学習の時間を中心としたホールスクールアプローチの具
現化
④「知識の伝達者」から「学習コーディネーター」として、子どもの学ぶ心に火を付け、学習の
方向性を考え、様々な人や事実との出会いや発表の場を準備するといった教師の役割の転換。

岡山大学大学院教育学専攻科

教授

川田

力氏

①高校生フォーラム（世界 31 か国）＋日本（9 地域）から
・ 日本のプレゼンは実践と結びついたものは少なかったという印象。ローカルな取組・行動であ
ると同時例えば貧困や平和といったグローバルな視点をもった取組が求められている。
・ 海外の高校生は政策決定者や組織に対して、行動を起こす事ができる存在であることを強く認
識している。社会の構成員としての当事者意識をもっている。そういう教育が行われているとい
うこと。
②ユネスコスクール全国大会から

ユネスコスクール岡山宣言

・ 日本のユネスコスクール：私たちのコミットメント（誓い）及び学校によるさらなる ESD 推
進：ユネスコスクールからの提案が示されたということはそれがまだ実現できていないというこ
とであり、それがユネスコスクールの今後の使命であろう。

奈良教育大学

副学長

加藤

久雄氏

①ＧＡＰにおける教育者（ESD を実践する教育者の育成）に
ついて
ＥＳＤを実践する教育者の養成の必要性
・就学前教育・初等中等教育の教員養成及び現職教員研修に
ESD を取り入れること。
・学校長に対する ESD の研修
・職業技術教育訓練の教員養成及び現職教員研修に ESD を取り入れること。
②ユネスコスクールである教員養成大学の学び・使命：ＥＳＤを核とした教員養成の高度化
・ユネスコスクールの今日的課題を解決するために始めたプロジェクトが、今日の教員に求め
られる能力育成に効果を発揮することが分かってきた。
・ＥＳＤの学びの特質や育みたい力・価値観と、次世代教員養成モデルプログラムで目指す教
員像とかなりパラレルである。
・テトラモデルを基盤とした３つの取組
テーマ１

教員養成段階でのＥＳＤの学びのプログラムの開発と実施

テーマ２

教員研修におけるＥＳＤプログラム学びのプログラムの開発と実施

テーマ３

学生と教員が協働する教員養成・研修ＥＳＤモデルプログラムの開発

コメンテーター：柴尾智子氏
韓国の高校生はＭＤＧs（ミレニアム開発目標）を取り組むことを目標に掲げ、調べ、アクショ
ンを起こす、国際社会の動向と自分たちの取組を明確に位置づけようという努力が見られた。日
本は、地域を見直すやつながりなどがテーマとなり、自分たちの取組と世界的状況を直接関連付
けたような活動は明確化されなかった。物足りなさがあるかもしれない。
人づくりは町づくり、ＥＳＤは町づくり。地域の課題がＥＳＤによってつながることが実感で
きた。地域が前に出てくる時代になっていく。

（３）ＥＳＤ講演会：ＥＳＤユネスコ世界会議をふまえたこれからのＥＳＤ

「2014 年を越え、未来を紡ぐ ESD」 ～ESD は子ども、教師、学校を変えるイノベーションと
なり得るか？～

ユネスコ国内委員

及川幸彦氏

（１）ＥＳＤの学びとは？
学校だけ、行政だけでできるものではない。地域や多様なステークホルダーと取り組むもの。
ＥＳＤをつくっていく 7 つの視点
①地域を大切にしている。その文脈に即した地域の良さをハイライトする方向と課題を追究する
という２つアプローチがある。
②学び手の変革をイメージする。知識の習得が重要なのは今までと同じだが、知識を生きたもの
にするためには実感を持たせるための体験が必要。そこで終わることなく、能力・態度にまで
高め、行動につなげていく。この行動化までいたっているかどうかが、ＥＳＤを評価する重要
なポイントだと思う。
③学際的な学び：全体的に考えていく。ＥＳＤでは、環境、経済、社会・文化を入れた中で学際
的に進めていくと言われるが、重要なのはセンターに人間があることだ。人間とのかかわりを
おさえることが重要だ。
④多様な学習方法：学び方も多様であるべきだ。主体者を大切にした学び、それがアクティブラ
ーニングだ。
⑤教科の中でやれるＥＳＤ、総合的な学習の時間でのＥＳＤ、それらを教育課程全体で位置付け、
統合させていくか。
⑥ＥＳＤが最も大事にしているのは価値。地域の実態に即した様々なＥＳＤ，様々なアプローチ
があっていい。価値は共通している。内容ではなく生き方・質を高める教育。
⑦ドメスティックだけではなく、国際的な視野と連携がいる。地球的な課題克服が目的にＥＳＤ
は生まれてきた。

子どもも教員も、こういった学びを通じて、学ぶ楽しさを味わい、学ぶ主体となり、変わって
いく。
（２）これからのＥＳＤに必要なこと
①ESD の育む能力・態度の明確化と評価方法の研究。
②地域固有の ESD のイメージを描く。：地域の特色・価値を明らかにする。
③ESD の地域コンソーシアムの形成：多様な主体の協働
④世界の ESD 潮流との連携（GAP）：ＧＡＰロードマップを参照に
⑤日本型（発）の ESD の発信
ⅰ）地域に根ざし、地域の課題に向き合った ESD
ⅱ）多様な主体の参画と協働による地域コンソーシアムの構築
ⅲ）ユネスコスクールの普及発展（公教育へ普及）
ⅳ）教育の質の向上（教育のイノベーション）
（ⅰ）と（ⅳ）をつなぐのが今後の課題。全てのものに価値を見い出し、多様な人の調和のもと
で進められるのが、日本型ＥＳＤだと思う。

「ＥＳＤカレンダーの先を考える」江東区立八名川小学校長

手島利夫氏

視点を持ってつなげ、全校のカリキュラムにすることで
ＥＳＤが進めやすくなるということを提案してきた。しか
し、ただ線でつなぐだけではだめだ。つなぐことで指導が
楽になる、子どもの理解が進むといった実感を伴うことで、
指導観が変わっていく。ＥＳＤカレンダーができてもＥＳ
Ｄの学校ができてこない。一つ一つの取組にはいいものが
あるが、ＥＳＤの学校にはなっていない。例えば、いじめ
を解決しなければ、ＥＳＤの学校ができるはずがない。公平な関係をつくって、誰が何を言って
もお互いに受け入れられる、そしてそのことを幸せだなと感じることができるような人間関係を
つくっていく必要がある。
ＥＳＤカレンダーはＥＳＤの学校をつくるのに役に立つ。フェスティバルのような発表の機会
をカリキュラムに位置付けておくのは効果がある。しかしそれだけではなく、理念や情熱、強い
意思を持ち、民主的な学校運営を志す校長のリーダーシップが必要。そして、着任早々、学校の
中で起きること、すべての責任は私にあると宣言する。そのことで、みんなが安心できる学校を
つくることを優先する。人として尊重し合う学校風土をつくることがＥＳＤの学校をつくること
と直結する。反対意見を言う人こそ重要な人だ。課題を見つけて言ってくれる。
決して一人で教育をよくすることはできないから、発信を続ける。発信するために自分なりに
勉強する。それが理解を深める。

「日本におけるＥＳＤの行方」岡山大学大学院教育学専攻科

教授

川田

力氏

今の状態が続いていくわけではない。様々な情報をもとに、未来の姿を考えていくことが重要。
ＤＥＳＤには、ＥＳＤの理解の浸透、ＥＳＤ実践の拡大、ＥＳＤの制度的基盤の形成といった
成果はあるが、
「ＥＳＤとは何か」が十分なコンセンサスが得られていない。ＥＳＤの目標が「持
続可能な将来が実現出来るような行動の変革をもたらすこと」であると考えるならば、
「持続可能
な開発に関する知識を応用しながら、持続可能な開発を阻害する問題を発見できる能力を育成す
る教育」と言える。
「ＥＳＤはいかに実践すべきか」・・・体系的学習の構築が必要（ＥＳＤコンピテンシー）
①世界に対してオープンであり、新たな視点を統合させた知を組み立てられる。
②先を見越して考え行動する。
③学際的に知識を習得し行動する。
④他者と協力して計画し行動することができる。
⑤意思決定のプロセスに参加することができる。
⑥行動的になるよう他者を動機づけることができる。
⑦自分や他者の理念を反省することができる。
⑧自主的に計画し行動できる。
⑨恵まれない人たちに共感と連帯を示すことができる。
⑩行動的になるよう自分自身を動機づけることができる。
ＥＳＤを実践する教員のコンピテンシーも課題である。

平成 26 年度奈良ＥＳＤコンソーシアム
第８回学ぶ喜び・ＥＳＤ連続公開講座：ＥＳＤ実践交流会概要報告

１．目的
11 月に岡山市、愛知県・名古屋市でＥＳＤに関するユネスコ世界会議が開催された。愛知・名古屋で
はＥＳＤの後継プログラムとしてＧＡＰ（グローバル・アクション・プログラム）が採択され、今後も
ＥＳＤイニシアティブを拡大強化することが確認され、「あいち・なごや宣言」が採択された。ポスト
2014 を視野に、域内のユネスコスクール等のＥＳＤ実践の質の向上を目的に、教育実践に焦点化した
交流会を開催する。

２．主催
奈良教育大学、日本ユネスコ国内委員会

３．開催日時
平成 26 年 12 月 25 日（木）17 時～20 時

４．会場
奈良教育大学次世代教員養成センター2 号館

５．参加者

多目的ホール

24 名

６．内容
（１）学校実践の発表を踏まえた研究協議

奈良市立済美南小学校高橋先生・中村
先生による学校実践の発表
奈良市立月ヶ瀬中学校井本校長先生よる
学校実践の発表

①

国際交流のスタートについて
スカイプを用いて韓国の小学校と交流した。子どもが緊張しているので、スムーズな交流のため
には、アイスブレークの時間が必要だ。日韓の小学生が一緒に楽しめるものとしてジャンケンをし
たことで、雰囲気が柔らかくなり、その後のコミュニケーションが和やかなものとなった。体全体
を使って表現するジャンケン、歌、楽器演奏などもアイスブレークに使える。

②

コミュニケーションについて
言語が壁になる。アニメを用いたコミュニケーションカード（Do you know ? カード）を用い
たことで、子どもたちが安心してコミュニケーションに取り組めた。

③

国際交流の意義について
外国語学習や国際理解教育へのモチベーションの向上が期待できる。しかし、それだけでなく、
「生活へのフィードバック」が大切だと考えている。生活へのフィードバックとは、外国人と接す
るときだけでなく、日常においても、かかわろうという姿勢、積極的なコミュニケーション態度と
いった開かれた構えを定着させることだ。

④

フォトストーリーなどを用いた交流において
校区の様子を相手校に伝える上で、言語が壁になる。奈良教育大学の学生が英訳ボランティアで
協力できる。

⑤

ＥＳＤとキャリア教育
月ヶ瀬中学校では、梅・茶・烏梅を教材にすることで、地域アイデンティティの育成とともに、
それらの職業体験等で、キャリア教育にも活用している。
キャリア教育とは、職業観を育てる教育、生き方を考える教育、今やっていることの価値づけを
行う教育であると考えるならば、ＥＳＤとキャリア教育は自尊感情の育成というところに接点があ
る。月ヶ瀬中学校では、地域の歴史を知り、伝統産業の追体験を行うことで地域を愛する心を育て、
地域アイデンティティを育てている。素晴らしい地域社会の一員であるということから自尊感情を
養うことにもなっている。一方、済美南小学校では、海外学校との交流を通して、自分が属する地
域や日本文化を知る機会となり（相手校に伝えたいという目的意識を持って調べることで）
、それ
が地域アイデンティティの育成と自尊感情の育成につながっている。
月ヶ瀬中学校の実践は過去という異文化と比較を通して現代の地域の把握している。済美南小学
校では、空間的な異文化との比較を通して、自己を知る契機としている。持続可能な社会を実現す
る上で、現状を把握することは重要である。キャリア教育は現状を把握すること、そこでの自己の
生き方を考えることに効果があり、それを踏まえて、未来社会を創ろうというＥＳＤへと展開でき
る。未来のために自分ができることを考え、実行する。

（２）授業実践を踏まえた研究協議

奈良市立都跡小学校山方先生の実践発表
①

奈良市立飛鳥小学校大西先生の実践発表

教材開発に材料について
山方実践では、広島のお好み焼きを教材化していた。各地域の名物・名産などは教材化にむいて
いる場合が多い。

②

総合的な学習の時間のプランニングについて
単元を構想するにあたって、２つの考え方がある。一つは、探究的な学びの面白さを中心に据え
た場合、もう一つは児童生徒につけたい能力や価値観を明らかにした上で、そのための授業を構想
する場合である。いずれの場合においても、教員はあらかじめゴールを明確にもって、計画する。
ただし、山方実践において、当初お好み焼を通じて文化の多様性を考える授業構想であったのが、
平和について考える授業に発展したように、フレキシブルに対応し、改善していくことも重要だ。

③

授業のネタやしかけを構想するために心がけるもの（グループ協議）
子どもが見るテレビ・ラジオを授業に使えないかという目で見ておく。子どもの日記を、授業の
導入に使えるものはないかという目で読む。各教科の教科書を、他の教科につながるものはないか
という目で読む。何かおもしろいものはないか、なぜこんなふうになっているんだろうという「ハ
テナ」を見つけようという目で校区を歩く。

④

教材

－

ネタ

－

子ども

－

プロセス（しかけ）－

ゴール

子どもと教材をつなぐものがネタであり、子どもとゴールをつなぐものがプロセスである。緊張
感のあるプロセスを、子どもの反応を見ながら試行錯誤していく。絶対的な正解はない。

平成 26 年度奈良ＥＳＤコンソーシアム

第 9 回学ぶ喜び・ＥＳＤ連続公開講座・
ＥＳＤ公開勉強会概要報告
1 月 31 日（土）に奈良教育大学大会議室を会場に、ＥＳＤの理論化・推進に向けた公開勉強会を
開催し、次の 2 つをテーマとしたシンポジウムを行いました。一つ目のテーマは、「ＥＳＤのため
の教員研修・教員養成」です。ＥＳＤの後継プログラムとしてユネスコで採択されましたグローバ
ル・アクション・プログラム（ＧＡＰ）の５つの優先行動分野の一つにＥＳＤを実践する教育者の
育成が挙げられています。ＥＳＤ先進地域である気仙沼市・大牟田市の教員研修の事例をご紹介い
ただきました。二つ目のテーマは「ＥＳＤの評価について」です。ＥＳＤの実践は蓄積されてきて
いますが、評価についての研究は立ち遅れています。ＡＳＰUnivNet のお二人の研究者の発表をも
とに、考え合う機会といたしました。また、本勉強会には、日本ユネスコ国内委員会フェローシッ
プ事業で来日されていた海外ゲストもご参加いただきました。

【公開勉強会 1】ESD のための教員研修・教員養成
「ＥＳＤのための教員研修」
日本ユネスコ国内委員会委員・宮城教育大学ＥＳＤコーディネーター

及川幸彦氏

（１）大学と教育委員会の連携による教員研修（気仙沼市の事例をもとに）
①

年 2 回のユネスコスクール研修会
5・6 月：今年度のＥＳＤの方向性についてカリキュラム案を持参した相互参照。グローバルな
視野と最新の事情を共有する。
1月

：振り返りと次年度にむけた研修

研修そのものがＥＳＤの取り組み自体を持続可能なものにする。先生たちの活動のブラッシュ
アップが年々良くなってきており、自校のＥＳＤを語ることができるようになってきている。一
方、研究者側の課題が浮き彫りになってきた。今の教員に求められるのは、ファシリテート力と
コーディネート力だ。意欲・スキル・ネットワークが求められる。
②

ＥＳＤ円卓会議
そのトレーニングの場として円卓会議を設けている。そこでは、地域のマルチステークホルダ

ーと連携することを研修し合うことをテーマとし、数十人のステークホルダーが集う。海外ゲス
トも招聘しグローカルな視点を養っている。
（２）大学が核となるＥＳＤの研修：ユネスコスクール東北大会＆Rice プロジェクト成果発表会
ここでの参加者がつながりをつくり、以降のコンソーシアムに参画していただく機会としてお
り、相乗効果を生んでいる。
（３）教員免許状更新講習：ＥＳＤ入門
全国各地からの参加者がある。大学教員による講義と教育委員会やメディアの論説委員等によ
る講演を組み合わせて実施している。
（４）ＥＳＤコンソーシアムにおける研修

ＥＳＤ
ＥＳＤを基本にした
にした減災教育
減災教育プログラム
プログラムを企業と連携
連携して実施し
し、助成金も
も出し、2 月には
には報告会
を実施している
している。
（５）ネットワーク
ネットワークによる
による研修
市民団体
市民団体・ＲＣＥ
ＲＣＥを含めた市民中心
市民中心の研修
研修
（６）国際的
国際的ネットワーク
ネットワークによる
による研修
防災・
・減災教育を
をテーマに、
、タイ・バンコク
バンコク・ベトナム
ベトナムとの交流
交流、災害の教訓
教訓を海外の
の人達と学
び合う。
。
（７）研修
研修の必要性と
と課題
ＧＡＰ
ＧＡＰの５つの優先行動分野
優先行動分野と教員研修
優先行動分野 教員研修を絡めて行
行かないといけない
かないといけない。研修
研修の中に地域
地域の課題を
入れる。
。地域のネットワーク
ネットワークをつくるような
をつくるような
をつくるような研修を行う
う。地域の文脈
文脈でＥＳＤ
ＥＳＤを考える研修
研修が必要。
研修は次
次のステークホルダー
ステークホルダーの
の育成⇒ユース
ユースをもう少
少し広く考えていくべき
えていくべき。
。

「ＥＳＤ
「ＥＳＤのための教員研修
教員研修」
」大牟田市教育長
大牟田市教育長 安田昌則氏
少子高齢化
少子高齢化・人口減少
人口減少のなか、
、町そのものの
そのものの持続可能
持続可能な社会づくりが
づくりが大きな
きな課題となっている
となっている。
市内のすべての
のすべての公立学校
公立学校がユネスコスクール
ユネスコスクール
ユネスコスクールであるので
であるので、教育課程
教育課程への位置
位置づけを明確
明確にするた
め、全体計画
全体計画・学年
学年ごとの年間計画
年間計画・ESD
ESD カレンダー・校務分掌に
にユネスコスクール
ユネスコスクール担当
担当を設置し
ている。
。
（１）大牟田市
大牟田市のＥＳＤ
ＥＳＤについての
についての研修の経過
経過
①

ＥＳＤ
ＥＳＤにふれる
にふれる研修（優秀実践
優秀実践→理論
理論）
優秀
優秀な実践を通
通したＥＳＤ
ＥＳＤにふれることで
にふれることで、教員
教員の意欲の向上
向上。

②

ＥＳＤ
ＥＳＤを知る研修
研修（理論+
+実践）
ＥＳＤ
ＥＳＤの理論を
を学ぶそして
ぶそして実践を学ぶ
ぶ。

③

やってみる
やってみる研修
研修（目標・教材研究
教材研究）
どのような
どのような子どもたちを
どもたちを目指
目指し、どのように
どのように教育活動
教育活動を考えていくのか
えていくのか
えていくのか。

④

振り
り返る研修（
（評価）
子どもはどのように
どもはどのように
どもはどのように変容したのか
したのか。指導方法
指導方法や力量形成
力量形成ができたのか
ができたのか。
。

（２）大牟田市
大牟田市が進める
めるＥＳＤについての
についての教職員研修
教職員研修
①

研修
研修の種類：多様
多様な研修の
の機会を提供
提供し、教職員
教職員が選択できるようにしている
できるようにしている
できるようにしている。

Ａ研修：ＥＳＤ
：ＥＳＤ・ユネスコスクール
ユネスコスクールに関する
ユネスコスクール
する理論研修
理論研修
Ｂ研修：
：大牟田市内
大牟田市内の実践交流
実践交流する研修
Ｃ研修：
：大牟田市外
大牟田市外の実践交流
実践交流する研修
Ｄ研修：
：授業実践を
を通した研修
研修
Ｅ研修：
：大牟田外の
の研修会を活用
活用した研修
研修
Ｆ研修：
：リーダー養成研修
養成研修
Ｇ研修：
：日常的な研修
研修
②

研修体制
教育委員会
教育委員会のサポート
サポートの下、ユネスコスクール
ユネスコスクール
ユネスコスクール担当者会
担当者会（各校の
の担当者・校長会
校長会・教頭会
教頭会）を設

置し、研修
研修を組織的に
に推進している
している。
③

研修の
の実際（年間
年間の流れ）

４月

担当者会を設
設け、理論研修
理論研修を行う。
。

６月

希望の教員が
が参加する研究指定校
研究指定校における
における拡大
拡大校内研。

８月

担当者と希望
希望の教員が参加
参加するユネスコスクール
ユネスコスクール研修会（
ユネスコスクール
（各学校の実践発表
実践発表・理論研修
理論研修）

１０月

研究指定校における
における拡大校内研
拡大校内研への
への希望教職員
希望教職員の参加。

１１月

代表教職員の
の世界遺産学習
学習全国サミット
サミット・ユネスコスクール
ユネスコスクール全国大会
ユネスコスクール全国大会への派遣
それに伴う伝達講習会
伝達講習会

１２月

担当者と希望教職員
希望教職員の世界遺産
世界遺産を通
通したＥＳＤ
ＥＳＤの研修会
実践交流と理論研修
理論研修と公開授業
公開授業

１月

ユネスコスクール どもサミット
ユネスコスクール子ども
子どもの姿を
を教職員・地元
地元の市民に
に見てもらう
てもらう。どのように
どのようにＥＳＤ、
、ユネスコスクール
ユネスコスクールの
活動をどのようにしているのかを
をどのようにしているのかを見
をどのようにしているのかを見てもらう。
。ポスターセッション
ポスターセッション。
。

２月

教育研究所員
教育研究所員による研究報告会
研究報告会・ＥＳＤ
ＥＳＤ担当者
担当者と希望教職員
希望教職員の参加

通年

指導主事を各学校
各学校へ派遣
派遣・情報の共有化
共有化のために
のためにユネスコスクール
ユネスコスクール便
便りの発行（
（1 回/月）

（２）校内研修
校内研修の内容
内容と方法（吉野小学校
吉野小学校の
の例を参考に
に）
①

講師
講師を招へいした
へいしたＥＳＤの理論研修
理論研修

②

全体研修
全体研修による目指
目指す子どもの
どもの姿の焦点化及
焦点化及び重点
重点テーマの設定
設定

③

年間指導計画
年間指導計画の作成
作成
学年研修
学年研修において
において先進校の事例
事例を参考に
にＥＳＤカレンダー
カレンダー、ストーリーマップ
ストーリーマップ
ストーリーマップの作成
作成。

④

授業研究会
授業研究会・研究協議
研究協議による
による実践と振り
り返り

⑤

実践
実践の共有化を目的
目的とした研究
研究だよりの
だよりの作成

「ＥＳＤ
「ＥＳＤの学びの特質
特質を活かした
かした次世代教員
次世代教員の養成
養成」奈良教育大学副学長
奈良教育大学副学長 加藤久雄
・

2008 年に幼・小・
・中学校、2008
2008 年に高等学校
高等学校の学習指導要領
学習指導要領に
にＥＳＤ
の観点が
が盛り込まれた
まれた。

・

ＥＳＤ
ＥＳＤの学び方は
は関心を喚起
喚起して理解を
を深化させ、
、行動化する
する。座学だ
けではなく
けではなく体験や体感
体感を通した
した参加型の授業
授業が特徴的
特徴的。知識注入型
知識注入型から発
見型の学習
学習へ。

・

教員の
の役割は学びの
びの自発性を
を引き出す役割
役割へと変化
変化していく。
。

・

以上の
の考え方をプロジェクト
プロジェクトに活かすことで
プロジェクト
かすことで、教材開発力
教材開発力や教材研究力
教材研究力、
、
教科の力
力もついていく
もついていく。

・

問題解決
問題解決を通して
して学ぶ喜びにつなげることで
びにつなげることで
びにつなげることで学び続
続ける教員の
の育成に。

・

グローバル
グローバルな視点
視点の視点、文化遺産
文化遺産をもとにした
をもとにしたＥＳＤ
ＥＳＤを教員養成
教員養成に採り
り入れる。

・

テトラモデル
テトラモデルによる
による教員・学生
学生の合同研修
合同研修。

・

ＥＳＤ
ＥＳＤの学びは教育
教育の本質にかかわっている
にかかわっている
にかかわっている。

【公開勉強会
公開勉強会２】ESD
ESD の評価
評価について
「ＥＳＤ
「ＥＳＤの評価について
について考える
える」宮城教育大学
宮城教育大学 市瀬智紀氏
・

サスティナブルスクール
サスティナブルスクールを中心
中心に、ＥＳＤ
、ＥＳＤの評価に
に関わる歴史
歴史があり、読
読み書き能力
能力、思考力、
興味関心
興味関心の向上、破壊的行為
破壊的行為の
の減少などの
の成果が見られる
られる。

・

ＥＳＤは行動変容を起こすために学習方法自体を変革する、学校自体を変革し、地域へ波及させ
るという多様な側面があり、トランスファー２１（ドイツ）では 8 つの観点が示されている。

・

どこに焦点を当てるのかが重要だ。

・

バーモント州での実践：インタビュー力と記述力での評価。観察評価・スタッフミーティングで
の評価。ドキュメントを評価。

・

活動ごとのピア評価、ルーブリック評価を積み上げることで形成されていく。

・

イギリスでは、点数で自己評価できるようなシートが作成された。（配布資料）

・

気仙沼市での教員対象のアンケート調査では、子どもの学力面の基礎基本では変容は見られない
が、知的好奇心や協調性、リーダーシップの向上は指摘された。学習方法は課題探究型学習が小中
学校で行われるようになっている。

「ＥＳＤの評価について」金沢大学

鈴木克徳氏

学習指導による評価の考え方
・

国立教育政策研究所の６つの構成概念、７つの能力態度をベースとして、自分の学校ではどのよ
うにすればいいのかを考える。

・

学習指導要領の評価の４観点と国研の考え方をどのように合わせて考えていくのか。2 年前にユ
ネスコスクールを対象に実施したアンケート調査では、学習指導要領の評価の４観点で評価してい
る学校が多かった。

・

現行の傾向では、評価の方法が広がってきている。今までは教員が評価していたものが、子ども
の自己評価や子ども同士が評価する方法が増えている。

・

単元ごとに評価するのが困難なため、長い目で見ることのできるポートフォリオなどの評価方法
が増えている。

・

ＥＳＤの評価を単元ごとにするのは無理だと思っている。例えば学校を卒業する段階で評価する
ような、ポートフォリオがいいのじゃないかと思っている。

シンポジウムでは、国立教育政
策研究所が提示した「構成概念」
「７つの能力・態度」と学習指導
要領の４つの評価の観点の関わ
りについて、ＥＳＤの目標である
「価値観と行動の変革」と「教育
の質の向上」の側面から、活発な
意見交換が行われました。
結論は出ていませんが、参加さ
れたみなさんの評価研究や実践
の心に火が点いたのは確かです。
奈良ＥＳＤコンソーシアムでは、
次年度もＥＳＤの評価について、
フロア参加による活発な意見交換
研究協議する場を設け、高めあっ
ていきたいと考えています。

奈良 ESD コンソーシアム教員・学生合同 ESD 教材開発現地研修会
第 10 回学ぶ喜び・ＥＳＤ連続公開講座 概要報告
奈良教育大学次世代教員養成センター

研究員

北村

恭康

1．目的
文部科学省の平成 26 年度ユネスコ活動補助金（グローバル人材の育成に向けたＥＳＤの推進事
業）において、本学の本学が受託した 「グローバル人材育成を見据えたＥＳＤコンソーシアムの
構築とユネスコスクール間交流による ESD の推進－国際（Think global）と国内（Act local）の
融合－」の一環として、教員と学生の環境や文化遺産等に関する理解を深め、ＥＳＤ教材開発への
意欲を向上することを目的とする。

2.

開催日時

平成２７年２月２１日（土）

3.

会

奈良ホテル

4.

参加者

場

教員

西口美佐子・中矢和美・新宮

学生

島

大学スタッフ

5.

内

１３時００分

～

１７時００分

済・北村弘子・幸松遼平

俊彦・仲孝昌
北村恭康

容

本研修会は、地域に残る文化財をどのような
視点から見れば教材化が図れるかを参加者で、
ワーキングを行った。教材対象は奈良ホテル・
西方院山城である。
奈良ホテルの藤田昌宏氏より奈良ホテルの歴
史、館内の美術品、調度品などの説明をしてい
ただいた。内容は、
「奈良ホテルは辰野金吾氏設
計の和洋折衷様式で建てられ、その様子はシャ
ンでリア、擬宝珠や鳥居つきのマントルピース
など随所にみられる。また、関西の迎賓館とし
て建築されたいきさつもあり、当初のレジスターブックには、殆ど外国人の名前で埋め尽くされて
いると共に長い歴史の中では、アインシュタイン博士、ネール首相、リンドバーク、チャップリン、
ヘレンケラーなどの著名人も数多く滞在されている。壁には防音・防火のための工夫として炭が詰
められている。また、先の大戦の影響については、金属供出で赤膚焼の擬宝珠に代わったり、占領
軍によりベランダの白木が朱色に塗りかえられたりしたこと」などであった。
西方院山城は、奈良ホテル東側の道を挟んで向かい側にあり、瑜伽神社裏手より登った。この
城に二重の堀跡が残っている。この堀は、１４４４年大乗院境内の鬼薗山（現奈良ホテル）に築城
計画が持ちあがるが、西方院山に変更となり再変更で鬼薗山に築城されたときに掘ったものである。
奈良公園内に残る城跡として文化財として重要と思われるが、瑜伽神社境内地として残っている。
なお、西方院山城跡は古市澄胤により１４７９年９月２９日完成、同年１０月２日筒井順尊らによ

り落城と
と日時のはっきりした
のはっきりした城
城でもある。
。廃城
は１５６８
１５６８年筒井氏
年筒井氏が松永久秀
松永久秀と対峙し敗
敗れた
のちである
のちである。
城と言
言えば山頂にそびえる
にそびえる竹田城
竹田城を思い
い浮か
べる人は
は多いが、土
土でできている
でできている城は初めてと
めてと
いう参加者
参加者がほとんどであったため
がほとんどであったため、城という
がほとんどであったため
という
イメージ
イメージからほど遠
遠いものになっていた
いものになっていた。
。建物
や石垣といったものがほとんどない
といったものがほとんどない城跡は
といったものがほとんどない
は、教
材を開発
開発しようにもどこから
しようにもどこから手
手を付けてよいの
けてよいの
かわからない
かわからない、ワクワク
ワクワク感が湧
湧かないなど
かないなど、乗
り越えなければならない
えなければならない
えなければならない課題がたくさんある
がたくさんある
がたくさんある。

6、ワーキング
ワーキングで
２つの
つの教材化対象
教材化対象を現地で直接目
直接目にしたが
にしたが、ワーキング
ワーキングでは「奈良
奈良ホテル」
」を教材として
としてどう取
り上げるかを
げるかを話し合
合った。
アインシュタイン
ヘップパーンなど
ヘップパーン

お客様
客様
文明開化
庶民化
宿泊客の国
宿泊客

地図へ
へ

高級
接点無し
接点無
奈良ホテル
ホテル
防火訓練

守 っている

残しておきたいもの
しておきたいもの
接して
して初めてわかる
めてわかる

価値を知る
る

なぜ残
残すのか
宝物の
の中身

大切
大切にしている
にしている思い

戦争の
の後

歴史がある
がある

見学
建物・食事
食事
職員

説明

建築様式 西洋風+和風
和風
かかわり

子どもがどうかかわるか
子
どもがどうかかわるか
当事者意識

日本の代表
日本
すごい 自分の周りと違
自分
違う

海外の
の観光客にとって
にとって
子どもの発見
発見・驚き
を認める
ここがなかったら
奈良の宝

奈良ホテル
ホテルは、子どもにとって
どもにとって見学をして
どもにとって
をして館内の説明を
を受けてもなかなか
なかなか良さ
さを知り、自分
自分との関
わり人の
の願いや営みを
みを知ることは
ることは難しい。
。青線で結んだものは
んだものは、年
年５,６回行
回行われている防火訓練
防火訓練
の様子を
を見学したり
したり、宿泊客や
や職員への調査活動
調査活動を通したりしながら
したりしながら建物に対
したりしながら
対する職員の
の思い、宿
泊客に対
対する思いを
いを浮かび上がらせることができないだろうか
がらせることができないだろうか
がらせることができないだろうか。また
また、赤線で
で結んだものは
んだものは、自分
ではわかりにくい
ではわかりにくい良
良さを宿泊客
宿泊客の国名を地図
地図に落とすことにより
とすことにより「
「なぜ泊まるのだろうか
まるのだろうか」
まるのだろうか 「外国
人にとって
にとって奈良ホテル
ホテルとは何か
か」という疑問
疑問を解く活動
活動を通して、
、身近に存在
存在した宝物に
に気づくの
ではないだろうか
ではないだろうか。
。
地域教材
地域教材を取り上
上げるとき、
、だれもが価値
価値あるものと
あるものと思っているとは
っているとは限らない
らない。しかし
しかし、視点を

変えてみると、他の者にとってはかけがえのない大切なものであることもある。奈良ホテルはまさ
にそうではないだろうか。地域に住む人々にとっては普段利用する場所でもなく、高級なホテルと
いうイメージがあり、あまり生活とは結びつかない。しかし１００年余りの歴史の歩みや宿泊され
る人々の思いを通して、その価値を共有できるものと考える。

奈良ホテル正面
灯籠型のシャンデリア
赤膚焼の擬宝珠

二重堀
アインシュタイン博士が
弾いたピアノ
西方院山城にて

ワーキングの様子

教材を身近に感じながら学習できる

現地に足を運んで五感を使った学習ができる

奈良市立飛鳥小学校 教諭 大西浩明

2015/3/26

人と出会う学習ができる

2015/3/26

教材化のためには･･･
社会科
学習指導要領に書かれている単元の目標や内
容を達成できるのかどうか・・・
世界遺産学習
地域を見つめ直し、地域を自慢したくなるような
力をもっているものかどうか･･･

2015/3/26

2015/3/26

寺院を彷彿させる
相輪（そうりん）
方形（ほうぎょう）屋根

1998年、駅の高架化、駅周辺の再開発事業に伴い、取り壊
す計画がもち上がる。
市民の反対運動によって、保存が決まる。
2009年より観光案内所として活用されている。
経済産業省が認定する「近代化産業遺産」に。
2015/3/26

2015/3/26

1

2015/3/26

2015/3/26

世界遺産学習の目標
○奈良のよさを深く理解し、奈良に愛着を感じ、奈良を誇り
に思う子どもを育てる。
○文化遺産の創造や継承、またその保護、文化遺産を取り巻
く自然環境の維持に、長い年代を通じて取り組んできた人々
の思いや努力を共感的に理解し、文化遺産や自然遺産を尊重
する態度を育てる。
○奈良の文化財や自分の生活を空間的また歴史的に捉えなお
し、国際理解や環境、平和、人権等の現代的な諸課題につい
て意欲的に学ぶ力を育てる。

2015/3/26

2015/3/26

奈良の人がえらかっ
たからですよ。
みなさんならできま
すよ。

なぜ、駅舎は残せたと
おもいますか？

2015/3/26

これからはみなさん
が残していってくだ
さいね。

しんどかったけど、
やって本当によかっ
たし、うれしかった
です。

2015/3/26

2

これが今の関西本線

2015/3/26

大仏鉄道

2015/3/26

人が押さないと坂を
上らないなんて、大
変だったんだなあ。

●今から110年ほど前の、加茂と奈良を結ぶ鉄道だった
●わずか９年でなくなってしまった
●今のＪＲ奈良駅の手前に「大仏駅」があった

たった９年でなく
なったのは残念だな
あ。

●大仏駅から東大寺へ参拝する人でにぎわった
●走っていたのは赤い蒸気機関車だったらしい

2015/3/26

乗ってみたかったな
あ。見てみたかった
なあ。
2015/3/26

2015/3/26

2015/3/26

どうして９年でなく
なってしまったのか
なあ。

3

平城宮跡 朱雀門の横に建つ
棚田嘉十郎像

教材化のためには･･･
社会科
学習指導要領に書かれている単元の目標や内
容を達成できるのかどうか・・・
世界遺産学習
地域を見つめ直し、地域を自慢したくなるような
力をもっているものかどうか･･･

子どもが興味を持続させながら
自分の力で追究できる

2015/3/26

学習指導要領

2015/3/26

（５）ウ

地域の発展に尽くした先人の具体的事例

地域の発展に対する先人の願いや工夫・努力、苦心、地域の人々の生活が向上し
たことなどを具体的に調べること。
地域の発展に貢献してきた人々が、強い信念をもって情熱を傾け、よりよい生活
を求めて努力したことや、これらの先人の働きや苦心によって地域の人々の生活
が向上したことなどを取り上げる。

世界遺産学習の目標
○奈良のよさを深く理解し、奈良に愛着を感じ、奈良を誇りに思う子どもを育てる。
○文化遺産の創造や継承、またその保護、文化遺産を取り巻く自然環境の維持に、
長い年代を通じて取り組んできた人々の思いや努力を共感的に理解し、文化遺産や
自然遺産を尊重する態度を育てる。
○奈良の文化財や自分の生活を空間的また歴史的に捉えなおし、国際理解や環境、
平和、人権等の現代的な諸課題について意欲的に学ぶ力を育てる。
2015/3/26

2015/3/26

2015/3/26

2015/3/26

4

2015/3/26

2015/3/26

2015/3/26

2015/3/26

2015/3/26

2015/3/26

5

2015/3/26

2015/3/26

2015/3/26

2015/3/26

2015/3/26

2015/3/26

6

村田珠光がめざした茶の湯とは・・・？

だれでも簡単に
できるように。

身分に関係なくだ
れでもできるもの。

心を安らかに、清ら
かにするお茶。

少ない人数で真剣
にできるもの。

楽しむものではなく、心
を清らかにするものに。

い ろ い ろな 人 と心を
通 わ せ 、互 い に思い
やる気持ちで。

静かな中で礼儀正しく、
心を鍛えるものに。
2015/3/26

人と心を通わせ
るものに。

みんなが落ち着ける
茶の湯。

2015/3/26

お金がかからないように
質素に

和・・・互いに心を開いて仲よく

季節を味わう

敬・・・互いに敬い合う
身分に関係なくだれでも楽しめる

清・・・心の中を清らかに
寂・・・どんなときにも動じない

心のこもっていないものは・・・

茶は服のよきように点て、炭は湯の沸くように置き、
花は野にあるように、夏は涼しく冬は暖かに、刻限
は早めに、降らずとも傘の用意、相客に心せよ。
2015/3/26

「茶道」の『道』は心を鍛える
「ちょうどいい具合」がいい

2015/3/26

礼儀
心が落ち着く
心静かに

キリシタン宣教師の
手紙？

今も名残りが？

力の弱い者が主役

奈良にもすごいお城があった！
位や身分に関係なく

つくったのは松永久秀

落ち着いた美しさ

だれもが楽しめる
大仏を焼いた？

2015/3/26

信長と関係が
ある？

下剋上？

2015/3/26

7

2015/3/26

2015/3/26

2015/3/26

2015/3/26

植桜楓之碑

（1801～1868）江戸末期の幕臣

幕末の奈良町奉行（1846～1851）
町民の立場に立って難民救済などを行う
奈良の人々に「名奉行」と慕われた
ロシアとの条約交渉にあたる
江戸開城にあたりピストル自殺
「川路日記」なる資料が豊富
2015/3/26

今から100年前に植えられた桜や楓
が枯れて少なくなってきました。
そこで、東大寺や興福寺の中を中
心に、南は白毫寺あたりから、北
は佐保川の堤まで、桜や楓の苗木
を数千株植えました。これで100年
間はみんなも楽しめるでしょう。
そのあとの人たちが次の100年のた
めにまた植えてくれることをのぞ
みます。

2015/3/26

8

2015/3/26

2015/3/26

学習問題
川路聖謨は、なぜ木を植えたのだろう
・奈良には桜や楓が一番合うと思ったから
・100年前にしてくれた人の考えに賛成できた
・100年前から続いているよいことを途絶えさせた
くなかったから
・奈良の人にどうしても楽しんでほしかった

2015/3/26

・100年前の人の考えに学び、現在、未来の人の幸
せのために植えた
・いつまでも奈良の人の幸せな気持ちでいられるよ
うに植えた
・ずっと奈良がすてきなところであるように未来の
人にも託したかった
2015/3/26

･･･わたしは、「なぜ木を植えたのか？」という学習
問題に、ただ奈良を美しくしたかったとしか思わな
かったけど、みんなと話し合う中で川路聖謨が、ま
ずしい人や小さな子どもを守るためにいろいろやっ
たことは、奈良の人みんなが笑顔でくらせるように
したことだと分かって、考えを変えました。川路さ
んはとにかくみんなのことを考えた人だから、桜が
さいてたくさんの人を笑顔にしたかったし、それが
100年続いてほしかったんだと思います。そして、次
の100年も、その先もずっと続いてほしくて木を植え
たんだなあと思いました。100年後の人の笑顔まで考
えるなんて、すごいことだと思います。･･･
2015/3/26

2015/3/26

1

Ａ

つくった人の気持ちを考えて大切に支えていくということ

2

Ｂ

大事なものを守ること

3

Ｃ

つくった人の意志を継ぐこと

4

Ｄ

みんなの大切なものを残すこと

5

Ｅ

歴史にいつまでも残すこと

6

Ｆ

次の世代の人に伝え、みんなで守ろうとすること

7

Ｇ

みんなの大切なものを残すこと

8

Ｈ

歴史のつながりを切らないこと

9

Ｉ

将来の人にも奈良のすばらしさを知ってもらうこと

10

Ｊ

次の世代の人へ今の歴史を残してもらうということ

11

Ｋ

みんなの大切なものを残すこと

12

Ｌ

自分たちの心の中にある宝物を守ること

13

Ｍ

世界に一つしかないものを残していくこと

14

Ｎ

次の世代の人へ歴史を受けついでいくこと

15

Ｏ

一人一人の心を守ること

16

Ｐ

人との絆が深まること

17

Ｑ

つくった人の気持ちを大切にすること

18

Ｒ

歴史を終わらせないこと

9

何かを感じさせる、考えさせる
分かったことを分かったように
何を見せたいか、感じさせたいか

どの地域にも魅力的な教材（人・もの・こと）は
ある！
いつも子どもの姿をイメージしておくこと
自分がおもしろそうだと感じること
アンテナを張っておくこと
なんとか使えないかと教材研究

人の思いにふれさせる
つながりを意識させる
2015/3/26

2015/3/26
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奈良 ESD コンソーシアム 橋本市教育委員会ＥＳＤ連続セミナーの概要
奈良教育大学

中澤

静男

１．目的
日本のユネスコスクールが 700 校を超え、また 2015 年以降の ESD の新たな展開を考える上で、ユ
ネスコスクールの数的拡大とともに、活動の質的向上が課題となっている。そこで、奈良 ESD コンソ
ーシアムにおいては、奈良市・橿原市・橋本市・彦根市の小中学校の現職教員を対象とした ESD の勉
強会（ESD 連続セミナー）を開催し、教員の ESD に関する指導力の向上と、域内の教員交流、ネット
ワーク形成を目的に、ESD の理論や教材開発の研究を行う。
２．使用テキスト
『未来をつくる教育ＥＳＤ－持続可能な多文化社会をめざして』
五島敦子／関口知子、明石書店、2010 年

2000 円

『我が国の ESD 実施計画』関係省庁連絡会議

ダウンロードできます

３．参加者
橋本市教育委員会：辻脇課長補佐
橋本市立紀見小学校：森本、益田、谷口、土田、中谷
橋本市立あやの台小学校：榊、小佐田
橋本市立西部小学校：岡村
橋本市立学文路小学校：門
橋本市立清水小学校：福内
橋本市立高野口小学校：土田
橋本市立紀見東中学校：葛原
４．開催日時

計 13 名

18:00～20：00

9 月 24 日、10 月 17 日、11 月 21 日、12 月 12 日、1 月 23 日
５．会場

橋本市教育委員会

３０２会議室

６．修了証
1 月 23 日に橋本市教育委員会と相談の上、参加者 13 名に修了証を手渡した。

橋本市教育委員会第 1 回ＥＳＤセミナー概要報告

１．開催日時

平成 26 年 9 月 24 日（水）18：00～20：00

２．会場

橋本市教育委員会

３０２会議室

３．参加者
松尾（ＡＣＣＵ）
岡本学校教育課長、辻脇課長補佐（橋本市教育委員会）
森本、益田、谷口、土田、中谷（紀見小学校）、
榊、小佐田（あやの台小）、岡村（西部小）、門（学文路小）、福内（清水小）、土田（高野口小）
葛原（紀見東中）
横井、中澤（奈良教育大学）

４．資料

「ＥＳＤ実施計画」

５．内容
政策

技術

（１）持続可能な社会づくりにおける教育の重要性
政策・技術・教育による持続可能な社会の実現
市民の育成
持続可能な社会づくりに関心の高い市民の育成
それが政策の方向付け、技術革新の方向付けに影響する。
教育
（２）地球的諸課題とは
①

持続可能な社会の実現を阻むものを挙げる
食料、温暖化、エネルギー枯渇、利益至上主義、種の絶滅、過疎化、貧困、人口、紛争、水
社会不安、自然災害、少子化、宗教、病気、格差、病気、大気汚染、人権

②

これらのつながりを考える。
すべての課題はつながっている。
社会環境と自然環境で整理できる。
教育として取り組んでいくことは、持続可能な社会
づくりに参加・参画しようとする市民の育成
地球的諸課題を網羅的に取り扱う必要はない（知識
中心ではない）。
子どもにとって身近な切実感のある課題を追究して
行動できる子どもを育てる。
入り口がいろいろある。指導者はそれが持続可能な社会づくりにつながることを意識すること。

（３）なぜ環境が大切なのか
生態系とは（生産者・消費者・分解者とそれを成り立たせている環境）
生態系サービスがなければ人は生きてくことができない。

資源供給サービス、調節的サービス、文化的サービス、基盤的サービス
生態系を維持するために生物多様性が重要。
環境を守るとは生物多様性を守るということ。

（４）持続可能な開発の定義から（ブルントラント委員会）
持続可能な開発とは「将来世代のニーズを満たしつつ、現在の世代のニーズも満足させるような開発」
①

将来世代のニーズと現在の世代のニーズについて
自分たちの暮らしが地球のあらゆる地域の人に影響を与えている
自分たちの暮らしが将来の人たちに影響を与える。
将来世代の人たちのことも考える

世代間の公正

地球のあらゆる地域の人々のことも考える
②

ニーズとは何か

世代内の公正

エネルギー、資源、必要物、くらし
必要物だけでよいのか。過去への視線がない。
現代社会は所与のものではなく、先人の苦労
と努力の賜物。
ニーズには、先人の「少しでも暮らしを良く
したい」「少しでも豊かな社会にしたい」という
「意思」も含まれているはず。先人の意思を尊
重し、感謝し、少しでもよりよい社会にして将
来世代に伝えていく。

先人の声を聞く手がかりとなるのが、地域の文化遺産。

文化遺産を通したＥＳＤの意義。

６．ユネスコスクールホームページの活用について
ＡＣＣＵ：松尾さん
（１）ユネスコスクールを知る。
加盟校一覧のページ
（２）他の学校の取組を参照する
・

学校検索機能の使い方

・

年次報告書のページ

（３）海外のユネスコスクールとの交流
マッチングサイト
（４）学校情報の発信⇔学校検索してもらえる
加盟校情報の記入・イベント情報などを「みんなの掲示板」に記入

７．ユネスコスクール世界大会
現在、参加申し込み受付中

締め切りは 10 月 10 日

7 日に安西氏の特別講演があります。

※

次回の宿題

ＥＳＤ実施計画Ｐ．６（ハ）～Ｐ．８（二）をまとめ、意見を書いて 20 部印刷して

持参する。（Ａ４で 1 枚）

橋本市教育委員会第 2 回ＥＳＤセミナー概要報告

１．開催日時

平成 26 年 10 月 17 日（金）18：00～20：00

２．会場

橋本市教育委員会

３０２会議室

３．参加者
岡本学校教育課長、辻脇課長補佐（橋本市教育委員会）
森本、益田、谷口、土田、中谷（紀見小学校）、
佐藤、榊、小佐田（あやの台小）
、
岡村（西部小）、福内（清水小）、土田（高野口小）
中澤（奈良教育大学）

４．資料

「ＥＳＤ実施計画」、本日のレジュメ

５．内容
（１）ＥＳＤ実施計画を読み解く①
（イ）持続可能な開発のための教育とは（3 ページ）
①

持続可能な開発の意味

・ 将来の世代のニーズを満たす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社会づ
くり
・

環境の保全、経済の開発、社会の発展（文化）を調和の下に進めていくこと

②

必要な取組

・

すべての人が健康で文化的な生活を営むための取組
貧困克服・保健衛生の確保、質の高い教育が必須

・

平和への取組

③

取り組む上で配慮すべきこと

・

性別、人種等により差別されず、公平に向上するように

・

資源の有限性、環境容量の制約、自然の回復力などを意識する

④

持続可能性の基礎とは
世代間の公平、地域間の公平、男女間の平等、社会的寛容、貧困撲滅、環境の保全と回復
天然資源の保全、公正で平和な社会

⑤

ＥＳＤは何のための教育
私たち一人一人が、世界の人びとや将来世代、また環境との関係性の中で生きていることを認識
し、行動を変革するための教育
※認識しただけでは、世界は変わらない。認識から行動へという流れが大切。

（ロ）ＥＳＤの目標
ＥＳＤの目標は「持続可能な将来が実現できるような行動の変革をもたらすこと」です。

ＥＳＤの教育効果として、子どもにどのような行動の変革を期待するのか。
①

環境の面での行動
・

モノを大切にしている。

・

節電・節水に取り組んでいる。

・

ゴミを減らそうとしている。

・

植樹など、緑を大切にしている。

・

公共の交通機関を利用している。

・

清掃ボランティアに取り組んでいる。

・

３Ｒを実践している。

②

経済の面での行動の変革
・

モノを大切にしている。

・

仕事に取り組んでいる人を尊敬する。

・

親へ感謝している。

・

給食を残さない。

・

値切っている。

・

将来への夢を語ることができる。

③

社会の面での行動の変革
・

地域の行事に参加している。

・

地元で買い物をする。

・

新聞やニュースに関心がある。

・

あいさつできる。

・

特別支援の子と仲良くできる。

・

募金など社会のために動き出している。

・

地域に呼びかけている。

※

これらの子どもの変容は、授業を組み立てる際の
目標設定に関連してくる。中谷先生から、①～③を串刺しにするものとして「自分の意見を持つ事
ができること」が重要ではないかとの発言があり、持続可能な開発を推進するような意見を持つ事
ができることと、まとめていただいた。

（２）Ｐ．６（ハ）～Ｐ．８（二）の考察を読み合い、「子どもにつけたい力」「教員の役割」「取り組
み方」の 3 点からキーポイントを抽出する。
①

②

子どもにつけたい力
・

生きる力そのもの。つまりＥＳＤで育てたい力と「生きる力」は同義ではないのか。

・

郷土愛を育てたい。

・

人とつながる力、自らつながっていこうとする力。

・

モチベーションの高い子ども。
教員の役割

・ ＥＳＤへの理解。これが十分でないと子どものつぶやきを拾い上げたり、子どもを導いてい
くことが難しくなる。間口を広く持ち、子どもの意見や活動をＥＳＤの視点からまとめたり、
引っ張り上げたりするためには、教員自身の理解の深さが求められる。

・ 地域を知ること。子どもの郷土愛を育てるためには、地域の教材化が必須である。そのため
には、教員が地域をよく知ることが前提となる。
・

多様な人とつながりをもつこと。人と人のつながりが協働取組を可能にする。

・ モチベーションを高く持つ。一人でもやり続ける勇気。でも、校内で仲間をつくることは大
切。それによって、取組が継続できる。
③

取り組み方
・

教育機関・地域人材・他校の教員・学校間交流・企業・ＮＰＯなどとの協働取組。

（３）ＥＳＤ実施計画を読み解く②
ＥＳＤで育てたい力と「生きる力」は同義である。ということは、ＥＳＤの概念は新しいものだが、
その取組すべてが新しいというわけではない。各教科、総合的な学習の時間において「生きる力」を
養うために取り組んでいることをＥＳＤの観点から捉えなおすことで、ＥＳＤの実践が可能となる。
問題は、「ＥＳＤの観点」とは何かである。
小学５年社会科の教科書の記述をＥＳＤの観点から２つにわける。

①

高知県では、高知平野を中心とした地域で寒い冬になすやピーマンなどの夏にとれる野菜をビ
ニールハウスなどのしせつを使って作っています。（日文ｐ.72）

③

徳島県藍住町では、あたたかい気候を生かして、冬から春にかけてにんじんづくりがさかんで
す。そして、各地でにんじんが不足する春に、全国へ出荷します。（教育出版ｐ.64）

④

宮崎県では冬でもあたたかい気候を利用したきゅうりづくりがさかんです。だんぼうで温めた
ビニールハウスできゅうりを育てています。ほかの産地のきゅうりがでまわらない時期に出荷す
ることができるので、安定した価格で売ることができます。（東書ｐ.106）

②

沖縄県では、あたたかい気候を生かして、マンゴーやパイナップルなどの農産物が作られてい
ます。（日文ｐ.30）

⑤

リンゴは、雨が少なく、すずしい気候の地方で栽培されています。主な産地は、青森県、長野
県です。（東書ｐ.69）

双方のグループとも気候を利用しているのだが、利用の仕方が違う。一方は、気候を利用してビニー
ルハウス内でボイラーをたいて暖かさを保ち、冬に夏野菜を育てて、全国に出荷している。
・

化石燃料の使用、ビニールハウスなどの施設の利用。

・

冬に夏野菜を求める消費者は、それでいいのか。

・

全国に出荷することで化石燃料の消費が増える。

他方は、その地域でしかできない農業を行っている。橋本市の場合は、みかん栽培がこれにあたる。
これまでは、出荷高や出荷先、栽培の工夫や努力に焦点化して指導していたが、「自然環境にいい橋本
市のみかん栽培」という指導方法もあるのではないか。

我が国が優先的に取り組むべき課題（８ページ）にある２つの織り込んでいくこと
・

社会経済システムにおける環境配慮

・

人権や文化等に対する配慮

取り組み方
・

個々人の暮らしや地域の課題を教材にすることで切実感を高める

・

課題と課題を学習でつなぐことでシステムズシンキングを養う。

※

次回は 11 月 21 日（金）です。
ＥＳＤ実施計画の 10 ページ（３）教育の内容～12 ページ（７）評価までを考察もいれてＡ４で 1 ペ

ージにまとめ、２０部印刷して持参してください。
また、次回から『未来をつくる教育ＥＳＤ』を使いますので、持参してください。第５章をやります
から、余力のある方は読んできてください。お願いします。

橋本市教育委員会第 3 回ＥＳＤセミナー概要報告

１．開催日時

平成 26 年 11 月 21 日（金）18：00～20：00

２．会場

橋本市教育委員会

３０２会議室

３．参加者
辻脇課長補佐（橋本市教育委員会）、葛原（紀見東中学校）、岡村（西部小）、
森本、益田、谷口、土田、中谷（紀見小学校）、門（学文路小学校）
、榊（あやの台小）、
中澤（奈良教育大学）
、黒木・藤田・田中（学生）

４．資料 「ＥＳＤ実施計画」、本日のレジュメ、
「あいち・なごや宣言」
「ユネスコスクール岡山宣言」

５．内容
（１）考察の交流から
（３）教育の内容、（４）学び方・教え方、（５）育みたい力、（６）連携・協働、（７）評価
・

様々な分野をつなげて扱うためには、教員
の側に多くの知識が求められる。また、子ど
もの力を伸ばす事ができるかどうかも、教員
の興味・関心や力量にかかってくる。
ESD の後継プログラムである GAP の５

←

つの優先行動分野の一つに「ESD を実践する
教育者の育成」が取り上げられている所以で
ある。
・ ESD は特別なことを始めるというよりは、
今やっていることを ESD 化するという方向が重要だ。
そのためにも、教員の意識改革が必要だ。
・ ESD の学びの主体は子どもである。しかし、子どものモチベーションをコントロールするのは教
員の役割である。教員の役割は大きいが、遠慮や尻込みをしている場合ではなく、「勢い」といっ
たものが必要だ。
ESD で地域を巻き込み、地域の活性化につながることで、子ども達の自己肯定感が育つ。

・

・ 子どもの思考場面は話し合い活動である。人の話をよく聞き、自分の意見をわかりやすく伝える
スキルを育てることも重要だ。
・ これまでのような知識の伝達だけでなく、ファシリテーターとしての教員の役割が期待されてい
る。
・

この学習会を通して、様々な教科の内容を関連付けて考える習慣がついてきたように思う。

・

単年度の取組としないためには、「どんな大人になってほしいか」を教員集団が共通理解して、

取り組む必要がある。育みたい力について、教員が共通理解し、多様な角度からアプローチしてい
くことが重要だ。
・

今後、教材の体系的な研究と客観的な評価の指標の開発が課題となってくると思われる。

・

地域を巻き込んだ ESD は、ESD による地域づくりに発展していく。

・ キーワードは「主体」と「関わり合い」である。それは子どもについてだけでなく、ESD を実践
する教員についても言えることだ。実践者同士がアイデアの共有化を図ることで、さらによい実践
が生み出される。←

ユネスコスクール岡山宣言にも「変化の担い手」として教師と子どもを捉え

ると記されています。

（２）ＥＳＤ実施計画を読み解くⅡ
（３）教育の内容（10 ページ）
☆

個別の分野の取組だけではＥＳＤとはならず、他の分野とつなげることでＥＳＤへと発展させる
ことが可能となる。

☆

環境教育、開発教育、平和、人権教育、国際理解、消費者教育、キャリア教育、食育等、様々な
課題の取組をベースにしつつ、個別の分野にとどまらず、環境、経済、社会の各側面から学際的か

つ総合的に扱うことが重要です。
①

現実の問題は、国語や算数といった教科に分かれることなく、総合的な問題として我々の目の
前に表れる。持続可能な社会づくりに関わる課題も、総合的な性格を持っている。総合的なもの
を総合的に扱うことが自然である。
（全体論的パラダイム）

②

ESD の対象である子ども自体が全体的な存在である。全体的なものを全体的なものとして扱
う。

③

現行の教科学習は、教科ごとに教え、それを総合したり、働かせたりするのは、子どもに任せ
てきた。教科学習は教科学習として行うのであるから、あえて、総合的に捉える学習もする必要
がある。総合の仕方を体験させる必要がある。

あえて総合的に扱うとは（例）：日本の食料自給率を考える
・1960 年頃の日本の食料自給率は約 80％であったが、50 年たった現在は、39％と半減している。
・食料自給率低下の原因の一つが、食生活の変化だ。1960 年ごろの食卓は、米・野菜・魚が中心
だった。米も野菜も魚も自給率は 100%以上あった。
・昨今は、米の消費量が減少し、小麦食品の消費量が増えている。（小麦はほぼ輸入）
魚の消費量が減少し、畜産物、油脂類の消費量が増えている。
（油脂類の原料である大豆は 100％
近く輸入。畜産物については、飼料が 100 近く輸入）
・当時の日本人の食生活バランスはよかった。現在は食生活バランスの悪化による生活習慣病が蔓
延している。←

ここまでは食育、家庭科、社会科

・輸入食品が多いということは、フード・マイレージが大きいということ
フード・マイレージ：重さ×距離

（トンキロメートル）

日本のフード・マイレージは世界一大きい。
・大きなフード・マイレージによる環境負荷
①エネルギー資源の枯渇
②CO2 濃度の上昇
③輸出国の生態系の破壊
④輸出国の森林破壊

【食にかかわる環境負荷】
・最近は野菜などの旬が分からなくなってきている。
・夏野菜を冬に作って、全国に出荷することを ESD の視点から見る。
エネルギー資源の無駄（暖房用、輸送用）
・食べ残しの環境負荷
日本は 5800 万トンの食料品を世界中から輸入し、2000 万トンの食品を廃棄している。
焼却のためのエネルギーの無駄。
焼却のための CO2 排出。
・食料生産との関係を再構築するために
家庭菜園のすすめ：旬を知る、苦労を知る、健康な野菜を知る、
←

環境教育、消費者教育

橋本市教育委員会第 4 回ＥＳＤ
ＥＳＤセミナー
セミナー概要報告

１．開催日時
開催日時

平成 26 年 12 月 12 日（金
金）18：10～
～20：15

２．会場

橋本市教育委員会 ３０２
３０２会議室

３．参加者
参加者
辻脇課長補佐
辻脇課長補佐（橋本市教育委員会
橋本市教育委員会）
橋本市教育委員会 、門（学文路小
学文路小学校
学校）
、岡村（西部小
西部小）、福内
福内（清水小）
）
森本、益田
益田、谷口、
、土田、（紀見小学校
紀見小学校）、榊
榊、小佐田（
（あやの台小
台小）
、土田（高野口小
高野口小）
中澤（奈良教育大学
奈良教育大学 、黒木・田中
奈良教育大学）
田中（学生）
）

４．資料

「ＥＳＤ実施計画
実施計画」、本日
本日のレジュメ
レジュメ、
『未来をつくる
をつくる教育ＥＳＤ－
ＥＳＤ－持続可能
持続可能な多文化社会
多文化社会をめざして
をめざして』五島敦子
五島敦子／関口知子
関口知子
「地域を舞台
舞台にしたＥＳＤ
ＥＳＤいのちをつなげる
いのちをつなげる教育
教育」

５．内容
今回は、ＥＳＤ
、ＥＳＤ理論
理論の総集編として
としてＥＳＤで
で育てたい能力
能力、価値観
価値観、学習方法
学習方法を中心に取
取り扱った。
。
（１）ＥＳＤ
）ＥＳＤの役割
持続可能な
な社会の実現
実現には、ＥＳＤ
、ＥＳＤを推進す
す
る政策立案者
る
立案者（政治家）
）と技術開発
技術開発を担うエン
エン
ジニアと彼らを
ジニア
らを支える市民
市民が必要。
。

ＥＳＤは、
ＥＳＤ
① ＳＤを担
担う技術者、
、政治家、専門家
専門家を育
てるための教育
てるための
② ＳＤへと
へと参加・参画
参画しようとする
しようとする市民を
育成するための
するための教育

☆

重要な
な教員の役割
役割
専門家の
の言葉は、子どもや
どもや一般人
一般人には通じない
じない。
翻訳機能
翻訳機能を担うのが
うのが教員。

（２）ESD
ESD で育てたい
てたい能力
ＯＥＣＤ
ＯＥＣＤでは国際標準
国際標準の学力を
を求めるにあたり
めるにあたり、学力
学力の基盤となる
となる価値観について
について加盟国
加盟国で調査し
し、
２つの価値観
価値観を国際標準
国際標準の価値観
価値観として見出
見出した。それが
それが「人権」
」であり「持続可能
持続可能な開発
開発」であっ
であっ
たことから
たことから、ＯＥＣＤ
、ＯＥＣＤのキーコンピテンシー
キーコンピテンシー
キーコンピテンシーはＥＳＤで
で育てたい学力
学力とほぼ同義
同義であると
であると考えられる
えられる。
一方、国立教育政策研究所
国立教育政策研究所
国立教育政策研究所では、
、キーコンピテンシー
キーコンピテンシーと
と文部科学省
文部科学省の「生きる
きる力」は同義
同義であると規
規
定している
している。つまり
つまり、ＥＳＤで育てたい能力
能力と「生きる
きる力」はほぼ
はほぼ同じであると
じであると考える事
事ができる。
。
現行 学校教育で育てる「
現行の学校教育
「生きる力」
」≒ＥＳＤで
で育てたい能力
能力

学校において現在行われている「生きる力」の習得をめざした学習活動を展開することで、ＥＳＤ
で育てたい能力を養うことができる。国立教育政策研究所等のＥＳＤに関する解説として、新しいこ
とをする必要はなく、今まで通りの教育がそのままＥＳＤであるというのは、「能力」面で正しい。
☆

日本の学校教育で弱い部分
①

批判的に考える力
（クリティカルシンキング、代替案の思考力、

②
☆

当たり前を問い直す思考力）

多面的、総合的に考える力（システムズシンキング）

意図的に養いたいシステムズシンキング
多様な視点・考え方に気付かせる学習方法
話し合い活動、ブレーンストーミング、マインドマップ（ウェビング）、ＫＪ法、ワールドカフェ

（３）ＥＳＤで育てたい価値観
ＥＳＤで育てたい価値観について、
「ＤＥＳＤ国際実施計画最終案」、
「ＥＳＤ実施計画」、持続可能
な開発の定義（ブルントラント委員会）から考察した。

世代内及び世代間にわたって、人権や文化等に対する配慮ができると同時に社会経済
システムにおいて環境に対する配慮ができる価値観

ＥＳＤでは、環境と文化・社会を一体的に学ぶことで、環境と社会が相互に関わっている、総合的
に捉える視点を養う。環境と社会の双方への関心を高める
（例）「地域を舞台にしたＥＳＤいのちをつなげる教育」p.28-31
菜の花プロジェクトとして、カーボンニュートラルなエネルギーといった環境について学ぶと同
時、社寺に奉納することから、地域の文化遺産について学ぶ。また、菜種油を使った墨作りといっ
た奈良の伝統産業についても学ぶ。

（４）ＥＳＤにおいて環境教育が重視される理由
社会・環境・経済の調和と言いつつも、環境制約の範囲内でなければならない
☆

環境制約とは（ハーマン・デイリーの３つの規則）

（５）学び方・教え方
①

一連の流れについて
インパクトのある導入
設定

→

→ 学習課題の発見（クリティカルシンキング）と仮説あるいは調べ方の

調査（コミュニケーション力・協力する態度）→

題解決に向けた話し合い（システムズシンキング）→

②

調査結果の報告（表現する力）→

発信・行動化（進んで参加する態度）

学習過程の中で重視すること
体験・体感の重視、探究や実践の重視、
ファシリテートの働き、参加する機会の提供、
参加型アプローチとは
ロールプレイ、ランキング、地図づくり、年表づくり、社会関係図づくり

などなど

課

（６）ＥＳＤ
ＥＳＤを実施する
する時間
①

ＥＳＤ
ＥＳＤで育てたい
てたい能力は全ての
ての教科で

②

価値観
価値観と行動力
行動力は特に総合的
総合的な学習の時間
時間で

様々
々な行動化を
を体験させることが
させることが重要だが
だが、学
習過程
習過程の中に、行動化を位置づけることができる
行動化
づけることができる
のは、
、今のところ
のところ、総合的な学習の時間だけ
だけ。

（７）評価
評価について
①

３つの
つの評価
・

児童生徒
児童生徒の発達
発達・成長を促すための評価
評価（☆）

・

教員
教員の指導方法
指導方法の改善に生
生かすための
かすための評価

・

保護者等
保護者等への
への説明のための
のための評価

②

児童生徒
児童生徒の発達
発達・成長を促すための
すための評価
評価の方法
・

教員
教員による評価
評価

・

自己評価

・

児童生徒
児童生徒の相互評価
相互評価

持続可能
持続可能な社会
社会づくりに
づくりに参加・参画
参画する個人
個人を育成するという
するという
するというＥＳＤの目標
目標を考
え、内発性
内発性という
という観点から
から、より重要
重要なのは相互評価
相互評価を
を通した自己評価
自己評価であろう
であろう。

③

プレゼントカード
プレゼントカードによる自己評価力
自己評価力の育成
育成
友だちの
だちの学び方のいいところを
のいいところを見つけて書
のいいところを
書くプレゼントカード
プレゼントカード。
。

（いいところを
いいところを見つける
つける事ができると
ができると、それができるようになる
それができるようになる）
それができるようになる）
・

ペア
ペアを決め、必
必ず相手の子には
にはプレゼントカード
プレゼントカードを
を書く。

・

ペア
ペアへのカード
カードが書けた子は
は、他の子にも
にも書いていい
いていい。

・

書けた
けたプレゼントカード
プレゼントカードは教員
教員がいったん
いったん回収する
する。

・

教員
教員はいいところを
はいいところを見つけて
つけて下線を引くだけ
くだけ（よい
よい目のつけどころを
のつけどころを言外
言外に指導している
している）。

・

書いた
いた本人にいったん
にいったん返す

・

授業
授業のはじめに
のはじめに「プレゼントタイム
プレゼントタイム」をもち
をもち、カード
カードを渡しあう
しあう。

（学習意欲
学習意欲の向上にも
にも、子どもどうしの
どもどうしの良好
良好な人間関係
関係づくりにも
づくりにも効果がある
がある）
・

プレゼントカード
プレゼントカードは、自分の
の袋にいれる
にいれる

・

休み
み時間に友だちの
だちのカードを
を見ていい

・

単元終了時
単元終了時に、
、カードの整理
整理・分析
話し合
合いが中心だった
だった日、作業
作業が中心だった
だった日、調査
調査が中心だった
だった日などにわけて
にわけて貼る
る。

・

整理
整理したカード
カードをもとに、自己評価
自己評価を行
行い、作文に
に書く。

（８）ESD とはどんな教育か
『未来をつくる教育ＥＳＤ－持続可能な多文化社会をめざして』五島敦子／関口知子
第5章
①

持続可能な未来への学び

ＥＳＤとは何か

ＥＳＤの基底にある価値（ユネスコ 2008）

・

社会・経済的正義の尊重

・

将来世代の人権の尊重

・

地球のエコ・システムを含めた生物多様性へのケア

・

文化の多様性の尊重

・

寛容と非暴力の文化の尊重

永田佳之
これらは、今回検討した、ＥＳＤで
育てたい価値観と同じである。

これらは、今回検討した、ＥＳＤの
②

ＥＳＤの諸特徴（国際実施計画：2004 年 10 月版）

・

学際的でホリスティックであること

・

持続可能な未来に向けた価値付けがあること

・

批判的思考及び問題解決を重視していること

・

多様な学習法を活用すること

・

学習者自身が意思決定に参加すること

・

地域の文化に適合していること

③

ホリスティックとは何か

学び方・教え方、育てたい能力と同
じである。

「全体とは部分の総和以上のなにかである」という表現に代表される還元主義に対立する考え方で、
臓器や細胞などといった部分に分けて研究し、それを総合したとしても、人間全体をとらえること
はできない。 現実の基本的有機体である全体は、それを構成する部分の総和よりも存在価値があ
るという理論。
・

ホリスティックなとらえかたとは
「全体は部分の総和以上である。」物事を部分の集積として考えるのではなく、部分と部分のつな
がりに着目し、全体をとらえる眼差しの重視、または相互関連性を学ぶことに重点を置く。

④

教育の新たな方向付け

・ 専門化断片化された思考からシステム思考へ ・ 機械的な世界観からエコロジカルな世界観へ
・

トップダウンからボトムアップへ

・

競争から協働へ

・

従順な市民から変化の担い手としての市民性へ

競争のための教育から共生のための教育へ
⑤

インフージョン・アプローチ（能力育成）とインテグレーション・アプローチ（総合）

⑥

学校を超えて、地域で展開されるＥＳＤ
ＥＳＤスクールからＥＳＤコミュニティの形成へ。

☆

次回は１月 23 日（金：最終回）です。みなさん、よいお年をお過ごしください。

橋本市教育委員会第 5 回ＥＳＤセミナー概要報告

１．開催日時

平成 27 年 1 月 23 日（金）18：10～20：45

２．会場

橋本市教育委員会

３０２会議室

３．参加者
辻脇課長補佐（橋本市教育委員会）、門（学文路小学校）
、岡村（西部小）、福内（清水小）
中谷、益田、谷口、土田、（紀見小学校）、榊、小佐田（あやの台小）
、土田（高野口小）、
葛原（紀見東中）、中澤（奈良教育大学）、島・田中（学生）

４．資料

『未来をつくる教育ＥＳＤ－持続可能な多文化社会をめざして』五島敦子／関口知子
「地域を舞台にしたＥＳＤいのちをつなげる教育」

５．内容
（１）これまでのまとめ
①

ＥＳＤで育てたい能力と文部科学省の「生きる力」は同じであるため、日々の学校教育を通して、
養うことが可能。ただし、一斉授業だけでは、批判的思考、体系的思考、コミュニケーション能力
の育成に弱さがある。授業方法の改善が求められる。

☆

持続可能な社会づくりのためのＥＳＤと教育改善の起爆剤としてのＥＳＤ
ビデオ視聴「「チーム学校」とＥＳＤ・教員の資質について」
（文部科学省初等中等教育局大根田頼尚氏）

抜粋

新しい学習指導要領は教育内容だけでなく教育方法の見直しに重点がある。
一斉授業からアクティブ・ラーニングへ
主体的・協働的な学び、課題解決的な学び
（インパクトのある導入）
課題の発見・提示

→

調査方法話し合い
調査活動

☆

②

→

調査結果の発表

→

課題の解決

話し合い

新しい学習指導要領が求める学習スタイルとＥＳＤの学び方は軌を一にしている。

ＥＳＤで育てたい価値観

・

環境に配慮できる

・

人権・文化を尊重できる

・

地域を大切に思う
これらの価値観を育て、行動化に結び付けることができるのは総合的な学習の時間
しかし、新しく何かをつくりだすというよりは、今、各学校でされている学習内容をＥＳＤの

視点で見直すことが現実的。：つなげる視点
③

ＥＳＤを持続可能なものとするために大切なこと

教員の異動への対応
・

教育委員会としての取組
各校にＥＳＤ担当を位置づけ、研修会・連絡会を行う（大牟田市教育委員会）
。

・

学校としての取組
地域と連携する。
教育課程の中に位置付ける。

（２）テキスト購読

①

第６章「環境教育の視座」

トリプルリスクとは
・

地球温暖化

・

エネルギーの枯渇

・

食糧問題

☆

これらの問題はつながっている。

②

（３Ｒの重要性）
・エネルギー自給率は 4％←

食料自給率は 39％

←

エネルギー安全保障

食糧安全保障

成長の限界
有限の地球の上で無限の成長を目指していることが引き起こす歪み
エコロジカル・フットプリント

③

→

温暖化・エネルギー

環境指標のひとつ

システム思考
同じような問題が繰り返し起こっている場合

個人の問題ではなく、

解決しようと努力しているのに一向に解決できないような場合

構造の問題

☆

④

構造を考えていく
・

温暖化

・

大量消費・大量廃棄

バックキャスティング
最初に理想的な将来像を描き、その目標を達成するための効果的な方法を考え実行するやり方。
☆

⑤

幸せな社会を考え、その実現のためにできることを考え、実行する。
ハーマンデイリーの３条件

・ 再生可能な資源を持続可能な形で利用するには、その資源が再生するペースを超えてはなら
ない。
・ 再生不可能な資源を持続可能な形で利用するには、その再生不可能な資源に代わりうる、再
生可能な資源が開発されるペースを上回ってはならない。
・ 汚染物質を持続可能な形で排出するには、自然や環境がそうした汚染物質を循環し、吸収し、
無害化できるペースを超えてはならない。

（３）事例の検討：「地域を舞台にしたＥＳＤ♡いのちをつながる教育」
事例のよいところ３つ
○滋賀県：渋川生き物絵図

←

門、岡村、益田、

①

カリキュラムがしっかりしている（全学年、発達年齢に応じた取組）

②

地域や外部と広く連携

③

おとしよりとのつながり

○京都府：観光地の嵯峨嵐山を体験・調査・参画しておくれやす
①

学年縦断型プログラム

②

学校の外や人や団体を巻き込む

③

行動力（パレード）

○大阪府：西鳥の海に行こう

←

豊富なつながり・確立されたカリキュラム

②

地域の文脈に適合している

③

学年をまたいだカリキュラム

○兵庫県：ミヤマアカネ・リサーチプロジェクト

←

①

身近な地域の問題を題材している

②

１・２年の生活科など学年間の学習のつながり

③

地域との連携
←

福内、土田

辻脇、中谷

①

○奈良県：菜の花の向こうに

←

小佐田、土田、島

葛原、谷口

①

環境教育に文化遺産教育を融合

②

地域の専門家などと積極的に連携

③

各学年で学習をバトンタッチ

○和歌山県：地域の水生生物のつながりを調べる

←

榊、田中

①

生徒の安全に十分に配慮

②

学年を超えたつながり、毎年の積み重ねにより、リーダーの育成

③

どんな生徒でも発表ができる

奈良ＥＳＤコンソーシアム

教員・学生合同教材開発研修概要報告

１．目的
ＥＳＤには教科書はない。持続可能な地域社会の担い手を育てるためには、ＥＳＤを指導する教員に
地域を教材化する力量が求められる。ＥＳＤで育てるべき価値観の観点から地域を教材化する上で着目
すべき点は次の３つあると考える。一つ目が環境、二つ目が人権や文化、そして三つ目が地域の良さで
ある。特に地域の良さを発見できる教材の開発は重要である。普段は何気なく目にして、当たり前の風
景になっているものを授業化し、その価値を学ぶことで、地域を大切に思う心を育てる事ができる。こ
の地域を大切にする心が地域社会の変革のための行動力の基盤になる。
本研修では学生・大学院生・教職大学院生・現職教員が大学教員の指導の下、現地に出向いて、環境
や文化遺産の現状を知るとともに、現地の方の話を聞き、ＥＳＤ教材開発を体験することを目的として
実施した。

２．実施について
第

1回

8 月 30 日

：和歌山県立自然博物館

6 名参加

第

2回

9 月 20 日～21 日

：十津川村大峯奥駆道

8 名参加

第

3 回 10 月

第

4 回 10 月 11 日

：野洲市家棟川流域

第

5 回 11 月 22 日

：大津・園城寺・石山寺

第

6 回 11 月 23 日

：吉野山金峯山寺

第

7 回 11 月 29 日～30 日

：京都大学白浜水族館

第

8 回 12 月 13 日～14 日

：太地町立くじらの博物館・日米修交記念館

第

9回

：すさみ町間伐体験

4 日～ 5 日

2 月 7 日～ 8 日

：熊野本宮・新宮・那智大社

7 名参加

10 名参加
5 名参加

5 名参加
10 名参加
10 名参加

10 名参加

第 10 回 2 月 28 日～3 月 1 日：ラムサール条約登録湿地：串本

8 名参加

３．成果について
各回の参加者により、研修会当日及び事後研修会を開催し、学習モデルを開発した。
・

自然博物館でクリティカルシンキング（小学校 5 年生対象）

・

私の村の文化遺産を守る～玉置神社と大峰奥駆道～（小学校 3 年生対象）

・

熊野三山を通して互いの人権を尊重する（中学校 2 年生対象）

・

山・川・湖が美しい 30 年後の野洲市をデザインする（小学校 3 年生対象）

・

園城寺弁慶鐘から文化財保護を考える（中学校 3 年生対象）

・

金峯山寺で文化多様性と観光開発を考える（中学校 1 年生対象）

・

白浜の海から温暖化を知る（中学校 2 年生対象）

・

捕鯨問題をＥＳＤから考える（中学校 3 年生対象）

・

周参見

・

サンゴの海から環境と人間の関わりを考える（中学校 1 年生対象）

３人の侍～林業を活性化して温暖化を防ごう～（小学校 5 年生対象）

小学校５年生

自然博物館でクリティカルシンキング
奈良ＥＳＤコンソーシアム

１．教材開発対象について
和歌山県立自然博物館は、1982 年の開館以来「和歌山にこだわる！」をコンセプトに、和歌山
に生息・生育している生物を主に展示している博物館である。海や川の生き物を生きたまま展示す
る「水族館」型の第 1 展示室では約 550 種 6000 匹が展示されており、第２展示室では和歌山の地
質・化石、植物や貝類、昆虫などの動物を標本や模型で紹介している。
一般の教員の生物に対する知識は限定的であり、校外学習の機会に自然博物館を訪問しても、見
て回るだけといった遠足的な行事に終始する傾向がある。しかし、学芸員などの博物館スタッフと
連携することで、見ているだけでは気づかない生物の実態に触れることができ、子どもの関心を高
めることができることはもちろん、ＥＳＤで育てたい能力の一つであるクリティカルシンキングを
育成する上で効果があることを提案したい。今回は和歌山県立自然博物館主査学芸員である平嶋健
太郎氏の協力を得ることで、クリティカルシンキング育成への手がかりを得ることができたが、こ
こでの事例は全国の多くの博物館と学校の連携による質の高いＥＳＤ実践の可能性を示すもので
あると考える。

クラゲの生態を解説する平嶋氏

バックヤード

クラゲの時期

ポリプとエフィラ

ウミガメの骨格標本

サンゴ

２．ＥＳＤ教材化の視点ついて
自然博物館の展示物を用いたクリティカルシンキング育成として、一つ目にクラゲ、二つ目にウ
ミガメを紹介する。
（１）クラゲの生態

我々はクラゲを知っているつもりであったが、今回、平嶋氏にクラゲの一生の説明を受け、クラ
ゲに関する知識がひっくり返された。クラゲにはイソギンチャクの姿をしたポリプの時代がある。
有性であるクラゲが受精するとプラヌラが母体から離れて沈降し、岩や海藻に付着し、そこからポ
リプになる。ポリプは無性生殖によって増殖する。そしてポリプからエフィラがはがれるようにし
て水中に分散していき、それが見慣れているクラゲへと成長する。エフィラからいわゆるクラゲ時
代は有性である。無性のポリプから数多くのエフィラが発生するという、既知の生物の繁殖とはま
た異なる生態を知ることで、知っているつもりのものを再検討する姿勢が育つものと思われる。
（２）ウミガメについて
ウミガメの頭の骨格標本をもとに、爬虫類についての講義を受け、これまでの常識がひっくり返
されることとなった。平嶋氏が指摘するように、ウミガメの頭部の骨格をよく見ると、口の部分が
鳥類のくちばしとそっくりであることに気付かされた。研究者の間では爬虫類というカテゴリーに
ついての再検討がなされているらしく、ヘビやトカゲとカメの仲間は別のカテゴリーとなるかもし
れないとうかがった。
今回は、クラゲとウミガメを紹介していただいたのだが、陸上生物における常識が海洋生物では
あてはまらないことが他にもあるだろう。当たり前のものを当たり前とせず、もう一度問い直すク
リティカルシンキングを育成する場として、博物館と学校の連携は有効であろう。
３． ねらい
○クラゲの生態やウミガメの骨格標本から、当たり前に思っていることを問い直し、主体的に自
然博物館で学ぶ姿勢を育てる。
４．単元展開の概要（全 6 時間）
：自然博物館での現地学習 3 時間＋総合的な学習の時間 3 時間
主な学習活動

指導上の留意点

１ クラゲの生態やウミガメの
骨格標本の説明を聞き、驚いた
こと、感じたことをノートに記
録する。

〇理科でのメダカの飼育を思い出させ、メモ
しながら聞くよう指導する。
○ここでの驚きをもとに、自然博物館を見学
する自分のテーマを考えさせる。

備考

２ グループ単位で自然博物館 ○知りたいことは博物館スタッフに積極的 デジカメ
を見学し、自分のテーマをもと に質問し、デジカメやタブレットを用いて動 タブレット
に取材する。
画を記録する。
３ 発見したこと、疑問に思っ ○発表内容や次の調査の方向について、博物
たことをグループで共有し、グ 館スタッフからアドバイスをもらう。
ループ単位で発表する。
４ 学校に戻り、学習したこと 〇アドバイスをもとに再調査した内容をム ムービーメーカ
をムービーメーカーを用いてま ービーメーカーで 5 分の作品に仕上げさせ ー
とめる。
る。
５ 自然博物館での学びをムー 〇他学年児童、保護者またはＩＣＴを用いた
ビーメーカーで発信する。
学校間交流で発信する。

小学校３年生

私の村の文化遺産を守る
たまきじんじゃ

～玉置神社と大峰奥駆道～
奈良ＥＳＤコンソーシアム
１．教材開発対象について
教材開発対象について
玉置神社のある奈良県十津川村は、北方領土を除くと我が国で一番広い面積を有する村である。
村の中央部を十津川が流れ、和歌山県に入ると熊野川と名を変えている。産業は観光と林業を中心
として成り立ち人口は 3600 人余りである。
玉置神社は、大峰山脈の南端に位置する標高 1000m あまりの玉置山の山頂近くにあり、歴史は
古く社伝によれば第十代崇神天皇のときとされている。境内に
は磐座も存在し、古くから森や樹木・川など自然に対する信仰
に育まれていたと思われる。10 世紀中ごろに仏教と神道が融合
した修験道が生まれ、大峰山系の山岳地帯が修行の中心となっ
ていった。その中のひとつ大峰奥駆道には 75 の靡（拝所・行場）
が存在し、1 番目は「熊野本宮大社」に始まり、最後の 75 番目
は近鉄六田駅近く吉野川の「柳の宿」になる。玉置山は 10 番目
玉置神社本殿

の靡きにあたり、かつては修験者の往来が盛んであったことが
想像され、玉置神社は極めて重要な聖地であったことが伺える。
また、神仏習合の社として明治以前は京都の聖護院の下で別当
寺高牟婁院が建立され、七坊十五か寺を備えていた。初秋立ち
寄ってみると、社殿に向かって般若心経を一心に唱えられてい
る人の姿が見受けられ、現代からするとこの不思議な光景はか
つて当たり前であったのだろう。そこに、古来日本人の信仰に
対するあり方を感じるのである。

社務所

玉置山には大峰奥駆道から外れるが「宝冠の森」と言われる
行場がある。途中クサリを伝って昇り降りする行場や痩せ尾根
を歩くという変化にとんだ道のりである。複数人で行くと最初
は話をしながら歩くが、途中からは各人瞑想の世界に入って
黙々と歩くのではないだろうか。頂上には祭壇があり、ここで
も祈りをあげたことであろう。
玉置神社の祭神は本社祭神として国常立尊・伊弉諾尊・伊弉
冊尊・天照大神・神日本磐余彦尊、

摂社三柱神社祭神として

倉稲魂神・天御柱神・国御柱神、末社玉石社祭神として大巳貴
板戸に描かれた鶴

神が祭られている。この玉石社は社殿がなく玉石に礼拝する古
い信仰様式を残し、大峰修験道ではここを聖地として崇め、本殿よりも先に礼拝する習わしがある。
社務所は、別当時の高牟婁院の主殿及び庫裏として建てられたものであり、重要文化財の指定を受
けている。社務所内部は板戸及び板壁でしきられ、狩野派の絵師法橋橘保春らによる松、牡丹、孔
雀などの花鳥図が絵が関れている。今は社家はなく、氏子が神主をするとのことである。また、境

内は永らく聖域として木々の伐採が禁じられていたため樹齢 3000 年と言
われる神代杉など多くの杉が生育し巨樹林見られ奈良県の指定天然記念物
に指定されている。この玉置神社を含む一帯は、ユネスコの世界遺産「紀
伊山地の霊場と参詣道」を構成するものである。

２．ＥＳＤ教材化
ＥＳＤ教材化の
教材化の視点ついて
視点ついて
玉置山神社及び大峰奥駆道の靡きをＥＳＤ教材開発するに当たり、重視
したのは、自分たちの住む地域にある文化財を通して、受け継いできた人々
夫婦杉

の思い、また、これから受け継ぎ未来へ引き継いでいくために文化財の価
値を知ることである。日常的に見えている物、風景などは何人も意識を持って見ようとしていない
のが普通である。一度立ち止まり、その良さを見つけ、どうして残ってきたのかを考えることによ
り、それにかかわる人々の願いや努力を知り、地域の歴史を伝える大切な文化財として認識させる
ことが重要であろう。

３． ねらい
○玉置神社や大峰奥駆道など、昔から受け継がれてきたものを受け継いでいく大切さを考える。

４．単元展開の
単元展開の概要（
概要（全 6 時間）
時間）
主な学習活動

指導上の留意点

１ 玉置神社や大峰奥駆道について調べ
る。
〇氏子の人に「なぜ神主さんになるのか」を聞き、受
け継ぐ大切さに気付かせる。

宝冠の森

２

３

崩れていくものもあること
修験者になったつもりで玉置神社か ○保存活動をしなければ、
に気付かせる。
ら宝冠の森まで歩く。
地域の人に神社とのかかわりを聞く。 ○大切にしている思いに触れさせる。

４

大峰奥駆道を道普請していた人にイ ○道の修理の大切さに気付かせる。
ンタビュー。

５

調べたことをまとめ、地域の人に伝え 〇地域の人に伝わっている遺産の素晴らしさを伝え、
る。
継承していくことの大切さにつながるようにする。

中学校２年生

熊野三山を通して互いの人権を尊重する
奈良ＥＳＤコンソーシアム

１．教材開発対象について
紀伊山地は、本州最南端の紀伊半島に位置し、標高 1000～2000ｍ級の山々が連なり、年間 3000
ｍｍを超える降水量が豊かな森林を育む山岳地帯である。このような自然環境の中、太古の昔から
山や岩、森や樹木、川や滝などを神格化する自然信仰の精神が育まれていたが、6 世紀に日本に仏
教が伝来するとともに紀伊山地は仏教の山岳修行の場となっていく。そして 10 世紀中ごろに仏教
と神道を融合した修験道が成立し、大峰山系の山岳地帯が中心的な修行の場となっていく。また、
10 世紀～11 世紀にかけて末法思想の流行により、紀伊山地には仏の浄土があると信じられるよう
になり、法皇や貴族だけでなく多くの人びとが熊野に参拝する「蟻の熊野詣」と呼ばれる社会現象
が生じ、「吉野・大峯」
「熊野三山」
「高野山」の３つの霊場を結ぶ参詣道が形成された。

熊野速玉大社

熊野本宮大社

熊野那智大社

熊野三山エリアは、熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社の 3 つの神社と青岸渡寺、補陀
洛山寺の 2 つの寺院からなる。熊野詣とは熊野三山に参詣することをいうが、熊野詣が盛んになる
平安時代後期に、本宮・新宮・那智が一体化して熊野三山と呼ばれるようになるが、古くは別々の
神であったと考えられている。本宮は家津御子神（けつみこがみ）、新宮は速玉神、那智は牟須美
神（むすびかみ）が祀られていたが、10 世紀後半に熊野三山が一体化し、互いの神を祀り合うよ
うになって以来、熊野三所権現として、崇められるようになる。また、12 世紀後半には神仏習合
の影響から、本宮は阿弥陀仏、新宮は薬師如来、那智は千手観音が本地仏であると考えられるよう
になる。阿弥陀仏は極楽浄土の中心にある仏であることから本宮を西方浄土、新宮は薬師如来の東
方瑠璃浄土、那智は観世音菩薩の住む補陀落浄土と見なされるようになる。
また青岸渡寺と補陀洛山寺は神仏習合の過程で熊野那智大社と密接な関係を持つようになる。青
岸渡寺は西国三十三か所観音霊場の 1 番札所となり、現在も多くの参拝客が訪れている。また補陀
洛山寺は、南海の洋上に補陀落浄土を求め、死を賭して漕ぎ出す補陀落渡海信仰で知られる寺院で
ある。なお、熊野本宮大社はもとは大斎原（おおゆのはら）という熊野川の中州にあったが、1889
年（明治 22 年）の大水害で社殿が倒壊し、現在地に再建されている
２．ＥＳＤ教材化の視点ついて
熊野三山のＥＳＤ教材開発にあたり、子どもたちに学ばせたいことは２つある。一つ目に互いの
人権を尊重すること、二つ目が人と自然との共生についてである。

一つ目の互いの人権を尊重することについてである。鎌倉仏教の一つに時宗がある。その開祖一
遍上人は、熊野本宮の證誠殿に参籠して熊野大神の「信不信を選ばず、淨不浄を嫌わず、念仏札を
配る」というご神託を得て、念仏踊りで全国を行脚するようになる。この一遍上人の事跡を描いて
いるのが「一遍上人絵伝」である。当時、一番忌み嫌われ、差別されていたのがハンセン病患者で
ある。「一遍上人絵伝」には顔を覆ったハンセン病の人々が描かれており、一遍上人を慕って一緒
に旅をする患者たちが描かれている。この淨不浄を問わず、どんな人も受け入れるという熊野信仰
の今日的意義を考えさせることは、自己の生き方を考える上で重要であろう。
二つ目の人と自然の共生についてである。熊野三山の共通点は、社殿を取り囲む豊かな森林環境
である。熊野比丘尼と呼ばれる人たちが、全国で熊野信仰
を広めるために持ち歩いていた絵図のひとつに「那智参詣
曼荼羅図」がある。一組の老夫婦が那智大社を参詣する様
子が描かれているが、社殿の背後の森林、そこから流れ出
る那智の滝、そして那智の海へとつながっている。那智の
海には、補陀落渡海を目指す渡海船も描かれている。
熊野三山をめぐると、都会では感じることのできない自
然の偉大さ、怖れを感じることができる。熊野において、
人間にとって自然とはどういったものであるのかを深く考
える機会としたい。
那智参詣曼荼羅図

３． ねらい
○一遍上人絵伝から過去の差別について調べ、差別や人権侵害対するアンテナを育てる。
○水を中心とした命のつながりに気づき、自然環境との共生のために自分ができることを考える。
４．単元展開の概要（全 3 時間）
主な学習活動

指導上の留意点

備考

１ 一遍上人絵伝から、ハンセ 〇ハンセン病患者への差別は、現代にもあっ 一遍上人絵伝
ン病患者への差別を調べる。
たことを伝え、差別に関わる自己の生き方を
振り返らせたい。

一遍上人絵伝

２ 那智参詣曼荼羅図から、森 〇命のつながりに着目させ、森林環境の果た 那智参詣曼荼羅
林・滝・川・海と人間の関わり す役割を話し合わせる。
図
を考える。
３ 人権の尊重、森林環境の保 〇追加資料などを支援する。作成したレポー レポート用紙
護からテーマを選び、小レポー トはグループ内でコメントをつけ合うなど 大きめの付箋
トを作成し、交流する。
して、共有する。

小学校３年生

山・川・湖が美しい 30 年後の野洲市をデザインする
奈良ＥＳＤコンソーシアム

１．教材開発対象について
琵琶湖は日本で一番広い湖であり、京阪神に水を供
給する重要な淡水資源である。しかし、滋賀県の人口
増加と人々の便利で快適な生活の追求などから、赤潮
の発生など水質の悪化が顕在化した。有名なせっけん
運動などの住民の取組と下水道の整備などにより
1970 年代後半～1980 年代前半に比べると水質は改善
されてきているとはいうものの、湖底のヘドロの堆積
やゴミの問題などは依然として解決されていない。琵
琶湖に流入する河川の一つである家棟川も例外では
ない。家棟川は三上山のふもとにある希望ヶ丘文化公

家棟川

園を源流とし、野洲市の中央を流れる 12 キロほどの一級河川である。源流である山間地、市街地、
農村・漁村をつなぐ川であり、その水質改善のためには、部分的な取り組みでは効果が期待できず、
山・川・湖全体の環境を守るという、流域環境保護の発想が求められる。 水源地の山は都市住民
の個人所有地であり、手入れが行き届かず荒れていた。かつては松茸山であったが、山の荒れとと
もに茂りすぎた樹木の根元にまで太陽光線が届かず、下草が少なくなってしまった。そのため、降
雨の際には雨水が地表を流れ、地下に吸い込まれなくなるという状況になった。現在、市民との協
働で山の手入れも行われている。
河口部はゴミ捨て場になってしまっており、降雨のたびにそれが琵琶湖に流れ込んでいた。10
年前からゴミ拾い活動を続けたが、ゴミが減らない。家棟川に捨てられたビニール、ペットボトル
などの生活ゴミゴミは、地形的に見ても野洲市民の排出したゴミである。そこで道や川にゴミを捨
てないよう、啓発運動を始めた。それが家棟川流域観光船である。市民や子どもたちを船に乗せ、
自然の良さを実感してもらうと共に、川がゴミだらけであることを実感してもらう取り組みだ。こ
れによって家棟川に対する関心が高まり、ゴミの不法投棄は 90％なくなっている。
２．教材開発の視点
家棟川の環境保護のためには、流域環境の保護の発想が必要なことは上述した通りである。次は
山・川・湖の環境保護の具体的な活動計画だが、計画を立てたり、システムをつくったりしても、
市民の意識が変わらない限り、画餅に終わるであろう。また町づくりの視点も必要である。環境に
よい町づくりを考える際に、参考になるのが、環境が悪化する前の町の様子である。昔に戻すため
ではなく、過去を知ることは未来を構想する手がかりになる。以下は、ＮＰＯ法人家棟川流域観光
船の方々へのインタビュー記録である。
・かつてこの地域ではどの家にも田船があり、荷物の運搬に用いられていた。子どもでも小学 4
年生にもなると船を操ることができた。ところが船頭の高齢化と共に、地域の歴史や琵琶湖の

環境を語ることができる船頭の育成が必要になってきている。
・田の中にはミジンコなどの生き物が多く、琵琶湖の魚が川から水田に入って産卵していたが、
農薬の使用により激減した。
・終戦前までは琵琶湖の周囲には内湖と呼ばれる沼がたくさんあった。水田から流れ出た水は
いったん内湖に入るため、琵琶湖には上澄みのきれいな水が流れ込んでいた。また内湖にた
まったヘドロは田の肥料に用いられていた。ところが、食料増産のために内湖を埋め立て、
田畑にしてしまった。また、圃場整備で水田から出た水が直接川に流れ込むようになったこ
とで、川にヘドロがたまり、大水の時にそれが琵琶湖に流れ込むようになった。
・自然からの影響も大きい農業、漁業、林業を復興させることを通して琵琶湖の自然環境の保
全を図っていきたい。
これらの情報をもとに、これからも住み続けたい町をデザインし、バックキャスティングの手法
で、行動のどこをかえていくことがよいのかを考えさせたい
３． ねらい
〇

山・川・湖の美しい未来の野洲市を構想し、自分ができることを考える。

４．単元展開の概要（全 8 時間）
主な学習活動
１

指導上の留意点

備考

家棟川流域観光船に乗り、 〇川底のヘドロや川岸のゴミなどを見せ、か 家棟川流域観光
川中や川岸の環境を観察した つてはそうでなかったことを話してもらう 船
り、船頭さんの話を聞く。
よう依頼する。

２

船頭さんや地域の古老に、 ○自然に即した暮らしの魅力を聞き取らせ 地域の写真など
地域の昔の暮らしの様子を聞 る。
があればなおよ
き取る。
い。

３

山・川・湖が美しい野洲市 ○グループごとに模造紙に 30 年後の野洲市 模造紙
の 町 を グ ル ー プ で デ ザ イ ン を描かせる。
し、絵と文で表現する。

４

グループごとに 30 年後の ○児童の発表をもとに、大人も交えた話し合
野 洲 市 の 町 づ く り デ ザ イ ン いを行い、一人一人が町づくりの当事者であ
を、市の町づくり推進課の方 るという意識を共有したい。
や保護者、地域住民にプレゼ
ンテーションを行い、話し合
ってもらう。

５

山・川・湖が美しい 30 年後 〇追加資料などを支援する。作成した作文は
の野洲市の建設のために、自 グループ内でコメントをつけ合うなどして、
分ができることを考え、作文 共有する。
を書く。

中学校３年生

園城寺弁慶鐘から文化財保護を考える
奈良ＥＳＤコンソーシアム

１．教材開発対象について
修験道は役行者を開祖とし、吉野金峯山寺執行長の田中利典氏が「仏教を父に神道を母に生まれ
た」とおっしゃるように、日本古来の神々も仏教由来の仏菩薩も分け隔てなく尊祟するだけでなく、
道教や陰陽道なども混淆して成立した日本独特の宗教である。この修験道を実践する者は修験者あ
るいは山伏と呼ばれる。山岳を主な修行の場とし、験（げん：験力・げんりき＝霊力）を求めて修
行することから修験者と呼ばれ、山に伏して修行することから山伏と呼ばれる。
修験道の基盤となっているのは神仏習合という概念である。神仏習合とは、日本の神々はインド
の仏たちが、日本の実情に合わせて神々の姿をとって現われたという考え方である。つまり神も仏
も本質は同じであり、両者とも日本列島に住む人々を救済するために働いてくださる。神々を崇め
ることも仏たちを崇めることも同じことである、という神と仏が融合しているという考え方である。
修験道には大きく分けて真言宗系の当山派と天台宗系の本山派の２つに分類される。当山派は金
峯山で山岳修行を行った理源大師聖宝に端を発し、醍醐寺三法院を中心に発展した。
一方、本山派は園城寺（三井寺）と聖護院門跡を中心に発展する。慈覚大師円仁の門下が支配す
る山上の山門派と対立した智證大師円珍門下が 993 年に山を下って園城寺に入り、それ以来延暦寺
を山門派、園城寺を寺門派と称するようになる。円珍は 854 年に那智の滝で一千日の参籠修行を完
遂し、役行者の縁起相伝を受け、熊野から大峯の入峯を行った。このことから現在も行われている
園城寺の大峯奥駆修行では、熊野から大峯に向かういわゆる順峯となっている。平安時代後期には、
園城寺の増誉が 1090 年に白河上皇の熊野三山参詣の先達を務めたことから、その功績により聖護
院を賜った。
この当山派と本山派の両勢力によって発展した修験道であったが、1868 年の神仏分離令、1872
年の修験道禁止令という明治政府による弾圧を受け、山伏達は強制的に還俗させられたが、その後
復興し、現在に至っている。

園城寺金堂

２．教材開発の視点

園城寺三重塔

園城寺弁慶鐘

２．ＥＳＤ教材化の視点ついて
園城寺のＥＳＤ教材開発にあたり、子どもたちに学ばせたいことは、文化財の保護を通して平和
な社会を築く当事者意識を持つということである。
園城寺の宝物の一つに、弁慶鐘がある。寺伝によると、この鐘は園城寺初代の梵鐘で、奈良時代
の作とされている。承平年間（十世紀前半）に田原藤太秀郷が三上山のムカデ退治のお礼に 琵琶
湖の龍神より頂いた鐘を園城寺に寄進したと伝えられている。その後、園城寺と比叡山延暦寺との
争いで弁慶が奪って比叡山へ引き摺り上げて撞いてみると ”イノー・イノー”
（関西弁で帰りたい）
と響いたので、 弁慶は「そんなに園城寺に帰りたいのか！」と怒って鐘を谷底へ投げ捨て、鐘に
見られる傷痕や破目などは、その時のものとされている。「寺門伝記補録」に文永年間に、この鐘
が比叡山の衆徒に持ち去られたという記事があり、弁慶が実在の人物であったとしても、1189 年に
平泉で死去していることから、1264 年～1275 年という文永年間には生存しておらず、伝説が作ら
れていったことは明らかである。
しかし、鐘に多くの傷跡が残り、また火に当たったと思われる跡もあることは事実である。寺院
の鐘の受難として有名なものに、第二次大戦中の金属の供出がある。鐘の上半分に螺髪が施されて
いることからも明らかなように、本来、鐘は仏教の教えを広く告げることが目的である。それが兵
器の材料にもされていた。園城寺の鐘が兵火に焼かれ、戦いに翻弄された事実から第二次大戦中の
金属供出へと学びをつなげ、地域の寺院の鐘、墓地に残る兵隊の墓石等へと関心を拡大することで、
戦争や紛争の身近さを感じ、平和をつくっていくという当事者意識を養いたい。
３． ねらい
〇

寺院の鐘を通して、戦争・紛争の事実を知り、平和をつくっていこうという心情を育てる。

４．単元展開の概要（全 5 時間）
主な学習活動

指導上の留意点

備考

１

園城寺の弁慶鐘の写真から 〇弁慶鐘の写真とともに寺伝を紹介し、傷跡 弁慶鐘の写真
鐘に遺された傷跡を調べ、そ の原因を話し合わせる。
寺伝の資料
の原因を予想する。

２

戦争や紛争によって危機遺 ○危機遺産リストをもとに白地図にマッピ 危機遺産リスト
産リストに登録されている世 ングすることで、戦争・紛争地との関わりを 白地図
界遺産があることを知る。
理解させる。

３

第二次大戦時の日本で行わ ○ 戦争や紛争が外国のことだけでなく日 地域の寺院の鐘
れた金属供出を調べる。また 本の歴史的事実であることを調査を通じて を事前に調査す
兵隊の墓石を調べる。
実感させる。
る

４

戦争・紛争後に市民によっ ○ワルシャワ歴史地区やドゥブロヴニク旧
て 復 興 さ れ た 世 界 遺 産 を 知 市街の復興を紹介する。
る。

５

平和をつくることをテーマ 〇追加資料などを支援する。作成したレポー レポート用紙
としたレポートを作成する。 トはグループ内でコメントをつけ合うなど 大きめの付箋
して、共有する。

中学校１年生

金峯山寺で文化多様性と観光開発を考える
奈良ＥＳＤコンソーシアム

１．教材開発対象について
金峯山寺は紀伊山地の霊場と参詣道の構成資産群の一つとして、2004 年に世界遺産に登録され
た。吉野・大峯は、金峯山寺を中心とする吉野地域と山岳修行の場である大峯地域から成り、修験
道の中心地として発展してきた。修験道は役行者を開祖とし、仏教と神道が融合した日本独特の信
仰である。役行者がいつ、どこで生まれたかははっきりしていないが、17 歳の時に飛鳥の法興寺
で出家して私度僧となり、葛城山で修行をするようになる。19 歳のときに大峯に入り山岳修行を
行い、神通力を得たと伝えられている。そして白鳳年間に役行者が金峯山上で一千日の仏道修行を
行っているとき、山上ケ岳の山頂にある湧出岩に出現したのが金剛蔵王権現であり、役行者はその
お姿を桜の木に刻んだとされる。現在、吉野山は桜の名所として有名だが、吉野山の桜は自然に生
えてきたものではなく、金剛蔵王権現を信仰する人々が寄進したものである。
神仏習合を根本基盤に発展、江戸時代には全国に 17 万人の山伏がいたと言われる修験道だが、
明治時代になり、1868 年の神仏分離令と 1872 年の修験道廃止令という 2 度の弾圧を受け、1874
年に金峯山寺は廃寺となるが、1886 年に天台宗の寺院として復興し、1948 年には蔵王堂を中心に
金峯山修験本宗が立宗し、その総本山となった。

金峯山寺蔵王堂

吉水神社

２．ＥＳＤ教材化の視点ついて
吉野山金峯山寺のＥＳＤ教材開発にあたり、子どもたちに学ばせたいこ
とは２つある。一つ目に文化多様性の尊重であり、二つ目が観光開発につ
いてである。
一つ目の文化多様性の尊重についてである。危機にさらされている世界
遺産（危機遺産）の一つに、エルサレム旧市街とその城壁群がある。エル
サレムには、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の聖地があり、現在も聖
地を巡る紛争が絶えず、危機遺産に登録されている。一方、紀伊山地の霊
場は真言密教、神道、修験道という異なる宗教が共存しており、参詣道は

異なる宗教の聖地を結んでいる。紀伊山地の霊場と参詣道を通して、異なる宗教という互いの文化
を尊重することを学ぶことができる。特に修験道は、神道、仏教、道教、陰陽道の融合した日本独
特の宗教であることから、互いの文化を排除せず、融合して新しい文化を創造していくことのよさ
を考える手がかりとなる。
二つ目の観光開発についてである。吉野山の金峯山寺や吉水神社へのアクセス方法には、ロープ
ウェイを利用する方法と路線バスを利用する方法、そして自家用車を使う方法の３つがある。もち
ろん公共の交通機関を利用することが望まれる。しかし、自家用車を使う場合であっても、吉野山
観光駐車場が完備されているにもかかわらず、多くの自家用
車が狭い参詣道に入り込んでくる。特に銅の鳥居の前は狭く、
自動車も歩行者も通行に困難をきたし、風景を楽しむ余裕は
全くない。観光化とそれによる環境破壊は、観光地に見られ
る共通する問題である。駐車場があるにもかかわらず乗り入
れてくる自動車が多いという事実を通して、個人の行動が問
題の中心にあることに気づかせたい。

銅の鳥居前の交通渋滞

３． ねらい
○一遍上人絵伝から過去の差別について調べ、差別や人権侵害対するアンテナを育てる。
○水を中心とした命のつながりに気づき、自然環境との共生のために自分ができることを考える。
４．単元展開の概要（全 3 時間）
主な学習活動

指導上の留意点

備考

１ 世界遺産であるエルサレム 〇宗教は魂の救済であると同時に紛争の原 エルサレムの写
旧市街とその城壁群が危機遺産 因にもなることを資料から読み取らせる。
真、地図、年表
になっている理由を考える。
２ 懸仏から、日本独特の神仏 〇懸仏とご神鏡の比較から、懸仏が神仏習合
習合について考える。
を象徴するものであることに気づくことか
ら、日本では異なる宗教である仏教と神道が
融合していることに気づかせ、身近にある神
仏習合を出し合わせる。

地域の神社や寺
院に懸仏がある
場合があるの
で、事前に調査
し、紹介できる
とよい。

一般的な懸仏とご神鏡

３

紀伊山地の霊場を調べる。

○グループでインターネットなどを活用し
て調べ、霊場がそれぞれ異なる宗教の聖地で
あるが、危機遺産になっていない理由を考え
させる。

４ 吉野山の交通渋滞から、観 〇観光開発の中心に個人の行動があること 写真
光開発について考える。
に気づかせたい。

中学校２年生

白浜の海から温暖化を知る
奈良ＥＳＤコンソーシアム

１．教材開発対象について
京都大学フィールド科学教育研究センター瀬戸臨海実験所は 1922 年に創設され、1930 年には水
族館を一般公開している。実験所が位置する白浜は温暖の地で、夏期の平均気温は約 28 度と高く、
冬期は約 9 度となる。周辺の海域は黒潮分枝流の影響を強く受け、平均海水温は冬期で約 15 度、
夏期は約 29 度まで上昇する。塩分濃度は黒潮の来訪時に 34.5‰を越えることがあるが、普段はそ
れより若干低い。暖海性あるいは南方系の動植物が特徴的で、紀伊半島を分布北限とする種も多く、
また南方海域からの漂流もあるため、本州においては比較的多様性が高い地域である。
また京都大学白浜水族館は、そのホームページによれば、白浜周辺にすんでいる無脊椎動物と魚
の展示にこだわった水族館で、カニ、ヒトデ、ロウニンアジなど約 500 種の生物を常時展示してい
る。
２．教材開発の視点
2014 年 10 月に IPCC 第５次報告書において、地球温
暖化の影響が地球規模で表出してきており、それが
95％以上の確立で人間活動に起因することが明言され
た。地球温暖化に対する適応と緩和が喫緊の問題であ
り、学校教育においても感染症や熱中症に対する対策
を講じることはもちろん、温暖化に対する関心を高め、
正しい知識を伝えるためにＥＳＤ環境教育を実施する
ことが求められている。そこで、白浜の海に見られる
温暖化の影響をテーマに教材開発を行った。

ムラサキイガイ

白浜の海における温暖化の影響としては、ムラサキ
イガイからミドリイガイへの置換が見られる。ムラサ
キイガイは 1920 年代に貿易船に付着する形でヨーロ
ッパから渡日してきたと考えられるイガイで、暑さに
弱いという傾向がある。これまでは白浜近辺では、ム
ラサキイガイが優勢種であったが、1980 年頃にインド
ネシアやフィリピン、タイといった熱帯・亜熱帯性の
ミドリイガイが渡日し、冬の水温の上昇により、神戸

ミドリイガイ

で繁殖するようになっていた。それが白浜にも見られ
るようになった。夏に水温が 30 度を超えるとムラサキイガイは死んでしまう。一方、ミドリイガ
イは暑さに強い。最近はムラサキイガイがほとんど見られなくなり、ミドリイガイに置き換わって
しまっている。これは温暖化の顕著な影響である。
カイヤドリヒドラクラゲは温かい海を好み、牡蛎に寄生する。コノハクラゲを祖先主とするが、

黒潮に乗ってポプリが広がり、温暖化の影響で繁殖できる
ようになったことで分布域が拡大している。この他にも、
スナガニが熱帯系のツノメガニに置き換わったり、沖縄原
産のオニヒトデや南方系のオカヤドカリが増えるなど、熱
帯系魚介類の漂着、繁殖例が増えてきている。
植物においても、2008 年に熱帯系・亜熱帯系のグンバ
イヒルガオが始めて見つかった。昆虫においても、サツマ
ゴキブリやワモンゴキブリの分布が拡大している。瀬戸臨
界実験所に植えられているカナリーヤシが熱帯域に分布

ヤシオオオサゾウムシ

しているはずのヤシオオオサゾウムシの食害で枯れてしまった。
京都大学白浜水族館に展示されている生物はすべて白浜近辺で見られる生物である。しかし、展
示カードを見ると、南西諸島以南や沖縄といった、本来南の海で見られる生物がかなりある。まだ
漁業においては温暖化の影響は見られていないようだが、確実に温暖化の影響が出始めていること
を実感することができる。
３． ねらい
〇

京都大学白浜水族館での調査活動から、海洋における温暖化の実情を知り、その対策として

自分ができることを考え行動する姿勢を養う。
４．単元展開の概要（全 8 時間）
主な学習活動
１ 京都大学白浜水族館を見学
する事前学習として、白浜近海
に見られる温暖化の影響につい
て、専門家の説明を受ける。
２ 京都大学白浜水族館を見学
する。その際、展示カードに書
かれた生物の生息域に着目し、
ノートに記録する。

指導上の留意点
〇具体物や映像を用いた、温暖化の影響に関
するプレゼンを依頼しておく。

備考

○展示カードの見方を解説し、デジカメなど デジカメ
を有効に使い、後日、グループごとに図鑑を
作れるように見学させる。

３ 学校に戻り、展示カードに
記されていた生息域を世界白地
図に書きこみ、気づいたことを
付箋に書いて、生物の写真と一
緒に貼る。

○グループごとに種をかえて実施しても良 世界白地図
い。
付箋

４ 白浜近海に見られる生物の
生息域について、作成した白地
図をもとにグループごとに発表
する。

○生息域と温暖化の関係について考えさせ
る。

レポート用紙
５ 温暖化と白浜近海の生物人 〇追加資料などを支援する。作成したレポー 大きめの付箋
間と環境をテーマとしたレポ トはグループ内でコメントをつけ合うなど
ートを作成する。
して、共有する。

中学校３年生

捕鯨問題をＥＳＤから考える
奈良ＥＳＤコンソーシアム

１．教材開発対象について
（１）太地町の捕鯨史
1675 年に太地の和田頼治によって「網捕り式捕鯨」が創案される。
「網捕り式捕鯨」とは、15 人
程度乗り組んだ勢子舟 4～5 隻が沖合いのクジラを湾内に追い込み、4～6 隻の網船がクジラの行く
手に網をかけ、クジラが網にかかって動きが鈍くなったところを銛で突く漁法である。これによっ
て、死ぬと沈下する大型のクジラも捕獲することができるようになり、生産性が大きく向上する。
熊野太地浦捕鯨史編纂委員会(1965)によると、太地の刺し
手組 5 組は、全体として和田宗家の統制下に結ばれていた
が、各組は組ごとに独自の経営体であった。しかし大クジ
ラを対象とした「網捕り式捕鯨」転換するにあたって、大
企業化した。実際多くの他藩の鯨組が藩庁の支配下にあっ
たのに対し、太地の和田鯨組は運上金(税金)こそ納めたけ
れども、和田氏の独立の経営であった。この和田鯨組の「網
捕り式捕鯨」によって日本の捕鯨業が企業としてのスター
トをきったといえる。

太地漁港

（２）海外の捕鯨史
一方、海外の捕鯨史についてだが、寄り鯨の利用は，世界中の海洋国で行われていたが，漁業と
して捕鯨を始めたのはバスク人であるといわれている。バスク人は 9 世紀ごろビスケー湾でセミク
ジラ捕鯨を行っていた。捕鯨技術はイギリス，フランス，オランダにも伝わり，15 世紀にはヨーロ
ッパ沿岸のセミクジラ資源は枯渇してしまう。彼らの捕鯨の目的は鯨油であった。
17 世紀になると北極海でのホッキョククジラ資源が発見され，イギリス，オランダが中心となっ
て捕鯨を行うが，北極海のホッキョククジラ資源は乱獲により壊滅状態に陥り，19 世紀末には北極
海での捕鯨は衰退してしまう。
18 世紀から 19 世紀初頭にかけての捕鯨の中心はアメリカであった。捕獲したクジラを船に横付
けて解体作業を行い，その皮と骨を船上で煮て油を取り，鯨油が樽にいっぱいになるまで帰港しな
いというアメリカ式捕鯨が開発された。アメリカ捕鯨船団は大西洋のクジラ資源を乱獲し，ついに
ホーン岬を回って太平洋に進出し，ハワイを捕鯨船の基地として展開する。さらに西進し，日本近
海に豊富なマッコウクジラ資源を発見し，これをジャパングランドと呼び乱獲を行う。ペリーが 4
隻の黒船を率いて日本に開国を求めたのも、この捕鯨船への補給基地としての利用が目的であった。
しかし，1859 年にペンシルベニアで石油が発見されて，灯油としての鯨油の価格が低下したこと，
ならびに綿花産業の勃興やカリフォルニアでのゴールドラッシュから資本と労働力が他産業に吸
収されていったこと等から，アメリカ式捕鯨は，19 世紀以降急速に衰退し始め，1898 年には，完
全に消滅してしまう。
1864 年，捕鯨砲による捕獲とスリップウェ－による捕獲したクジラの船上での処理というノルウ

ェー式捕鯨が開発され，20 世紀になるとノルウェーとイギリスによる南氷洋捕鯨が開始される。日
本は 1934 年に，ドイツも 1936 年に南氷洋に出漁するが，世界大戦により南氷洋捕鯨は一時中断さ
れる。
戦前の乱獲の反省から，
「クジラ類の保存とその合理的利用ならびに捕鯨産業の秩序ある発展」
を目的とした国際捕鯨取締条約が 1946 年に結ばれ，1948 年には国際捕鯨委員会（ＩＷＣ）が設立
される。しかしＩＷＣの歴史は保護政策失敗の歴史であった。例えば，戦前にはなかった捕獲頭数
制限が設けられるが，その制限頭数内では「獲ったもの勝ち」となり，「捕鯨オリンピック」のよ
うになってしまった。また，制限は頭数だったので，より生産性の高い，大きな種類のクジラが狙
われ，シロナガスクジラが乱獲されてしまった。この管理方式の失敗からＩＷＣは国別割当を行う
ようになる。過去の実績をもとに，国ごとにその年の捕獲枠を決定していった。しかし 1963 年か
ら 1966 年にかけてザトウクジラやシロナガスクジラが捕獲禁止となったり，全体的な捕獲枠の縮
小にともない南氷洋から捕鯨国が撤退していった。撤退してゆく捕鯨国の捕獲枠を買ってまで南氷
洋に残ったのは，日本とソ連であった。
1972 年ストックホルムでの国連人間環境会議にて， 20 世紀後半の技術文明への危機の象徴，分
裂へ向かう世界をつなぎとめる統合のシンボルとしてクジラは国際舞台へ浮上してきた。その後，
グリーンピースなどの環境保護団体の強い反捕鯨運動が IWC に対しても行われ，世界情勢に従う形
でＩＷＣにおいても 1982 年に商業捕鯨のモラトリアムが決定された。
（３）太地町への影響
捕鯨産業の衰退は，
「クジラの町」太地町にどのような影響を与えているのであろうか。第 1 に
町政への影響を，第 2 に漁業への影響をみていく。
第 1 の町政への影響についてである。かつての捕鯨船員は，太地町のエリートであり，高給取で
あったことから，
「嫁にやるならクジラ獲り」という言葉があった。その言葉を裏付けるように，
例えば 1966 年度の全人口に対する捕鯨従事者の割合が 4.98％であるのに対して，町民税にしめる
捕鯨直接従事者分の構成比が 71.3％にのぼっている。その他にも沿岸捕鯨でのクジラの解体処理や
食肉加工，その輸送運搬，歯や骨などを用いた民芸品製作など，捕鯨に関わる産業に従事する人々
がたくさんあった。
しかし 1972 年の国連人間環境会議の後，クジラ資源の減少もあってＩＷＣの捕獲枠が減少し，
太地町の南氷洋捕鯨従事者数も減少していく。特に捕鯨事業縮少に伴い 1976 年に大洋漁業，日本
水産，極洋等の大手水産部門捕鯨 6 社が統合した日本共同捕鯨の設立後は，給料の大幅低下と退職
勧奨の一時金制度の影響で，78 年には南氷洋捕鯨従事者は 117 名から 75 名に激減している。
1988 年の商業捕鯨禁止には最後まで残った 11 名全員が退職を余儀なくされ，漁野為夫さんなど
少数の方が引き続き，南氷洋での調査捕鯨にたずさわるが，現在では南氷洋調査捕鯨にも太地出身
者はいなくなった。2000 年現在，太地町における捕鯨従事者は，小型沿岸捕鯨従事者が 9 名，追
いこみ漁従事者が 27 名となっている。
このような捕鯨産業の衰退に伴い，まず町の税収が大幅に減少してしまった。そのため公共事業
等の規模を縮小せざるを得なくなり，地方交付金等の補助をあおぐ必要に迫られている。最近では
勝浦町との合併も考えられている。また，漁業と観光以外に主な産業がなく，都会からも離れてい
るため，若者の就労が困難となり，若者の町外流出が起こっている。
第 2 の漁業への影響についてである。1970 年代後半，退職勧奨一時金を得て，南氷洋捕鯨から
退職された人たちが，50～60 名程度おられたが，職を変えるといってもすぐに他の仕事ができる

というわけでもなく，ほとんどの方が一時金で漁船を買い、沿岸漁業に従事することになった。も
ともと狭い漁場に漁業従事者が一度に増えたことにより，漁業資源が衰退してしまい，現在では一
人あたり年間の漁業からの収入は 100 万円程度になってしまっている。彼らの多くは高齢化してい
るため，年金を受けながら生活できているが，漁業収入の減少が若者の漁業離れを促進している。
また商業捕鯨が禁止されて 15 年たったことと，沿岸小型捕鯨，イルカ漁も国の自主的規制のも
とでおこなわれていることから，太地近海にゴンドウクジラなどのクジラ・イルカ類がかなり増え
ている。増えすぎているといっても過言ではない。問題なのはそれらクジラ類が大量のイカ，イワ
シ，サンマなどの漁業資源を食べていることである。1 頭のイルカが 1 日に食べるイワシの量は，
水族館での飼育状況から約 10 キロと予想できる。つまりクジラ類が漁業を圧迫している。特に太
地町で問題になっているのがイカ漁である。イカ釣り船は夜に出漁し，投光器の明かりに近づいて
きたイカを捕獲しているが，投光器の明かりを目印にゴンドウクジラなどのクジラ類が表れ，イカ
を食べてしまうのである。このクジラ類による漁業資源の補食行動については，水産庁でも調査し
ている。2000 年，2001 年の北大西洋鯨類捕獲調査により，ミンククジラは主な餌生物であるとい
われているオキアミよりも，サンマ，カタクチイワシ，スルメイカ，スケトウダラをよく食べてい
ることが明らかになっている。
２．ＥＳＤ教材化の視点ついて
伝統的に捕鯨を産業にしている太地町の人たちにとって、商
業捕鯨のモラトリアムは、捕鯨に直接かかわる人たちはもちろ
ん、町の税収の減少による様々な公共サービスの低下や町の景
気の低迷など、すべての人にとって大きな問題であることは間
違いない。
捕鯨問題の教材化においては、国際捕鯨委員会（ＩＷＣ）に
おける捕鯨・反捕鯨双方の主張を客観的に判断し、持続可能な
環境と経済の調和、文化の継承や人々の生業と環境保全、海洋
の生態系など、多様な観点から検討し、話し合う学習活動を通
して持続可能な社会づくりの担い手に求められる価値観の育成を図りたい。
ＩＷＣを舞台に繰り広げられている論争について、整理したものを掲載する。
（１）捕鯨反対の主張
①クジラという生物の「種」を絶滅から守り，海洋の生態系の中で環境汚染や捕鯨などの人為的な
圧力の影響を最小限に押さえ，健全な繁殖を阻害すまいとする科学の次元からの配慮。
②形態学的，機能的な面から見て，クジラの頭脳は高度に発達し，進化のレベルは陸上の人類に匹
敵する。この特異な生物に対し，鯨肉や鯨油からあがる経済的な利益のみを主張することは倫理的
な規範からみていかがなものであろうか。
③クジラを殺す理由として正当化できる唯一のものは，飢えた人々のためのタンパク資源としてだ
が，鯨肉を食用に輸入する国は少なく，いまやクジラの全ての生産品にかわる安い代替品がいくら
でもあるが，クジラにかわりうる代用品は存在しない。
④体内にモリが撃ち込まれてから絶命するまで相当な時間がかかるので，苦痛が著しいとする「非
人道的な捕獲方法」への非難
⑤鯨肉は PCB やメチル水銀などで汚染されており，食用にすべきではない。

⑥調査捕鯨は商業捕鯨の隠れ蓑である。クジラを殺すことなく資源調査を行うべきだ。
（２）捕鯨賛成の日本の主張
①オリンピック方式で捕獲していた頃はクジラは確かに減少していたが，現在は増えている。特に
日本が捕獲対象としている南極海のミンククジラは以前は８万頭程度だったのが，76 万頭にまで
増えている。1990 年の科学委員会においても，南極海のミンククジラの資源状態は「健全」と認
められており，科学委員会が試算した｢許容捕獲枠｣は，4853 頭である。
②クジラの脳がウシやブタの能に比べでどれくらい高度であるといえるのか。また，高度であるが
ゆえに保護するという論理は，裏返せば高度でないものは保護する必要がないということであり，
それはナチスの論理ではないのか。
③鯨食は日本の伝統文化である。例えばヒンズー教徒はその宗教観からウシを食べない。だからと
言って他国がウシを食べることを非難したことはない。代替品があるからそれを食べるなというの
はおかしい。
④100 発撃って 80 発は即死させている。即死できなかったものは，電気銛を使っている。絶命す
るまで 5 分以内である。
⑤南極海は世界で一番汚染されていない海である。そこのミンククジラであるので，ほとんど汚染
はない。
⑥調査捕鯨は商業捕鯨とは違う。調査捕鯨では IWC から調査を委嘱された各国の野外生物調査の
専門家が捕鯨船に乗り込み，どのクジラを撃つかを指示している。また，生きたまま調査できない
内容(食餌調査など)があるため，殺している。
３． ねらい
〇

捕鯨論争を疑似体験することで、経済と環境の調和、文化と環境の関係、異なる文化への理

解、海洋生態系への配慮など、様々な価値があることに気づく。
４．単元展開の概要（全 4 時間）
主な学習活動

指導上の留意点

１

昭和 20 年代に子どもたち 〇昭和 20 年代で一番人気の高かった献立が
に最も人気の高かった献立を 「クジラの竜田揚げ」であったことを紹介
知り、それが現在は無くなっ し、それが無くなった理由を話し合わせる。
ている理由を考える。

２

３

備考
アスペクト編集
部『なつかしの
給食』1998 年ア
スペクト

捕鯨問題をテーマとしたデ ○捕鯨賛成・反対にわかれてディベードを行 危機遺産リスト
うことを予告し、グループごとに資料収集さ 白地図
ィベードの準備をする。
せる。
ディベードを行う。

○ディベードを通じ、多様な見方考え方があ
ることに気づかせる。

捕鯨問題と持続可能な社会 ○追加資料などを支援する。作成したレポー レポート用紙
づくりをテーマにレポートを トはグループ内でコメントをつけ合うなど 大きめの付箋
して、共有する。
作成する。

４

小学校 5 年生

周参見

３人の侍

～林業を活性化して温暖化を防ごう～
奈良ＥＳＤコンソーシアム
１．教材開発対象について
すさみ町は、和歌山県西牟婁郡に属し紀伊半島のほぼ南端に位置し、熊野古道

大辺路が通り、

仏坂・永井坂が世界遺産に登録されている。主な産業は農業・林業・水産業と観光である。町には
が残っていて、町は、平地が少なく 90%以上が山林で占められている。気候は黒潮の影響で温暖で
あり、この辺りの海岸は「枯木灘」として有名である。また、町名は「すさみ」と書くが、漢字で
「周参見」と書かれているのを多数見かける。海岸にそって国道４２号が走っているが内陸部に入
ると杉、ヒノキの樹木が植わった山々が連なっている。聞き取りをすると、かつては林業も盛んで
製材所も町内に多数存在したが、木材の価格の低下を受け今は停滞している。それに伴い、町内の
人口が減少し若者の就業が減り、林業従事者の高齢化が進んでいるとのことであった。
この現象は今の日本の林業と同じではないのだろうか。我が国は国
土面積の約７０%を森林が占めている森林王国でもある。しかし、
自給率は３０%と言われ、使用する木材の約７０%は輸入材である。
これは誰が見ても「どうなっているのだろう」と疑問に思うことで
ある。我が国の森林は大きく分けて約４０％の「人工林」と約５０％
の「天然林」の２つに分類される。人工林の多くは戦後植林された
杉・ヒノキなどの針葉樹であり、建築用材に適している。天然林は
ほとんどが広葉樹から成り立っている。
森林は、生態系の保全や洪水、山崩れの防災、水源の涵養、二酸
化炭素の吸収など重要な機能を果たしている。今、周りの山を見る
と植林から４０年から５０年たち切りだされるはずの木が放置さ
れ、荒れているところが多い。人工林は植林、下草刈り、間伐、主
伐、製品という循環が適切になされて初めて持続可能な資源となる
ものであり、切りっぱなしや放置は次の世代に森林資源を残すこと
が難しくなるものである。また、間伐材の利用も山から搬出するた
めの費用に見合う収益が出ないため未利用材として山にそのまま
放置されている様子を多々見かけることもある。このようなことか
ら、間伐材、木の皮、端材など木を丸ごと利用するシステムを地域
に構築することにより、そこに住む人々の生活の安定と地域の活性化が推し進められていくものと
考える。
木は二酸化炭素を吸収するが、若い木のほうが多く吸収するので、育った木を伐採しそのあと植
林をする循環を絶やさないことは、温暖化防止にもつながるものである。
２．ＥＳＤ教材化の視点ついて
森林の保全に対しては、様々な課題があると思う。一つは、木材価格の低迷とそれに伴う生産活
動の減退である。それらを解決していくきっかけになる一つはエネルギーとしての木材の見直し

である。未利用材やほとんど破棄されていた樹皮や端材などを燃料や資源として再利用すること
は、新たな価値を生み、それに伴って、雇用の機会が増え、魅力ある林業作りにもつながっていく
ものではないだろうか。また、U ターンや I ターンを増やすことにもつながるものと思う。
今回お世話になった楠本氏は京都からの U ターンであり、中本氏は I ターンである。そして、佐
倉氏は元からの住民である。この３人は、現在すさみ町で林業を営まれている。この３人の思いを
通して、これからの林業の姿を考えさせていきたい。また、CLT など木材の利用開発と共に再生可
能な資源としての森林の保全に力を入れていかになければならないこと、それは、温暖化防止にも
繋がっていることを考えさせる機会としたい。持続可能な社会の担い手としての資質や価値観を養
うものである。
３． ねらい
○木材資源の活用はＵＩターンの増加にもつながっていることを考えさせる
○林業が盛んになり山が整備されることと温暖化防止とは密接な関係があることを考えさせる。
４．単元展開の概要（全 6 時間）
主な学習活動

指導上の留意点

１

すさみ町の林業を調べよう

○ 日本の林業の縮図であることに気付かせる

２

間伐体験に参加しよう。

３

楠本・中本・佐倉さんた
ちから林業に対する思
いを聞こう。

〇間伐材が放置され利用されていないことに疑問を
持たせる。
○なぜＵターン、Ｉターンしてすさみで林業をするよ
うになった思いに触れさせる。
○地元で仕事を続けてきた佐倉さんの考えにも触れ
させる。
○木が製品になるまでに破棄される部分の多さに気
付かせる。【樹皮・端材・おがくず】
○他地域での取り組みを資料として提示する。

４ ＵＩターンの人たちが増えるために
はどんな仕組みを作ったら良いのだろ
うか。
○どうしたら木一本無駄なく使える
ようになるのか。
○CLT について知ろう。
木と CO2 の関係を知ろう。

５

木チップを混ぜた
ブロック

CLT

ボイラー

○新製品やいろいろな使い方に気づかせる。
○山の整備とＵＩターンの増加には深いつながりが
あることに気づかせる。
森林・林業学習感より

学習したことをまとめ、地域の人に伝 〇地域の人にすさみの町が好きで、地域の一員として
生きていきたい思いが伝わるようにする。
えよう。

５

中学校１年生

サンゴの海から環境と人間の関わりを考える
奈良ＥＳＤコンソーシアム

１．教材開発対象について
ラムサール条約は、国際的な自然保護団体で
ある国際自然保護連合（ＩＵＣＮ）が中心になっ
て、1971 年にイランのラムサールにおいて開催
された水鳥と湿地に関する国際会議において、採
択されたウェットランド条約で、容易に破壊され
やすい重要な湿地を、世界各国が保全することや、
湿地の賢明な利用を目的とする。2012 年 8 月現
在、日本には 46 か所のラムサール条約湿地があ
り、「串本沿岸海域」はその一つである。
ここでいう湿地とは、沼沢地、湿原、泥炭地、
水域を指しており、低潮時における水深が 6 メートルを超えな
い海域を含んでいる。日本ではさらに、①国際的な基準のどれ
かに該当すること、②国の法律によって将来にわたって自然環
境の保全が図られていること、③地元住民などから登録への賛
意が得られることをラムサール条約湿地登録の条件としてい
る。
串本沿岸海域ではラムサール条約湿地として、錆浦地区、
潮岬西岸地区、通夜島地区の 3 つが登録されており、今回訪れ
た串本海中公園は錆浦地区に位置している。串本沿岸海域は、
世界最大の暖流である黒潮の影響を強く受ける地域で、年間の
平均海水表面水温が 21.1℃、
年間の塩分濃度も 35.0％と高く、
北緯 33 度という高緯度であるにもかかわらず、造礁サンゴ群
落を中心とした熱帯性の生物群集が豊富に見られる。多くの種
類のサンゴが生息しているが、最優占種はクシハダミドリイシで、特に錆浦には大規模な群落が見
られる。これに次ぐ優占種はキクメイシサンゴ、オオナガレハナサンゴで世界の分布の北限種とな
っている。
サンゴは熱帯域で繁栄する動物であるため、海が暖かいほど多くの種が見られる。黒潮が北上し
て水温が下がるにつれて見られる種類が減り、太平洋岸では千葉県、日本海側では佐渡島が北限と
なっている。串本では 121 種の分布が記録されており、海の暖かさを表している。
２．教材開発の視点
ラムサール条約の目的が「容易に破壊されやすい重要な湿地を、世界各国が保全することや、湿
地の賢明な利用を目的とする」ことであることから、ＥＳＤ教材開発の視点も自然環境の保護に関

連するものとなる。自然環境は人間活動の影響
により、豊かにもなるし、劣化もすることを考
えるなら、ＥＳＤ環境教育の目的は、①自然環
境の価値への理解を進め、関心を高めること、
②自然環境への負荷を減らすようなライフスタ
イルの変革を促すこと、③自然環境を豊かにす
る活動への参加・参画する人材を育成すること
になろう。
串本沿岸海域の特色ある自然環境の代表は、
サンゴである。そこで、サンゴに関わる①～③

串本沿岸海域：錆浦地区

を視野に教材を開発した。
環境省によると、串本沿岸海域のサンゴを脅かすものとして 4 つがあげられている。一つ目がサ
ンゴ食巻貝、二つ目がオニヒトデ、三つ目がゴミ問題、四つ目が海水の温暖化である。
サンゴ食巻貝とはイシサンゴ類を食べる小型の巻貝で、日本ではシロレイシガイダマシとヒメシ
ロレイシガイダマシが多い。串本では 1990 年代からヒメシロレイシガイダマシが増え始め、串本
海中公園スタッフなどによる駆除が続けられている。これらの貝は小さく、普通は問題にならない
が、大発生するとサンゴに大きな被害をもたらす。現在、大発生の原因は判明されていないが、陸
の開発によって大量の土砂が海に流れ込むことが原因ではないかという説もあり、人間活動と環境
を考える契機となる。
二つ目のオニヒトデもサンゴを食べる。2004 年に串本町西部でオニヒトデの大集団が発見され、
環境省や串本町による駆除事業が 行われている。その数が減少しつつも、東の海域に広がってき
ている。オニヒトデは冬の水温が 15℃以上ないと越冬できないとされている。オニヒトデ大集団
の串本での出現については、黒潮の蛇行や温暖化の影響などが考えられている。
三つ目のゴミ問題である。サンゴは植物のように見えるが、動物である。サンゴは石灰質の骨格
を作り、体内に小さな藻（共生藻）をたくさん住まわせており、共生藻が行う光合成によってエネ
ルギーの多くを得ていると考えられている。サンゴに
とって光合成を活性化させる太陽光線は重要であるが、
それを海ゴミが遮ってしまう。ゴミが直接サンゴに絡
み付いて光合成を妨げるだけでなく、長年の漂流によ
って微細化したビニール系のゴミなどが水中を漂うこ
とによる透明度の悪化による影響である。サンゴ食巻
貝のところでも触れたが、土砂の流れ込みによる海水
の透明度の悪化が光合成を妨げている。
四つ目の温暖化の影響である。サンゴは暖かい海の生き物であるが、海水温の変化はサンゴにと
ってストレスとなるようであるサンゴがストレスを受けて共生藻を失うと白化現象が生じる。世界
の海での大規模なサンゴの白化現象は、1980 年代以降急激に増加している。特に 1997 年から 1998
年にかけて全世界的に水温が上昇し、大規模な白化現象が生じたと考えられている。
串本園外海域のサンゴを題材に、以上の 4 つの問題点と自分との関わりを考えさせ、環境のひと
つのメルクマールであるサンゴを守ることが、環境保護・環境改善活動になるということを理解し、
それに参加・参画する姿勢を育てることができればと考える。

３． ねらい
〇

串本沿岸海域のサンゴから環境と人の関わりを考える。

○

サンゴの保護活動を通して、環境保護・環境改善活動に参加しようという意欲を育てる。

４．単元展開の概要（全 8 時間）
主な学習活動

指導上の留意点

備考

１

海中公園を見学し、学芸員 〇ラムサール条約の意味や自然環境のメル サンゴの図鑑
やスタッフから、串本沿岸海 クマールとしてのサンゴ等についての解説
域の希少性を教わる。
を依頼する。
危機遺産リスト
白地図

２

サンゴに関わる４つの課題
ごとにグループで学芸員や専
門家の支援を受けながら現状
や原因を調査し、ムービーメ
ーカーでまとめる。

○サンゴ食巻貝、オニヒトデ、海ゴミ、温暖
化の４つにグループを分け、少人数で専門家 地域の寺院の鐘
からのアドバイスを受け、資料も提供してい を事前に調査す
ただきながら、テーマについてまとめてい る
く。

３

現在行われている活動に参 ○グループごとに安全に留意しながら活動
加する。（海ゴミの清掃活動、 に参加させる。（課外活動）
サンゴ食巻貝やオニヒトデの
除去活動、海水温や海水の透
レポート用紙
明度のモニタリングなど）
大きめの付箋

４

グループごとに調査した内
容をムービーメーカーを用い
て、他の学年生徒や保護者、
地域住民にプレゼンテーショ
ンを行い、コメントをもらう。

５

人間と環境をテーマとした 〇追加資料などを支援する。作成したレポー
レポートを作成するほか、環 トはグループ内でコメントをつけ合うなど
境保護活動への参加を継続す して、共有する。
る。

○水族館やダイバースクール、漁協などと連
携し研究発表会を開催する。毎年、開催でき
れば生徒の学習意欲の向上、海域の経年調査
への貢献、地域住民の環境意識の向上につな
がる。

奈良ＥＳＤコンソーシアム 第 1 回教員・学生合同研修会報告概要
奈良教育大学次世代教員養成センター 講師 中澤静男
１．目的
文部科学省の平成 26 年度ユネスコ活動補助金（グローバル人材の育成に向けたＥＳＤの推進事業）
において、本学の本学が受託した 「グローバル人材育成を見据えたＥＳＤコンソーシアムの構築とユネ
スコスクール間交流による ESD の推進－国際（Think global）と国内（Act local）の融合－」の一環
として、教員と学生の環境や文化遺産等に関する理解を深め、ＥＳＤ教材開発への意欲を向上すること
を目的とする。

２．開催日時
平成 26 年 8 月 30 日（土） ８：００～１９：００

３．目的地

和歌山県立自然博物館 和歌山県海南市船尾３７０－１
高野山金剛峰寺

４．参加者

和歌山県伊都郡高野町高野山 600 番地

教員：河合摩香（奈良市立椿井小学校）・高橋一博（奈良市立済美南小学校）
学生（春日光・島俊彦・田中篤志）
大学スタッフ（中澤静男）

５．内容
10 時から 12 時まで、最初の目的地である和歌
山県立自然博物館を訪問し、主査学芸員である平
嶋健太郎氏に館内展示およびバックヤードを案内
していただいた。和歌山県立自然博物館は、和歌
山県の自然を紹介する施設として 1982 年に開館
した。館内には、海や川に住む生き物を中心に、
動物、植物、昆虫、貝、化石などが展示されてい
る。その中でも特に平嶋氏の専門である水に住む
生き物を中心に案内していただくとともに、ESD
バックヤードの見学
の取組についてのお話を伺うことができた。
今回の訪問を通して考えさせられたことが 3 つある。一つは伝えることの難しさと大切さであり、二
つ目に常識を見つめ直すこと、三つ目が温暖化についてである。
一つ目の伝えることの難しさと大切さについてである。今回初めてバックヤードを見学させていただ
き、展示されている生き物よりもバックヤードで飼育されている生き物の方がずっと多いことを知った。
展示物は和歌山県の自然と限定されているが、和歌山県の自然の特徴を知るためには、他所の自然との
比較が必要である。展示の前提として研究があり、研究成果を焦点化して展示する必要がある。ただ動
植物の研究の場合、長期間の観察を必要とする場合が多く、単年度ごとの成果を出すことが難しく、研
究費の確保も困難であると平嶋氏がおっしゃっていた。その影響として研究者の数も減っているようで、
例えばウミシダのように研究者が日本には一人しかいないという状況もあるようだ。人間の都合ではな
く、自然のサイクルに合わせた研究とその支援が求められていると感じた。

二つ目の常識を見つめ直すことである。例えば
我々はクラゲを知っているつもりであったが、今
回、平嶋氏にクラゲの一生の説明を受け、クラゲ
に関する知識がひっくり返された。クラゲにはイ
ソギンチャクの姿をしたポリプの時代があり、ポ
リプは無性生殖によって増殖する。そしてポリプ
から見慣れているクラゲが発生するらしい。バッ
クヤードにはポリプが多数飼育されており、クラ
ゲについての理解も深まった。また、ウミガメの
ウミガメの骨格標本を手に説明する平嶋氏

頭の骨格標本をもとに、爬虫類についての講義を

受け、これまでの常識がひっくり返されることとなった。平嶋氏が指摘するように、ウミガメの頭部の
骨格をよく見ると、口の部分が鳥類のくちばしとそっくりであることに気付かされた。研究者の間では
爬虫類というカテゴリーについての再検討がなされているらしく、ヘビやトカゲとカメの仲間は別のカ
テゴリーとなるかもしれないと伺った。当たり前のものを当たり前とせず、もう一度問い直すクリティ
カルシンキングの育成という点でＥＳＤとの共通点を見つけることができた。
三つ目の温暖化についてである。気候変動の影響は海の世界にも如実に表れているらしく、南の海の
生き物が獲れる頻度が高まっているとおっしゃっていた。それまで生息していなかった生き物が表れる
ことは、生物多様性にとって良いように思われるがそうではない。既存の生き物が減っている。また、
サンゴのように海水温の変化や酸性化により、植物体が抜けてしまい、白化現象が進んでいる。サンゴ
は動物体と植物体の融合したものであるが、植物体が抜けることで光合成によって得られる栄養分が失
われ、動物体が得る栄養だけでは生きていけず、死んでしまうようだ。人間の世界で感じられる以上に、
生き物の世界での温暖化が進んでいること感じさせられた。
二つ目の目的地である高野山は 816 年に空海が真言密教の根本道場として開いた霊場であり、2004
年に「紀伊山地の霊場と参詣道」の構成資産としてユネスコ世界遺産に登録されている。また今回訪れ
た金剛峰寺は、1593 年に豊臣秀吉によって建立、1863 年に再建された建物で、明治 2 年に金剛峰寺と
改称されるまでは青巖寺と呼ばれていた座主の住寺である。
金剛峰寺では、高野山本山布教師である竹原祐乗僧正の法話を拝聴することができた。法話の中で、
高野山は自然と一体となって落ち着いてもらう場であるとして、瞑想の作法もご教示くださった他、
「空」
は心の風通しを良くすることであり、こだわらない心、偏らない心であること、
「すみません」
「どうぞ」
「ありがとう」を口癖にすることを述べられ、
「心
のありようは丸くが基本、まるまると丸めよ丸め
よ我が心、まるまる丸く、まんまるく」と唱えら
れていた。
今回の和歌山県立自然博物館と高野山金剛峰
寺での研修において、あらためて考えたことは、
日本においては、環境と文化を自然がつないでい
るということである。日本人の自然観は、自然と
心をかよわせることを最善としている。このこと
は、文化とともに環境も尊重するというＥＳＤで
竹原祐乗僧正の法話
育てたい価値観につながるものであると感じた。

第 1 回教員・学生合同研修会参加報告書
奈良市立椿井小学校

教諭

河合

摩香

8 月 30 日に奈良ＥＳＤコンソーシアムの教員・学生合同研修会に参加し、和歌山県立自然博物館と
高野山金剛峰寺を訪問した。今回の研修に参加して、気づいたことは 3 つある。一つ目に専門家による
ガイドの価値について、二つ目に研究施設としての博物館の役割、そして三つ目に実物にふれる意義に
ついてである。
一つ目の専門家によるガイドの価値についてだが、今回の研修では、和歌山県立自然博物館の主査学
芸員である平嶋健太郎氏が私たちのガイドを務めてくださった。展示室入り口に設置された大水槽には
大小様々な種類の魚が泳いでおり、普段ならバックグラウンド的にぼんやり見ながら通り過ぎてしまう
ところだが、平嶋氏から 30 年も泳ぎ続けているアジの話や、エイの雌雄の違い、回遊せずに隅にいる
魚たちの立場など、日常的に接している方だからこそのお話を伺えたことで、これから始まる水族館見
学ツアーへの期待がふくらんだ。イソギンチャクの水槽には 3 匹のイソギンチャクがゆらゆらと優雅に
触手をなびかせているように見えるのだが、実は勢力争いをしており、毒針を打ち込んでいるという話
をされた。そして見直してみると、確かに刺されているイソギンチャクが弱っている様子だった。専門
家によるガイドは、見ているのだが見えていないものに気づかせてくれる。少しわかってくるともっと
知りたくなり、好奇心が高まるという学びの構造に気づくことができた。
二つ目の研究施設としての博物館の役割についてだが、今回は特別にバックヤードをご案内いただい
た。バックヤードで気づいたことは、水族館の裏側がまったくの研究施設であり、実験観察中と思われ
る水槽が所狭しと並んでいた。展示されている生き物よりも、バックヤードにいる生き物の方がずっと
多く、バックヤードで飼育し、研究した一部分が展示されているのである。豊かに内容のあるものを伝
えるための水面下の苦労に気づかされた。
三つ目の実物にふれる意義についてだが、バックヤ
ードで飼育されているサメの卵を手に取って観察し
たり、ハリセンボンを水中より救い上げ、膨らむ様子
をまじかに見たりする機会があった。水槽というガラ
ス越しに見ていると、どうしても二次元的に見えてし
まいがちであるが、非常に身近に立体的に感じ、生き
ているということを実感できたと思う。水族館の生き
物も、人間のために生きているのではなく、自分自身
のために生きている存在であることを改めて考えさ
せられた。
膨らんで海水を吐くハリセンボン
平嶋氏の解説の中で心に残った言葉がある。それは、
専門家でない子どもや親子が取った生き物であっても、自然博物館に持ち込んでいただくのはありがた
いという言葉だ。誰が捕獲したものであっても、それは現時点で、その生き物が黒潮の海に生息してい
ることの証であり、記録として重要だとおっしゃっていた。研究というと専門家だけのものと思ってし
まいがちだが、自然環境は誰にとっても大切だし、全ての人がその破壊の原因であると同時に保護の主
体者である。学校教育においても、環境に関する学習を継続的に実施し、実物にふれる機会を増やすこ
とで、自然環境の現状への関心を高めるとともに保護活動の担い手を育てる教育を展開していく必要性
を感じた。

和歌山県立博物館・高野山研修に参加して
大学院

修士課程

理科教育専攻

1 回生

春日

光

はじめに
8 月 30 日に、和歌山県立博物館と高野山の見学に参加した。和歌山県立博物館では、主に水族館の
展示を行っており、展示の裏側にも入らせていただくこともできた。博物館の裏側をみるという普段な
かなかできない体験をすることができた。高野山・金剛峰寺は、空海が開いた真言宗の総本山である。
金剛峰寺では、住職の方のお話を聞くこともできた。
今回の研修は私自身にとって、初めての体験が多かった。その中でも特に心に残ったことを 3 つに絞っ
て述べたい。1 つ目は直接体験の大切さ、2 つ目は疑ってみることの大切さ、3 つ目は考え方の転換に
ついて、である。
百聞は
百聞は一見に
一見に如かず
まず１つ目は、何といっても初めての体験を多くできたことである。和歌山県立博物館や高野山に行
ったのは初めてであった。それだけでワクワクした。県立博物館では、30 年ものの「アジ」を見た。最
初、カツオかマグロのような魚が泳いでいるのかと思ったが、アジと聞いてさらに驚いた。イソギンチ
ャクやアナゴが喧嘩をすることも初めて知ったし、実際に見ることもできた。また、卵からかえったば
かりのサメの肌、いわゆるサメ肌にも触れることができた。やはり、実際に自分で見たことは、子ども
達に話すときにも、その感動をより臨場感を持って伝えることができると思う。
「百聞は一見にしかず」
と思った。
壁 を 取 り払う
2 つ目は、疑ってみることの大切さである。学
芸員の平嶋さんにウミガメの骨格標本を見せて
いただいた。ウミガメは爬虫類だと思い込んでい
たが、その口の骨を見て、爬虫類に対するこれま
での知識が揺らいだように感じた。ウミガメは鳥
の仲間に近く、もしかしたら今の分類は、将来使
われなくなってしまうかもしれない、というお話
を聞いた。私たちは、小、中、高、大学と教育を
受けてきているのである程度、動物の分類を学ん
できており、当たり前となっている。そのため、
そこで考えることを辞めてしまっているのかもしれない。今回は、ウミガメを例に説明してもらったが、
日常生活の中でも、当たり前と決めつけてしまっていることが多くあるのではないかと感じた。これを
機に、本当にそれでいいのか、という視点で物事を見ることもしていきたいと思った。
まるめまるめよ、
まるめまるめよ、わがこころ
3 つめは、考え方の転換についてである。高野山の住職の方から法話をお聞きした。自然と心をかよ
わせる合掌や、「すみません」、「どうぞ」、「ありがとう」の 3 つの魔法の言葉などを聞いた。お話の中
で、「まるまると

まるめまるめよ

わがこころ

人の心は

まるまるまるく

まるく

まんまるく」

という言葉は、ほんとにいい言葉だと思った。人のこころのなかは、まんまるくありたいなと感じた。
お話を聞き終わると、心のなかが洗われ、すがすがしい気持ちになった。小さなことでくよくよせずに、
もっとおおらかに構えていきたいと感じた。
おわりに

以上の三つがこの研修を通して私が実感したこ
とである。今回は、直接見たり、体験したりするこ
とが多く、貴重な経験となった。学芸員の平嶋さん
からは、ウミガメの骨を使って、壁を取り払うこと、
疑ってみることの大切さを教えていただき、実感を
通じた学びとなった。平嶋さんもおっしゃっていた
が、今回の研修で感じたことを教育に結びつけてい
くことが教員の役目だと感じた。そして、教員は学
芸員をはじめとする専門家と子どもを結びつけて
いく、コーディネートの役割も担っていると思う。
今後も率先して自分からいろいろなものに参加し、
幅広く体験していきたい。

和歌山県研修に参加して
教職大学院 2 回生

島俊彦

8 月 30 日(土)、私は ESD コンソーシアムが企画する和
歌山県研修に参加させていただきました。この研修は、大
学の先生、学校現場の先生、そして学生が共に様々な場所
に行き学んでいくものです。今回は大学の先生 1 名、学校
現場の先生 2 名、学生 3 名の計 6 名で、和歌山県の県立自
然博物館と、高野山に行きました。
この研修を経て、私は大きく 3 つのことを学びました。
1 つめは「当たり前」について、2 つめは「心」について、
3 つめは「共に学ぶ」についてです。

30 年以上飼育されているアジ

1 つめの「当たり前」についてとは、自然博物館で得た
学びです。博物館に入ると、すぐに大水槽の魚たちが出迎えてくれます。その中に全長 50cm はあろう
かという見たこともない巨大な魚がいました。案内をしてくれた平嶋さんにお聴きすると、30 年程生き
ているアジだと教えてくれました。私はアジと言えば食卓に出てくるサイズのものが成魚の最終形態だ
と思っていたので、とても驚きました。また、平嶋さんが魚と会話をしていることに驚きました。一匹
一匹に話しかけ魚たちと心を通わしている姿が印象的でした。その他にもカメが本当は爬虫類ではなく
鳥類に近いことだったり、紀伊半島のクマは冬眠をしないことだったり、様々なことを見聞きしていく
中で、今まで「当たり前」と思っていたことは、自分勝手な思い込みであった事に気がつきました。
「当
たり前と言う認識は変化するもの」と平嶋さんが仰っていましたが、その通りだと思いました。何事も
分かった気になって慢心するのではなく、疑いの目を持って真実を追い求めていく、クリティカル・シ
ンキングが重要であると学びました。
2 つめの「心」についてとは、金剛峯寺の住職さんの説教から得た学びです。私たちが大広間で休憩
をしていると、タイミング良く住職さんの説教が始まりました。住職さんは「都会と田舎の大きな違い
は何だと思いますか？」と私たちに問いかけました。私は自然環境や人口だと思っていたのですが、住
職さんは「呼吸の数」だと答えました。都会から田舎に行けばいくほど呼吸の数が減っていくと言うの
です。また呼吸が落ち着けば心も落ち着くと言っていました。確かに高野山に上り緑に囲まれた境内を
歩いていると、ゆったりとした気持ちになり、知らず知らずのうちに呼吸も少なくなっていました。都
会と自然では流れる時間に違いがあるようです。普段何気なく生活をしていると、時間の流れが早く感
じます。そんな風に感じるのは心が落ち着いてないからだと思います。たまには自分の生活や流れる時
間のスピードを振り返ることが大切なのだろうと学びました。
3 つめの「共に学ぶ」とは、異なる年齢や経歴の人が共に学ぶことの重要性についてです。今回のよ
うに、じっくり時間をかけて現場の先生方と共に学ぶ機会はなかなか有りません。移動中の車内で学校
現場の話や先生方が若手の頃の話を聴かせていただきました。先生がたと普段なかなか聴けない話がで
きて、とても楽しかったです。自然博物館で魚の絵をいただいた時も、「調べ学習の宿題のネタになり
そう」と、教材化しようとされていました。その姿勢から教師は 24 時間教師なのだと学ばせていただ
くと同時に、先生方と学生が共に学ぶこの研修の意義を実感しました。
今回の研修は、私にとって非常に有意義なものになりました。それは、楽しさと学びが両立した研修
であったからだと思います。真の学びは楽しさの中にあるのだなと改めて実感することができました。
この研修で得た学びを今後の学生生活や、これからの教職生活に生かしていきたいと思います。

奈良ＥＳＤコンソーシアム

第 2 回教員・学生合同研修会報告概要
奈良教育大学次世代教員養成センター

研究員

北村恭康

1．目的
文部科学省の平成 26 年度ユネスコ活動補助金（グローバル人材の育成に向けたＥＳＤの推進事業）
において、本学の本学が受託した 「グローバル人材育成を見据えたＥＳＤコンソーシアムの構築とユネ
スコスクール間交流による ESD の推進－国際（Think global）と国内（Act local）の融合－」の一環
として、教員と学生の環境や文化遺産等に関する理解を深め、ＥＳＤ教材開発への意欲を向上すること
を目的とする。

2．開催時期
平成２６年９月２０日（土）8：30

～

９月２１日（日）18：00

3．目的地
十津川村玉置神社・大峰奥駆道

奈良県吉野郡十津川村玉置川

十津川村立西川第二小学校

奈良県吉野郡十津川村出谷４１６－２

上湯川きのこ生産組合

奈良県吉野郡十津川村上湯川４０１－４

4．参加者
教員：

西口美佐子・大田清美（奈良市立富雄第三小学校）
福住慶子・徳岡靖紀（天理市立前栽小学校）
高橋一博（奈良市立済美南小学校）

学生：

島俊彦（教職大学院２回生）仲

大学スタッフ：

孝昌（社会科教育専修２回生）

北村恭康

5．内容
今回の目的の第一は、「紀伊山地の霊場と参詣道」として世界遺産に登録されている「大峰奥駆
道」の玉置神社、宝冠の森であった。玉置山は標高 1076ｍその山頂近くに玉置神社は鎮座してい
る。「大峰奥駆道」には熊野本宮大社から奈良県大淀町の柳の渡しまで７５の靡き（祈りの場・行
場）があり、十津川村には 35 の靡きが存在し、玉置山は１０番目の靡きである。
第二は全校児童５人という十津川村立西川第二小学校の運動会への参加や地域産業育成のひと
つでもある「上湯川きのこ生産組合」を見学することであった。

（1）玉置神社
創立は伝承によれば崇神天皇の時代となっているが、神仏
混淆の時代は、熊野三山の奥ノ院と称せられ修験者の霊場と
してさかえていた。この日も、社殿に向かって般若心経を唱
えられている人の姿も見受けられた。また、社務所の外観は
お寺を思わせるが、元は玉置神社の別当寺であった高牟婁院
の建物であり、国指定有形重要文化財となっている。
この社務所内には、狩野派の絵師法橋橘保春らの筆による
玉置神社社務所

松・牡丹・鶴などが、杉の一枚板の板戸に描かれている。
板戸に描 か れた松と 鶴

玉置神社には社家がなく代々の神主は氏子の中から選ばれていると話されていた。境内には聖域
として永らく伐採が禁じられていたため、杉の巨木が立ち並び訪れた人々を圧倒している。

（2）大峰奥駆道・宝冠の森・玉置山山頂へ
写真左は勧業山記念碑である。この裏手が宝冠の森への道
となっている。途中痩せ尾根の道やクサリ場と呼ばれる行場
がある。案内者の中西先生は、「初め仲間との話に夢中にな
り、途中からは瞑想の世界に入る」と言われたが、登りが続
く道ではすぐに一人冥想に入ってしまった。クサリ場では声
を掛け合い、危険の無いように慎重に進んだが、大変厳しい
道のりであった。宝冠の森も祈りの場であり、さらに先に行くと熊野灘を遠
望することができ、この場所も祈りの場である。山、海からの霊力を體に満
クサリ場
たすことによって自分と自然を一体化し、人もまた自然なりと体得したので
あろうか。自然に生かされていることを実感できた時間であった。

（3）十津川村立西川第二小学校
訪問時は西川第二小学校の運動会であった。全校児童５名と
いう小規模校であるので、地域住民も運動会に参加されていた。
競技参加者には全員参加賞があったが、これは地域住民がお金
を出し合い配っているそうである。我々の飛び入りの参加にも
笑顔で応えてもらい、久しぶりに童心に返り本気で取り組んで
いる姿にも温かい拍手をもらった。来年は他の２校と共に統合
になるようで、西川第二小学校最後の運動会でもあった。
運動会に参加（パン喰い競争）

（4）上湯川きのこ生産組合
この生産組合でつくられているシメジ、エリンゲ等の栽培の様子を見学させてもらった。ここで
売られているキノコはスーパーなどで見ている物より数倍大きく立派なものであったが、直販及び
インターネットによる販売のみで、小ぶりのものはスーパー等に卸しているとのことである。

6． まとめに変えて
今回の研修において、十津川村の歴史、修験道、地域の環境に適したきのこの生産（産業）を見
てきた。しかし主産業であった林業本体は不振なようである。これは、林業白書（平成２４年度）
からも推測できる。例えば、育成林の林齢別面積も昭和６０年の分布の形が３０年後の平成２４年
にそのままスライドしているのである。これは、伐採されずそのまま存在しているということであ
る。国土の約 70％が森林のわが国ではあるが、木材の自給率は約 30％にとどまっている。そこに
は林業に携わる人の高齢化、後継者不足、住宅着工の減少等いろいろな原因があると思われるが、
日本の林業の不振の姿が浮かび上がってくる。
奈良県においても木の良さをアピールし、県内産の木の需要を上げようとするなど、林業の振興
策を考えられているが、その中のひとつに今実証実験中ではあるが、木質バイオマスエネルギーの
利用、ＣＬＴの開発があげられる。木という再生可能な資源の活用を図ることは、地球温暖化の原
因の一つと言われている二酸化炭素濃度の軽減にもつながるものであり、木質バイオマスの活用は、
地域住民の雇用の創出にもなり、発展すれば過疎化対策にもなるのではないだろうか。

宝冠の森の先端で
熊野灘が遠望できます

果無峠

細尾根にチャレン

夫婦杉（玉置神社）

ESD コンソーシアム 教員・学生合同研修会
教職大学院 2 回生

島俊彦

9 月 20,21 日の二日間、ESD コンソーシアム教員・学生合同研修会に参加した。この研修は学校現場
の先生と学生が、共に ESD について体験的に学んでいく研修であり、今回は十津川村で行われた。初
日は玉置神社に訪れ、玉置山山頂宝冠の森を登り、二日目は西川第二小学校の大運動会に参加し、上湯

川きのこ生産組合を見学した。

玉置神社・玉置山山頂宝冠の森
十津川村のシンボルであり、地元住民の心の拠り所である玉置神社を訪れた後、玉置山山頂宝冠
の森を目指して登った。
「紀伊山地の霊場と参詣道」として世界遺産に登録されている「大峰奥駆道」は非常に険しく、
道中には痩せ尾根の道やクサリ場と呼ばれる行場があり、一歩誤れば滑落してしまいそうなほどで
あった。登山開始直後は皆でワイワイ楽しく話しながら進んでいたが、疲れが溜まってくるにつれ
口数が少なくなった。案内者の中西さんはそのような状態を「瞑想の時間」と仰っていた。瞑想し
ながら歩いていると、
「修験者と同じ道を歩いているのだな。
」と実感したり、
「修験者は命がけで
修行していたのだな。
」と修験者の苦労や気持ちに思いを馳せたりすることができた。

ICT 勉強会
夕食後、
普段の授業で Ipad を使っているという高橋先生、
が即席の ICT 勉強会が開いてくれた。
どのような時に使えばいいか、どんなアプリが使いやすいかなどを教えてくれた。学校現場で実践
している先生の話は、私たち学生にとって非常に貴重である。教員と学生の合同研修だからこそ得
らた学びである。

西川第二小学校大運動会
学校に到着するとすぐにパン食い競争に参加させてもらい、他所から来た人でも受け入れてくれ
る地域住民の温かさを感じることができた。大運動会という名称からも分かるように、地域を挙げ
ての一大行事であった。地域住民のほとんどが出席し、現在村外や県外で生活されている方も多く
帰省されていた。幅広い世代の方が一緒になって楽しんでおり、とても温かい空間であった。

上湯川きのこ生産組合
キノコの生産過程を見学した。スーパーなどで売られているものとは比べ物にならないほど立派
で、生産に携わる皆さんの仕事に対する情熱を知ることができた。地域の環境を活かした特産品づ
くりや食糧生産の実際を見ることができ、地域を盛り上げて
いくのは、人の努力や工夫なのだと学ぶことができた。

今回の研修に参加したことで、ESD を体験的に学ぶことが
できた。また私たち学生にとっては、現場の先生方がどのよ
うなことを考えているのかを知る良い機会となった。今後も
このような機械があれば積極的に参加したい。

奈良ＥＳＤコンソーシアム第２回教員・学生合同研修会

報告

天理市立前栽小学校

徳岡靖紀

9 月 20 日、21 日に ESD 研修として十津川村へ行った。私自身十津川村を訪れるのが初めてだったの
で、すべてが新鮮だった。以下、研修で訪れた場所についての報告をしていく。

・玉置神社
最初に訪れたのが玉置神社だった。昨年度 4 年生の担任をしていたので、社会科の学習で出てきたの
で、紀元前に創立されたとても歴史のある霊場であることは知っていた。しかし、実際に訪れてみると、
初めて知ることがたくさんあった。
また、神木である杉の木の壮大さに圧倒され、中西先生や社務所の方から話を聞いたり、神木からつ
くられた一枚板の板戸を目の当たりにしたりする中で、この地の歴史の奥深さを感じることができた。

・大峰奥駆道～宝冠の森～玉置山
玉置神社を後にして、大峰奥駆道へ入った。熊野と吉野を結ぶおよそ 170 ㎞にも及ぶ修験道の一部を
体験することができた。中西先生は初心者向けの道なので大丈夫と言っておられたので安心していたが、
実際に行ってみると、険しい鎖場や細い道がたくさんあって、高所恐怖症の私にとっては過酷な道だっ
た。
宝冠の森に着きもう少し奥へ進むと熊野灘を望むことができるスポットにたどり着いた。そこでは海
の力をもらえると中西先生に言われて、山で海の力をもらえることに驚きを感じた。

・西川第二小学校
2 日目の午前に十津川村立西川第二小学校の運動会に参加させていただいた。私は「秋の取り入れ」と
「騎馬戦」に参加した。全校児童が 5 人なので地域の方々も多く参加されており、とても盛り上がって
いた。私が勤めている前栽小学校は全校児童が 940 人と多いので、このような運動会はとても新鮮だっ
た。

・きのこ組合
とても細く大きなカーブが続く山道を奥まで走ったところにきのこ組合はあった。普段買って食べて
いるシメジやエリンギとは比べ物にならないほどの大きさの物が目の前に並んでいた。きのこを生産し
ている現場を直接見学するのは初めてだったので、温度や湿度の管理や原料へのこだわりなどいろいろ
なことを聞けて大変勉強になった。

・終わりに
2 日間、世界遺産の自然や歴史を感じたり、地域の方々や子どもと関わったりする中で、本物を肌で感
じることの大切さを強く感じた。教科書などで見ているものを実際現地へ行って見たり体験したりする
ことによって、さらに関心を抱けたり、感動したりすることができるので、今後の教育の中でも児童が
本物を肌で感じることができるような機会を作っていきたいと思った。

ＥＳＤコンソーシアムに参加して
天理市立前栽小学校

福住

慶子

9 月 20 日～21 日までの 2 日間十津川村への研修に参加した。そこでは、遥か昔から続いている
自然や信仰の凄さを感じた。また今回は、教員と学生と一緒に参加する研修であり、一人では体験
や経験することのできないであろうことにチャレンジできたことに感謝したい。以下に、研修を行
った 2 つのことについて報告する。
【玉置神社】
神社ではあるけれども、神仏習合時代の別当寺が残る社務所もあった。樹齢 3000 年といわれる大
杉を見ると、何とも言えない荘厳な雰囲気がした。その大きさに圧倒されたが、それだけではなく、
吉野から紀伊へと続く修験道修行の場の中にあり、遺してしかなければならないという思いもした。
社務所内にある襖絵もみせていただいた。普段目にする襖と違い杉の一枚板だそうだ。そこには松
や鶴などの花鳥図が描かれていた。襖のある部屋は、入口から少しずつ高くなっていたので、格を
重んじる人々の生活も感じられた。
【玉置山山頂から宝冠の森まで】
大峯奥駆道を歩くという初めての経験に期待と少しの不安を持ちながらスタートした。2 日間お
世話になった中西先生を先頭にひたすら歩いた。ところどころ細い所や、急な起伏のところもあり、
自然を見る余裕もなく足元しか見ずに歩いていた。しかし、途中で垣間見える素晴らしい景色に心
が洗われ、前へ進むパワーをもらった気がした。中西先生が「無言で歩くこともありますが、それ
は、自分と向き合っている時だと思って下さい。」と話されたことが印象深く、無言の時間は自分
と向き合い、自分の声を聞きながら歩くことができた。そして、鎖場。下を見ると、真下に道があ
った。一瞬足がすくんでしまったが、下り始めてみると楽しんで下りている自分がいた。登りも同
じく、自分で足場を探しながら登っていくことが楽しく感じられた。修験者たちはもっと厳しい道
を歩いていると聞いて、修行の厳しさも少しわかったような気がした。
宝冠の森につくと、和歌山の海が見えるところまで案内していただいた。みんなで遥か向こうに
見える景色を眺めた。今までのしんどさが一気に吹き飛ぶくらい美しい眺めであった。みんなで声
をかけ合いながら歩ききった素晴らしい経験をすることができた。

今回の研修では、学生・院生・教員の皆さんと大変有意義な時間を過ごすことができた。道中や
いろいろな場所でたくさん話をし、おたがいの事を少しずつ開いていくことができた。このような
機会を与えられたことに感謝したいと思う。また、十津川村の現在の状況も知ることができた。人々
との繋がりが希薄化してきている現在においても、村の方の繋がりは太く強固なもののように感じ
られた。そして、温かさがあった。しかし、災害による土砂崩れの現場などまだまだ爪痕は深く、
一日も早い復興を願いたいと思った。同時に自分にできることは何なのか。と考えさせられる機会
を与えられたように思う。

第２回奈良 ESD コンソーシアム十津川研修参加報告書
奈良教育大学 教育学部 ２回生 仲 孝昌

平成 26 年 9 月 20 日、21 日の１泊２日で第２回奈良 ESD コン
ソーシアム教員・学生合同研修会が十津川で開催された。１日目
に玉置神社の見学、大峯奥駈道の一部を通って宝冠の森、玉置山
へ登頂をし、２日目には全校児童 5 人の十津川村立西川第二小学
校の運動会に参加し、その後、
「上湯川きのこ生産組合」を見学し
た。
２日間を通して感じたことは、文化とは長い年月をかけて引き
継がれ、積み上げられていくものであるが、今その文化が途絶え
かけているのではないかということである。
玉置神社を訪れ、社務所の中の杉の一枚板の襖絵を見学した。
その際に説明をしていただいたが、現在ある社務所や襖絵はおよ
そ 200 年前にできたそうだ。しかし、外の雨風にさらされたり虫
に食べられたりする社務所の外面はともかく、社務所の内側は柱
がわれているなどもなく、200 年前に建てられたとは思えないほ
どであった。それは現在とは違って長い年月をかけて木を乾燥さ

宝冠の森から和歌山方面を撮影
晴れの日には山の谷間から海が見える

せたからだそうだ。現在の建物では、木材は短い時間で乾燥させ
るため、50 年ほどで木材が限界になる。さらに、当時は発達した交通網があるわけではないので、建物
を作るには近くで木を育てるしかなく、大きな柱や襖絵に使う杉の一枚板を作るためには相当に大きな
木が必要になる。つまり、建物を作った 200 年前のさらに数百年前から杉が育てられてきたことになる。
神代杉は樹齢 3000 年と言われているが、玉置神社も数百年、数千年の歴史文化をうけて今に至るとい
うことを感じたお話であった。
しかし、杉を育てるというのはただ杉の苗を植えるだけでは育たない。打ち枝をしたり邪魔な木を伐
採して日が当たるようにしたりするなど人による手入れが必要になる。しかし、2 日目に訪れた小学校
の全校生徒が５人であることに象徴されるように杉を育てる後継者や次世代がいない現状がある。日本
の林業は現在高齢化が進み、衰退している。２日間で山の様子を見ることができたが伐採された木や倒
れた木がそのまま残っているところが多々あった。この伐採されたまま放置されていた木は何のために
切られたのかはわからないが、倒れた木がそのままになっているところから察するに山の手入れができ
ていないとも考えられる。数年前の台風による土砂崩れの痕は未だに残っていた。今、奈良県南部の山々
は荒れる一方なのではないか。そしてこの問題は衰退している林業家や地元の十津川の人々だけでは解
決できないのではないだろうか。
今回の十津川研修は林業のことがメインではなかったが、訪れた玉置神社から奈良県南部の歴史文化
を知った。しかし、歴史文化は人々の営みがあってこそである。林業のみならず、その歴史文化が今途
切れかけようとしているのではないかと感じた。そしてこの問題をどのように解決していくか考えてい
かなければならない。

奈良ＥＳＤコンソーシアム

第２回教員・学生合同研修会

報告書

奈良市富雄第三小中学校
教諭

西口

美佐子

１．日時

平成２６年９月２０日（土）～２１日（日）

２．場所

十津川村玉置神社・大峯奥駆道

奈良県吉野郡十津川村玉置川

十津川村立西川第二小学校

奈良県吉野郡十津川村出谷４１６－２

上湯川きのこ生産組合

奈良県吉野郡十津川村上湯川４０１－４

３．行程と考察
９月２０日（土）
○玉置神社見学
玉置神社は、紀元前３７年の創立と伝えられ、古くから修験の行場の一つとされていた。平安
時代から神仏混淆となったが、慶応４年の神仏分離により神社となった。しかし、現在も神仏混
淆の足跡は残っており、この地域の独特な宗教観を代表するものである。私たちが本社に参拝し
た際にも、本社に向かって般若心経をあげる地域の方の姿があった。
また、社務所内部は、杉一枚板の板戸や板壁６０枚余りで仕切られており、それらには、狩野
派の絵師の描いた松、鶴、孔雀などの絵が色鮮やかに残っている。間近でその細やかな筆遣いを
見ることができ、絵師の思いに寄り添うことができると考えられる。
○玉置神社から大峯奥駆道、宝冠の森までを往復
急な坂道や細い道、中には鎖を使って進まなければならないような岩
場もあり、往復２時間余りであったが、大変厳しい道であった。しかし、
時折見られる地上の美しい風景は、その厳しさや疲れを忘れさせるもの
でもあった。このような道を何日も歩いていた修験者は、日常の雑念を
忘れ、自然と一体になって生きていることを実感できるのではないか、
また、生きる喜びを改めて見出すことができるのではないかと感じた。
９月２１日（日）
○十津川村立西川第二小学校訪問
西川第二小学校は、この日、運動会であった。児童数は５名。しかし、地域の人々が一体とな
った運動会であった。また、村の関係者でもない私たちを温かく迎えてくださり、私たちも参加
して楽しいひとときを過ごすことができた。この学校は、来年統合されるそうだが、人々を温か
く受けるこの雰囲気は引き続き大切にしてほしいと感じた。
○上湯川きのこ生産組合見学
エリンギ、シメジ、マイタケの栽培の様子を見せていただいた。市販の
ものよりは大きく立派であった。工場の方の話によると、苗床などにもこ
だわりをもち、原材料も確かなものを使用しているそうである。また、ス
ーパーなどに卸しているものは小ぶりのもので、大きいものは直接販売の
みだそうである。地域の環境に合った産業であると思うが、もっと十津川の良さを生かしたもの
にしていくことは可能か考えていくことが大切ではないかと思った。

奈良ＥＳＤコンソーシアム

第 2 回教員・学生合同研修会

報告書

奈良市富雄第三小中学校
教諭 大田 清美

１

日時

平成 26 年 9 月 20 日（土）～21 日（日）

２

場所

十津川村玉置神社・大峯奥駆道
十津川村立西川第二小学校
上湯川きのこ生産組合

奈良県吉野郡十津川村玉置川
奈良県吉野郡十津川村出谷 416-2
奈良県吉野郡十津川村上湯川 401-4

３ 活動内容
（１）１日目
①玉置神社
玉置神社は、玉置山の頂上近くにあり、標高 1000ｍ付近に鎮座している。第十代崇神天皇の時代に
王城火防鎮護と悪神退散のために創建されたと伝えられている。古くより熊野から吉野に至る熊
野・大峰修験の行場の一つとされてきた。現在でも、地元の方の信仰のよりどころになっていると
ころであることはもとより、遠方の方も参詣しているようである。また、社務所内部は、杉の一枚
板の板戸や板壁 60 枚余りで仕切られており、そこには、幕末に狩野派の絵師である法橋橘保春ら
によって描かれた松、鶴、孔雀、牡丹などが、今も色鮮やかに残されていた。

②玉置神社から大峯奥駆道、宝冠の森までを往復
修験道は、第 40 第天武天皇のころに、役の小角によって始められた。山伏姿で山野を跋渉（ばっ
しょう）し、呪文を唱え、行場を巡って苦行修練することを目的とする仏教の一派である。熊野か
ら吉野に至る間に 75 の行場を開き、熊野から入るのを順の峯入り、吉野から入るのを逆の峯入り
と称し、玉置山は熊野から数えて 10 番目の行場であり、行者の往来が盛んであった。今も、奥駆
道と称する行者の道を、行き来する姿が見られる。今回、実際にその一部を歩き、想像以上に足場
の悪いところを歩いたり、命の危険を感じるような崖を、鎖をつたいながら上り下りしたりした。
ガイドをしていただいた、村教育委員会の中西先生のお話の中に、
「話をしながら、歩いていくのも
いいが、疲れた時には黙って自分の体と向き合いながら歩くことで、見えてくるものがある。」（文
責、大田）があった。自分の鼓動の音や自然の音などに耳を澄ましながら、自分と向き合い、少し
ではあるが行者の心を体感できた貴重な時間であった。

（２）２日目
①十津川村立西川第二小学校訪問
児童数 5 名の西川第二小学校の運動会に参加させていただいた。競技ではシルバー対児童の玉入れ
や、卒業生対児童の騎馬戦など、地域の人々が一体となり、運動会を盛り上げていた。また運動会
の運営も地域の方々が担っていた。私たちも一般枠で参加させていただき、その温かい雰囲気を肌
で感じることができた。この学校は、来年統合されるそうだが、この地域の温かなつながりはいつ
までも絶やさないでいただきたいと感じた。

②上湯川きのこ生産組合見学
エリンギ、シメジ、ナメコ栽培の様子を見せていただいた。どれも市販のものよりもたいへん大き
く立派であった。特に、ナメコの中でも、
「ひらきナメコ」は通常は市販されない二番取りのナメコ
の笠をじっくりと時間をかけて開かせた状態にする独特なものであった。工場の方は、苗床などに
もわりをもち、どのきのこも自信をもっておすすめされていた。十津川村らしい産業の一つとして、
さらに盛んになっていって欲しいと感じた。

奈良ＥＳＤコンソーシアム

第 3 回教員・学生合同研修会報告概要
奈良教育大学次世代教員養成センター

講師

中澤静男

１．目的
文部科学省の平成 26 年度ユネスコ活動補助金（グローバル人材の育成に向けたＥＳＤの推進事業）
において、本学の本学が受託した 「グローバル人材育成を見据えたＥＳＤコンソーシアムの構築とユネ
スコスクール間交流による ESD の推進－国際（Think global）と国内（Act local）の融合－」の一環
として、教員と学生の環境や文化遺産等に関する理解を深め、ＥＳＤ教材開発への意欲を向上すること
を目的とする。

２．開催日時
平成 26 年 10 月 4 日（土）7：30 ～

10 月 5 日（日）19：00

３．目的地
熊野本宮大社

田辺市本宮町本宮

世界遺産熊野本宮館

田辺市本宮町本宮 100 番地の 1

熊野速玉大社

新宮市新宮１

熊野那智大社

東牟婁郡那智勝浦町那智山１

補陀洛山寺

東牟婁郡那智勝浦町大字浜ノ宮 348

４．参加者

教員：蔵前拓也・三木恵介（奈良市立都跡小学校）
吉村安里砂（奈良市立左京小学校）
・森崎まや（奈良市立佐保小学校）
学生：横井まどか・近藤真世（文化財造形専修 4 回生）
大学スタッフ：中澤静男

５．内容
今回の研修地は、
「紀伊山地の霊場と参詣道」として世界遺産に登録されている 3 つの霊場のひとつ、
熊野三山である。平安時代末期の 12 世紀頃、浄土信仰の流行に伴い、熊野の神々は神仏習合により、
本地仏が仮の姿をとって現われたものとされるようになった。三山の主神である家津御子（けつみこ）
神は阿弥陀仏が、速玉（はやたま）神には薬師如来が、結（むすび）神には千手観音があてられた。
これによって、熊野本宮大社は阿弥陀仏の西方浄土、速玉大社（新宮）は薬師如来の東方瑠璃浄土、那
智大社は観音の補陀落浄土とみなされ、熊野全体が浄土の地として認識されるようになった。元々熊野
という地名は隈（くま：すみ）の野（未開の地）、つまり都から遠く離れた（つまり、すみ）にある未
開の地であったものが、浄土に擬せられたことは興味深い。
（１）熊野詣
平安時代から、上皇、貴族、女院の参詣が盛
んに行われた。
後白河上皇

33 度

後鳥羽上皇

29 度

鳥羽上皇

23 度

白河上皇

12 度

待賢門院

9度

これらは、病気平癒や奇跡を求める現世利益と来世の安穏が目的であり、参詣の回数が多いほど功
徳があるという考え方は、修行の度数の多さによって臈（ろう）を積むという修験道の考え方に基づ
いたものである。
そしてこれらの当時の上流階級の流行を、下の階級の者がまねをするようになり、「蟻の熊野詣」
と呼ばれるほどの現象となったと言われる。この流行が上流から中流・下流へと伝播していく様は、
イギリスにおける紅茶の普及と同様である。
貴族の熊野詣の場合、熊野の暑さを避けたようで、おおむね出京は 10 月半ばであった。往路では
途中の王寺で儀礼や礼拝を行うため、本宮までで約 15 日、その後三山を順拝し、帰路は 10 日ほどで
あった。往路では一日に 120～130 町（13～14 ㎞）を歩いたが、帰路は伝馬などを利用した。この熊
野詣は 16 世紀には衰退しはじめ、かわって伊勢参宮が次第に盛んになっていった。

（２）那智参詣曼荼羅
今回の研修で最初に訪れた世界遺産熊野本
宮館、及び最後に訪問した補陀落山寺におい
て、那智参詣曼荼羅を見ることができた。補
陀洛山寺のご住職にこの曼荼羅について解説
していただくことができた。那智熊野参詣曼
荼羅は、紙に描かれており、折りたたまれて
いた際についた織り目があることから、熊野
比丘尼（女性聖職者）によって持ち運ばれ、
絵解きの道具として利用されていた。また、
右下の木戸から二人の白装束の夫婦者が、絵
の中で次第に左上に移動していき、妙法山あ
たりで姿が見えなくなっている。これは二人
が浄土に旅立ったことを表しているとお話し
那智参詣曼荼羅
してくださった。
この絵の中の左上にある妙法山は山上渡海を、右下の船は海上渡海を表しており、船の前に描かれ
た建物と鳥居・神社が補陀洛山寺、大神（おおみわ）神社である。補陀洛山寺は、観音浄土である補
陀洛山へ小船で那智の浜から旅立つという宗教儀礼である補陀洛渡海が 20 度以上行われた寺であり、
平安時代から江戸時代中期にかけて実際に行わ
れていた。展示されている渡海船は四面に鳥居
が取付けられた屋形船で、小さな屋形に渡海上
人が乗り込んだ後、外側から板をた。船出の際
には白帆をあげ、伴船に曳かれて沖に出たあと
は、綱が切られ、漂流するといった一種の捨身
行であった。寺には渡海した僧たちの墓も残さ
れている。
渡海船
また、今回ご住職のご厚意で、秘仏であるご
本尊千手十一面観音菩薩立像を拝見させていただくことができた。重要文化財に指定されている平安
時代に作られた像だ。秘仏であったせいか、年代による痛みは感じられない。

（３）熊野に見る日本人の自然観
本宮、速玉、那智の三社を訪問し、気がつ
いたことは、三社とも周囲を鬱蒼とした大樹
で囲まれているということである。南紀特有
の暑さと激しい降雨による多様な植物の繁茂
とそれに支えられた昆虫や鳥、獣といった多
様な動物の生息、黒潮による多様な海の幸、
こういったものに現代においても生命のエネ
ルギーを感じさせられる。上述した那智参詣
曼荼羅にも神殿の周囲の樹木が黒々と描かれ
那智の滝
ており、そこから流れ出た水が滝となり、川
となって海に注ぐ様子がはっきりと示されている。
今回の研修 2 日目には、台風 18 号接近に伴う激しい風雨に見舞われた。また 2011 年の台風 12 号
では那智川が氾濫し、大きな被害が出た。この躍動する生命観と自然は人間の意のままになるもので
はないという、人力を超えたものに対して畏怖する思いが熊野信仰を形づくっていったのではないだ
ろうか。

（４）まとめ
熊野本宮大社は大斎原（おおゆ
のはら）と呼ばれる熊野川の中州
に熊野十二所権現として十二柱の
社殿があった。しかし明治 22 年の
大水害で中四社・下四社が倒壊し
たため、上四社のみを現在地に遷
している。
この大水害は「十津川の大水災」
あるいは「熊野川大水害」と呼ば
れ、十津川村の被災者 2691 人が北
海道に移住するきっかけとなった

速玉大社前での学生による文化遺産の説明

大洪水である。台風と前線の影響を原因とする大雨により、十津川村で大規模な崩壊とそれによる土
砂ダムが形成され、このダムの決壊によって大規模な土砂災害が発生し、下流の新宮市は市街地全域
で浸水。これらによる死者 175 人、流失・全壊家屋 1,017 戸、半壊 524 戸という大きな被害をもたら
している（新宮市史、十津川村史）
。
昨今は、温暖化による海水温度の上昇により、①海面で水蒸気が発生しやすくなっており、台風が
大規模化する傾向、②撹拌された海水の温度が下がらず、台風の勢力が弱まらない傾向がある。一方
で、林業の不振により山の手入れが行き届かず、線香林と呼ばれる細長い樹木が山肌に密集している
様子が目につく。適度な間伐が行われないと、樹木が細くなるばかりでなく、根元に日光が届かない
ことにより下草が生育できない。腐葉土が十分にある山地では、雨水が下草で受け止められて徐々に
地面に染み込むところが、この状態の山間で大雨が降ると、雨水が地表を流れるため、土が一緒に流
され、木の根が浮き、土砂とともに崩落してしまう危険性が指摘されている。

残念ながら、温暖化効果ガスである二酸化炭素の排出量を削減しても、すでに排出された二酸化炭
素による温暖化の影響は、今後 30 年は続くと言われている。山林の適切な管理は、材木の産出とい
った経済効果だけでなく、二酸化炭素濃度の低下、土砂災害の防止といった、環境保全・防災効果が
あることから、林業家だけに任せるのではなく、全国民が例えば税金といった形で負担すべきもので
ある。
山と川と海を結ぶ熊野信仰は、自
然の恵みとともに脅威を思い出させ
てくれるものである。右の「全国熊
野神社分布表」に見られるように、
熊野神社は全国にある。それは日本
がそれだけ自然災害の多い土地であ
ったことを表すとともに、熊野神社
を教材とした、自然保護と防災を目
的としたＥＳＤが、日本全国で展開
可能であることをも表している。
また、それは同時に、山の伝統文

全国熊野神社分布表（熊野本宮大社）
化や海の伝統文化に対する学びとな
る。熊野神社にまつわる仏像や神像（神仏習合）、伝統行事やそれを支えてきた人々のつながりを学
ぶことが、地域の価値を見いだし、地域を大切に思う心を育てる。この地域を大切に思う心こそが、
次世代の地域社会の担い手としての当事者意識を形成するものである。

本宮大社

速玉大社

大斎原をバックに

合同研修会を踏まえた文化遺産の ESD 観点からの考察
奈良市立佐保小学校

森崎まや

今回の研修で，紀伊山地の霊場と参詣道の文化遺産の一部の熊野本宮大社，熊野速玉
大社，熊野那智大社，那智山青岸渡寺，補陀洛山寺，那智大滝等を巡り，文化遺産への
理解を深めた。それをもとに，ESD としての観点を模索し，今後の教材開発への手が
かりとして役立てていけるようにしたい。
熊野は山林が深く，近畿の最も端に位置することからか，自然崇拝が信仰されてきた。
それぞれの大社，寺院は別々の信仰から始まったが，今では世界遺産として，「熊野」
という霊場として注目されている。その寺院の一つ，補陀洛山寺は船で補陀洛浄土とい
う南の海上を目指して建てられた寺院であった。貞年十年（８６８年）から享保七年（１
７２２年）という長い年月の間に二十回も小船に乗った僧がそこから渡海したという長
い歴史がある。私は，海の端に来世への橋渡しがされる場所がある，という考え方を知
り，興味を抱いた。また，渡海僧が小船から脱走しないように外から扉が打ちつけられ
ていたが，それでも逃げ出し，何度も渡海させられた，という話を聞き，世の憂さを嘆
いて浄土を目指すはずの人が，死の恐怖にもがき苦しむ矛盾した姿を想像した。このよ
うな背景を知り，熊野の「霊場」にさらに興味を持った。
また，十津川の猿谷ダムや那智大滝を目の前にして，吉野川分水の地点を確認して，
那智勝浦の湧き出る自然の恵みに浸かりながら，水の豊かさを実感した。吉野の地域な
らではの豊かさ，つまり水や森林といった資源が今現在の状態になるまでの歴史をたど
ることは，これからのこの地域の自然や文化を次の世代につなげていくことになる。
ESD は，一人ひとりが自分と「世界」
「将来の世代」
「現在の社会」との関係を見つめ，
自らが生きる社会を持続可能な社会とするために，その社会づくりに参画するようにな
ることを目指すものである。この考えをこの地域に当てはめるなら，現在の紀伊山地の
霊場と参詣道の文化遺産やこの地域の自然ができた背景を紐解き，自分自身の身近なも
のとして体感し，受け止めることが ESD としてこの地域に関わることになると考える。
奈良県の教師として，社会科において吉野地域のことに触れる機会があるが，その折
には児童が歴史の背景を知り，自分にも関わりのあることだと実感するような教授の仕
方を工夫するよう努めたい。

参考文献

和歌山県観光局観光振興課
「世界遺産

リーフレット

紀伊山地の霊場と参詣道」

我が国における「国連持続可能な開発のための教育の１０年」実施計画

奈良ＥＳＤコンソーシアム 第 4 回教員・学生合同研修会報告概要
奈良教育大学次世代教員センター 講師 中澤静男
１．目的
文部科学省の平成 26 年度ユネスコ活動補助金（グローバル人材の育成に向けたＥＳＤの推進事業）
において、本学の本学が受託した 「グローバル人材育成を見据えたＥＳＤコンソーシアムの構築とユネ
スコスクール間交流による ESD の推進－国際（Think global）と国内（Act local）の融合－」の一環
として、教員と学生の環境や文化遺産等に関する理解を深め、ＥＳＤ教材開発への意欲を向上すること
を目的とする。

２．開催日時
平成 26 年 10 月 11 日（土）

３．目的地
滋賀県野洲市家棟川
ＮＰＯ法人家棟川流域観光船・野洲市農山漁村活性化推進協議会

４．参加者

野洲市堤 421

教員

：河合摩香（奈良市立椿井小学校）・新宮済（奈良市立平城小学校）

学生

：横井まどか・後藤田洋介・二階堂泰樹・寺田翔一・濱田茜

スタッフ：北村恭泰・中澤静男

５．内容
今回の研修は、ＮＰＯ法人家棟川流域観光船、及びきんき環
境館の協力によって実現した、野洲市の山、町、川、そして琵
琶湖という流域を視野に入れたＥＳＤ環境教育である。環境保
護や環境教育を活動テーマとしたＮＰＯは多いが、そのほとん
どは行政の助成金に依存している傾向にあるが、ＮＰＯ法人家
棟川流域観光船はきんき環境館のアドバイスの下、事業型ＮＰ
Ｏとして、観光船収入によって持続的に自立した活動を展開し
ている環境ＮＰＯである。2 年前に副会長をつとめておられる
松沢氏（琵琶湖での漁師歴 40 年の方）を取材したことがあり、

北出氏による講演

その活動には注目していた。今回は台風 19 号の影響で予定していた家棟川での屋形船乗船はできなか
ったが、会長である北出肇氏から、様々な取り組みを拝聴し、ＥＳＤ環境教育の実際について学ぶとこ
ろがたくさんあった。
（１）家棟川での環境教育の背景
琵琶湖は日本で一番広い湖であり、京阪神に水を供給する重要な淡水資源である。しかし、滋賀県
の人口増加と人々の便利で快適な生活の追求などから、赤潮の発生など水質の悪化が顕在化した。有
名なせっけん運動などの住民の取組と下水道の整備などにより 1970 年代後半～1980 年代前半に比べ
ると水質は改善されてきているとはいうものの、湖底のヘドロの堆積やゴミの問題などは依然として
解決されていない。
琵琶湖に流入する河川の一つである家棟川も例外ではない。家棟川は三上山のふもとにある希望ヶ

丘文化公園を源流とし、野洲市の中央を流れる 12 キロほどの一級河川である。源流である山間地、
市街地、農村・漁村をつなぐ川であり、その水質改善のためには、部分的な取り組みでは効果が期待
できず、山・川・湖全体の環境を守るという、流域環境保護の発想が求められる。
（2）環境保護活動の概要
水源地の山は都市住民の個人所有地であり、手入れ
が行き届かず荒れていた。かつては松茸山であったが、
山の荒れとともに下草が少なくなりことで、降雨の際
には雨水が地表を流れ、地下に吸い込まれなくなると
いう状況になった。そのため、市民との協働で山の手
入れを行っている。
河口部はゴミ捨て場になってしまっており、降雨の
たびにそれが琵琶湖に流れ込んでいた。10 年前からゴ
ミ拾い活動を続けたが、ゴミが減らない。家棟川に捨
てられたビニール、ペットボトルなどの生活ゴミゴミ
家棟川
は、地形的に見ても野洲市民の排出したゴミである。そこで道や川にゴミを捨てないよう、啓発運動
を始めた。それが家棟川流域観光船である。市民や子どもたちを船に乗せ、自然の良さを実感しても
らうと共に、川がゴミだらけであることを実感してもらう取り組みだ。これによって家棟川に対する
関心が高まり、ゴミの不法投棄は 90％なくなった。
昨年度は野洲市では 5000 人が環境保護活動に参加した。また市民の 10％である。30～40％になれ
ば成果が表れてくるのではないかと感じ、現在も月 1 回の川のゴミ拾い活動を継続している。また、
自然体験学習として以下の事業を展開している。
① ヨシ群落再生事業
ヨシ原は魚の産卵場所であり、琵琶湖の生物多様性を維持する上で重要な環境であるが、湖岸道路
建設のためにヨシ帯を破壊してしまった。現在、中主小学校の児童とともにヨシ植え活動を展開して
いるが、いったん絶滅させると再生が難しいことを思い知らされている。
② 漁民の森づくり事業
水源の山での植樹・下枝うち活動である。山から琵琶湖までをも通した流域環境の考え方に基づい
た活動である。
③ 県外民を対象としたエコツーリズム
環境活動を持続させるためには、事業化
する必要がある。そのために屋形船を用い
たエコツーリズムを展開している。漁師に
よる江州音頭の披露や俳句会、伝統食（し
じみの味噌汁、ビワマスの煮つけ、刺身、
キスの天ぷら、鮒ずしなど）の提供など、
ゆったりとした自然環境と手漕ぎ船によ
る水鳥目線の風景鑑賞、船頭さんの語り、
この地域の伝統食でもあった湖魚料理
漁師料理を三大魅力として展開している。

（3）成果と今後の課題
生態回廊の再生の一環として、山・川・琵琶湖の 8 か所で生態調
査を行ったところ、豊富な生態系が確認された。また、水フォーラ
ムを開催するのでして、水環境について学んでいる。
かつてこの地域ではどの家にも田船があり、荷物の運搬に用いら
れていた。子どもでも小学 4 年生にもなると船を操ることができた。
ところが船頭の高齢化と共に、地域の歴史や琵琶湖の環境を語るこ
とができる船頭の育成が必要になってきている。
また田の中にはミジンコなどの生き物が多く、琵琶湖の魚が川か
船頭の吉川氏
ら水田に入って産卵していたが、農薬の使用により激減した。地域
の活性化を目的に、化学肥料や農薬の使用量を減らし、「魚のゆりかご米」としてのブランド化を図
っていきたい。
終戦前までは琵琶湖の周囲には内湖と呼ばれる沼がたくさんあった。水田から流れ出た水はいった
ん内湖に入るため、琵琶湖には上澄みのきれいな水が流れ込んでいた。また内湖にたまったヘドロは
田の肥料に用いられていた。ところが、食料増産のために内湖を埋め立て、田畑にしてしまった。
また、圃場整備で水田から出た水が直接川に流れ込むようになったことで、川にヘドロがたまり、大
水の時にそれが琵琶湖に流れ込むようになった。
今後は自然に直接働きかけるとともに自然からの影響も大きい農業、漁業、林業を復興させること
を通して琵琶湖の自然環境の保全を図っていきたい。

野洲市での家棟川環境教育研修会に参加して

奈良市立椿井小学校

教諭

河合

摩香

10 月 11 日（土）に野洲市での家棟川流域環境教育の研修会に参加した。今回は家棟川で手漕ぎの屋
形船に乗れることを楽しみにしていたのだが、あいにく台風 19 号の影響で船に乗ることはできなかっ
た。しかし、ＮＰＯ法人家棟川流域観光船理事長の北出氏から、取組について詳しくお話を聞くことが
でき、また湖魚料理をご馳走になり、有意義な研修となった。今回の研修会に参加することで、考えた
ことが２つある。一つめは本物に出会うこと、二つめが文化の継承と家族の在り方についてである。
一つめの本物との出会いである。今回の研修会では、家棟川流域の環境改善に取り組んでおられる北
出氏、船頭の吉川氏、そしてコーディネーター役のきんき環境館の上野氏などと、初めてお会いしたが、
三氏が三氏ともそれぞれの立場において、
「本物」であると感じた。船頭の
吉川氏は、小学校４年生のころから船を操っておられるという。北出氏は
10 年前から、家棟川での月 1 回のゴミ拾いを続けておられる他、様々な取
り組みへと展開されている。そして環境改善の取組を持続可能な事業型Ｎ
ＰＯとするべく支援しているのが上野氏である。また、今回の研修会をコ
ーディネートしてくださったのも上野氏である。こういったプロの方は問
題意識も高く、活動もねばり強いという共通点がある。その姿勢には学ぶ
ところがたくさんある。取組の実際を拝聴する上で、大学で学んでいるＥ
ＳＤと現場の人たちが経験を通して学んでいることがつながっており、今
回の研修会はＥＳＤの具体的理解に効果があったと感じている。
船頭の吉川氏
二つめは、文化の継承と家族の在り方についてである。今回は北出氏か
ら湖魚料理をご馳走になった。ビワマスの煮つけやエビマメ、鮒ずし、シジミの味噌汁など、お膳に並
んだ料理はどれもこの地域の郷土料理とおっしゃっていた。食材は違うが、魚の煮つけや味噌汁などは、
どこの家庭でも食べていた。かつては当たり前に食べていたものが、今や「伝統食」「郷土料理」と呼
ばれている。この 30 年間で私たちのライフスタイルがすっかり変わっていることに改めて気づかされ
た思いがする。かつての身近な食が今では懐かしいものになっている。これには家族の在り方の変容が
大きく影響しているのではないか。家族の時間がバラバラになり、家族全員で食卓を囲むことも少なく
なってきている。スーパーマーケットで手軽に手に入れることができる食材を用いた、全国共通の調理
方法を学校で学ぶことも結構だが、一方で、その土地の気候風土を生かした食材を用いた、地域ならで
はの料理、その家ならではの料理を学ぶ機会があってもいい。
共食によって、受け継がれてきたものは食文化だけ
ではない。食卓を囲んでの家族の会話を通じて、地域
の行事や伝説、地域社会のルールなど、様々な文化が
伝えられてきた。それが、知らない間に断絶しつつあ
るのではないかと感じた。今回の研修は山・町・湖と
それをつなぐ川という流域を対象とした環境教育で
あったが、環境教育に終始するのではなく、食文化や
伝統文化などへの展開を考える機会となった。このよ
湖魚料理

うな総合的で学際的な取り組み方がＥＳＤの特色で
あると感じた。

自然と人がつくる野洲の魅力

社会科教育専修

4 回生

寺田

翔一

大学が所在する奈良市から車で 2 時間ほどで、ＪＲ野洲駅に到着した。駅から車を走らせると
すぐに、一面に田園が広がっていた。広大な田園風景をゆっくり見る機会がこれまでなかったこ
ともあり、その景色の美しさに見とれてしまった。そこで、今回の研修を通して感じた野洲の魅
力について 3 点述べていきたい。第一に、山、川、田、琵琶湖などが織りなす美しい景色につい
て。第二に、野洲の自然環境に育まれた食について。最後に、野洲を守り続けている人々につい
てである。
はじめに、野洲の美しい景色の魅力について述べる。
NPO 法人家棟川流域観光船理事長の北出さんのお話の
中で、野洲市は県下でも有数の流域の広さを誇る日野川、
野洲川によって作り出された肥沃な田園地帯で、家棟川
流域とほぼ一致するというお話があった。冒頭でも述べ
たように、野洲市に入って、最初に目に飛び込んでくる
のは、その広大な田園風景である。大阪の住宅地に住む
私にとって、その風景は新鮮であり、雄大で美しいもの
であった。また、農業体験として芋ほりを体験した。そ
家棟川周辺の田園風景

の際に、農家の方から現在の農業での苦労話を聞くこと
ができた。美しい野洲の景色を、農家の方の苦労の結果、私たちは見ることができることも知っ
た。
次に、野洲の自然環境に育まれた食について述べる。
今回、野洲の伝統料理である「漁師料理」を振る舞っ
ていただいた。正直なところ、私は魚料理が得意では
ない。しかし、「漁師料理」はとてもおいしくいただ
くことができた。それができたのは、その地でとれた
ものを使った料理であって、その地の人々が受け継い
できたものであるからではないか。その土地で暮らし、
その土地のことを知り尽くした人々がつくっている
ものにはとても魅力がある。
「漁師料理」

最後に、野洲を守り続けている人々について述べた
い。はじめに、野洲の景色を見たときには「とてもきれいないい景色だなあ。」と感じた。しか
し、北出さんのお話を聞いて、この認識は大きく変わった。印象に残っているのは、家棟川のご
み撤去やヨシ群落再生事業、漁民の森づくり、魚のゆりかご水田のお話である。私がはじめに見
た美しい景色は、野洲の人々が苦労を重ね、取り戻してきたものであることを知った。特に、家
棟川に不法投棄などのごみ問題があることは、私たちが研修で見た美しい家棟川の姿からは想像
できないことであった。このような地域の人々の努力も野洲の魅力の一つである。
以上のような、私が感じた野洲の魅力は、野洲地域の自然環境とその地域に暮らしてきた人々、
あるいは、現在実際に暮らしている人々の知恵や努力がつくりだしたのである。この研修を通し
て、改めて、地域には「地域のお宝」が存在していることを感じることができた。これからの未
来を担っていく私たち若者が中心となって、野洲で出会ったような「地域のお宝」を受け継ぎ、
守っていかなければならない。

奈良ＥＳＤコンソーシアム

第 4 回教員・学生合同研修会報告概要
奈良教育大学次世代教員養成センター

研究員

北村恭康

1．目的
文部科学省の平成 26 年度ユネスコ活動補助金（グローバル人材の育成に向けたＥＳＤの推進事業）
において、本学の本学が受託した 「グローバル人材育成を見据えたＥＳＤコンソーシアムの構築とユネ
スコスクール間交流による ESD の推進－国際（Think global）と国内（Act local）の融合－」の一環
として、教員と学生の環境や文化遺産等に関する理解を深め、ＥＳＤ教材開発への意欲を向上すること
を目的とする。

2．開催時期
平成２６年１０月１１日（土）8：00 ～

18：00

3．目的地
滋賀県野洲市家棟川
ＮＰＯ法人家棟川流域観光船・野洲市農山漁村活性化推進協議会

野洲市堤 421

4．参加者
教員：

河合摩子（奈良市立椿井小学校）
・新宮済（奈良市立平城小学校）

学生：

島俊彦（教職大学院２回生）
・横井まどか（文化財造形専修４回生）
後藤田洋介（物質科学専修４回生）
・二階堂泰樹（社会科教育専修４回生）
寺田翔一（社会教育専修）・濱田茜（特別支援教育専修）

大学スタッフ：

中澤静男・北村恭康

5．内容
今回は、琵琶湖に流入する家棟川を和船に乗り流域の自然環境と圃場整備事業との関係、住宅地
からのゴミの流入について、ＮＰＯ法人の方から説明を受ける予定であったが、台風１９号の関係
で波が立ち舟を出すのが危険であるとの判断で、映像による説明となった。農業体験は芋ほりであ
った。
（1）法人の立ち上げ
今回訪れた家棟川は、南部には野洲川、北部に日野川に挟まれ、共に琵琶湖にそそいでいる。説
明によれば、家棟川には野洲市内を流れる約８割の川が流入し琵琶湖へと注いでいる。野洲市の市
街化に伴い、ゴミの投棄、湖周道路建設に伴う葦群落の消滅、市街地からの濁水の流入などにより、
生態系が昔と比べ大きく変化してきている。また、６０年ほど前までは水源地である山にはマツタ
ケが生え、川にはビワマスが遡上していたとのことである。この
家棟川の現状は琵琶湖を取り巻く自然環境の縮図と受け止め、住
民たちによる川のゴミ捨て場の解消をめざし、美しい流域作りを
目指してＮＰＯ法人が立ち上げられた。

家棟川流域の説明

（2）活

動

今も月１回ゴミの回収は行われているが、当初はいくら回収しても一向にゴミが減らず悩んでい
たが、この地はかつて水郷地帯であり各戸に田舟があったことから、家棟川の自然を見てもらう方
法として手漕ぎの舟をだし、良さをアピールするという発想の転換をおこなったところ、不法投棄
はなくなっていった。船頭さんは地域の人々であるので、見るだけではなく、地域の今昔を聞くこ
ともでき、楽しさの中に今後の地域の在り方についても考えることができ、それを通して琵琶湖全
体の自然環境にも考えを広げることができるものと思う。他にも昔ながらの「漁師料理」を提供し、
自然の恵みについて考える機会としたり、漁民による森づく
り、葦群落の再生、シジミ再生の取り組み等をしたりして、
破壊された自然を取り戻そうとしている。

（3）まとめ
昔

川

田で産卵

今

田で産卵できない

川

琵琶湖へ
琵琶湖の魚減少

改善
漁師料理

魚道

田で産卵

魚道

琵琶湖へ

上の□内は、魚の水田と琵琶湖の関係であるが、水田の用排水の改善の結果魚が往来できなくな
り、さらに改善を加えたことを表している。また、湖周道路建設のために無くなった葦群落の再生
においても、「自然群生している物は刈っても刈っても生えてくるが、無くなったものを元に戻す
のは難しい」と言われていた。人間の便利さは他の生き物たちにとっては葦・田・内湖へのつなが
りを断ち切られ非常に厳しい環境を作り上げているのかもしれない。しかし、この現状に気づき、
川のもたらす恩恵の価値や、源流の保全・各種の再生事業などを通して地域を大切にする気持ちを
育てていく取り組みは、次世代の地域社会の担い手を育てていくことに他ならないと思う。

家棟川
芋ほり前の説明

芋ほり風景

野洲研修を終えて
社会科教育専修 二階堂泰樹
平成 26 年 10 月 11 日、私は滋賀県野洲市に環境教育の研修に参加した。野洲市は琵琶湖の南岸に位
置する市で、琵琶湖に流入する河川の一つである家棟川が市内を流れている。しかし、野洲市の市街化
に伴い、家棟川では排水の問題やごみの廃棄などにより水質汚濁や在来魚介の減少など多くの自然環境
問題が起きている。今回は NPO 法人家棟川流域観光船の方々に、琵琶湖の生物多様性を守るための取
組として家棟川観光船の始まりや伝統食の漁師料理など多くの活動を教えていただいた。環境の大切さ
を楽しみながら体感することで地域の持続可能性に
ついて深く考え学ぶことのできる本取組について私
自身の経験を踏まえながらのべていきたい。
午前 10 時ごろに野洲市に到着し、そこから琵琶湖
を眺めながら琵琶湖の魚介を使った漁師料理を堪能
できるという「あやめ荘」に移動し、野洲市と家棟川
についてのお話を聞かせていただいた。「家棟川のご
みは野洲市のごみだからほっておけない。」と始まっ
た清掃活動からエコ遊覧やヨシ群落再生事業など
NPO 法人家棟川流域観光船の取組を聞く
様々な活動に発展していった様子を知り、きっかけは
小さなことであっても実際に行動することの重要さを改めて感じた。特に、今回は台風の影響で体験す
ることのできなかったエコ遊覧は、自然体験学習の一環として子どもたちに川の正しい知識と楽しさを
教え、川になじませるという点が未来を見据えており素晴らしいと感じた。川は危ない、怖いと教える
だけでは川と人とのつながりは失われ続ける一方である。やはり、昔のように子どものころから川に親
しみ、なじむことが大切で、またそれらをしっかりとサポートできる大人の存在も重要であり、エコ遊
覧等の活動はまさに地域のつながりを保つために大きな役割を担っているのだと私は思う。
様々なお話のあと、昼食では伝統食の漁師料理をいただいた。琵琶湖の幸を使った湖魚料理はどれも
絶品で美味しかった。また、地元で収穫されたお米を炊いたご飯は甘辛い味付けの漁師料理にとてもあ
っており、一杯や二杯では足りないほどであった。味付けの濃い料理が多かったので、野菜等の料理が
もっとあっても良かったのかもしれないとも感じた。昼食後、家棟川を見学し、芋ほり体験をさせてい
ただいた。放置された農地を体験農園に利用したということであったが、普段土に触れることがいかに
少ないかということを強く意識させられた。隣の畑に植えられていたシシトウを収穫したその場でいた
だいたが、甘みがたまらず食べ過ぎてしまった。
様々なお話を聞かせていただいて、一番に考えたことは、地域資源をどのように活用するのかという
点である。実際に体験し、知り、学ぶことで自然をその身で味わうことのできる本取組は日本中のあら
ゆる場所に広がって行ける可能性を秘めている。地元の資源に目を向けること、言葉だけならば簡単だ
が、いざ行動するとなれば難しい。家棟川のように「ごみをほっておけない。」
「この自然を守っていこ
う。」といった、より身近な問題に目を向けることが必要なのだと深く感じた。

野洲地域流域環境教育レポート
物質科学専修

4 回生

後藤田洋介

琵琶湖沿岸と家棟川流域の環境教育のプログラムを行っている NPO 法人家棟川流域観光船による、
家棟川流域の環境の変化と保護の取り組み、湖魚食体験、農業体験などのプログラムに参加した。
この研修で新たに学んだことを三つあげて述べます。まず、第一に琵琶湖の在来魚と、自然環境につ
いて、第二に湖魚食について、第三に自作農についてである。
第一の琵琶湖の在来魚と自然環境については、私は、
在来魚の減少の原因のほとんどが、ブラックバスなどに
代表される外来魚によるものであると思っていた。しか
し、家棟川流域の環境の変化と保護の取り組みを知る講
義を受けている際に、琵琶湖沿岸の道路工事の際に、沿
岸の葦をたくさん切ってしまったことや、ごみの問題な
どが、在来魚の減少につながっているということを知っ
た。在来魚が減少している原因は、外来魚によるものだ
けではなく、その他の、人間が便利に過ごすために行っ
てしまったことも原因であると知った。現地の方が葦の

家棟川の環境についての講義

再生を行ったときに感じたこととして、
「一度失ったもの
を再生することは大変難しい事」ということを聞き、今
の行動が未来にどのように影響するのか考えて行動しな
ければならないことを感じた。
第二の湖魚食については、琵琶湖でとれた新鮮な魚を
用いた伝統食を湖魚食といい、重要無形文化財に指定さ
れている鮒ずしや、小鮎の佃煮を味わうことができた。
また、琵琶湖の在来魚である、琵琶鱒の煮つけや刺身な
ども味わうことができた。湖魚食のほとんどが醤油と砂
糖をベースにした同じような味つけだったが、それぞれ
の湖魚本来の味を味わうことができた。
第三の自作農については、最後のプログラムで、農業

伝統食の湖魚食

体験の中で、農家の方のお話を聞くことができた。それ
によると、自作農は採算が合わず、道の駅などで販売を行っても、限界があるのだという話を聞いた。
食糧自給率が低下している現在でも、農業人口が減っていく現状を知ることができた。
以上がこの研修で知ることができたことである。在来魚の減少の原因や、道の駅などの販売に限界が
あることは、資料に目を通したり、報道などでは得ることのできなかった情報で、このような情報は、
現地に行き、現地の人の話を聞くことで、はじめて知ることができると感じた。また、伝統食である湖
魚食では、素材を生かした伝統的な調理法に、豊かな琵琶湖の資源を活用できること、その伝統食を残
すためにも、琵琶湖の環境を守っていかなければならないことを学ぶことができた。

奈良 ESD コンソーシアム 第 4 回教員・学生合同研修会を終えて

特別支援教育専修

4 回生 濱田 茜

平成 26 年 10 月 11 日に奈良 ESD コンソーシアムの第 4 回教員・学生共同研修会が行われ、現職の
先生方、関西学院大学の学生、奈良教育大学ユネスコクラブ員が参加した。今回は環境教育をテーマに
滋賀県野洲市で開催され、当初はエコ遊覧船巡りとして、和船の乗船が企画されていたが、台風による
高波の為中止となり、民宿で NPO 法人 家棟川流域観光船・野洲市農山漁村活性化推進協議会の方から
家棟川流域の自然環境やゴミ問題について解説していただいた。その後は琵琶湖で獲れた湖魚の会席料
理をいただき、鮒ずし等普段口に出来ない料理を堪能した。また、農業体験としてサツマイモ堀りを体
験した。
今回の研修会を通して、私は ESD について、自分の身近なところから考えていくことが大切である
のだと感じた。そう感じたのには３つの理由がある。第一に環境問題についてとても身近に感じること
が出来たこと、第二に現職の先生とお話することが出来たこと、そして最後に農業を体験し、収穫物を
いただいたことである。以下、理由の詳細について記述していきたい。
１つ目の環境問題について身近に考えることが出来たという点である。NPO の方が「家棟川のゴミ
は野洲市のゴミだから我々が責任を持たなければならない」という言葉が印象的であった。日本全体、
世界全体でもゴミ処理問題は大きな課題であるが、まずは自分の身近なところから、自分が生まれ育っ
た町がきれいであり続けるように身近なところで行動しなければならないと考えさせられた解説であ
った。さらに、野洲市の人口の約 1 割にあたる 5000 人もの人がボランティア清掃に参加したという実
績もあることから、私たちでも環境問題という大きな問題に向き合い、改善させていけるのだという希
望を持つことが出来た。
２つ目の現職の先生方とお話することが出来たという点である。教員・学生の合同研修ということで、
奈良市の小学校に勤めるお 2 人の現職の先生から移動時間等にお話しを聞くことが出来た。教育実践を
論文で読むことも大切であるが、実際に奈良市という身近なところで小学校に勤められている先生方か
ら、授業のお話を聞くことが出来たのは、今回の合同研修会ならではの利点であった。
最後に、農業を体験し、収穫物をいただいた点である。私が生まれ育った大阪府高石市も、現在住ん
でいる奈良市も農業がさかんというわけではなく、野菜
はスーパーで購入することが一般的である。そのような
環境で育った私にとって、農業体験は野菜や果物のあり
がたみを強く感じることが出来る機会であり、大好きな
イベントである。今回はサツマイモ掘りを体験し、収穫
した 2 株のサツマイモは各自持ち帰らせていただいた。
10 日ほど置いた後調理した方がよいとのことだったの
でまだ調理は出来ていないが、やはりサツマイモがメイ
ンとなるような料理を考えたくなり、普段は自炊する機
会も少ないが、今回は早く作りたくて仕方がない。その

イモ掘りに夢中

ように感じることが出来る点でも農業体験を通して食べ物のありがたみを再認識することは大切であ
るし、小学生や中学生にも感じてもらいたい。
今回の研修会を通して、ESD について身近に感じることができたと感じる。今後は今回のように実践
されている方の話を聞くだけでなく、自らも率先して身近な問題から ESD について考えていきたい。

奈良ＥＳＤコンソーシアム

第 5 回教員・学生合同研修会報告概要
奈良教育大学次世代教員養成センター

講師

中澤静男

１．目的
文部科学省の平成 26 年度ユネスコ活動補助金（グローバル人材の育成に向けたＥＳＤの推進事業）
において、本学の本学が受託した 「グローバル人材育成を見据えたＥＳＤコンソーシアムの構築とユネ
スコスクール間交流による ESD の推進－国際（Think global）と国内（Act local）の融合－」の一環
として、教員と学生の環境や文化遺産等に関する理解を深め、ＥＳＤ教材開発への意欲を向上すること
を目的とする。

２．開催日時
平成 26 年 11 月 22 日（土）8：00

～

18：00

３．目的地
石山寺

滋賀県大津市石山寺１丁目１－１

三井寺

滋賀県大津市園城寺町２４６

三尾神社

滋賀県大津市園城寺町２５１

４．参加者

教員：河野晋也（奈良市立富雄第三小中学校）
学生：横井まどか（文化財造形専修 4 回生）、
津田あゆ美・西村早苗（文化遺産教育専修 1 回生）
大学スタッフ：中澤静男

５．内容
紅葉の石山寺と三井寺、そして三尾神社を訪れた。石山寺と三井寺は、それぞれ西国三十三所観音霊
場巡礼の、第十三番札所、第十四番札所となっており、観光の寺であると同時に信仰の寺でもある。ま
た、石山寺は、紫式部が参籠して源氏物語を書き始めた寺としても有名である。一方、三井寺は天台寺
門宗の総本山であるとともに、修験道本山派の中心地としても栄えた寺院である。三尾神社は神仏習合
の思想により、三井寺とともにあったものが、明治政府による神仏分離令によって、三井寺と切り離さ
れた神社である。
（１）石山寺縁起絵巻と懸け仏にみる神仏習合
石山寺縁起絵巻は七巻三十三段からなる絵巻で、詞書（ことばがき）と絵画によって、石山寺の草
創から様々な霊験を記している。制作年代については諸説あるが、詞書については、鎌倉時代の正中
年間（1324-6）に作文されたものを下書きとして、室町時代・江戸時代に現存の絵巻の詞書が作成さ
れたとされている。
その第一巻第一段には、石山寺の草創の物語が描かれている。それによると、吉野金峯山の蔵王権
現の夢告を得た聖武天皇が、良弁僧正に琵琶湖の南岸の山で祈るよう勅命された。良弁僧正は、その
地の岩の上に比良明神が釣りをしている姿を目にし、聖武天皇に報告した。その後良弁が天皇のご本
尊を岩の上に安置して祈ったところ、陸奥の国から砂金が掘り出された。これが東大寺大仏の鍍金に
用いられた金である。その後、岩の地を比良明神よりもらいうけ、建立したのが石山寺であるとする。
この短いストーリーの中にも、修験道の蔵王権現、神道の比良明神、そして東大寺大仏が関連付け
ながら語られており、鎌倉時代には、神仏習合が当たり前になっていたことがわかる。京都国立博物

館名誉館員である白畑氏が「石山寺縁起絵巻解
説」
（平成 8 年）の中で「石山寺縁起絵巻が作ら
れた鎌倉時代当時では、大体に当時の一般の人
にも解りやすいことを考慮したものと想像され
る」と述べているが、神仏習合が当時の公家や
教養人だけでなく、一般の人びとにも広く浸透
していたことを表していると考えられる。
神仏習合を端的に示すものとして懸け仏があ
る。神道の鏡に仏教の仏像を取り付けたものだ。
石山寺では、本堂に大きな懸け仏が安置されていた。また、内陣を見学したときに展示ケース内に、
銅製の小ぶりの懸け仏を見ることができ
た。三井寺においても、観音堂に大きな懸け仏
が安置されているのを目にした。昨今においては、宗教対立が経済対立と融合し、紛争の原因になっ
ている。違いは違いとして認め、残しつつ、本来的には異なる宗教である修験道、神道、仏教を相互
補完的に関連付けるという、当時の日本人の柔軟性には見習うべきものがある。
（２）秘仏について
三井寺では４つの秘仏を拝観することができた。
唐院 智証大師御廟：智証大師坐像（御骨大師）、智証大師坐像（中尊大師）、黄不動尊立像
観音堂

：如意輪観音坐像

智証大師坐像（御骨大師）は像内に智証大師の遺骨を納めてあることから、智証大師入滅後、すぐ
に製作された像であり、智証大師坐像（中尊大師）、如意輪観音坐像と共に平安時代の作である。ま
た黄不動尊立像は鎌倉時代の作である。いずれも秘仏であったため、彩色なども比較的よく残ってい
る。
像を秘仏とする理由として、不可視化することで、見えないものに対する畏れ、敬いなどを向上さ
せるというものがある。また、神道の影響とする説もある。つまり、神道において、もともと目に見
えない神の姿が仏教の影響を受けて神像として作られるようになったものの、御神体として社殿の奥
深くで祀られ、一般の人びとの目に触れることはない。これが仏教に影響を与えたというものである。
今回拝観できた如意輪観音坐像は三十三年に一回開扉される秘仏である。像を祀っておられる寺院の
方ですら、一生の間に 1 回、あるいは 2 回しか見ることがなかった。現代では、写真などもあり、像
を見ることができなくても、写真でその姿を知ることができる。しかし、写真がなかった江戸時代ま
での人びとにとっては、秘仏は特別な意味があったと思われる。現在も東大寺二月堂の大観音、小観
音と呼ばれる十一面観音像は絶対秘仏であり、江
戸時代の二月堂の火災の際に大観音は人目に触
れたが、小観音は未だ人前に姿を現したことがな
いとされる。厨子の中にどのような像が安置され
ているか全く不明であるが、それが信仰心にマイ
ナスの影響を与えているとは思えない。一方、公
開されることで、信心を深める人もあれば、単な
る観光目的で公開された像を見に来る人もいる
だろう。信仰心で来訪されている方にとっては、

観光客は雑音でしかなく、信仰の妨げと映るかもしれない。しかし、特別公開を機に、信仰心に目覚
める人がいないとは限らない。そのような観光目的の人々のことを寺院の方はどのように捉えられて
いるのであろうか。像を守り、後世に伝えていくためには、費用がかかる。拝観料を支払うことで、
信心の少ない人々の観光も、文化財を保護し、伝えていく一助となればと思う。
（３）まとめ
今回、石山寺と三井寺を拝観したが、価値を伝えることの難しさを考えさせられた。紅葉の名所で
あることもあり、多くの人が両寺を訪れていた。宝物殿や秘仏などが公開されていたこともあり、両
寺の文化的価値の一端に触れることができたことはうれしく思う。しかし、立ち止まって案内書を読
む人はまれであり、多くの人にとっては単なる景色になってしまっているのではないかと感じた。書
かれたものではなかなか良さは伝わらない。価値を伝えることができるのは、価値に感動した「人」
である。価値を正しく把握しているのは宗教学者や仏像・建築の専門家であろうが、専門家の言葉は
なかなか一般人には伝わらない。専門家の言葉をわかりやすく伝える「翻訳家」としてのボランティ
アガイドなどが組織されることを願う。

石山寺の多宝塔

三井寺の弁慶の引摺り鐘

奈良ＥＳＤコンソーシアム

第 6 回教員・学生合同研修会報告概要
奈良教育大学次世代教員養成センター

講師

中澤静男

１．目的
文部科学省の平成 26 年度ユネスコ活動補助金（グローバル人材の育成に向けたＥＳＤの推進事業）
において、本学の本学が受託した 「グローバル人材育成を見据えたＥＳＤコンソーシアムの構築とユネ
スコスクール間交流による ESD の推進－国際（Think global）と国内（Act local）の融合－」の一環
として、教員と学生の環境や文化遺産等に関する理解を深め、ＥＳＤ教材開発への意欲を向上すること
を目的とする。

２．開催日時
平成 26 年 11 月 23（日）9：00 ～

18：00

３．目的地
金峯山寺

奈良県吉野郡吉野町吉野山２４９８

吉水神社

奈良県吉野郡吉野町吉野山５７９

４．参加者

横井まどか（文化財造形専修４回生）
、二階堂泰樹（社会科教育専修４回生）
島俊彦（教職大学院２回生）、竹田隼也（教職大学院２回生）
中澤静男（次世代教員養成センター）

５．内容
紀伊山地の霊場と参詣道として世界遺産に登録されている金峯山寺と吉水神社を訪れた。本世界遺産
には３つの霊場が含まれている。真言宗の聖地である高野山、神道の聖地である熊野、そして修験道の
聖地としての吉野山である。吉野は古代から山岳信仰の対象であったが、役行者ゆかりの聖地として、
最も重視される所となった。金峯山寺の執行長である田中利典氏は修験道のことを「仏教と神道という
夫婦の間に生まれたようなもの」、
「日本独特の精神文化」と表現されている。しかし、そのために明治
政府の神仏分離政策に対応できず、
1872 年の修験道廃止令によって解体されてしまう。金峯山寺も 1874
に廃寺となるが、1888 年に天台宗末の仏寺として復興。1948 年に山下蔵王堂を中心に天台宗から独立
して金峯山修験本宗を立宗し、その総本山として現在に至っている。
一方、吉水神社は金峯山寺の付属寺院であったのが、修験道廃止令によって神社になった。吉水神社
には 15 世紀前半に建立された書院と 16 世紀末に建立された書院がある。源義経が弁慶らと身を隠し

たこと、後醍醐天皇の行宮であったこと、豊臣秀吉が花見の本陣とした等の歴史的逸話が残さ
れている。
（１）圧倒的な迫力
国宝仁王門修理勧進及び世界遺産登録 10
周年記念として、秘仏である本尊が特別公
開されていた。蔵王堂の本尊は金剛蔵王大
権現である。権現とは仮に現れるという意
味であり、3 体ある蔵王権現の中尊は本地仏
である釈迦如来（過去世）、右尊は千手観音
（現在世）
、左尊は弥勒菩薩（未来世）が仮

に現れた姿を示しており、過去・現在・未来
にわたって人々を救済することを表している。
3 体とも高さは約 7 メートル、青光りした体
躯に憤怒の形相、躍動感ある姿勢など、他の
どこにも見られない圧倒的な迫力で迫ってく
る。事前に資料集などを見て予備知識を持っ
て拝観しても、この有様である。写真などの
なかった昔の人が、この本尊を見たときの驚
き、畏怖は相当なものであったことだろう。
ところで、前述した通り、金峯山寺は修験道の寺院である。修験道では、役行者以来 1300
年にわたって山で修行が行われてきた。山には聖なるものがあり、その聖なるものを仰ぎ見、
そこに入って同化し修行していくのが修験道であると、前出の田中氏が述べる。また大自然の
中に分け入って、心身を鍛錬し、超自然的な神仏の力（験力）を、自分の五体を通して感得す
るとも述べている。つまり山に対する畏れがその基底にある。であるならば、蔵王権現の姿は、
山にある聖なる力、山への畏れを表現したものであろう。日本では、毎年台風被害が発生する
ほか、地震、津波といった自然災害が多く、日本人の心の中には、
「自然は人間の力ではどう
しようもないもの」という思いがある。この人間の力では御しがたい自然の力を表現したのが、
蔵王権現ではないだろうか。
（２）人々の力を結集する
吉野山は桜の名所である。今回訪れた吉水
神社には「一目千本」と名付けられた桜の眺
めの名所がある。また豊臣秀吉が吉水神社を
花見の本陣とした他、下千本・中千本・上千
本・奥千本と呼ばれ、古くから桜の名所とし
て知られる。
しかし、この桜は自然に増えていったもの
ではない。田中氏は吉野山の桜は、役行者が
蔵王権現を祈り出したときにヤマザクラの
木に刻んで権現をお祀りした伝承から、ご神
木とされてきた他、吉野山を訪れる人たちが、長い年月にわたって蔵王権現への信仰の証とし
て一本一本桜を献木したことで桜の名所となったと述べている。
また、今回蔵王堂内を見学して気がついたのだが、高さ 34 メートル、四方 36 メートルの巨
大な蔵王堂を支える柱のほとんどに、墨で文字が書かれていた。内容を読み取ることはできな
かったが、年月日等が書かれているところから、その柱を寄進したことが書かれているのでは
ないか。そうであるならば、吉野山の桜と蔵王堂は、人々の小さな力の結集によって成り立っ
ており、それを受けついていくのも、一人ひとりという小さな力であるはずである。
（３）文化的景観と交通規制
次の写真は仁王門から 200 メートルほど下った銅の鳥居のあたりの交通渋滞の様子である。
軒先をかすめる自動車の間を縫うようにして、歩いて行かねばならない。これでは、せっかく
の文化的景観が台無しである。

持続可能な社会は、江戸時代の生活に戻ろう
というものではなく、現代の生活の質を落と
すことなく、つまり、多くの人びとが受け容
れることができる条件のもと、環境や人権、
文化に配慮したライフスタイルへの変革を
促すものである。自動車の使用についても、
どうしても使用が必要な人、必要な場面に限
ることは不可能ではないだろう。吉野山の場
合、そのような規制をした方が、長い目で見
れば観光資源的にもメリットがあると思う。

（４）まとめ
奈良や京都といった、都が置かれ、多くの人びとが住んだ地に寺院が建立されるのは理解で
きる。しかし、交通の要所でもない吉野山に巨大な建造物を造り、それを維持してきたのは、
信仰心である。経済性を度外視した意思の力が、吉野山を支え、受け継いできたと言っても過
言ではない。経済至上主義の発想が、大量生産・大量消費・大量廃棄のライフスタイルを生み
出し、今、その持続不可能性が問題視されている。2005 年 1 月に作成されたユネスコのＥＳ
Ｄ国際実施計画案に、人は持続可能な開発における最大の変数であると指摘されているように、
持続可能な環境、社会を作るのも壊すのも、結局は人間次第である。産業革命以降定着したラ
イフスタイルを変革するには、それこそ強い意思が求められる。自然の力を表現した蔵王権現
を畏れ、修行を通して自然と一体となることを追究した先人の生き方に、現代人は学ぶべきで
はないだろうか。

吉水神社

一目千本

吉野研修を終えて
社会科教育専修

4 回生

二階堂

泰樹

2014 年（平成 26 年）11 月 23 日、私は奈良県
吉野郡吉野町吉野山において、金峯山寺及び吉水
神社の見学に参加した。金峯山寺では、特別公開
がされていた蔵王権現を間近で見ることができ、
言い表すことのできない迫力とともに、いまだ美
しい青さを残す姿に魅了された。吉水神社では、
後醍醐天皇が隠れ住んだと言われる書院造りの建
物に入り、南北朝時代の名残をひしひしと感じる
ことができた。世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の構成要素として認定されている金峯山寺、
金峯山寺 蔵王堂
吉水神社の二つの歴史的文化遺産を訪れ、私は大きく２つのことを学ぶことができた。それは、修験道
について、世界遺産と自分とのつながりについてである。
まず一つ目の修験道についてであるが、私はそもそも、修験道が一つの宗教であるという印象をもっ
ていなかった。金峯山寺と言うくらいであるから、仏教の一派ではないか、という曖昧な知識しか持ち
合わせていなかったのである。しかし、金峯山寺を訪れ、その展示品や宗教的儀式から独特の雰囲気を
感じることができた。修験道が役行者によって開かれたこと、山に入り山の霊力をその身に宿す自然崇
拝的な宗教であること、何度も回数を重ねれば重ねるほどご利益があるとされる苦行のことなど、様々
な修験道に関する基礎的な知識を今回の見学から学ぶことができた。修験道の開祖が奈良県の出身であ
ることに親近感を覚えつつ、修験道に関する伝説的な部分と分けて、実際の歴史的な位置づけについて
も勉強したいと思うことができた。
次に世界遺産と自分とのつながりについてである。私の地元である東大阪には世界遺産はもちろん、
全国的に有名な寺社仏閣もない。しかし、金峯山寺・吉水神社の二つの世界遺産を訪れ、私は地元との
つながりを見つけることができた。金峯山寺の入り口に大きく吊るされていた提灯は東大阪市が寄贈と
書かれており、吉水神社には地元で愛される楠木正成公が祀られていた。金峯山寺の方に関しては、な
ぜ東大阪市が寄贈したのかを確認することができず残念であったが、南北朝時代に南朝側として勇猛果
敢に戦い大阪の地で戦死した楠木正成・正行父子は吉野と大阪を結ぶ偉人である。自分とは関係のない
土地において自分とのつながりを探すことは非常におもしろい。それは、もちろん社会科教員として教
材化することができるという理由もあるが、それ以上に他人事とは思えなくなるからだ。どんな小さな
ことであってもつながりを持つことで、その土地をもっと知ろうと思い、誇りにも思えてくる。その小
さなきっかけが大事なのではないかと私は考えている。
金峯山寺・吉水神社の２つの世界遺産を訪れ、自分たちが後世に伝えていかなければならないものは
膨大だと感じた。ただ、建物や自然を遺してゆくだけでなく、それぞれの意味も伝えていかなければな
らないからだ。今回の研修では、感動とはまた別の文化遺産の楽しみ方を学ぶことができ、大いに自分
にとって良い刺激となった。

「奈良 ESD コンソーシアム

教員・学生合同研修会 in 吉野」
奈良教育大学教職大学院

2 回生

島俊彦

11 月 23 日(土)、教員・学生合同研修会で、奈良県南部吉野の金峯山寺と吉水神社に、大学教員 1 名、
教職大学院生 2 名、学部生 2 名の計５名で訪れました。
金峯山寺は金峯山修験本宗の総本山です。平成 16 年「紀伊山地の霊場と参詣道」の一つとして金峯
山寺本堂蔵王堂及び仁王門がユネスコの世界文化遺産に登録されました。
今回の研修の目玉は秘仏本尊特別御開帳でした。金峯山寺の本尊である蔵王権現を実際にみてみると、
その迫力に圧倒されました。蔵王権現の前に座り、じっくり向き合って拝むと、鬼の形相で睨みつけら
れ、心の中を全て見透かされたような、不思議な気持ちになりました。
金峯山寺修験本宗宗務総長である田中利典氏は著書の
中で、
「蔵王権現の恐ろしい姿は、悪生に生きる心の曲が
った人々に対して、厳しく指導し、魔を粉砕するもので
す。衆生を強く救済するために表れた姿なのです。本当
の姿(本地)は、慈悲をたたえた優しいお方なのですが、
優しい姿では、悪世の人々を強く導くことができないの
で、あえてあのような恐ろしい姿を示している。そう教
えられています。」と、蔵王権現が怒っているような形相
であることの理由を述べています。その言葉から蔵王権

蔵王堂

現の慈悲深さを改めて感じると共に、私が感じた不思議な気持ちは、心の中に住む魔を粉砕するための
厳しい指導からきていたことが分かりました。
また、本堂では山伏(修験者)が護魔祈祷の修業をしていました。彼らが行じている宗教は修験道です。
修験道とは、山中に分け入り、山を駆け、山へ籠って厳しい修行を行うなど、身体を使って験力や悟り
を得る宗教です。また、
「神仏習合・神仏和合の宗教」であり、
「仏教を父に、神道を母に、いわば仏教
と神道という仲の良い夫婦の間に」生まれた子どものような存在である。」と田中氏は言います。山伏(修
験者)を普段の生活の中で見る機会は少ないですが、昔は日本各地にいて、人々の暮らしの中でお祭り
ごとや加持祈祷を行う存在として、身近に親しまれる存在であったそうです。それは、修験道が神も仏
も崇拝する日本人の心に深く根差した宗教であるからです。そのことから、多様性を尊重する日本人や
修験道の価値観を学ぶことがきました。
今回の研修で、金峯山修験本宗の金峯山寺を訪れたことで、「修験道とは一体何だろう？」と考える
機会を与えていただきました。そして実際に自分の目で確認し、その場で金峯山寺を体感することで、
修験道は日本人古来の価値観(宗教観や自然観)のルーツとなる宗教であると考えることができました。
また、体を使って心をおさめる修験道には、様々な問題や不安を抱える現代社会を「生き抜く知恵」が
あると考えることができました。
この研修で学んだことを生かし、時には山や自然に接し、日常生活や自分自身を見つめなおす。そん
な時間を大切にできる人間になりたいと思います。

【引用参考文献】
・田中利典著

「体を使って心をおさめる修験道入門(集英社新書)」

修験道の総本山を訪問して
教職大学院

2 回生

竹田

隼也

11 月 22 日、奈良県吉野郡吉野町にある金峯山修験本
宗である金峯山寺と吉水神社を訪れた。秘仏本尊の特別
ご開帳があり、大きく、力強い金剛蔵王権現を見ること
ができた。金峯山寺や吉水神社は平成 16 年に「紀伊山地
の霊場と参詣道」の一つとして世界文化遺産に登録され
た。今回は訪れなかったが、水分神社(みくまりじんじゃ)
も世界遺産に登録されている。
この研修を通して、修験道のことや吉野山のことなど
学ぶことができた。中でも大きな学びとなったことが二
図 1 金峯山寺の
金峯山寺の本堂(
本堂(蔵王堂)
蔵王堂)
点ある。第一に吉野の桜について、第二に金峯山寺と天
川村の行者まつりとのつながりについてである。
第一の吉野の桜については、中澤先生や横井さんの話を聞いて学んだ。修験道の開祖である役行者が
金峯山を道場として修業し、蔵王権現のお像を桜の木で刻んだことから桜が保護されたり献木されたり
するようになったとのことである。このことから、吉野の桜は元々植えられていたものではないことが
わかる。つまり、自然遺産ではなく文化遺産である。現在、吉野の桜は有名になり、春になると多くの
観光客が訪れる。この美しい景色を残していくことももちろん重要である。これまでの人々の努力があ
って残されているのだろう。しかし、観光客が多く訪れることには課題もある。車で訪れる人が増える
と排気ガスの問題や交通への影響がされる。持続可能な観光について考えていくことも重要な課題であ
ると考えた。
第二の天川村の行者まつりとの関係は、横井さんの話を聞いて学んだ。金峯山寺や吉水神社には役行
者が祀られている左右に鬼も祀られていた。この鬼は役行者に従う前鬼と後鬼で、そのうちの後鬼は天
川村の出身だと言われている。天川村の村人は、自分たちはこの鬼の子孫であるということを信じ、行
者まつりの中で鬼踊りが踊られるようになったということである。昨年、行者まつりで鬼踊りの行列に
参加したが、なぜ鬼なのかわからずにいた。この訪問で役
行者と鬼、天川村のつながりを知り、私自身も参加した行
者まつりについてさらに詳しく知ることができた。
今回の訪問は、秘仏本尊の特別ご開帳と紅葉シーズンで
あったこともあり、観光客がとても多かった。そのため、
車が人も通っている細い道ですれ違ったり渋滞になって
いたりしていた。上でも述べたが、観光についても見直す
必要があると考える訪問であった。世界遺産を学ぶだけで
図 2 吉水神社

なく、このような観光についても考えていきたい。

○参考 URL
・世界文化遺産
・奈良の寺社情報

金峯山修験本宗

総本山金峯山寺(http://www.kinpusen.or.jp/)

ならねっと(http://www.naranet.co.jp/kinpusenji/)

・天川村役場(http://www.vill.tenkawa.nara.jp/topics/item/183)

奈良ＥＳＤコンソーシアム

第 7 回教員・学生合同研修会報告概要
奈良教育大学次世代教員養成センター

講師

中澤静男

１．目的
文部科学省の平成 26 年度ユネスコ活動補助金（グローバル人材の育成に向けたＥＳＤの推進事業）
において、本学の本学が受託した 「グローバル人材育成を見据えたＥＳＤコンソーシアムの構築とユネ
スコスクール間交流による ESD の推進－国際（Think global）と国内（Act local）の融合－」の一環
として、教員と学生の環境や文化遺産等に関する理解を深め、ＥＳＤ教材開発への意欲を向上すること
を目的とする。

２．開催日時
平成 26 年 11 月 29 日（土）8：00

～

11 月 30 日（日）18：00

３．目的地
京都大学白浜水族館

和歌山県西牟婁郡白浜町 459

南方熊楠記念館

和歌山県西牟婁郡白浜町 3601-1

芳養王寺

和歌山県田辺市芳養町 1029-1

鬪雞神社

和歌山県田辺市湊 655

４．参加者

教員：西口美佐子・大矢由香（奈良市立富雄第三小中学校）
学生：横井まどか（文化財造形専修 4 回生）、津田あゆ美（文化遺産教育専修 1 回生）
二階堂泰樹（社会科教育専修 4 回生）、濱崎千華（数学教育専修 3 回生）
田中篤志（理科教育専修 1 回生）
泉谷忠至（英語教育専修修士課程 1 回生）
大学スタッフ：北村恭泰・中澤静男（次世代教員養成センター）

５．内容
10 月に IPCC 第５次報告書において、地球温暖化の影響が地球規模で表出してきており、それが 95％
以上の確立で人間活動に起因することが明言された。地球温暖化に対する適応と緩和が喫緊の問題であ
り、学校教育においても感染症や熱中症に対する対策を講じることはもちろん、温暖化に対する関心を
高め、正しい知識を伝えるために ESD 環境教育を実施することが求められている。この地球温暖化に
ついては、8 月 30 日に実施した第 1 回教員・学生合同研修会で和歌山県立自然博物館を訪問し、主任
学芸員の平嶋氏から示唆いただいた。今回は、さらに海洋生物における温暖化の影響について、理解を
深めることを目的に、京都大学白浜水族館を訪問した。また、神社合祀問題を契機に、日本で最も早く
エコロジーの重要さを訴えた額学者である南方熊楠記念館を訪問した。さらに平安末期から中世にかけ
て「蟻の熊野詣」と言われる盛況を呈した熊野街道の一部を散策し、自然環境と歴史文化に触れ、双方
に対する関心を高める契機とした。

（１）白浜近辺の生物に見る温暖化の影響
京都大学白浜水族館・瀬戸臨界実験所の協力を得て久保田信教授から、白浜近辺で見られるクラゲや
イガイ、ゾウムシなど、具体的な生物の変化を例に温暖化の影響についての講義を拝聴した。
久保田氏はクラゲの飼育における世界的な権威で、まずその研究の一端をご紹介頂いた。ベニクラゲ

とカイヤドリヒドラクラゲの進化の方向性である。生物にとって種の保存は重要であるが、この 2 つの
クラゲは子孫を残すための方策として、全く異なる進化を遂げている。ベニクラゲは死なないクラゲと
して、世界中の研究者から注目されている。普通、クラゲは数回の生殖を行うと死んでしまうのだが、
ベニクラゲは死なずに若返る。これを飼育環境において 10 回以上連続させることに成功したことで久
保田氏は有名である。一方、カイヤドリヒドラクラゲは早死にするクラゲである。生殖期間になると、
エサも摂ることなく、生殖だけに特化し、1 回の生殖で死んでしまう。すべてを生殖にのみ集中させる
形で進化したと言える。
温暖化の影響としては、ムラサキイガイからミドリイ
ガイへの置換について紹介していただいた。ムラサキイ
ガイは 1920 年代に貿易船に付着する形でヨーロッパか
ら渡日してきたと考えられるイガイで、暑さに弱いとい
う傾向がある。白浜近辺では、ムラサキイガイ優勢種で
あったが、1980 年頃にインドネシアやフィリピン、タイ
といった熱帯・亜熱帯性のミドリイガイが渡日し、冬の
水温の上昇により、神戸で繁殖するようになっていた。
ムラサキイガイ
それが白浜にも見られるようになった。夏に水温が 30℃
を超えるとムラサキイガイは死んでしまう。一方、ミド
リイガイは暑さに強い。最近はムラサキイガイがほとん
ど見られなくなり、ミドリイガイに置き換わってしまっ
ている。これは温暖化の顕著な影響である。
前述したカイヤドリヒドラクラゲは温かい海を好み、
牡蛎に寄生する。コノハクラゲを祖先主とするが、黒潮
に乗ってポプリが広がり、温暖化の影響で繁殖できるよ

ミドリイガイ

うになったことで分布域が拡大している。この他にも、スナ
ガニが熱帯系のツノメガニに置き換わったり、沖縄原産のオ
ニヒトデや南方系のオカヤドカリが増えるなど、熱帯系魚介
類の漂着、繁殖例が増えてきている。
植物においても、2008 年に熱帯系・亜熱帯系のグンバイ
ヒルガオが始めて見つかった。昆虫においても、サツマゴキ
ブリやワモンゴキブリの分布が拡大している。瀬戸臨界実験
所に植えられているカナリーヤシが熱帯域に分布している
はずのヤシオオオサゾウムシの食害で枯れてしまったとおっ

ヤシオオオサゾウムシ

しゃっていた。
講義終了後に白浜水族館を見学した。この水族館に展示されている生物はすべて白浜近辺で見られる
生物である。しかし、展示カードを見ると、南西諸島以南や沖縄といった、本来南の海で見られる生物
がかなりある。まだ漁業においては温暖化の影響は見られていないようだが、確実に温暖化の影響が出
始めていることを実感することができた。

（２）熊野古道

芳養王子～出立王子～闘鶏神社

熊野古道とは、本宮大社を中心に速玉大社、那智大社という熊野三山をめぐるために、平安末期から
上皇や貴族、一般庶民にいたるまで「蟻の熊野詣」と言われるほどの参詣者が歩いた道である。浄土信
仰の高まりと共に、現世での利益とともに、来世での成仏を祈願するために、「死者の国」とされてい
た熊野への参詣が流行した。本来、京から熊野へ至るには、伊勢を参拝した後に、速玉大社から本宮大
社へと向かう伊勢路の方が、道の高低差も少なく容易であるのだが、修験道の影響で、それが苦行であ
ればあるほど功徳があるとの考え方から、より険しい紀伊路がメインルートとなっていった。また、回
数を重ねるほど功徳があるとの考え方から、後白河上皇の 33 回を筆頭に、後鳥羽上皇 29 回、鳥羽上皇
23 回など、複数回参拝する人が多くあったことが、隆盛に拍車をかけたのであろう。

①

芳養王子跡
芳養王子跡は、現在大神社という地元の氏神社と

合祀されている。そのため、境内地も比較的管理が
行き届いていた。後でふれるが、合祀されなかった
出立王子跡の荒廃を考えると、南方熊楠は合祀反対
運動を展開したが、合祀されることで保存されたと
いうものもあり、考えさせられる。
芳養王子跡
②

一里塚
落ち着いた街道を歩くと、10 分ほどで一里塚に

着く。小さい祠ながら、一里塚地蔵尊として保存
されている。熊野街道によくある、行き倒れとな
った人を弔う地蔵菩薩なのかもしれない。あるい
は、いつか子どもを守るものへと変化したのかも
しれない。参拝されている方もあり、現在進行形
で信仰が伝えられていることを感じた。

③

一里塚

牛の鼻
一里塚にほど近い位置に「牛の鼻」と呼ばれる祠

があり、中にはここも地蔵菩薩が祀られていた。
一里塚も牛の鼻も、現在は海岸線ではないが、牛の
鼻のように、海に突き出した地形であったのかもし
れない。地蔵菩薩が祀られているのは、一里塚と同
じ理由か。
牛の鼻
④

潮垢離浜跡
児童公園の中に潮垢離浜跡の石碑が立っている。藤原定家もここで潮垢離をとったことが記されてい

る。当時はここまで海が来ていたことを如実に物語る遺跡である。京・大阪から南下してきた熊野詣の
一行は、この後の出立王子から道分け石に進み、そこからいよいよ中辺路という、熊野本宮へ一直線に

通じる道をたどることになる。様々な街道を経てやってきた人たちも、ここで必ず潮垢離を行い、穢れ
を浄めてから本宮を目指した。熊野街道における一大スポットであったと思われる。

⑤

出立王子跡
第三小学校の横にしがみつくように出立王子跡があった。荒廃した印象である。潮垢離浜跡からそれ

ほど離れているわけではないが、道に迷い、地元の人に道を尋ねたが、間違って教えられたり、知らな
かったりといった状況で、地元の人ほど地元を知らないという事実を実感した。

⑥

闘鶏神社
闘鶏神社には、熊野三山の熊野本宮社、速玉大社、那智大社が勧請されており、三山の別宮的存在で

ある。熊野本宮社はもともと、大斎原（おおゆのはら）と呼ばれる熊野川の中州に熊野十二所権現とし
て十二柱の社殿があったのが、明治 22 年の大水害で中四社・下四社が倒壊したため、上四社のみを現
在地に遷している。ここ闘鶏神社には、流失前の社殿の形が残されており、興味深い。

（３）まとめ
今回の研修は、1 日目は白浜近辺の生物に見る地球温暖化がテーマであり、2 日目は熊野古道がテー
マであった。それぞれに興味深く、また ESD 教材開発にとって有意義なテーマであったものの、それ
ぞれが別個のテーマという観がある。南方熊楠が粘菌類等を研究する生物学者であったのと同時に、民
話や伝承も研究する民俗学者であったことを見習い、環境と歴史文化の融合に取り組みたいと感じた。

潮垢離浜跡

出立王子跡

闘鶏神社

道分け石

蟻通神社に残る大水害の石碑

白浜研修を終えて
社会科教育専修 二階堂泰樹

2014 年（平成 26 年）11 月 29 日から 30 日にかけて、私は和
歌山県西牟婁郡白浜町へ生態調査とそれに関する研修に参加し
た。まず一日目は、京都大学フィールド科学教育研究センター瀬
戸臨海実験所水族館を訪れ、久保田信准教授から白浜町における
生態調査の概要についてお話を聴いたのち、水族館見学と海岸で
のフィールドワークを行った。二日目は、日本を代表する博物学
者、生物学者であり、白浜とは深いつながりのある南方熊楠の記
念館を訪れたのち、田辺市に移動し、芳養王子から闘鶏神社まで
の熊野古道を歩きながら歴史を感じた。私はこの白浜研修におい
て大きく二つのことを学んだ。一つは生態系の奥深さ、もう一つ
は研究者の在り方である。この二つの点を中心に述べてゆきたい。

水族館施設内部見学
まず一つ目の生態系の奥深さであるが、私は自然科学や生態学
といった理系科目に縁遠く、関心があまりなかった。しかし、久保田先生のお話を聴いたり、実際に海
岸に出てフィールドワークをしたりする過程で、生態系の巨大な構造に驚かされた。脊椎動物門という
普段私たちが目にする生き物以外に 40 門もの動物が分類されていると知り、私自身想像もつかなかっ
た世界の広さから生態系について考えさせられた。生態系の破壊のニュースをよく耳にするが、久保田
先生のお話を聴いていて言葉だけでなく内容まで踏み込んで学ぶ必要があると感じた。
次に研究者の在り方についてであるが、今回の研修では、久保田信先生のほかにもう一人著名な研究
者の生き方の触れることができた。博物学者や生物学者、民俗学者と幅広い分野で研究をし続けた南方
熊楠である。明治という時代にあって、大英博物館にて研究をし、ネイチャー誌に論文が約 50 報掲載
された経歴を持ちながらも、生涯定職に就くことはなく、奇抜な逸話が多く残る人物である。記念館を
見学しながら私は、南方熊楠がただただ自分の関心事を追いかけていただけなのだと強く感じた。とに
かく彼の生涯を追いかけてゆくと大変だけれど楽しそうな印象を強く受けた。また、自然保護運動の面
でも評価を受けている南方であるが、神社合祀に反対し、多くの森が失われることを危惧した彼は、学
問だけでなく行動化に至ったという点でも先進的だったと私は考えている。本当に好きなことをしてい
る人はじっとはしていられないものである。その点で研究者と呼ばれる人々の働きは素晴らしく、逆に
言えば、行動することが研究者たる前提条件なのだろうと感じた。
一泊二日の白浜研修であったが、ここに書いた以上に様々な学びがあった。私が苦手とする生物系の
分野が中心であったが、ESD を考える上で避けられない分野であり、積極的に学びを深めていかなけれ
ばならないと強く感じた。

白浜研修に参加して学んだこと
数学教育専修３回生

濱崎千華

11 月 29-30 日、和歌山県で行われた第５回教員・学生合同研修会に参加した。この研修の目的は、教
員と学生の自然環境や文化遺産に関する理解を深め、ESD 教材開発への意欲を向上することである。私
が参加を決めた理由は、以前に大学の講義で地球温暖化について研究したことがあり、今回の研修内容
にある自然環境に関する講義や磯浜生物観察に興味を持ったからだ。
この研修で得た学びの中で、印象に残ったものが２つある。１つ目は生物から地球環境の変化を知る
こと、２つ目は南方熊楠の研究に対する熱意と覚悟だ。
一つ目の生物から地球環境の変化を知ることについては、京都大学瀬戸臨界実験所の久保田先生の講
義から得た学びである。現在生きている動物は 144 万種おり、グループに分けると約 35～44 門になる。
その約半分は海でしか見られないそうだ。その海の生物から、環境の変化を見つけることができるらし
い。例えば、暖かい地域に生息している生物が北上していたら、海の温度が上がった指標になる。
白浜近海で見られる変化の一つは、ムラサキイガイの減
少とミドリイガイの増加である。ムラサキイガイは貿易に
よって、ヨーロッパからやってきた寒い地方のイガイであ
る。和歌山県田辺湾周辺では、これまでは普通に見られた
ムラサキイガイが減り、インドネシアやフィリピンといっ
た熱帯・亜熱帯に生息するミドリイガイが増えているとい
白浜で捕獲されたヤドカリやヒトデ
う。このことから、田辺湾が以前より暖かくなったことが
分かる。他にも、沖縄に生息するカイヤドリヒドラクラゲが瀬戸内海に出現したことなど、いくつかの
例を示して、生物が示す温暖化の影響を説明してもらった。非常に興味深い講義だった。
講義後は、京都大学白浜水族館を見学した。久保田先生が実際に白浜で発見した生物を観察すること
ができた。久保田先生は「展示カードに書かれている生物の分布域に注目してほしい。」とおっしゃっ
た。なぜなら、講義でも言われたように、その生物の本来の分布域がインドネシアやフィリピンなどの
熱帯・亜熱帯地域ならば、環境の変化で北上してきたことが分かるからだ。この水族館には白浜の海で
見られる生物が飼育展示されているのだが、熱帯・亜熱帯産の生物がかなりあり、地球温暖化の生証人
たちを見ることができて、とても勉強になった。さらに、久保田先生は特別に水族館の裏側を案内して
くださった。魚たちに与えている餌や水族館の心臓であるポンプの仕組みなど、普段できない貴重な経
験ができて本当に嬉しかった。
二つ目の南方熊楠の研究に対する熱意と覚悟についてである。私はこの研修に参加したことで南方熊
楠という偉大な学者を知ることができた。熊楠は、生物学や民俗学などの広い分野で活躍した人で、現
在も続く著名な科学雑誌「ネイチャー」に多数の論文を投稿し、掲載数は日本人で一番多いと言われて
いる。そんな南方熊楠の記念館を訪れて、私が一番印象に残った展示は、「短刀」である。熊楠は南米
へ野外採集に行く際、護身用に短刀を持って行ったらしい。危険であると分かっていながらも現地へ赴

く熊楠の研究に対する熱意と覚悟はとて
も真似できないと思った。75 歳で亡くな
ったが、68 歳でもなお植物調査を行って
いて、生涯をかけて研究に没頭した熊楠
について多くの展示から学ぶことができ
た。私は、熊楠のようにいくつもの学問
に熱中することはできないけれど、大学
にいる内に何か１つでも夢中になれるも
記念館の屋上からは熊楠が研究にいそしんだ神島が見える のを見つけて、熱心に研究してみたい,
いや研究するべきだと思った。
以上の２つのこと以外にも、熊野古道散策から文化遺産に関する理解を深めたり、実際に長靴を履い
て磯浜生物観察を行ったりと、学びの多い研修であった。この研修での貴重な経験を今後の学習に活か
していきたい。
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第 7 回教員・学生合同研修会報告書

奈良教育大学次世代教員養成センター

1、開催日時

平成 26 年 11 月 29 日（土）

2、目的地

京都大学白浜水族館

和歌山県西牟婁郡白浜町 459

南方熊楠記念館

和歌山県西牟婁郡白浜町 3601－1

芳養王子

和歌山県田辺市芳養町 1029－1

鬪雞神社

和歌山県田辺市湊 655

～

研究員

北村恭康

11 月 30 日（日）

3、参加者
教員

西口美佐子・大矢由香（奈良市立富雄第三小学校）

学生

横井まどか（文化財造形専修 4 回生）・津田あゆ美（文化遺産教育専修 1 回生）
二階堂泰樹（社会科教育専修 4 回生）・濱崎千華（数学教育専修 3 回生）
田中篤志（理科教育専修 1 回生）
泉谷忠至（英語教育専修修士課程 1 回生）

大学スタッフ

中澤静男・北村恭康

（次世代教員養成センター）

4、内容
11 月 3 日付の毎日新聞にＩＣＰＰの第五次統合報告書に関する記事が掲載されていた。その中で報
告書は温暖化の主な原因が人為である可能性が「極めて高い」（95％以上）と断定していた。それを
受け、今回は、海洋生物にも温暖化の影響が現れているのかを京都大学白浜水族館を訪れて久保田教
授よりお聞きすることとした。また、南方熊楠記念館を訪れ、世界的な博物学者であると共に、自然
保護運動にも取り組んだ行動的な生きざまに触れることである。さらに、熊野古道の一部を歩くこと
で、古の人々の神への祈りの一端を感じ取るとることである。

（１）白浜水族館を訪ねて
水族館内において久保田信教授より、白浜近辺に見られる海洋生物についての講義を拝聴した。
その中では、ベニクラゲとカイヤドリヒドラクラゲの種の保存のための進化の仕方の違いには驚嘆
した。ベニクラゲは、若返りをするクラゲである。久保田先生は 10 回も若返りさせたことで世界
的に有名である。まさに不老不死のクラゲである。この真逆にいるのが、カイヤドリヒドラクラゲ
である。生まれても食事もとらないで生殖をし、子孫を残すとすぐに死んでしまうクラゲなのである。
白浜周辺においての温暖化について、ムラサキイガイとミドリイガイを例に挙げて説明された。ムラサ
キイガイは、20 世紀初め貿易により入ってきたもので、白浜周辺においても繁殖していたが、20 世紀
後半タイやインドネシアの熱帯地方のミドリイガイが入り込み、白浜周辺においても優性種となり、そ
れまでのムラサキイガイは見られなくなったとのことであった。これは白浜周辺の海水温の高温化によ

りムラサキイガイが死亡したものと推察され、この例からも、温暖化が顕著に現れているものと考えら
れる。
講義の後、水族館の見学、海岸での生物の観察を行った。

生物の観察

（２）熊野古道

芳養王子 ～

鬪雞神社

芳養（
芳養（はや）
はや）王子跡

一里塚

明治４年の神社合祀により、大

大きな榎が植えられてお

神社となりました

り、祠には地蔵尊が祭られ

ています。
塩垢離浜跡
参詣する人々が
穢れをはらう儀
式を行ったとこ
ろです。ここか
ら中辺路へ入り
ます。
牛の鼻
祠には地蔵尊が祭られています。

本町の
本町の道標

道分け
道分け石

出立王子

蟻神社に残る明治２２
年８月１９・２０日の
大水害の最高水位を表
す碑です
迷っています

蟻通神社

鬪雞神社
この神社には熊野水軍の伝説が伝
わります。神社の名前は熊野別当湛
増が源平どちらにつくか鶏を紅白
に分けて戦わせたところから闘鶏
神社と呼ばれています。

この研修で実感したのは、温暖化の影響は、多くの人々
の目に確固たるものとしては見えていないが、深く静か
南方熊楠記念館屋上にて
に進行しているということである。静かに変化するもの
には、なかなか気づくことはできない。しかし、温暖化防止に向け、現状認識から行動化を図る教
材開発をおこない実践していかなければ、（ＩＰＣＣの報告書ではＣＯ2 の総排出量の上限の目標
数値を挙げている。）取り返しのつかない地球の姿を見てしまうのではないだろうか。
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第 7 回教員・学生合同研修会

奈良市富雄第三小中学校

報告書

教諭

大矢

由香

【行程と考察】
１１月２９日（土）
○京都大学白浜水族館での講義と見学
京都大学准教授の久保田信先生から「白浜の自然環境の著し
い変化」についてご講義いただいた。地球上にいる生物は約１
４４万種で、現生の全生物門数は約３５～４４門ある。約半分
の門は、海でしか見られず、また海で発見されない門はごくわ
ずかで、ほとんどを海で見ることができるそうだ。グラゲのポ
リプ（子孫を残すと共に自身も若返る）の話や、珊瑚が水温の
上昇で白化することなど、貴重なお話を聞くことができた。久
クラゲ
保田先生は白浜で、浜辺に打ち上げられたものなどを長い期間
毎日観察されている。白浜の海に関しては、温暖化が進んでも問題はないとおっしゃっていた。し
かし、ウミガメの産卵にくる回数が減ったり、温度が高いと卵が全てメスになったりというお話を
聞くと、温暖化の影響を受けている生物が少なからずいることが分かった。

１１月３０日（日）
○南方熊楠記念館見学
記念館には、南方熊楠が幼少期からたくさんの書物を書き写
したノートや、愛用していた顕微鏡・標本などが数多く展示さ
れていた。ノートは、大変細かく丁寧に記されており、またさ
し絵も数多く描かれていたのに驚いた。一度読んだ本の内容は
忘れないほどの記憶力ち、１９ヶ国語に通じ、早くから世界に
視野を広げ研究を進め、また天然記念物になっている神島の保
護を強く訴え、環境保全にも尽力したそうだ。
「南方熊楠」と
闘鶏神社
いう本を図を持書館で見たことがあっただけで、どんな人物
であるかを全く知らなかったが、聡明な頭脳を持ち、信念を持って自分の決めた研究を生涯貫いた
偉大な人であったことがよく分かった。この点は、京都大学の久保田先生にも通じるものがあると
感じた。

○熊野古道中辺路

ＪＲ芳養駅～芳養王寺～鬪雞神社

熊野古道を初めて歩き、山の中の険しい道をイメージしていたので、周りが住宅地であることに
驚いた。今回の研修の終点、鬪雞神社は弁慶が親であると言われる熊野水軍の湛増に源氏への加勢
を頼んだ際、湛増は白い鶏と赤い鶏を戦わせて判断したと言われている。その鶏を戦わせた場所が
鬪雞神社である。歴史に触れながらゆったりと過ごせる場所であると同時に、南方熊楠の奥さんが
鬪雞神社宮司の娘であったこともあり、２人の出逢いを想像しながら、有意義な時間を過ごすこと
ができた。
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第 7 回教員・学生合同研修会

報告書

奈良市富雄第三小中学校
教諭 西口 美佐子
１．日時

平成２６年１１月２９日（土）～３０日（日）

２．場所

京都大学白浜水族館
南方熊楠記念館
芳養王寺
鬪雞神社

和歌山県西牟婁郡白浜町 459
和歌山県西牟婁郡白浜町 3601-1
和歌山県田辺市芳養町 1029-1
和歌山県田辺市湊 655

３．行程と考察
１１月２９日（土）
○京都大学白浜水族館での講義と見学
京都大学准教授の久保田信先生から、白浜の海の生き物などについてご講義いただいた。
それによると、地球上の生物はおよそ１４４万種（３５～４４門：諸説あり）あり、その多く
は海で発見されるということである。海で発見されない門は２～３門であり、逆に海でしか発見
されない門は半分に上るそうである。門については、水族館で名称を確認したが、私が知ってい
る門は一桁であった。私が意識している生物は、ほんの一握りに過ぎず、地球上には、本当にい
ろいろな生物がいて共生しているのだと感じた。
また、久保田先生は、２２年間白浜の浜辺に打ち上げられたものを観察しているが、地球温暖
化の影響で白浜に生息する生物が大きく変化しているという話も聞かせていただいた。このこと
によって白浜の環境が悪くなることはないとおっしゃっていたが、地球全体からすれば、温暖化
により危機的状況になる生物もいるのではないかと考える。
その後、水族館を見学させていただいた。白浜に生息する生物のみを扱った水族館であるが、
その多様性が見て取れた。ここに研究所が作られた意図を強く感じた。

１１月３０日（日）
○南方熊楠記念館見学
南方熊楠は、世界的な博物学者であり、民俗学者でもある。幼いころから勉学に励み、記憶力
が抜群で、アメリカやイギリスにわたり研究を熱心に進め、多くの著名な人々とも交流した。記
念館には、幼いころ書き写した『和漢三才図絵』や収集した植物標本、孫文や柳田国雄とのつな
がりを示す品が展示されていた。もともと才能もあったと思えるが、研究を熱心に続けるという
持続性、粘り強さは尋常ではないと感じた。改めて偉大さを強く感じた。

○熊野古道中辺路 ＪＲ芳養駅～芳養王寺～鬪雞神社
ＪＲ芳養駅から熊野古道中辺路をたどった。周囲はすでに住宅地で「古道」という趣をほとん
ど残していない。少し歩くと芳養王子があった。住宅に囲まれたところではあったが、その一角
はきちんと残されており、人々が大切にしてきたのだと感じることができた。さらに中辺路をた
どると、途中に小さなお地蔵様や石碑などが在り、昔を偲ぶことが若干できた。しかし、すでに
町中という様相で、地域の人たちが「ここは昔、熊野詣でに行く人がたどった道だ。」と知って
いるのか疑問を感じた。
闘鶏神社は、境内も広くゆったりとしていて、由緒を感じられる場所であった。
弁慶の親であると言われる熊野水軍の棟梁・湛増に源氏への加勢を頼んだ時に、湛増は白い鶏
と赤い鶏を戦わせて判断したと言われている。その鶏を戦わせた場所が闘鶏神社である。弁慶ゆ
かりの地であることから、弁慶を祭った社や弁慶像もあり、歴史を感じながら時を過ごせる場所
であると感じた。また、神殿もたくさんあり、多くの神様が鎮座しておられた。おそらくは、昔
はかなり多くの人々から慕われ敬われたものであっただろうと思われる。

ESD コンソーシアム 教員・学生合同白浜研修に参加して
理科教育専修

１回生

田中

篤志

11 月 29・30 日に白浜方面への教員・学生合同研修会に参加した。1 日目に京都大学白浜水族館を訪
問し、久保田信先生の案内で白浜での地球温暖化の影響について学んだ。久保田先生は、白浜に来て 22
年間、クラゲを中心に白浜の生物の研究をされており、生息する生物の変化を通じて、温暖化の影響を
具体的に教えていただくことができた。今回の研修で特に 3 つのことを学ぶことができた。第一に熱帯・
亜熱帯の生物に対する温暖化の影響、第二にクラゲの進化に関する２つの方向性、第三にムラサキイガ
イからミドリイガイへの生物種の置換である。
第一の熱帯・亜熱帯の生物に対する温暖化の影響についてである。温暖化というと、単純に熱帯・亜
熱帯の生物の生息域が北上してくることだと思っていたが、久保田先生は、それだけではないことを、
スジユムシという南西諸島を生息域とする動物を例に示された。これまでは見られなかったスジユムシ
が、最近では白浜で見られるようになっている。しかし、白浜では冬季の水温が低いため、生息できず
死んでしまう。温暖化は黒潮に乗ってやってきた熱帯・亜熱帯の生物にとっても、悪影響を及ぼすもの
であることを初めて知った。
第二のクラゲの進化に関する２つの方向性についてである。久保田先生は、ベニクラゲとカイヤドリ
ヒドラクラゲの話をされた。ベニクラゲは死なないクラゲとして、世界中で注目されている。ベニクラ
ゲは生殖を終えた後死ぬのではなく、ポリプに戻って若返る。久保田先生はこれを 10 回連続飼育され
て、有名になったそうだ。一方、カイヤドリヒドラクラゲは早死にするクラゲだ。エサを食べずに 1 回
だけの生殖の後、死んでしまう。つまり、生殖に特化するという方向に進化している。進化にも色々あ
ることが面白いと感じた。
第三がムラサキイガイからミドリイガイへの生物種の置換についてである。ムラサキイガイは、ヨー
ロッパからやってきた外来種である。一方、ミドリイガイはフィリピンやタイという熱帯の生き物であ
る。元々白浜には、ムラサキイガイが生息していた。ところが、最近ではムラサキイガイの個体数が激
減しており、ミドリイガイが増加している。その原因は水温の上昇である。ムラサキイガイは 30 度を
超えると死んでしまう。ムラサキイガイからミドリイガイへの生物種の置換は、温暖化の象徴であると
言える。
今回の研修に参加したことで、白浜に
おける温暖化の影響を、生物を通して具
体的に知ることができた。身近な奈良あ
るいは名張においても、気が付いていな
いところで、生物の置換が始まっている
のかもしれない。研修所に植えられてい
るカナリーヤシがヤシオサオオゾウムシ
の食害で倒れたという話をされた。現在、
春日山原始林ではシカによる食害が顕在
化しているが、熱帯・亜熱帯の昆虫によ
る食害が、始まっている可能性もある。
今後も温暖化については注意していきた
いと思った。

白浜のもう 1 つの顔とそこからの学び
奈良教育大学大学院 英語教育専修 泉谷 忠至

2014 年年 11 月 29 日(土)〜30 日(日)にかけて和歌山県白浜にて研修を行った。研修では、京都大学フ
ィールド科学教育研究センター瀬戸臨海実験所水族館(以下、京都大学水族館)にて白浜の生態系の変化に
ついて学び、実際に現地の資料館や寺院、石碑を訪れながら白浜の歴史について学んだ。それぞれの場
所での学びについて報告する。
まず、近年の海洋生物の変化について学んだ。現在、地球温暖化が地球規模で取り組むべき課題とし
て挙げられているが、それにより白浜の生物も影響を受けている。京都大学水族館では、白浜に生息す
る海洋生物を見ることができる。その中には最近になって新たに水族館に追加されるものもいる。つま
り、地球温暖化の影響により海の水温が僅かながらも上昇を続けており、これまで白浜に生息していな
かった海の生物が移り住んできているということである。京都大学水族館の久保田信先生は、この変化
によっての大きな影響は今のところあまりないと話されたが、この変化が今後も続く場合はどのような
ことが考えられるだろうか。海の状況の変化により、既に白浜に住んでいた生物が水温の低い場所を求
めて北へ移動することでさらに北の生物が北へ移動し、生態系の均衡が崩れ、生物の多様性が失われる
のではないのだろうか。さらに、二酸化炭素濃度の上昇に伴い海水の酸化が進むと、ますます生物が住
みにくい環境になってしまうであろう。この水族館に展示される生物が増えることはそれを見に来た
人々にとっては嬉しいことであるが、それと同時に失われている生物がおり、海という環境がますます
生物に住みにくいものとなっていることを我々は知っておかなければならないであろう。
もう 1 つ学んだものとして白浜を代表する偉人である南方熊楠(以下、熊楠)の歴史である。和歌山県の
偉人の一人である熊楠は和歌山の南紀白浜に生まれ、菌類を中心に様々な発見をした偉人である。熊楠
から学べることとして、彼の行動力を挙げることができるだろう。子どもの頃より生物に興味を持って
いた熊楠は研究のため単身アメリカ西海岸に渡り、そこから研究を行いながら東海岸へ進んでいき、イ
ギリスにたどり着いた。海外への移動の行動力のみならず、研究に
対しての行動力も尊敬に値するであろう。その証拠として、熊楠は
自分の研究を進めていくために、言語の枠を超えてアメリカやイギ
リスの大学の図書館で読んだ図書を写本し続けた。現在の我々は身
の回りの誘惑が多く、自分の興味のある分野であったとしても、集
中力も根気強さも無く、何かに打ち込むというような姿勢を保つこ
とが難しいのかもしれない。そんな時代であるからこそ、熊楠のよ
うな 1 つの研究対象に熱心に献身し続ける姿勢は、我々がまさし
く現代において学ばなければならないであろう。
以上の 2 点が今回の白浜での研修にて学び得たことである。私
は生まれも育ちも大阪であるが、幼い頃に白浜にはよく家族で出か
けていた。その馴染み深い白浜において気候変動の中での変化や偉
人の功績について学ぶことができたこの機会は、単なる娯楽だけで
ない違った白浜の側面を知ることとなった。このような面を後世に
伝えていくためにも我々がこれからも学び続け、発信していくこと
が必要になるであろう。

奈良ＥＳＤコンソーシアム

第 8 回教員・学生合同研修会報告概要
奈良教育大学次世代教員養成センター

講師

中澤静男

１．目的
文部科学省の平成 26 年度ユネスコ活動補助金（グローバル人材の育成に向けたＥＳＤの推進事業）
において、本学の本学が受託した 「グローバル人材育成を見据えたＥＳＤコンソーシアムの構築とユネ
スコスクール間交流による ESD の推進－国際（Think global）と国内（Act local）の融合－」の一環
として、教員と学生の環境や文化遺産等に関する理解を深め、ＥＳＤ教材開発への意欲を向上すること
を目的とする。

２．開催日時
平成 26 年 12 月 13 日（土）～14 日（日）

３．目的地
日米修交記念館

和歌山県東牟婁郡串本町樫野１０３３

潮岬灯台

和歌山県東牟婁郡串本町潮岬

太地町立くじらの博物館

和歌山県東牟婁郡太地町太地２９３４－２

４．参加者

教員

： 石田通大、大西浩明、吉村泰典、河野晋也、池見繁、５名

学生

： 後藤田洋介、仲孝昌、島俊彦、

スタッフ： 北村恭泰、中澤静男、２名

３名
全 10 名

５．内容
①

潮岬灯台・潮岬神社
1873 年（明治６年）9 月 15 日に点灯を開始した。古座町産の粗粒砂
岩を用いて建設されている。1886 年（慶応 2 年）に江戸幕府とアメリカ・
イギリス・オランダ・フランスの 4 国との間に結んだ改税約書（江戸条
約）にもとづいて建設された８灯台の一つで、日本の灯台 50 選にも選ば
れている。
改税約書は 1858 年に締結した日米修好通商条約における関税自主権
の放棄による貿易不均衡を如実に表すものであった。従来は商品価格に
税率をかけるという従価税方式であったものが、改税約書により従量税
方式となった。従量税とは、過去 5 年間の平均価格でその商品の価格を
決定し、税は価格ではなくその重量（容積）に税率をかけるというもの
であった。これにより、物価上昇前の低い価格に応じた税が課されるこ
潮岬灯台

ととなり、安い外国産品が多量に輸入され、日本の産業の発達を阻害し

た。この改税約書は、いわゆる不平等条約の一つであり 1894 年（明治 27 年）に廃棄された。
これと同様のことが現在も行われていることに注目する必要があるだろう。アメリカやヨーロッパ諸
国による、基本的農産品に関する国を挙げてのダンピング輸出である。アメリカやヨーロッパ諸国は自
分の国の農業を守るために巨額の補助金を投じて農産物の大量生産を促したため、大量に余った作物が、
「南」の国々に安く輸出され続けている。補助金に守られ、生産コストを下回る安い価格で輸出された
穀物等が、
「南」の市場に出回ったために、
「南」の国々では基礎的な農産品を自給できない事態となっ

ている。日本においても、農業に関する補助金が問題視されているが、それはあくまで自国の農家を守
るためであり、また補助金を得て作られた農作物が大量に海外に輸出されているという実体はない。グ
ローバル化の進展とともに、自由な貿易を良いこととして進められているが、関税においては平等であ
っても、その裏にあるシステムに外国への「押し付け」があることも自覚すべきであろう。

②

日米修交記念館
日米修交というと、ペリー、黒船、ハリスといった
名前がまず浮かぶのであるが、ペリー来航の 62 年前
に、アメリカ船が大島にやってきており、毛皮交易を
行おうとしていた、という歴史的事実を紹介する記念
館である。
1791 年ボストンのレイディ・ワシントン号（船長
はケンドリック）がラッコの毛皮を交易しようとして
入港したが、大島は温暖の地であるため、住民たちは
毛皮に対して関心がなく、商売をあきらめて帰って行
った。レイディ・ワシントン号が遺した書面による
と、まず中国で毛皮交易を行おうとしたがうまくい
かなかったため、日本にやってきた。始めは堺を目
指していたが、悪風のために漂流し、大島に到着し
て、35 日間投錨している。レイディ・ワシントン号
については、毛皮交易を目的としていたことから商
船であるという見方もあるが、火砲を装備している
こと、船長ケンドリックのサインを住民がまねて書
いたものをみると、
「コマンダー」とあるところから、
軍艦であるという見方もある。
レイディ・ワシントン号
いずれにしても、埋もれさせておくにはもったいな

い歴史的事実である。日本の開国を国際的な歴史から捉えさせる教材であるばかりか、特に串本や大島
の子どもたちにとっては、地域の歴史や文化遺産、自然環境等に目を向ける契機となることは間違いな
い。大島には他にもトルコ軍艦エルトゥールル号遭難事件をきっかけとしたトルコ記念館もある。以前、
日御碕を訪れた際にも、日本の船員を救おうと海難救助活動中に殉難したデンマーク人クヌッセンの顕
彰碑なども、ほとんど注目されていない。黒潮の海に面した和歌山県には、同じような事例が他にある
ことも考えられる。今後、丁寧に地域史を見直し、教材化して伝えていく努力をする必要があると感じ
た。

③

太地町立くじらの博物館
太地町歴史資料室学芸員の櫻井敬人氏から、太地町の捕鯨を含む様々な人と自然との関わりに関する

歴史についてご教示いただくことができた。
1675 年に太地の和田頼治によって「網捕り式捕鯨」が創案される。
「網捕り式捕鯨」とは、15 人程度
乗り組んだ勢子舟 4～5 隻が沖合いのクジラを湾内に追い込み、4～6 隻の網船がクジラの行く手に網を
かけ、クジラが網にかかって動きが鈍くなったところを銛で突く漁法である。これによって死ぬと沈下

する大型のクジラも捕獲することができるようになり、生産性が大きく向上する。熊野太地浦捕鯨史編
纂委員会(1965)によると、太地の刺し手組 5 組は、全体として和田宗家の統制下に結ばれていたが、各
組は組ごとに独自の経営体であった。しかし大クジラを対象とした「網捕り式捕鯨」転換するにあたっ
て、大企業化した。実際多くの他藩の鯨組が藩庁の支配下にあったのに対し、太地の和田鯨組は運上金
(税金)こそ納めたけれども、和田氏の独立の経営であった。この和田鯨組の「網捕り式捕鯨」によって
日本の捕鯨業が企業としてのスタートをきったといえる。博物館には、勢子舟の側面に極彩色の絵が描
かれたものが展示されているが、これは捕えられたクジラに、死の間際に阿弥陀仏の住む浄土を見せる
という一つの供養の表れかもしれないと、櫻井氏がおっしゃっておられた。
古式捕鯨は明治初めまで行われていたが，太地では 1878 年に 111 名の犠牲者を出す「背美流れ事件」
が発生する。セミクジラの子連れを無理に捕獲しようとして失敗する。これによって大勢の犠牲者を出
すと共に、鯨組自体が消失し，太地の古式捕鯨は終焉する。
1887 年（明治 20 年）には古式捕鯨に代わって、
捕鯨砲を用いたノルウェー式の近代捕鯨が登場する
が、1936 年（昭和 11 年）までにはクジラ資源を獲
りつくしてしまい、南極海での捕鯨に参加すること
となる。この時期はちょうど、太地町における海外
出稼ぎ・海外移民の時代とも重なっており、海外か
らの仕送りが、太地町の財政を支えていたと言って
も過言ではないと櫻井氏もおっしゃっておられた。
1955 年（昭和 30 年）には、他の国が次々と捕鯨
櫻井氏からの説明
から撤退していくこともあり、日本が世界一の捕鯨
国となっていた。しかし、その後の反捕鯨ムーブメントの結果、1982 年には国際捕鯨委員会において
商業捕鯨のモラトリアムが決定、日本も 1988 年よりすべての商業捕鯨を放棄して現在に至っている。
国際捕鯨委員会等での捕鯨論争を整理したのが次の一覧表である。

捕鯨反対側の主張
① クジラは絶滅の危機に瀕している。

捕鯨国側の主張
①

全てのクジラ類が減少しているのではな

海洋生態系を保護する意味で、クジラを保護 い。日本が捕獲対象としている南氷洋のミンク
する必要がある。

クジラは、以前は８万頭程度であったのが、76
万頭にまで増えており、1990 年の科学委員会に
おいても、南氷洋のミンククジラの資源状態は
健全であると認められている。

②

クジラは知能の高い動物である。

②

脳の大きさで知能の高低を判定することはで

クジラの脳は大きく、複雑な神経構造を持ち、 きない。クジラの脳がウシやブタの能に比べでど
知性の潜在能力があり、社会的結合力がある。そ れくらい高度であるといえるのか。また、高度で
の進化のレベルは、陸上の人類に匹敵する。この あるがゆえに保護するという論理は，裏返せば高
特異な生物に対し、鯨肉や鯨油といった経済的利 度でないものは保護する必要がないということで
益のみを追求する捕鯨は、倫理に反する。

あり、それはナチスの論理と同じである。

③

③

クジラ製品にはすべて代替品がある。

鯨食は日本の伝統的文化のひとつである。代

クジラを殺す理由として正当化できる唯一のも 替品があるから食べるなというのはおかしい。
のは、飢えた人々のためのタンパク資源としてだ

が、鯨肉を食用に輸入する国は少なく、いまやク
ジラの全ての生産品にかわる安い代替品がいくら
でもある。しかしクジラにかわりうる代用品は存
在しない。
④

クジラの捕殺方法が非人道的である。

④

1984 年新型ペンスリット型モリ先の開発に

体内にモリが撃ち込まれてから絶命するまで 30 成功し、クジラの平均致死時間は、2 分 26 秒にま
分以上かかり、苦痛が著しい。人道的な捕殺方法 で短縮された。
が開発されるまで中止すべきである。

鯨肉は PCB やメチル水銀などで汚染されて ⑤

⑤

おり，食用にすべきではない。

南氷洋は世界で一番汚染されていない海で

ある。そこのミンククジラであるので，ほとん
ど汚染はない。

⑥ 調査捕鯨は商業捕鯨の隠れ蓑である。

⑥

調査捕鯨は商業捕鯨とは違う。調査捕鯨では

調査捕鯨のデータは、ＩＷＣでも必要とされて IWC から調査を委嘱された各国の野外生物調査
いない。目視調査だけで十分である。調査を行う の専門家が捕鯨船に乗り込み、群れ中のどのクジ
なら、クジラを殺すことなく資源調査を行うべき ラを撃つかを指示している。また、生きたまま調
だ。

査できない内容(食餌調査など)があるため、捕殺
している。

⑦

どうしてもクジラ肉を食べたい人はそれほど ⑦

多くなく、いまや嗜好品のひとつにすぎない。

鯨食は日本の伝統的文化である。日本におけ

るクジラ肉の潜在的需要量は 12 万トン前後であ
る。

⑧ どこの国にも属さない南極を、人類共有

⑧

調査しないと、クジラ資源の暗黒大陸化して

の財産として永久に開発の手から守る必要があ しまう。
る。現在日本が調査捕鯨を行っている海域は、1994
年にクジラの保護海域(サンクチュアリ)に指定さ
れている。調査捕鯨を止めるべきだ。
南極海はどこの国にも属さない公海である。公
海資源は、国際社会の共有財産である。公海は、｢誰
が何をしてもよい海｣ではなく、「みんなのための
管理・保護すべき海」である。日本は自国の利益
のみを追求している。
⑨

捕鯨という産業は、つねに拡大したがる性質を

持っている。捕鯨業界にクジラの適切な管理ができ
るとは思えない。

捕鯨については、今後も①海洋の生態系の保全、②文化の多様性の尊重、③世界の食糧安全保障とい
った側面から、議論していく必要があるだろう。
南極海での捕鯨に進出し出した時期が、太地からの海外移民の時期でもあったと先述したとおりだが、
櫻井氏によると、1900 年以前から北米のロサンゼルス、ターミナルアイランドに南紀州の人たちが多
く移住しており、マグロ漁やツナ缶の缶詰工場で働いていたらしい。チキン・オブ・ザ・シー（チキン
のような食感）という名前であったのが、現在はシーチキンとなったという。このターミナルアイラン

ドにいた人たちは、1940 年の真珠湾攻撃の際、敵国
人としてその日のうちに監視体制化におかれ、やが
て全員が強制収容所に収容された。
他にも、カナダに渡った人たちはサーモンの缶詰
工場で働き、西オーストラリアに渡った人たちは、
真珠貝を獲ったり、それから貝ボタンをつくる仕事
に従事したりしていたという。
以上のことを考えると、現在太地町はクジラの町
としての特色づけがなされているが、もう少し広く
「海に生きる人々の町」といった印象が感じられて

梶取岬に残る狼煙場の跡

くる。海に生きる人は、日本の海であろうと海外の海であろうと、海はつながっており、自らが持つ
技術で、海と関わっていく。それが太地町からの海外移民の姿である。そして、海に生きる太地町の人
たちにとって、クジラも海の恵みの一つであるということが真実に近い。すでに日本が商業捕鯨から撤
退して 30 年が経とうとしている。若い人にはクジラを食べたことがない人が多い。今後、捕鯨を再開
したからと言って、クジラ料理がもてはやされ、クジラ資源を枯渇に追い込むような事態にはならない
だろう。公海である南極海での捕鯨については、国際ルールが必要とされるのは理解できるが、太地町
近海の捕鯨については、日本の捕鯨文化、鯨食文化、クジラの骨などを用いた玩具や伝統工芸などを伝
承する意味からも、再開する方向で議論が進むことを期待したい。

太地町公民館に掲示されたターミナル・アイラン
ドの移民の写真の前で

梶取岬

ESD コンソーシアム教員・学生合同研修会(和歌山県串本町，太地町)
教職大学院 2 回生

島

俊彦

12 月 13,14 日の二日間、ESD コンソーシアム教員・学生合同研修会に参加した。この研修は学校現
場の先生と学生が、共に ESD について体験的に学んでいく研修であり、今回は和歌山県の串本町と太
地町を訪れた。初日は本州最南端に位置する潮岬を訪れ、二日目は串本町の日米就航記念館、太地町の
くじらの博物館を見学した。
この研修を通して、「国際交流」「伝統文化の継承」の 2 点について考え、学ぶことができた。
1 点目の「国際交流」についてである。日米修好記念館は、アメリカの貿易船、レイディ・ワシント
ン号が 1791 年に串本町の大島地区に寄港したことを記念して造られた建物である。1791 年はペリー率
いる黒船の浦賀来航から、62 年も前のことである。ペリーの来航以前に日米の接触があった、国際交流
があったという史実は、
「日本とアメリカの初接触と言えばペリー」とばかり思っていた私にとって、
歴史観が大きく変わる学びであった。そこから、教科書や一般的に言われていることが必ずしも正しく
ないという、史実を探究していくことの面白さを学んだ。加えて、レイディ・ワシントン号はラッコの
毛皮を交易するために入港したが、当時の日本人が毛皮の使用法を知らなかったので、商売が成り立た
なかったということ、レイディ・ワシントン号が映画「パイレーツオブ・カリビアン」のモデルとなっ
た船であったこと等も知ることができ、非常に興味深かった。
また、太地のくじら博物館で聴いた学芸員の櫻井さんの話
からも、「国際交流」について考えることができた。戦前、
カリフォルニアのサンピードロという島には日本人村があ
り、そこでは 3000 人の移民(大半が太地出身)が生活をして
いた。また、日本人村の男たちは故郷での知識と経験を生か
してビンナガマグロやイワシを捕り、女たちは缶詰工場で労
働をしていた。そこで作られた「チキン・オブ・ザ・シー」
というツナ缶がアメリカで爆発的な人気を博したことによ
くじらの博物館
り、アメリカのマグロ産業が潤った。つまり、戦前のアメ
リカのマグロ産業を支えたのは、南和歌山の移民であったということである。ツナ缶から、日米のつな
がりが見えてくるということが、非常に面白かった。
2 点目の「伝統文化の継承」とは、太地の鯨漁について学ぶ中で考えたことである。太地町は「日本
捕鯨発祥の地」と呼ばれ、江戸時代初期(1606 年)の捕鯨から、近代捕鯨まで約 400 年近くにわたって、
日本の捕鯨のリーダー的役割を果たしてきた町で、くじらと共存・発展してきた町である。櫻井さんの
話の中で、捕鯨に関して「世界は変わった。しかし、太地町は変わっていない。
」という言葉が印象に
残った。現在、世界的には反捕鯨の風潮が強い。事実、太地町では外国人などによる反捕鯨活動が日々
展開されているという。日本捕鯨協会の HP では、「反捕鯨団体の言われなき批判に対する考え方」を
表明している。そこでは 2006 年の「伝統捕鯨に関する太地宣言」が反映されており、日本人や太地町
民の捕鯨に対する伝統や誇りを知ることができる。太地の人々は、昔から組織的捕鯨を行ってきた。船
内での役職は世襲制で、町として捕鯨を継承していこうと考えていたことが理解できる。また、捕鯨を
行う中で鯨踊りや鯨唄といった伝統文化が生まれ、それを受け継いできたという歴史があるという。自
分たちの仕事や町の伝統や文化に誇りを持ち、それを継承してきた太地町民の営みを学ぶことができた。

奈良ＥＳＤコンソーシアム

第８回教員・学生合同研修会報告書

奈良教育大学次世代教員養成センター

1、開催日時

平成 26 年 12 月 13 日（土）

2、目的地

日米修好記念館

和歌山県東牟婁郡串本町樫野 1033

潮岬灯台

和歌山県東牟婁郡串本町潮岬

～

研究員

北村恭康

12 月 14 日（日）

和歌山県東牟婁郡大地町大地 2934－2

大地町立くじらの博物館

3、参加者
教員

大西浩明（奈良市立飛鳥小学校）
・石田通大、池見繁（奈良市立都跡小学校）
吉村泰典（奈良市立佐保小学校）・河野晋也（奈良市立富雄第三小学校）・

学生

後藤田洋介（物理化学専修 4 回生）・仲孝昌（社会科教育専修 2 回生）
島俊彦（教職大学院 2 回生）

大学スタッフ

中澤静男・北村恭康

（次世代教員養成センター）

4、内容
①太地町立くじらの博物館
博物館では、学芸員の櫻井敬人氏から大地の人々とクジラとの関
係について説明を受けた。太地での捕鯨は１６０６年和田頼元が始
まりと言われているが、１６７５年和田頼治が網捕り法を発案し太
地での捕鯨は盛期を迎えた。クジラを追う勢子舟の側面は極彩色の
絵が描かれているが、これはくじらに阿弥陀仏の住む浄土を死に際
して見せ供養の表れかもしれなすと櫻井氏の説明にあった。
１８７８年背美流れと言われる１００名以上の未帰還者を出す事
故が起こり、古式捕鯨と言われる網捕り法の終焉を迎え、ノルウェ
ー式の近代捕鯨へと転換していったのである。
１９３６年南氷洋において捕鯨が始まるが、それまでの間にクジ
ラ資源を取りつくしてしまった大地の人々は南氷洋捕鯨に参加する人と共に、海外に出稼ぎ・移住を
始めていくのである。出稼ぎ・移住先では南カルフォルニアターミナルアイランドでのツナ缶作り、
カナダ（ブリティッシュコロンビア）でのサケ缶作り、西オーストラリアでの真珠貝からのボタン作
りなどに従事していた。海に生きる人々の姿がそこにあったのである。商業捕鯨モラトリアムにより
全面停止となったいま、反捕鯨団体からの批判を受けながらも小型鯨を取っているが、海洋哺乳類を
資源として適切に活用していくのも地域の文化を伝える意味からも必要ではないのだろうか。

梶取岬に残る狼煙場跡

灯明岬から太平洋を望む
②日米修好記念館

日米修好と言えば１８５３年ペリー提督の率いる艦隊の浦賀
入港と習っていた者にとっては、不思議な感じがした。館内に入
るとペリーより６２年前１７９１年に大島に来航していたのであ
る。船名は「レディ・ワシントン号」・「グレース号」の２隻であ
る。紀州藩の文献からは、この２隻は中国で毛皮の交易をしよう
としたがかなわず、日本の堺をめざしたが、ここ大島に漂着し３
５日間停泊したとある。リディ・ワシントン号の船長はジョン・ケンドリックであるが。前述の文献
では漢字で堅徳力記と記してあるのも面白い。これらは、幕末の情勢を捉えるにも格好の教材となり
えるものと考える。また、近くには１８９０年樫野崎沖で座礁沈没したトルコの軍艦エルトゥールル
号の遭難慰霊碑やトルコ記念館もあり、国家間の交流の在り方も教材化できるのではないだろうか。

③潮岬灯台
本灯台はイギリス、フランス、アメリカ、オランダの４か国と結んだ江
戸条約に基づいて作られた８基の西洋式灯台のひとつである。この灯台の
建設を通して、幕末から明治の条約改正に至るまでの姿が見えてくる教材
になるのではないだろうか。

梶取岬にて
潮岬神社

奈良 ESD コンソーシアム 第 8 回教員・学生合同研修会報告
奈良市立飛鳥小学校

大西浩明

平成 26 年 12 月 13 日（土）～14 日（日）
潮岬灯台，日米修交記念館，太地町立くじらの博物館

研修の概要
○ 串本といえば，トルコ軍艦エルトゥールル号の話は有名で，町の中にも
「トルコ友好の町」という看板があった。しかし，ペリー来航の 62 年前
に，2 隻のアメリカ商船がこの地に来航し，交易を申し入れていたことは
日米修交記念館を訪れるまで知らなかった。教科書で知る歴史とは違って，
それぞれの地域には私たちが知らないだけの「埋もれた歴史」があること
を学んだ。
日米修交記念館にて

○ 学校給食にクジラが頻繁に出ていた世代の私にとっては，クジラを食すという行為はごく当たり前
のことであり，昨今の日本の捕鯨に対する外国からの圧力は，明らかに「食という文化そのものへの
抑圧」であると感じている。太地は，日本の捕鯨発祥の地であることは知っていたが，その歴史や太
地の人たちがいかにクジラとともに生きぬいてきたかを，学芸員の櫻井さんから様々な興味深い話を
うかがうことができた。特に印象に残ったことを二つ取り上げる。
まず一つは，古式捕鯨が衰退しかけた明治 20 年代，紀伊半島の漁村
から大勢の人がカリフォルニアに移民し，イースト・サンピードロ島に
缶詰工場が稼働すると，3000 人の日系人がコミュニティーを形成し，
男が沖でマグロを追い，女は缶詰を昼夜なく生産していたことである。
その缶詰が「Chicken of the sea」（シーチキン）であり，それらの人の
当時の Chicken of the sea
多くは太地出身者であるという。
もう一つは，古式捕鯨に関わる遺跡があちこちに残されてお
り，文化遺産としての価値が大きいということである。クジラ
を発見するための「山見」跡，発見を知らせるための「狼煙場」
跡が何か所もあり，それらを教材とした地域理解のための学習
が可能であると感じた。実際，博物館には太地町の小学校 6 年
生の「古式捕鯨の研究」と題する自由研究が展示されていた。
「山見」跡，
「狼煙場」跡
最後に，町内のスーパーマーケットには，あたり前のようにク
ジラやイルカの肉が様々な形で販売されていたが，店頭には取材・撮
影を禁ずる英文が大きく貼り出されていた。反捕鯨団体が，町内で活
動していることが日常化しているとも聞く。クジラやイルカを食すと
いう太地の食文化は，クジラとともに生きてきた太地の人の歴史その
ものである。それを単一的な見方で意見することは，やはり文化への
抑圧であるという嫌悪感を抱かざるを得ない。多角的・多面的な見方
や考え方を子どもたちに身に付ける必要性を強く感じた。
取材禁止の貼り紙

奈良 ESD コンソーシアム教材開発旅行

南紀

くじらの博物館
物質科学専修４回生

後藤田

洋介

奈良 ESD コンソーシアムの域内情報収集として、12 月 13 日から 14 日にかけて、和歌山県の南部、
太地町での研修に参加した。この研修では太地町立くじらの博物館をはじめ、日米修好記念館、潮岬、
古式捕鯨のゆかりの地などを訪れた。
私はこの研修で大きく分けて３つのことを学んだ。第１に太地町について、第２にクジラからはじま
る異文化理解について、第３に歴史の学習についてである。
第１の太地町については、太地町立くじらの博物館
の由来を聞いたときに感じた。昔、太地町は周辺の町
とともに、捕鯨が大きな産業であった。しかし、昭和
50 年代に世界的に捕鯨に対する考え方が厳しくなり、
太地町の産業も衰退せざるを得ない状態になった。し
かし，当時の町長は、捕鯨が厳しくなることを予期し、
太地町を観光都市にすることを決めていたのである。
くじらの博物館はその観光都市化の一環として設立さ
れ、当時、珍しかったイルカのショーを見ることがで
きる博物館として完成した。また、吉野熊野国立公園
太地町立くじらの博物館
として、太地町が同時に登録されるように奮起したと
いうこともお聞きした。そこから、私は持続可能な町を作るためには、自分たちが得意としていること
が、これから世界の中で動のように変化していくのか、また、自分たちもどのように変化させていかな
ければならないのか、未来を考えながら、現在のことを思考していく意識が必要だと感じた。
第２にクジラからはじまる異文化理解については、太地町はイルカ・クジラ漁をしている町として有
名になった。有名になるといっても、ドキュメント形式の映画によって、批判の対象となってしまった。
その影響から、姉妹都市関係を結んでいたオーストラリアの都市の中でも、姉妹都市関係をこれからど
うするのかという話が議論になったのである。しかし、その都市では、捕鯨は太地町の文化であるので、
他の都市がどうこういう問題ではない、という理由で、今でも姉妹都市関係を継続しているという話を
聞いた。そこから、相手の文化を知ることがとても大切だということを学んだ。相手の文化を自分たち
のものさしで見るのではなく、相手の文化も尊重するという、異文化理解がこれから大切になると感じ
た。
第３に歴史の学習については、日米修好記念館を訪ねたときに感じました。日米修好記念館を訪れた
時のことである。この記念館は、日本史で学習する日米通称修好条約に関する記念館ではなく、黒船来
航のもっと前に、アメリカから日本へと来航したことを記念して建てられたものであった。この記念館
の周辺では、日本史の教科書にこの事実が反映されること望んでいる。このように、自分が学習してき
た歴史上のことでも、よく調べることで、違う事実を発見できることがあり、学習してきたことを鵜呑
みにするのではなく、自分でも勉強をやり直さないといけないことを実感した。
以上がこの研修で学んだことです。この研修を通じて学んだことを、教材研究や他の活動に活かして
いきたいと思う。

ESD 和歌山研修
奈良市立済美小学校

石田

通大

和歌山県東牟婁郡串本町樫野 1033

日米修交記念館

１７９１年、（米国のペリー黒船が浦賀沖に来航した日をさかのぼること６０年余り前）ボストン船
籍の「レディ・ワシントン号」「グレイス号」が中国からの帰路、ラッコの毛皮を交易しようと樫野崎
に入港した。しかし住民は、毛皮の使用方法を知らなかったので商売にはならなかった。日本人は初め
て星条旗を見ることとなり、米国人が初めて日本の地を踏んだこととなった。その内容を学ぶことがで
きる 1975 年に建てられた町立の記念館である。
潮岬灯台

和歌山県東牟婁郡串本町潮岬 2877

１８７０年（明治 6 年）の初点灯以来、100 余年もの間、海上交通の要所として沖行く船を照らし続
ける白亜の灯台である。
太地町立くじらの博物館

和歌山県東牟婁郡太地町太地 2934-2

くじらと出会い、ふれあい体験ができる博物館というキャッチコピーのもと、日本一古いイルカのシ
ョーをみることができる太地町立の施設である。また、鯨のショーも見学ができ館内は大変充実してい
る。さらに、本館では、
「人と鯨との関わり」
「生物学的にみた鯨」
「捕鯨方法の再現」
、といったように、
太地の人々がこれまでの歴史の中で鯨とどのように関わってこられたのかを体感することができる。ま
た、学芸員さんに「鯨と人間がどうやって付き合ってきたのか」についてお話を聞きながら館内を紹介
していただいた。その後、関係のある場所を順番に巡っていただいた。
学んだこと
今回の研修でたくさんのことを学んだ。その中で、特に下記の３つのことについて書き記していく。
①実際に現地に赴くことの重要性について
実際に現地で、体験したり、体感したりする活動は非常に大切であると感じた。そうすることで、興
味・関心をもつことができた。日米修交館では、その事実を知らずに「どうしてこんなところに」「浦
賀にあるはずのものが」という疑問があったのだが、現地では自分の疑問の大半が解消されることにな
った。そして、もっと詳しく知りたいなとも思った。日々の学習でも子どもたちにこのような体験をさ
せたいと考える。
②ゲストティーチャーの役割の重要性について
お話を聞かずに、鯨館を見学だけをしていると内容のほとんどが分からなかったように感じる。しか
し、捕鯨の仕方やこれまでの歴史で鯨と関わってこられた方々の内容を中心に話をしてくださったこと
によって観点を絞って学習をすることが出来た。日々の学習の中で、専門の方に話をしていただくこと
で子どもたちは大変分かりやすく知識を整理しながら学習ができることを改めて実感した。
③先人の方々の声に耳を傾けることの重要性
鯨と付き合ってこられた先人の方々の声に耳を傾けることは、
「今」
「将来」を考える上で重要である。
「鯨」を学習するのではなく、「鯨」をツールとして「過去」「今」「未来」を考えことが大切だと考え
る。

奈良ＥＳＤコンソーシアム

第９回教員・学生合同研修会概要報告

奈良教育大学

次世代教員養成センター

専任講師

中澤静男

１．目的
文部科学省の平成 26 年度ユネスコ活動補助金（グローバル人材の育成に向けたＥＳＤの推進事業）
において、本学の本学が受託した 「グローバル人材育成を見据えたＥＳＤコンソーシアムの構築とユネ
スコスクール間交流による ESD の推進－国際（Think global）と国内（Act local）の融合－」の一環
として、教員と学生の環境や文化遺産等に関する理解を深め、ＥＳＤ教材開発への意欲を向上すること
を目的とする。

２．開催日時
平成 27 年 2 月 07 日（土）～

08 日（日）

３．目的地
（参加料 3000 円）

すさみ町の山林

和歌山県西牟婁郡すさみ町小河内

イノブタ和歌山

和歌山県西牟婁郡すさみ町小河内 835-1
楠本政之氏：0739-56-0484

串本町橋杭岩

和歌山県東牟婁郡串本町鬮野川 1549－8

神倉神社

和歌山県新宮市神倉 1 丁目 13－8

新宮城

和歌山県新宮市新宮字丹鶴 7688-2

４．参加者

教員

： 奈良市立佐保小学校

森崎まや

奈良市立都跡小学校
田原本北中学校
学生

三木恵介・蔵前・石橋麻里菜

大坪

： 横井、濱崎、島

スタッフ：北村恭泰、中澤静男

計 10 名

５．内容
今回の研修会の主たる目的は、間伐体験を通じて林業への理解を深めることである。現在も山林を木
材生産の場という経済面からのみ捉える傾向があり、生産性の低い林業を遅れた産業であるという見方
が多勢を占めていると言えるだろう。しかし森林環境は木材生産以外にも大きな価値を提供している。
動植物の棲家としての生物多様性への貢献、食品・紙・木材などの資源提供サービス、保水・気温調整・
ＣＯ２の吸収と酸素の排出といった調節的サービス、山村における伝統行事の涵養などの文化的サービ
スなど、森林環境は多様な価値を有している。森林環境から多様な恩恵を得ているのも関わらず、都会
に住む私たちは、年に数回、レジャーで山林を訪れる時以外は、森林環境について深く考えることもな
く、また自分の生活とのつながりも意識せず、森林の世話は林業家に任せ切りである。
日本は国土の 70 パーセントほどを森林が占めており、近代化に伴って森林面積を減らさなかった唯
一の国であると言われている。しかしそれは日本が森林管理を適切に行ってきた結果であるというより
は、国内の森林には手を付けずに、海外から木材資源を大量に輸入してきたからに過ぎない。つまり海

外の森林資源を破壊しながら、国内の森林を守ってきたのである。特に戦後の復興政策の一つとして、
政府は拡大造林を奨励しました。拡大造林とは、おもに広葉樹から成る天然林を伐採した跡地や原野な
どを針葉樹中心の人工林に置き換えることである。このときに植林された木々の多くが利用可能な樹齢
に達しているにもかかわらず、日本の木材自給率は 25 パーセント程度であり、世界有数の木材輸入国
であり続けている。値段の安い外材が大量に輸入されるため、国内産の木材が売れず、日本中の林業は
不振にあえいでいる。林業の不振により、林業就業者数は減り続けており、昭和 35 年には約 44 万人で
あったのが、平成 22 年には約 7 万人となっている。林野庁による「緑の雇用」事業により、高知県な
どの一部の地域で若者の林業従事者が増加してはいるが、日本のほとんどの地域では、林業は過去の仕
事となりつつあると言っても過言ではない。
今回の研修では、恩恵を享受しているにもかかわらず、無関心であり続けてきた森林環境や林業につ
いて、自ら体験するとともに、林業に従事する方々に実情をインタビューする良い機会となった。
今回の研修のお世話をしていただいたのは、すさみ町で林業に従事されている佐倉さん、楠本さん、
中本さんの 3 名であった。佐倉さんは、林業を主たる収入源とされているすさみ町出身の林業家である。
楠本さんは、すさみ町出身で長く京都にお住いの後、20 年前にすさみ町にＵターンされ、現在はイノブ
タ和歌山というイノブタ肥育牧場を経営されるかたわら、林業に従事されている。中本さんは、東京で
経営コンサルタントをされていたが、山村での生活にあこがれ、３年前にすさみ町に居を移され、Ｉタ
ーンされた 30 代の方である。この林業に関する背景の異なる３名の方々に、間伐の手ほどきを受けな
がら、様々な話を聞かせていただくことができた。
今回は、楠本さんが管理されている山林で、間
伐作業を実施した。見渡す限り、直径 10 センチ
メートルほどのスギとヒノキの植林帯で、茂りす
ぎた林間は暗く、間伐が必要な状態である。10
名の参加者が、林業家の指導を受けながら、次々
と間伐を行っていった。同じように見える木にも
クセがあり、どちらの方向に倒すのかを決めてか
ら、切り口を入れる。１/3 程度の切れ込みを入れ
た後、反対側から切っていく。ほとんど切り離し
た後は、倒れる方向に人がいないことを確認して
全身汗びっしょりの間伐体験
から、全力で木を押し倒していく、あるいは根元
から持ち上げて倒していくのである。真冬にもかかわらず、全身から汗が出る。急な斜面を移動するだ
けでもかなりの負担感があり、林業の厳しさを体感することができた。林業家の適切な指導の下、参加
全員で 3 時間程度、間伐体験を行うといつのまにか林間に日が差し込むようになっており、間伐の成果
を感じることができた。
その後、イノブタ肥育牧場で林業に関わるお話を伺うことができた。特に印象的であったのは、東京
からＩターンされ、現在はすさみ町で暮らしておられる中本さんのお話であった。中本さんは大学卒業
後、東京で経営コンサルタントとして働いておられたが、結婚し子どもも生まれたころから、子どもの
教育にとって、また自分の人生にとっても、東京での生活に疑問を感じておられたようだ。そして３年
前にすさみ町の古い民家をリフォームして、家族全員で引っ越してこられ、ご自身はこれまで体験した
ことがない林業に従事されるようになった。現在、月に１回程度東京に出向いての仕事と家でのインタ
ーネットを利用した経営コンサルタントとしての仕事を続けながら、林業家の佐倉さんに山での仕事を

教えてもらっているそうである。すさみ町への引
っ越しに反対されていた奥様も、今ではこちらの
生活に満足されているようだ。
中本さんにすさみ町での生活と東京での生活
を比較していただいた。その違いの一つ目は、東
京はお金があれば快適に生活できるが、すさみ町
では生活にお金がほとんど必要ないというとこ
ろである。東京での生活を支えるのはお金だけで
あり、お金さえあれば不自由な思いをすることな
く、便利で快適な生活を送ることができる。し

お話をされる中本さん

かしお金がないと生活できない。一方、すさみ町
では近所の方が栽培されている作物を持ってきてくださるので、野菜などを購入する必要は全くない。
生活費がほとんどかからないとおっしゃっていた。
二つ目は健康面での違いである。東京では人間以外の生き物を目にすることがほとんどないが、すさ
み町では人と動植物が共生している。東京のスーパーで販売されている野菜は、見た目は美しい。すさ
み町で近所の方からいただく野菜は、形も大きさもまちまちである。しかし、食の安全、新鮮さ、そし
て味を比較した場合、もう東京には戻れないとおっしゃっていた。
三つ目は子どもの教育面での違いである。東京でマンションで暮らしていたころは、隣の人のことも
良く知らなかったが、こちらでは誰もが知り合いで、誰もが子どもに声をかけて下さるそうだ。人は人
の間で育つものである。子どもの時から温かい人間関係の中で信頼を感じながら成長することは、何も
のにも代えがたいとおっしゃっていた。
以上の中本さんのお話から、すさみ町のソーシャル・キャピタルの豊かさがうかがえる。私たちは、
豊かさを経済面からのみとらえがちであるが、中本さんのお話から人と人の信頼関係の豊かさから捉え
直してみる必要性を考えさせられた。現在、東京などの都市での過密化と山林等での過疎化が大きな問
題となっている。そこでは都会と地方の所得格差を重ねて語られる場合が多い。しかし、地方には金銭
であらわす事ができない価値があるということに、多くの人が気付いている。昨年の増田レポートの公
表以来、地方の市町村の消滅をめぐり、様々な論議が巻き起こってるが、その多くは経済面での地方の
低位を問題視するものである。ソーシャル・キャピタルと「本当の幸せ」に焦点を当てた議論も必要で
あると考えさせられた。

楠本さんが肥育するイノブタ

奈良ＥＳＤコンソーシアム
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奈良教育大学次世代教員養成センター

研究員

北村恭康

目的地付近の道路工事のため通行止めになる時間を気
にしながら先を急いでいくと、楠本氏が笑顔で出迎えてく
ださった。挨拶をすますと昼食の弁当を掻き込みヘルメッ
トをかぶり山に入っていった。まず、間伐の必要性、切り
倒す木の選定などの説明を受け、実際に間伐体験を行った。
木を倒す方向を決める切り方を教えてもらいながらやっ
たが、素人にはなかなかできるものではない。全員で３０
本ほど切ったであろうか。斜面での作業は思いのほか重労
働である。楠本氏からは、町内における人口減少と共に林
業への若者の就業が減り、林業従事者の高齢化が進行して
いるとのことであった。また、材木の需要の減少と共に整
備がされなくなり山が荒れだしていることや、今は間伐し
た木は土止めや養分としてそのままにしているとのこと
であった。間伐材の利用は行いたいが、運び出せば出すほ
ど経費が掛かり無理であるとのことである。地域ぐるみで
木を丸ごと利用する仕組み作りが必要と思われる。例とし
ては、岡山県真庭市の取り組み(木質チップやペレット、
木の皮や端材などを使っての火力発電や木片利用の新し
い製品の開発)も考えられる。だが、個人や一部有志によ
る共同体での取り組みは、原油価格の上下により広がりは
望めないのではないだろう。日本は国土面積の 70%は森林
である。この再生可能な資源を有効に利用するためには、
地域の行政が地域住民の先頭に立って未来を見通し取り組むべき課題ではないだろうか。U ターン
や I ターンの人々が山村の生活に魅せられてこちらで生活されているが、確実に定着してもらうに
は生活基盤となる林業の振興の成否にかかっているように思えるのである。
神倉神社の御祭神は高倉下命・天照大神であり、熊野速玉大社の摂社である。山頂へは源頼朝が寄進
したといわれる急こう配の階段登ると、コトビキ岩と呼ばれる巨石がご神体としてまつられている。熊
野信仰が盛んになると、神倉山で修業する修験者が現れるようになったとのことである。

毎年２月６日に「御燈祭」と言われる祭りが執り行われている。もとは１月６日に行われていた
といわれ、「上がり子」と言われる参加者たちは社殿でつけられた松明の火を自分の松明に移し、
各自の家に持ち帰っていくものである。古くは、その火で一年で最初の家の灯明をつけていたらし
い。
この奇岩はおよそ１５００万年前の活動により出来上がり、柔らかい岩質は浸食され硬い石英斑
岩が杭状に残ったものである。が、弘法大師と天の邪鬼の橋を架ける競争の伝説も残されている。
また、この地は平成２６年に「南紀熊野ジオパーク」として日本ジオパークに認定された。ジオパ
ークは大地の成り立ちを知るだけではなく、そこに残る文化遺産や人の暮しとのかかわりも楽しみ
ながら、保全や教育、観光に活用し地域の経済活性化に寄与しようとするものである。現在３６地
域の日本ジオパークがあり、そのうち６地域は世界ジオパークに認定されている。

「奈良 ESD コンソーシアム 第 9 回教員・学生合同研修会報告書」
教職大学院 2 回生

島俊彦

2 月 7,8 日の二日間、ESD コンソーシアム第 9 回教員・学生合同
研修会に参加しました。この研修は大学の先生方や学校現場の先生
方と学生が、共になって ESD について体験的に学ぶ研修であり、
今回は和歌山県の南紀地方を訪れ、周参見町で間伐体験を行ったり、
新宮市の熊野速玉大社やその摂社である神倉神社の見学をしたり
しました。
この研修に参加して、持続可能な暮らし、教員・学生合同研修の
意義という 2 点について考え、学ぶことができました。
1 点目は持続可能な暮らしについてです。初日は 3 名の林業者か
ら指導を受けながら、木を切ったり運んだりと実際に間伐を体験し
ました。作業中、林業者の中本さんが、
「私たちは 30 年,50 年,100
年先のことを考えて間伐をする」と言いました。間伐は木々を健全
間伐体験
に育て、山を豊かにする為に行われる作業ですが、間伐をしたから
といってすぐに何か目に見える効果を得られるものではありません。今日の作業が数十年後に生きてく
るため、直接的な見返りを受けることは無いかもしれませんが、それでも前の世代の林業者が間伐によ
って与えてくれた恩恵を、次の世代に受け継いでいくという、林業者達の仕事に「世代間の公正」を実
感することができました。
また、中本さんは以前東京で働いていましたが、家族の反対を押し切り I ターンによって周参見町で
林業に従事するようになりました。私はなぜ家族に反対されてまでも、生まれ故郷ではない町に定住し
ようと考えたのか疑問に思いましたが、「東京はお金を稼ぐ場だが、生活をする場ではない。以前より
収入は減ったが、今の暮らしの方が幸せ。」という言葉を聴いてその疑問が解消されました。資本主義
経済の中で生活する私たちは、より多くのお金を持ち、より便利な環境で暮らすことが「豊かな生活，
幸せな生活」と考えがちです。その考え方も一つですが、中本さんの生き方から、真の意味での「豊か
な生活，幸せな生活」とは「固定観念にとらわれることなく、自己実現を図ることである」と痛感しま
した。今では I ターンを反対していた奥さんも、周参見町での生活を満喫しているらしく、家族全員が
豊かで幸せな生活を送っているとのことです。
2 点目は教員・学生合同研修会の意義についてです。本学で
は「ESD セミナー」や「学ぶ喜び・ESD 連続公開講座」など
が開催されており、学校現場の先生方と共に研修する機会が与
えられています。しかし、この研修会はいつも以上に多くの時
間を先生方と共にする為、授業のつくり方や子どもとの関わり
方などといった、普段なかなか聞くことのできない学校現場の
話を聴くことができます。このことは教員を志す私たち学生に
とって、講義だけでは分からない学校現場の実態を知ることが
できるため、非常に魅力的です。また、多くの先生方と繋がり
を持つきっかけづくりができることも、この研修会の魅力の一
つです。実際に研修を共にした先生方の授業を後日見学させて
神倉神社のゴトビキ岩

いただくこともあります。このことは先生方と学生が共に学ぶ、この研修会だからこその成果であると
考えます。
この研修会に参加して、非常に充実した学びを得ることができました。それは、教員と学生という立
場の異なる者同士が、その垣根を越えて、一緒に楽しく学んだからであると思います。私は来年から教
員として学校現場で働きますが、このような機会があれば、ぜひまた参加したいと思います。

イノブタ和歌山

神倉神社のすごい石段

橋杭岩

第９回教員・学生合同研修会に参加して
数学教育専修

3 回生

濱崎千華

2 月 7-8 日、教員と学生の環境や文化遺産等に関する知識を深め、ESD 教材開発への意欲を向上する
ことを目的とする研修会が和歌山県で行われた。私は、以前にもこのような合同研修会に参加したこと
があり、そこで多くの発見や知識を得ることができたため、今回も参加することに決めた。今回の研修
は、7 日に間伐体験を行い、8 日には橋杭岩や神倉神社を訪れた。奈良市の先生方と一緒に作業すると
いうことで、やや緊張した 2 日間だった。
さて、私はこの 2 日間で、特に印象に残った学びを 3
つにまとめた。一つ目が間伐体験を通して得た学び、二
つ目に先生方との交流で得た学び、三つ目が教材作りで
ある。
まず一つ目の間伐体験を通して得た学びについてであ
るが、初めての間伐体験で、自然のたくましさや環境と
地域を守ることの大切さを学んだ。間伐は、楠本さんた
ちに立ち位置やノコギリの使い方を丁寧に教えてもらい

体験を行った周参見町の山林

ながら少しずつ進めた。私は作業をする前までは、切り
倒した後の木を運び出すのだと思っていたが、自分で木を切り倒すところから始めたので、正直とても
怖かった。実際、木がどちらに倒れるか自分で判断するのは難しいし、木が倒れてきた時の逃げ道を考
えておくようにと指示をされたので不安な気持ちで作業をしていた。足場は不安定だし、細い木でも足
や手を挟まれれば大怪我をしてしまうので、危険な仕事だと感じたが、楠本さんたちは慣れた様子で作
業を行っていたので、さすがプロだと思った。見せてもらった楠本さんたちの伐採方法は、木を縄で固
定したり、竹で引っ張って傾けたりしていて、近隣の家への配慮が見られた。ただ伐採をしても加工す
るなどしなければ、人件費ばかりかかってしまう厳しい仕事だけど、誇りを持って懸命に作業している
楠本さんたちを尊敬し、今後も間伐のボランティア等あれば参加しようと思った。
二つ目の先生方との交流から得た学びである。この研修に参加していた先生方はみんな若くて歳が近
かったので話しやすかった。森崎先生から、授業のない時間には他の先生の授業を見学すると良いと教
えてもらった。なぜなら、自分の勉強にもなるし、いつもと違う先生が来ると生徒がビシッとするから
だ。私も将来教師になったら積極的に他の先生の授業を見学したいと思った。1 日目の夜やフィールド
ワークの時などに、先生方からおもしろい話やためになる話をたくさん聞くことができた。このように
現職の先生と話す機会はめったにないので、この合同研修会に参加して本当に良かった。
三つ目の教材作りである。私はこの研修で初めて、教
材作りという視点で物事を見た。例えば理科で考えると、
木がどちらに倒れるか判断する材料は「葉がどちらにた
くさんついているか」である。光合成を効率よく行うた
めに、日光がよく当たる方に葉がたくさんついている。
このような文脈は授業の導入にしたり、展開で問題とし
て取り入れたりすることができると考えた。大学生のう
ちにいろんな体験をして、それを実際の授業で話すこと
間伐中！
で、生徒の興味関心を引き出せるのではないかと思う。

以上の 3 つの学びを得られた。私は 2 日間を通して、教材作りのおも
しろさを知っただけでなく、先生方と話すことでますます教師になりた
い気持ちが強まった。今後もこのような研修に参加して、自分の学びを
どんどん深めたいと思う。

神倉神社を登りきるとゴトビキ岩
神倉神社の石段

橋杭岩

奈良ＥＳＤ
ＥＳＤコンソーシアム
コンソーシアム

第 10 回教員・学生合同研修会
回教員 学生合同研修会
学生合同研修会概要報告

奈良教育大学 次世代教員養成センター
次世代教員養成センター 専任講師 中澤静男

１．目的
文部科学省
文部科学省の平成 26 年度ユネスコ
ユネスコ活動補助金
活動補助金（グローバル
グローバル人材の
の育成に向けた
けたＥＳＤの推進事業
推進事業）
において、本学
本学の本学が
が受託した 「グローバル
「グローバル人材育成を
を見据えたＥＳＤ
ＥＳＤコンソーシアム
コンソーシアムの
の構築とユネ
ユネ
スコスクール
スコスクール間交流による
による ESD の推進－国際
の
国際（Think
Think global）と国内
global
国内（Act
Act local
local）の融合－」
－」の一環
として、教員
教員と学生の環境
環境や文化遺産等
文化遺産等に関する
する理解を深
深め、ＥＳＤ
、ＥＳＤ教材開発への
への意欲を向上
向上すること
すること
を目的とする
とする。

２．開催日時
開催日時
平成 27 年 2 月 28 日（土）～
日
3 月 1 日（日
日）
３．目的地
目的地
太地町立
太地町立くじらの博物館
博物館 和歌山県東牟婁郡太地町太地
和歌山県東牟婁郡太地町太地２９３４－
－２
串本海中公園

和歌山県東牟婁郡串本町有田 1157
ラムサール条約登録湿地
ラムサール条約登録湿地

４．参加者
参加者
教員：高橋
高橋（済美南小
済美南小）
、徳岡（
（前栽小）、新宮
新宮（平城小
平城小）
学生：菅原
菅原、島、濱崎
濱崎
スタッフ
スタッフ：北村恭泰
北村恭泰、中澤静男

計８
８名教員

５．内容
（１）ラムサール
ラムサール条約
条約について
ラムサール
ラムサール条約は
は、国際的な
な自然保護団体
自然保護団体で
ある国際自然保護連合
国際自然保護連合（ＩＵＣＮ）が中心
国際自然保護連合（ＩＵＣＮ）
中心にな
って、1971
1971 年にイラン
イランのラムサール
ラムサールにおいて
において開
催された
された水鳥と湿地
湿地に関する国際会議
国際会議において
において、
採択された
されたウェットランド
ウェットランド条約
条約で、容易に
に破壊
されやすい
されやすい重要な湿地
湿地を、世界各国
世界各国が保全
保全する
ことや、
、湿地の賢明
賢明な利用を目的
目的とする。
。2012
年 8 月現在
月現在、日本には
には 46 か所の
のラムサール
ラムサール条約
湿地があり
があり、
「串本沿岸海域
串本沿岸海域」はその一つである
はその つである。
ここでいう
でいう湿地とは
とは、沼沢地、湿原、泥炭地
泥炭地、
水域を指
指しており、低潮時における
低潮時における水深が 6 メートルを
を超えない海域
海域を含んでいる
んでいる。日本ではさらに
ではさらに、
、
①国際的
国際的な基準のどれかに
のどれかに該当
該当すること、②
②国の法律によって
によって将来
将来にわたって
にわたって自然環境の
の保全が図ら
ら
れていること
れていること、③地元住民
地元住民などから
などから登録への
への賛意が得られることを
られることをラムサール
られることをラムサール条約湿地登録
条約湿地登録の条件と
と
している
している。
（２）串本沿岸海域
串本沿岸海域について
について

ラムサール条約湿地として、錆浦地区、潮
岬西岸地区、通夜島地区の 3 つが登録されてお
り、今回訪れた串本海中公園は錆浦地区に位置
している。串本沿岸海域は、世界最大の暖流で
ある黒潮の影響を強く受ける地域で、年間の平
均海水表面水温が 21.1℃、年間の塩分濃度も
35.0％と高く、北緯 33 度という高緯度である
にもかかわらず、造礁サンゴ群落を中心とした
熱帯性の生物群集が豊富に見られる。多くの種
類のサンゴが生息しているが、最優占種はクシ
串本沿岸海域：錆浦地区
ハダミドリイシで、特に錆浦には大規模な群
落が見られる。これに次ぐ優占種はキクメイシサンゴ、オオナガレハナサンゴで世界の分布の北限種
となっている。
サンゴは熱帯域で繁栄する動物であるため、海が暖かいほど多くの種が見られる。黒潮が北上して
水温が下がるにつれて見られる種類が減り、太平洋岸では千葉県、日本海側では佐渡島が北限となっ
ている。串本では 121 種の分布が記録されており、海の暖かさを表している。
（３）サンゴ等の保護
環境省によると、串本沿岸海域のサンゴを脅かすものとして 3 つがあげられている。一つ目がサ
ンゴ食巻貝、二つ目がオニヒトデ、三つ目がゴミ問題である。
サンゴ食巻貝とはイシサンゴ類を食べる小型の巻貝で、日本ではシロレイシガイダマシとヒメシ
ロレイシガイダマシが多い。串本では 1990 年代からヒメシロレイシガイダマシが増え始め、串本海
中公園スタッフなどによる駆除が続けられている。これらの貝は小さく、普通は問題にならないが、
大発生するとサンゴに大きな被害をもたらす。現在、大発生の原因は判明されていないが、陸の開発
によって大量の土砂が海に流れ込むことが原因ではないかという説もあり、人間活動と環境を考える
契機となる。
二つ目のオニヒトデもサンゴを食べる。2004 年に串本町西部でオニヒトデの大集団が発見され、
環境省や串本町による駆除事業が 行われている。その数が減少しつつも、東の海域に広がってきて
いる。オニヒトデは冬の水温が 15℃以上ないと越冬できないとされている。オニヒトデ大集団の串
本での出現については、黒潮の蛇行や温暖化の影響などが考えられている。
三つ目のゴミ問題である。最近のゴミの特徴は、プラスチックやビニールなどの人工物が多くな
っていることである。これらは何年たっても分解されないため、半
永久的にゴミとして海に残る。海中公園ではウミガメの赤ちゃんを
触ることができるコーナーがあり、このあたりがウミガメの産卵場
所であることがわかる。このウミガメにとってビニールゴミが今、
問題となっている。ビニールゴミをクラゲと間違えて食べてしまう
ことで、消化できず他の食べ物を食べることができなくなる。
このゴミによる野生動物被害の問題は、たとえば奈良公園のシカ
にも共通する問題である。同じ問題の解決に取り組む学校どうしの
交流を行うことで、意欲の向上や問題解決への一歩につながるので
はないか。

奈良 ESD コンソーシアム 第 10 回研修レポート
―

日本のラムサール条約湿地串本町を訪ねて

－

奈良市立平城小学校 教諭

新宮 済

平成 27 年 2 月 28 日〜3 月 1 日、ラムサール条約湿地串本町を訪
ねた。今回の研修には社会科・ＥＳＤの教材研究という目的をもっ
て参加した。結果として小学校 5 年生社会科「国土の環境を守る」
という単元の教材研究を深めることができた。この単元について学
習指導要領 5 年生社会科内容では 「国土の環境が人々は国土の自
然や環境 が人々の生活や産業と密接な関連をもっていることを考え
るようにする。」ことを教えると書かれている。これは学習指導要
領解説では「国土の環境を守り健康な生活を維持する向上させてい
くために公害の防止につとめること」「地形や気候に合わせた住ま
いや日常生活の様子、地形や気候の特徴を生かした野菜や果物、花
卉の栽培、酪農、観光などの産業を取り上げることが考えられる」
太地漁港
と具体的に説明されている。これらのことを教科書では琵琶湖の自
然環境についてラムサール条約などを取り上げて以上の内容を学習をしている。そこで琵琶湖の他に
もラムサール条約に登録されている串本町についての自然環境、産業、環境を守る努力を教員らと見
つけ、授業で紹介することで、この学習内容が少しでも深まる教材になればと考えた。
串本海中公園センターでは、ラムサール条約湿地に登録された串本沿岸海域が世界最北のサンゴの
生態系を持つことを知ることができた。串本が位置する紀伊半島の
突端には暖流である黒潮が本州で最も接近していることからサンゴ
群集だけでなく熱帯生物が見られる環境であること、串本町の豊富
な海産資源を生かした産業として水族館やたくさんの漁港を見つけ
ることも知れた。それだけでなく、この黒潮にのってくる生物のな
かには鯨などもいて、現在では衰退したが、昔の人々が捕鯨で栄え
ていたこともわかった。現在この串本町がラムサール条約をきっか
けとして「串本のサンゴとワイズユース」を掲げて、地域を大切に
する心を育てるために努力していることも館内の展示やパンフレッ
トなどから伺えた。これらのことを教材研究の成果として今後の授
太地町立くじらの博物館
業で紹介していきたい。

第 10 回教員・学生合同研修会に参加して
数学教育専修 3 回

濱崎千華

2 月 28 日、3 月 1 日に第 10 回教員・学生合同研修会が和歌山県太地町で行われた。この研修の目的
は、教員と学生の環境や文化遺産等に関する理解を深め、ESD 教材開発への意欲を向上することであり、
今回の目的地は、ラムサール条約登録湿地である串本海中公園であった。
さて、私はこの研修において新しく学んだことが 2 つある。「自然環境の保全」と「捕鯨の歴史」で
ある。
まず 1 つ目の「自然環境の保全」についてであ
る。そもそも私はラムサール条約がどのようなも
のかを知らなかったのでこれを機に調べることに
した。水鳥は、餌場やひなを育てる繁殖地として
世界中の湿地を利用するが、このような湿地は減
少しつつある。そこで、水鳥のために湿地を守ろ
うと制定されたのがラムサール条約である。現在
では水鳥の生息地だけでなく、サンゴ礁やマング
ローブ、地下水系など様々なタイプの水辺の保
串本の
串本の海を再現した
再現した水槽
した水槽 1

全・再生を呼びかけている。串本は、位置的には
温帯の海に属するが、黒潮の影響で暖かい環境が
作られており、熱帯の海に勝るほどのサンゴが生
息している。そのような特異性が評価され、2005
年にラムサール条約に登録された。サンゴは浅く
てきれいな暖かい海に生息するので、串本の美し
いサンゴや色とりどりの熱帯魚を守るためには海
をきれいに保つことが大切だと思った。研修当日
は雨だったため湿地はよく見えなかったが、本州
に 15 ヶ所ほどしかない貴重な場所に行くことがで

水族館の
水族館の海中トンネル
海中トンネル 1

きて嬉しかった。串本海中公園には、串本の海を
再現した水族館があり、多様な海の生物を見るこ

とができた。そこで水族館のスタッフ
から、ハリセンボンは危険を察知する
と膨らんで針をたてるが、この水槽で
は一度も針をたてたことがないという
話を聞いた。串本の海もこの水槽のよ
うにおだやかなのだろうと思った。ま
た、サンゴは海の暖かさの指標になる
と掲示物に書いてあったのを見て、白
浜研修で学んだように、生物の生息地
からその地域の特徴や気温の変化を知
木造の
木造のノルウェー式捕鯨船
ノルウェー式捕鯨船の
式捕鯨船の模型 1
ることができるのだと改めて感じた。

次に 2 つ目の「捕鯨の歴史」である。私がこの研修
に参加しようと思った理由の 1 つは、クジラを見たか
ったからだ。私は今までクジラを食べたことがなかっ
たし、根拠はないけれどクジラを捕獲することは悪い
ことだと思い込んでいた。しかし、研修でクジラ博物
館を訪れ、捕鯨の歴史を知るうちに、自分の考えは間
違っていたのだと気づかされた。日本は紀元前からの
沿岸捕鯨の歴史や文化を持っている。かつてノルウェ
華麗に
華麗にジャンプする
ジャンプする鯨
する鯨 1
ー、イギリス、日本など各国が競って南極海で捕鯨を
行っていた時代があり、その結果商品価値の高いシロ
ナガス鯨やナガス鯨等が乱獲された。一方、ミンク鯨はそれら大型ヒゲ鯨類の生態的隙間を埋める形で
増加している。ここで注目すべきは、鯨類が毎日大量の海洋生物を捕食するということだ。現在、世界
に生息する鯨類は 1 千万頭を超え、捕食する海洋生物資源の量は世界の全海域では 5 億トンと推定され
ている。この数値は人間による世界の海面漁業生産量の 5 倍以上である。つまり、生態系の中で特定の
種（鯨類）のみを保護すると、生態系のバランスを崩し、人類の食糧供給源である海洋生物資源（魚類）
の減少を招くことになる。だから日本沿岸捕鯨業がミンク鯨の捕獲を要求しているのは正当な権利であ
るのだと理解した。守らねばならないと 1 つの種のみを大事にしていては、その種が影響を及ぼす他の
種の存続が危うくなる。人間が自然環境に対して影響を与えている以上、生物の生態系が崩れないよう
に守っていく必要があると感じた。
以上の 2 つについて学ぶことができた。私は教員・学生合同研修には 3 回目の参加になるが、今回も
新しい知識を身につけることができたし、現職の先生方から深いお話を聞くことができ、大変有意義な
研修だった。また機会があればこのような研修に参加したいと思う。

ＥＳＤ教材開発研修報告書
奈良市立済美南小学校 高橋一博
●鯨から考える地域産業
和歌山県太地町は捕鯨で有名である。くじら博物館には、捕鯨
に関する様々な展示や、資料、くじらを身近に感じることができ
る仕掛けがある。近年、一部の国によって日本の捕鯨を禁止しよ
うという動きがあるが、太地町を訪れて、クジラがその地域で昔
からの文化として人々の生活に根付いていることが感じられた。
クジラを敬い、クジラの全てを利用し、クジラで生きている。単
に「捕鯨」という言葉だけではない、文化や生活、歴史を知るこ
とができた。太地町では、クジラからとれる肉、油、骨、皮、歯
など全ての部位を利用している。それらはクジラに対する尊敬の
念に他ならない。クジラに生かされ、クジラで生きる。くじら博
物館には、訪れる人にくじらのことをよく知ってもらい、それと
同時に文化としての捕鯨を理解して欲しいという願いが込めら
れているように思えた。くじらを捕まえることで海のバランスが
保たれ、海の資源が持続していくのではないだろうかと考えるこ
とができた。
●ラムサール条約でなぜ自然が守られるのか。
串本町は 1970 年にラムサール条約湿地に登録された。湿地と
はいうものの、串本町はサンゴ群生域が対象とされている。その
自然を海中公園で再現し、訪れる多くの人に知ってもらう活動を
している。ラムサールの海を後生に残すには、そこで生きる人や
訪れる人々に、その生態や価値を伝えていかなければならない。
実際私自身もこの地を訪れるまで何がラムサール条約に指定さ
れているのかなど知らなかった。しかし、今回の研修によって串
本がなぜラムサール条約に登録されたかが、おぼろげながらわか
った気がする。
ラムサール条約の基本的な考え方には、「保全・再生」「ワイ
ズユース」「交流・学習」という 3 つの柱がある。我々教員がで
きることは、保全再生の取り組みや上手な利用法を学び、それら
を学習の題材としてきっちりと扱い、正しく伝えていくことであ
ると考える。そしてそれらの考え方は、ものを大切にし人を大切
にするという、実は自分たちの日々の生活に通じるものである。

今回の研修を通して、守ることの第一歩は知ることであると強く感じた。「太地町＝捕鯨」という単
純な知識ではなく、そこにあるくじらを産業とする生活があること。くじらを大切にする思いもあると
いうこと。それはラムサール条約によって保護されている串本町にもあてはまる。ラムサールに指定さ
れたから守られるのではなく、なぜ指定されたのか、これからどうしていけばいいのかをしっかり考え、
多くの人々に伝えていく活動をしてはじめて保全・再生されていくものであると考える。

奈良ＥＳＤコンソーシアム 県立万葉文化館第 1 回文化遺産教育ＷＧ概要報告

１．目的
第 1 回奈良ＥＳＤコンソーシアム連絡会議において、持続可能な地域社会の実現に参加・参画する市
民の育成には、自分の住む地域への関心を高めることが重要であり、地域への関心を高める手がかりと
して、文化財の有用性が議論された。そこで、奈良国立博物館、奈良県立万葉文化館等と協力し、施設
を用いた地域への関心を高めるための方策について協議する。

２．開催日時・会場
平成 26 年 9 月 29 日（月）・奈良教育大学加藤副学長室

３．参加者
井上さやか（奈良県立万葉文化館）
加藤久雄、北村恭泰、横井まどか、中澤静男（奈良教育大学）

４．内容
（１）奈良県立万葉文化館について
・

歴史館的な展示と美術館的な日本画の展示が併存している。

・

「日本文化の源泉を楽しんでほしい、感じてほしい」がコンセプト。

・ 知識だけでなく、知ることを通じて時を超えた自分とのつながりを感じてもらえるよう、来館者
に合わせた取組を行っている。
入門（来館のきっかづくり）：映画上映会
教育旅行：小中高校生を対象とした体験プラン「万葉庭園・館内ガイドツアー」「明日香まるごと
体験」「万葉衣装の試着体験」「富本銭をつくってみよう」など
子ども向けのパンフレット：万葉クイズと参加者へのシールプレゼント
万葉集をよむ（200 名程度の参加者あり）
万葉古代学講座（200 名程度の参加者あり）
（２）課題に感じていること
・

万葉集に興味のある人はそれほど多くない中で、利用者を増やすにはどうすればよいか。

・

学校の利用は、教員の異動に左右されることが多い（利用そのものが教員の意思次第）。

・ ボランティアガイドの説明資料はあるが、読まずに（量が多い）ガイドする人もいる。解説内容
がガイドによって異なる。基本的な解説資料が必要だ。
（３）万葉集について
・

4,500 首ほど。

・

8 世紀頃に詠まれた歌がまとめられている。

・

一番古い写本は平安時代中ごろのもの。

・

万葉集が成立する以前から、歌を詠むことは行われていた（日本文化の源泉）。しかし当時は、

記録する文字がなく、残すことを目的に詠まれたわけではない。
・ 音声言語の時代につくられたもの。
「読む」よりも「詠む」こと。
（ということは、現代において
本や新聞を読むこととはずいぶん違う。内容理解よりも感じることの方が大切かも）

・ 詠まれた歌を万葉仮名で書き取ったもの。万葉集以前にも書かれたものがあったが、失われてし
まい、万葉集だけが偶然に残っている。
・ それ以降に編集された和歌集などに影響を与えた。和歌を支えた文化人にとって、万葉集は必須
のテキスト（知っていることが要求されるもの、文化人としてのステータス）であったのかもしれ
ない。
・ 万葉集には、恋の歌だけでなく、言葉遊びや季節など、多様なものがある。もともと目的的に整
理して編集されたものではない。「カオス」であるため、わかりにくさと奥深さがある。
・ 万葉集が成立する頃は、国際交流が盛んな時代であった。漢詩などと出会うことで、アイデンテ
ィティが刺激され、日本にも歌があるということで成立したのかもしれない。また、明治時代の鹿
鳴館のように、文明国であることを自他ともに明らかにするために、つくられたのかもしれない。

（４）万葉文化館のＥＳＤ的意義
・

1 つの歌が詠まれた時代背景や場所、状況を知ることで、歌の理解や感じ方が深まる。また、

歌をきっかけに、その時代についての関心が高まり、理解が深まる。そのことが、地域への関心に
つながる。
・ 歌に詠まれたものと自分との共通点を見いだすことで、時代を超えた人間に対する理解が深まる。

（５）ＷＧで取り組むこと
・ 万葉集を通して伝えたいこと（熱）を伝える。万葉集に賭ける井上氏の「熱意」を伝える。単な
る解説ではだめ。
（１）万葉集を通して「日本文化の源泉を楽しみ、感じる」ためのメインストリートの構築
展示とタイアップした万葉集の味わい方
展示に合わせた１０首を選ぶ（これだけはどうしても知ってほしい歌）。
展示を見ることで歌の理解・感じ方が深まる、歌を通して、展示されている内容への理解が深ま
る。（相互作用的に）
パネルに１首記し、裏に歌のよさ（井上氏の感じる熱意）と展示に関連付けた説明を記述する。
（２）多角的な切り口からの万葉集の楽しみ方
言葉遊び、それぞれが感じる面白さ、感性で読む万葉集
万葉集からの絵画作成

美術・図工での教材開発

万葉集からの作詞・作曲

音楽科での教材開発

（３）教員研修プログラムの開発
教師がおもしろい、万葉集をぜひ教えたい（熱意）と感じることで、学校での利用が始まる。
（１）・
（２）を内容とした教員研修プログラム

※

次回は 10 月 28 日（火）10 時～

奈良県立万葉文化館で開催

奈良ＥＳＤ 県立万葉文化館第 2 回文化遺産教育ＷＧ概要報告

１．目的
第 1 回奈良ＥＳＤコンソーシアム連絡会議において、持続可能な地域社会の実現に参加・参画する市
民の育成には、自分の住む地域への関心を高めることが重要であり、地域への関心を高める手がかりと
して、文化財の有用性が議論された。そこで、奈良国立博物館、奈良県立万葉文化館等と協力し、施設
を用いた地域への関心を高めるための方策について協議する。

２．開催日時・会場
平成 26 年 10 月 28 日（火）・奈良県立万葉文化館

３．参加者
井上さやか（奈良県立万葉文化館）
北村恭泰、横井まどか、中澤静男（奈良教育大学）

４．内容
（１）井上氏が準備された資料の説明（別添資料参照）
（２）展示会場での説明
① エントランス
巻３－３２４
山高み 河雄大し

明日香の山川はそれほどのものではないが、表現方法として漢詩の影響、及
び役人にとって、明日香の地がそれだけ特別な場所であったという意味が読
み取れる。

巻３－３２５

川霧に例えて自分の明日香への消えることのない望郷の念を表現している

② 地階：入り口の日本地図
万葉集に歌われている場所を示す。修学旅行生むけに、地域の歌を用意して紹介することで、自
分との関連から、歌の世界に誘うことができる。
巻３－３２８
あをによし

はなれてこそわかる望郷の歌（大宰府でよんだもの）

一番北の歌は 天皇の御代栄えむと陸奥山に黄金花咲く 大伴家持
これは、東大寺大仏の鍍金に使った金のこと この関連から学習を展開できる。
③ 特別展示室
飛鳥の文字が見える木簡 「飛鳥」が定着した
巻－７８
④ 歌垣
歌垣は春と秋に、開催された。男女の出会いの場であり、それは豊作祈願と豊作感謝に関連付けた
もの。集団見合い。歌が当時のコミュニケーションツールになっていた。現代版カラオケ
巻１２－３１０１
紫

最上級の服の色・美人を例えたもの

灰

灰を使うことで、紫はあざやかに発色する。つまり私を受け入れることでさらに美し

くなりますよ、というお誘い
海石榴市

椿は紫色の発色材料

巻１２－３１０２
女性の名前（本名）を明かすのは、特別な意味（受け容れますということ）
⑤

貴族の宴
巻２０－４４９３
玉箒

私は宴に出ることができなかったけれど、すばらしかったことでしょう
玉箒は正倉院にある。この歌が歌われた宴も実際にあったことがわかっている。

⑥

古代発音
巻２－１０８
文字の発音の仕方が現代と違う。特にタチツテト。その違いを見つけましょうという問いかけを
することで、しっかりと聴こうとする。
単に古代の発音は違う、という「こと」だけでは生徒の関心は高まらない。録音したものがあっ
たわけでもないが、当時の発音を推測できるのはなぜか。言葉の研究の足跡を説明することで、生
徒の関心を高めることができる。例えば、
「父」と「母」。
「二度会うことができるのはどちらか？」
現代の発音では、両方とも上下の唇は開いたままだが、古代発音では「母」は「ファファ」なので、
2 度合わさる。
万葉仮名では、現代では同じ音を「書き分け」ているところが有り、数種類の書き分けから、法
則性を見い出し、発音を類推する。この過程を説明すると、納得できる。
表意・表音・戯書（言葉遊び）
このコーナーでは、法則性を説明した後、①万葉仮名で書かれた有名人の名前を当てよう、②自
分の名前を万葉仮名で書いてみよう、③万葉仮名で書かれた歌を詠んでみよう、という順番でクイ
ズ化していくことが可能。③まで行けた人には、万葉仮名で書かれた「しおり」などをプレゼント
しては。
万葉仮名の五十音図を配ると「ながめる」から「読む」へと移行できる。
ただ、見るだけでなく、自分でやってみるという「参加」ができるコーナーなので、重要。
戯書についても、①読んでみよう、②自分でつくってみよう、という流れで万葉人を追体験でき
る。生徒が創った面白い戯書を展示するのも、意欲を高める。

⑦

浦島の子
巻９－１７４０
1300 年前にすでに昔々の話という形で語っているので、いったいいつの話なのか、興味がわく。
「今の浦島太郎の話との違いを見つけよう」と声をかけることで、生徒は聴く。その上で、
「あなた
の浦島太郎の物語を創ってみよう」と発展させることができる。館内展示を見学中にはできないが、
教員にこの流れを説明すると、授業で使うことができ、生徒をつれてやってくることも考えられる。
①

簡単な指導の流れを作成しておく。②渡すことができ、学校で印刷できる生徒への配布資料を作

成しておく。③イラストがあるとさらによい。
教員研修で、ここを扱うとよい。
⑧

万葉集年表（130 年間）
巻１－２
思って言葉にすれば、それが現実になっていく。現実が言葉に追いついていくという発想。

大和には

実年代がわかる最初の歌
香具山山頂からながめての歌。現在も香具山には登ることができるが、木が茂っており、
眺望はきかない。

国見

支配を表す

煙立つ立つ

かまどの煙：豊かな暮らしぶり

鷗立つ

魚がたくさんいる

５．考察
（１）ボランティアガイドが説明する内容作り
今回、井上氏にご用意いただいた展示に合った万葉集は、カオスで一般参観者からはわかりにくい
万葉集の入門編として、効果があると感じた。クリップの表面には、歌一首だけ書き、その裏面に説
明する文章を書いたものを作成する。あくまで「歌を詠む」世界なので、ボランティアガイドに「詠
む」研修は必須であろう。詠み方によって聞き手の中に展開する情景は変わってしまう。
（２）コースをつくる
学年や大人でも既研修の程度によってレベルがある。すべてを詳細に見せるのではなく、レベルや
見学時間によって、コースを作成し、そこだけ説明し、あとは自由に観覧してもらってはどうだろう。
教えるものが多すぎると、生徒は却って「引く」。足りないくらいがちょうどよい。
（３）教員研修内容をつくる。
授業で使えるネタを準備する。①学習の流れ（数時間もの）、②指導案（1 時間もの）、③生徒配布
資料、④ワークシート
浦島の子、戯書、歌垣などは、生徒の関心を引き出しやすい。つまり授業化しやすい。学習指導要
領に伝統文化の学習が入ったこともあり、学校現場に紹介すると歓迎される。
（４）今後のＷＧの進め方
（１）の歌とその解説：井上氏
（２）コース：ＷＧで協議
（３）教員研修の内容：①・②・④は教育大で、③は井上氏が準備

（５）その他
・ わらべ歌の音量が大きすぎるように感じました。日本地図に万葉集が記されていますので、その
次にわらべ歌がくると、若干とまどいました。（すでに頭の中が万葉集の構えになっていましたの
で）
・ 授業、説明をうける学生側からの意見として、一番インパクトがあるのは「古代発音」、次が「浦
島の子」、そして「歌垣」という順番のようです。コースを考える際に、参考にしたいと思います。

奈良ＥＳＤコンソーシアム

奈良国立博物館文化遺産教育ＷＧ

１．目的
第 1 回奈良ＥＳＤコンソーシアム連絡会議において、持続可能な地域社会の実現に参加・参画する市
民の育成には、自分の住む地域への関心を高めることが重要であり、地域への関心を高める手がかりと
して、文化財の有用性が議論された。そこで、奈良国立博物館、奈良県立万葉文化館等と協力し、施設
を用いた地域への関心を高めるための方策について協議する。
２．開催日時
平成 27 年 3 月 19 日（木）10 時～12 時
３．会場
奈良教育大学加藤副学長室
４．参加者：岩井（奈良国立博物館）
加藤、山岸、有馬、中澤（奈良教育大学）
岡本、横井、吉門（学生）
５．内容
（１）ワーキングの背景
・

奈良国立博物館で実施してきた世界遺産学習の見直しが必要。
西山さんが館を退官された。今後のメンテナンスが難しくなる

・ これまでは奈良市の小学生を対象にしていたが、各地からの修学旅行生など参加対象地域や年齢
の多様化をはかる。
すでに勉強してきていることを想定していたが、そうともいかなくなる。
東大寺に関するものが多い

（２）試作パワポの紹介（岩井）
・

奈良公園の鹿についても紹介したい（春日大社との関係）

・

何度も復興してきたを紹介したい

・

東大寺だけでなく、興福寺についても紹介したい。

・

奈良国立博物館がこれまで果たしてきた文化財保護や教育などの役割紹介

・

落としどころ

オーセンティシティに関して奈良の文化財

1000 年を超える
たくさんの人々によって守り、伝えられてきた

未来へ守り伝えていくために

（あなたの町のいいものを見つけませんかという終わり方もいい）

（３）奈良の印象について
・ 仏像がたくさんあり、周囲の環境が歴史になじんでいる。身近に歴史文化遺産が感じることができ
る。
・ 意外と自然が多い。シカは印象に残る。空が広い、建物が低い、山に囲まれている。山の端に沈む
夕日が印象的だ。
・ ワーワーキャーキャーさせてもらえるすごさとは違うすごさ。落ち着く感じ。変わらないという安
心感。この先も変わらないだろうと思える。

（４）伝える内容について
・ 日本のオリジナルにつながる「すごい」がある。日本の国家・文化ができた元につながっている。
・

なんか、いいなあ。日本文化っていいなあ。日本発見！

・

世界に開いている。日本的であるがそれを突き抜けると世界につながる。その玄関が奈良。

・

世界性、西暦一桁の世紀はグローバルな世界。二ケタになるとローカル。

・

日本的なものであると同時に世界的なもの。

・

世界遺産は一国だけの価値観からのものではない。

・

文化財保護も訴えていく必要がある。

・

日本美術の中核が奈良にある。

・

古代文化を読み解くメガネ、視点、目のつけどころを紹介する。

（５）伝え方について
・

本物だけが持つすごさを子どもたちに感じてもらう

・ 守られてきたこと

継承の過程が教科書だけではイメージできない。千年前のものはすでに異文

化。でもつながりを見出せるものを紹介できれば子どもが自分たちに引き付けて考える、感じるこ
とができる。
・ 知識だけでなく、自分でも帰って調べてみようかなという課題を持って帰ることができるように。
・

奈良でなければという、オンリーワンの体験を提供していければ。

・

執金剛神像のよろい。金箔が立体のキャンパスになされている。

・

金剛力士像、四天王像などを読み解くキーになる。

・

手に取れると手わざのすごさを感じ取れる。

・

手に取れるという要望は高まっていると感じる。

・

実物は映像よりもインパクトがある。何か作るのであればそれは今回の中心のひとつになる。

・

大学院の学校教育実践の時間でいっしょにつくりたい。（平成 28 年度から始まる）

・

大山先生にＷＧに参加してもらう。

・

他にないものを奈良博と一緒につくる心づもりがある（山岸）。

・

本物性、アカデミズムの一端に触れる。

・

奈良は学芸のまち。

・

東大寺諷じゅもんこう（ふじゅうもんこう）

・

導入に関しては、発達段階に即した方がいい

・

奈良名所まわりすごろくは使えないか。すごろくを使うと距離が縮まる。

奈良 ESD コンソーシアム第１回構成団体連絡会議議事録概要

１．目的
平成 26 年度ユネスコ活動費補助金事業として、グローバル人材育成を見据えたＥＳＤコ
ンソーシアムの構築とユネスコスクール間交流によるＥＳＤの推進－国際（Think global）
と国内（Act local）の融合－が採択された。本事業の目的は 4 つある。第 1 にＥＳＤの推
進を目的としたコンソーシアムの構築、第 2 にＥＳＤに関する研修の充実、第 3 にユネス
コスクールやその他の学校でのＥＳＤへの支援、第 4 がＥＳＤの実践のできる教員養成と
研修である。
本連絡会議は、域内の多様なステークホルダーが協力してＥＳＤを推進するために、Ｅ
ＳＤや事業に関する情報の共有とその考察を行うことで推進事業の質的向上を図ることを
目的とする。
２．開催日時

平成 26 年 7 月 31 日（木）15 時~17 時

３．会場

奈良教育大学大会議室

４．内容
（１）学長あいさつ
（２）出席者の自己紹介
（３）ＥＳＤと事業全体について（加藤副学長）
（４）事業の詳細について（中澤、生涯教育におけるＥＳＤについて：福井）
（５）閉会あいさつ
５．協議内容
（井上）
昨年度、奈良教育大学と連携して、万葉文化館を拠点にしたウォーキングを開催した。
講座プラス現地を歩いていただくというもので、主に教員を対象としたものだった。対象
に応じたプログラム作りがすごく大切だということが、その時から話題になっていた。旅
行会社さんが企画する観光では、研究員が話す、という付加価値を付けたがる傾向にある
が、研究員の数が少なく、対応できないのが実情だ。持続可能な観光を考えるならば、研
究員といった専門家だけでなく、地元の方や、ＮＰＯ、ボランティアガイドさんなどが、
一定の観光プログラムを把握しており、そこに個人的見解を付け加えるという形にしてい
くのが方法だ。そのためには基本プログラムの必要性を痛感している。専門家だけで作る
と、専門用語などで難しくなり、伝わりにくくなることもあり、限界を感じる。そういっ
たプログラム作りは、部会などを立ち上げてさっそく着手して、2 年目にはやっていき、や

りながら軌道修正していくというということを組み入れていただきたい。個人的にも興味
があるので協力したい。奈良や万葉集というと、どうしても国際的な意識がない方で取り
上げられがちだが、私はそうは思わない。明日香は国際都市だとか、万葉集だって対外意
識があって始めて和歌を記録しようという意識が高まった。文化は常に国際的な意識の中
で醸成されているものだと思うので、そういうプログラム作りをぜひやっていただきたい。
教育大の先生方や学生がどの程度かかわっていただけるか教えてほしい。
（岩井）
こういったお話をいただく前から、他機関と連携した新しいプログラム作りをやってい
こうと準備し、奈良市消防局を連携したプログラムを 8 月 11 日に「守ろう、知ろう文化財」
というワークショップを開く予定をしている。今後も連携した新しいプログラム作りを考
えていきたいと思っている。世界遺産学習に関わることだが、9 月から仏像館が改修工事に
入るため開館していない。そのため、正倉院展のような特別展が開催される期間は、名品
展がまったくない状態になる。12 月から 3 月くらいまでは、収蔵品を中心とした展示がな
い期間が多くなる。その間でも、仏像に関する教室のようなものと世界遺産学習の両方を
つくっていくという方向で考えている。これらのやり方について外の方の意見などを取り
入れていないので、こういったプログラムの中に入れていただいて、一緒につくっていけ
ればと思う。まだ試行錯誤の段階なので知恵を拝借したい。
（加藤）
基本プログラムには共通部分あがり、それにプラスアルファーの部分は、プログラムを
走らせて下さる講師の方のフリーな部分があってもいいのではないかと、私は受け取った。
大事なところは基本プログラムでおさえるものを決めることだが、その中にＥＳＤの要素
やＥＳＤ的な学び方があれば、このプロジェクトで扱うことができる。共通理解をした上
で進めていけると思っている。
（中澤）
研究者の数は少ないので、「万葉集を通じた国際理解」といったテーマで語ることができ
る人を育てていくのは重要だ。人材育成には翻訳機能が必要だ。研究者の人と一般の人、
あるいは学校の教員、というように研究者の言葉を教育の言葉に翻訳することが大切だ。
その部分でお役立ちたいと思う。
（井上）
ガイドしようというポテンシャルの高い方というのは、どうしても自分の知っているこ
とを一方的に話すという傾向がある。ここだけは変えないで下さいと言う部分が必要にな
る。またガイドの内容・量もこれから研究しなければいけない。3 回の連絡会議だけでは間

に合わないので、具体的にどのように進めていく余地があるのか。
（中澤）
ボランティアに対する研修の必要性ですね。
（井上）
研修に使用する基本プログラム作りです。
（中澤）
連絡会議は３回だが、個別には対応できるので進めていきましょう。
（村上）
違和感を感じている。ＳＤの中身の議論がなされていないのに、人に教える話ばかりが
先行しているように思う。先月末の新聞記事に、２０４０年に人口が半減する、消滅可能
性のある都市が８９６にものぼる。奈良県でも３９自治体のうち２６市町村が消滅可能と
されている。３９歳までの女性の減少率で全国ワースト１は川上村だ。日本で一番人口が
少ない村は野迫川村だ。十津川村は日本一面積が大きい村だ。奈良県は７７％が森林だ。
間伐されない、台風が来ると深層崩壊で崩れてしまう。そういう山林を抱えている。それ
はなぜかというと間伐しても儲からないからだ。山間部の学校でさえ、ストーブの燃料は
自衛隊が守りに行って中東から持ってこなくてはならないような原油からつくられている。
目の前に木質バイオマスがあるのに。そういう状況があるところでＳＤとは何かという議
論をしないとだめだと思う。奈良ＮＰＯセンターでそのヒントになると思い、「里山資本主
義」という本だ。水と食料とエネルギーの自給を目指そうというものだ。それは少子化対
策の一番の回答でもある。若い人たちが子どもを産まないのは、将来に対する漠然とした
不安があるからだ。生活基盤を確保するためには、水と食料とエネルギーがあれば、日常
生活は成り立つ。その上で、色々な生きがいを求めるような活動をするというような。そ
れが一番人間としての生き方ではないのか。そういうベースになるサステティナブルな生
き方を実現するためにはどうすればいいのかということが、焦眉の急のはずだ。その基本
的な部分の議論をする場を設けてほしい。
（中澤）
地域の現状を知るということだと思う。昨年は東吉野村に森林環境に関する研修に学生
と一緒に出向いた。またこれまで８回の十津川村での道普請をやってきた。林業不振は、
林業のみならず、下流の防災にも関わるし、山林の伝統文化の継承にも関わる問題である。
地域をまず知るところから始めるということのために、教育と観光の融合ということを提
案したい。
（福井）

私も同感だが、持続可能な社会を考える上で、奈良の持っている歴史文化遺産は非常に
意味があると思っている。生涯学習におけるＥＳＤとして教育と観光の融合について、先
ほどお話しさせていただいた。ＥＳＤとは何かを考えると、日本の場合はＥＳＤという何
か新しい仕組みが今の教育とは全然別のところであるような議論がずっとされてきたとい
う経緯がある。それに対して、それはおかしいじゃないかということで、まずＳＤな社会
というものは何なんだろうということに対する一つの考え方がなければならない。ＳＤな
社会をつくっていくためのストーリーというかテーマは、たくさんある。気候変動によっ
て国土プランニングやコミュニティのシステムが持続できなくなってしまう。それに対す
る考えをつくっていかなければならない。あるいは、生産と消費。ものをつくるというプ
ロセスの中で、持続可能なプロセスをどう作っていくのかというもの。ＳＤを考えるプロ
セスというものがまず必要だ。それをいかに人材育成という教育に落とし込んでいくかと
いう、Ｅのメソッドというか、教育の仕組みみたいなものに沿ってからませていくかとい
うＥとＳＤをうまくマッチングさせるという仕組みが非常に重要だ。おっしゃるような問
題はもちろん非常に重要で、かつ大きなテーマであるが、地域地域でＥＳＤの切り口は多
様であっていいと思う。取り組みやすいところから進めていく形が提案されていると思う。
村上さんがおっしゃるような問題を取り扱うとなると、そうとう大きな構えも必要になっ
てくると思う。
（村上）
今のままで何もしないとそうなるぞという警鐘を鳴らされていると思う。奈良という地
域性を考えるならば、森林環境をどうするかを考えることは身近で取り組みやすいテーマ
でもある。里山資本主義をテーマとした連続フォーラムを開催した。そこで取り上げた事
業を複合的に組合せば、奈良での事業化も十分可能だ。それを子ども達に教えることがＥ
ＳＤだと思っている。明るい未来の社会をしないと。ＳＤのためには、認知症の問題も考
えなければならない。すでに４９０万人以上が認知症という社会になっている。そういう
現実のところでＳＤとは何なのかを議論しなければならない。
（加藤）
方向性が全然違うわけではなくて、答えがある程度見えていて、採算ベースに乗ってい
くだろうというところが見えてきている。それをどこまで取り入れていくかという部分と、
答えが出ていない部分で、取り組むという姿勢を学んでいくということもある。
答えが出ている部分で進めるというところと、答えが出ていない部分で取り組んでいくと
ころなど、ＥＳＤにもいくつも層があるように思う。答えが出ていると言っても、それは
one of them であるはずなので、one of them として伝えていく、そういうところの議論の

場はコンソーシアムの場でも可能だろう。コンソーシアムはお皿のようなものでそこにど
のようなＥＳＤを盛るのかという話だ。この議論はやっていかなければいけないでしょう。
（中澤）
村上さんのおっしゃったのは、いい提案だと思う。それぞれが勉強会をやっているが、
それをこのコンソーシアムで設置するフェイスブック上で研修会情報を共有すればよいと
いうことでしょう。フェイスブックがプラットフォームになって、構成団体の皆さんが知
るだけでなく、知り合いに勧めたりすることがＥＳＤを広げることにもなる。
（村上）
議論の場を設けたいということだ。林業の問題は林業だけにとどまらず、高齢化の問題
につながるように、色々の切り口があってそれがつながっており、多様な人々を巻き込ん
だ大きな議論ができる。
（加藤）
そういう議論の場を設けたい。個人にとって教育の目的を考えたときに、十津川や東吉
野が持続可能かどうか、揺さぶられた。教育の根本に関する議論がＥＳＤではできると感
じている。やっていかなければいけないとも思う。コンソーシアムの議論のあわないので
あれば、他のところででもやっていきたい。
（村上）
さとやまのチカラで検索してもらったら、すべての動画が見ることができます。ぜひ一
度見てください。
（福井）
ジェンダーや男女共同参画社会、公害克服、生物多様性、里海里浜などの流域など、そ
の地域でそれが重要であると考えて実践されている例が全国に、世界にたくさんある。我々
の推進フォーラムでも、それらの実践を誰でもが見ることができるようにしようと進めて
いる。このテーブルでも紹介していきたいと考えている。
（村上）
Think globally Act locally なので、色々な課題を引き寄せ、どういうＳＤができるのか
を議論することは大事だと思う。
（井上長）
地域によって問題がそれぞれあると思う。それに気づきどう立ち向かっていくかという
ことだけれども、既成の概念にしばられることなく、新しいやり方をグローバルな視点で
発見して、自ら行動する子どもをつくるために我々はどういう取組をすればいいのかとい
うことを考えている。だけどケースはバラバラで、ひとつできあがったものを学ぶという

のは、知識の部分だけだ。まったく新しいものに対して、多くのものとつながりながらや
っていくかということを、既成の枠組みを突破して自由に考える子どもをつくるために
我々は何をすればいいかをここでしていただきたい。生涯学習においては、観光の中でど
のように大人を変えていくことができるかを考えていくことが大切だと思う。
（加藤）
観光化にはまだまだ長い道のりがあると思う。日本はＥＳＤをユネスコスクールを拠点
に学校で進めていくとしたのだが、人口のほとんどはもっと上の年齢にある。そこの人た
ちにＥＳＤにふれてもらわないと始まらないのじゃないかというのが、観光と教育の融合
の起点にある。日本ではまだ生涯学習がシステムとして成り立っていない。その中でやっ
ていくうえで、奈良の特色を生かすのなら、観光にあるのではないかと考えている。
ＳＤは何かという議論は絶対必要だと思う。それともう一つはＳＤは何かということを
考える能力、いわゆるメタ認知を育みたいという気持ちがある。何を推進なければいけな
いのか、何を考えなければいけないのかを考える力もやらなければいけない。よくＥＳＤ
は答えの出ないことを議論するんだ、答えの出ないことに気持ち悪さに耐える思考力を育
てるんだと言う。やることが決まってから、それをやっていくことも大変だが、両方をや
っていかなければならないだろう。

奈良 ESD コンソーシアム第 2 回構成団体連絡会議概要報告

１．開催日時

平成 26 年 11 月 09 日（日）16 時 20 分~17 時 10 分

２．会場

奈良 100 年会館小ホール

３．出席者
辻脇昌義（橋本市教育委員会）、杉本弘之（彦根市教育委員会）、大西康夫（彦根市教育委員会）、
岡田寛人（橿原市教育委員会）、中川克則（奈良市教育委員会）、長浜博己（奈良市立三笠中学校）、
井本章子（奈良市立月ヶ瀬中学校）
、佐藤昌吾（橋本市立あやの台小学校）、森本敏夫（橋本市立紀見
小学校）、西澤徹（彦根市立中央中学校）、大澤厚美（彦根市立城西小学校）、松原成和（奈良市立椿
井小学校）、西本浩章（奈良市立鼓阪小学校）、樫原正巳（奈良市立帯解小学校）、門城宏隆（奈良市
立鼓阪北小学校）、村田勝（奈良市立二名中学校）、岩井共二（奈良国立博物館）、竹内稔人（奈良新
聞社）、福井昌平（ＥＳＤの 10 年・世界の祭典推進フォーラム）、福田昭彦（奈良県ＮＩＥ推進協議
会）、長友恒人（奈良教育大学）、加藤久雄（奈良教育大学）
、中澤静男（奈良教育大学）
陪席（奈良教育大学生）
横井まどか、濱崎千華、島俊彦、竹田隼也、堤由衣、黒木純、堀口大地

４．会議の内容
（１）学長あいさつ（省略）
（２）出席者の自己紹介（省略）
（３）各教育委員会のＥＳＤの取組について情報交換
・

奈良市教育委員会
本日、第５回世界遺産学習全国サミットを開催
した。このサミットが、奈良市の教員の世界遺産
学習推進のモチベーションにもなっている。

・

彦根市教育委員会
中央中学校がユネスコスクールに認められ、彦根市のユネスコスクールは、西中学校、城西小学
校の３校になり、現在、城北小学校が申請中だ。今後も彦根城を生かしたＥＳＤの推進を図ってい
く。

・

橿原市教育委員会
橿原市では明日香村、桜井市とともに「飛鳥・藤原の宮都とその関連資産群」の世界遺産登録を
目指して取り組んでいる。それぞれの学校が、人権、環境等、バラバラの視点で取り組んでおり、
ＥＳＤという大きな枠組みには整理できていない。畝傍中学校、今井小学校がユネスコスクールに
加盟している。畝傍中学校は、飛鳥川の環境調査などの環境教育に取り組んでおり、今井小学校は、

今井の街並みを教材化した学習に取り組んでいる。現在、白橿北小学校が申請中である。白橿北小
学校区は、ニュータウンにある学校で、ニュータウンでどのような取組ができるか、検討中である。
・

橋本市教育委員会
小中一貫教育を縦軸に、地域連携を横軸に、海外との連携やＥＳＤに取り組み始めている。ＥＳ
Ｄでは、市内の小中学校の教員に呼びかけ、教育大と連携したＥＳＤセミナーを開催している。研
修会も計画しており、今後、地域にも広めていきたいと考えている。

（４）学校の取組
・

彦根市立城西小学校
彦根城ボランティアガイドと連携し、ちびっこガイドに取り組んでいる。彦根城についてボラン
ティアガイドと一緒に勉強し、海外からの観光客にために、英語を使ったガイドにも挑戦している。
また、タブレット端末を用いた国際交流を計画しており、来年度には児童の交流ができればと考え
ている。

・

奈良市立月ケ瀬中学校
アルミ缶を回収して得たお金で、車いすを贈る運動を、地域と協力しながら 19 年も続けている。
今年は、被災地へ車いすを贈ることもできた。また、生徒が地域のことを知り、地域を大切に思う
心を養うために、タブレット端末をもちいた取材とムービーの作成に取り組んでいる。教育大から
タブレット端末を借り、大学生の支援も得て、生徒たちが生き生きと取り組んでいる。

・

奈良教育大学（別紙「奈良ＥＳＤコンソーシアムにおける取組 奈良教育大学」参照）

（５）ＥＳＤの動向（福井氏）
ＥＳＤは本来、トップダウンというよりは、多様なステークホルダーによるボトムアップのもので
ある。民間主導のＥＳＤとして、８月 20 日にＥＳＤ実践モデル全国会議 2014 を 21 日・22 日にはＥ
ＳＤの 10 年・地球市民会議 2014 を国連大学を会場に開催した（配布資料参照）。５つのテーマに分
かれての分科会のほか、これからのＥＳＤの主流化のために必要な３つのポイントについて、自治体、
企業、そして次世代を担う若者による話し合いを行い、それを提言にまとめている。また、次世代の
子どもによる活動報告もすばらしく、奈良教育大学のユネスコクラブも活動報告していただいた。さ
らにジャパンモデルとして電子書籍を出版し、インターネット上で閲覧できるようになっている。歴
史文化遺産とＥＳＤでは、中澤先生と私が対談しており、とてもかっこいいと、いや、かっこよすぎ
ると長友学長さんから言われている。ぜひ、一度ご覧いただきたい。
（６）今後の活動計画
①

ＥＳＤ講演会：12 月 23 日・奈良教育大学

②

ＥＳＤ研修会：1 月 31 日（土）・奈良教育大学

③

コンソーシアム成果発表会：2 月 15 日（日）・奈良教育大学

（別紙チラシ参照）

（７）お願い
①

タブレット端末の貸出の準備が整い次第ご連絡する。活用していただきたい。タブレット使用法

の児童生徒へのガイドなどで、学生が支援できるのでご連絡いただきたい。
②

学校間交流をコーディネートさせていただくので、希望校はＥＳＤオフィスにご連絡いただきた
い。

③

バスの利用をお願いしたい。利用については、ＥＳＤオフィスにご連絡をお願いしたい。

④

現在、橋本市教育委員会と連携したＥＳＤ研修会を実施している。ＥＳＤの後継プログラムであ
るＧＡＰにおいても、教員研修の重要性が記載されている。これからでも研修会を希望される場合
は、遠慮せずにＥＳＤオフィスにご連絡いただきたい。無料で支援させていただく。

（８）閉会あいさつ（省略）

奈良 ESD コンソーシアム第 3 回構成団体連絡会議概要報告

１．開催日時

平成 27 年 2 月 15 日（日）15 時 45 分～17 時

２．会場

奈良教育大学大会議室

３．出席者
辻脇昌義（橋本市教育委員会）、大西康夫（彦根市教育委員会）、松浦慎（奈良市教育委員会）、森本
敏夫（橋本市立紀見小学校）、西澤徹（彦根市立中央中学校）、大澤厚美（彦根市立城西小学校）、西口
美佐子（奈良市立富雄第三小中学校）、大西浩明（奈良市立飛鳥小学校）、長友恒人（奈良教育大学）、
加藤久雄（奈良教育大学）、中澤静男（奈良教育大学）、西井一人（奈良教育大学）
、三島花（奈良教育
大学）
陪席（奈良教育大学生）
：島俊彦、竹田隼也、後藤田洋介、菅原恵太、谷垣徹、田中篤志、浅野優子、
加藤彩乃、口脇和、藤田明希

４．会議の内容
（１）各教育委員会のＥＳＤの取組について情報交換
（２）2015 年度のコンソーシアム事業について
①

タブレット端末の活用について

・

遅くなったが、1 月 30 日にタブレット端末の準
備ができ、31 日のＥＳＤ公開勉強会で使用した。
各教育委員会で活用していただきたい。

・

本日、借りていきたい。
（橋本市教育委員会・彦根市教育委員会）

・

タブレットの貸し出しはありがたいが、不慣れな教員が多いため、アシスタントも必要だ。

・

授業にアシスタントとして学生に入っていただきたい。

・

次年度はタブレット端末を用いた学校間交流をお願いしたい。

②

学校間交流について

・

中学校は、部活動単位の方が動きやすい。部活動単位での学校間交流はできないか。

・

部活動の試合にＥＳＤ交流も位置付けてはどうか。

・

彦根市立城西小学校では、2 月 23 日・25 日にスカイプでオーストラリアの学校と交流する。

・

彦根市立城西小学校では、7 月 24 日～8 月 1 日に 22 人がオーストラリアの学校と交流する。

・

10 月 26 日～28 日には、アデレードから 19 人が来るので、その時にバスを使って奈良市の学校
とも交流できるか。

・

奈良市立済美南小学校は、韓国のキンジョウ小学校と交流する予定。

・

来年度、バスは 20 台は予算計上する予定だ。

・

域内だけでなく、各コンソーシアムの交流を希望する。

③

教員研修について

・ 今年度は奈良市だけでなく、橋本市でも５回連続のＥＳＤセミナーを開催し、積極的に学んでい
ただいた。
・

次年度も橋本市で開催していただきたい。

・

彦根市でも開催を希望する。

・

セミナー参加教員どうしの交流を行うことで、意欲の向上につながるのではないか。

・

教員どうしの交流からアイディア（教材などの）をもらえるような交流会を希望する。

・

８月に１泊２日程度の合宿研修をしてはどうか。

・

ＥＳＤの評価に関わる研修を希望する。

平成 26 年度奈良ＥＳＤコンソーシアム

企業向けＥＳＤ講演会概要報告
株式会社博報堂 CSR 推進担当部長・一般社団法人ＣＥＰＡジャパン代表である川廷昌弘氏と
株式会社コミュニケーション・デザイニング研究所代表取締役社長・ESD の 10 年・世界の祭典
推進フォーラム理事・事務局長である福井昌平氏をお招きし、2 月 16 日（月）の 19 時からホ
テル日航奈良において、企業向けＥＳＤ講演会を開催しました。

「ＥＳＤがＣＳＶを育む」

講師：川廷昌弘氏

ＣＳＲは、①社会の動向に対応した経済だけでなく社会環境を考えた経営、
②企業のブランド戦略の一環とした価値向上を目的とした社会貢献活動への
協力、③企業の本業での人材育成・環境教育持続可能な企業経営といった企
業の役割を果たすことで社会問題解決に貢献するというように変化してきて
おり、③がＣＳＶである。もう少しわかりやすく言い換えると、一社では手
におえない課題の対して多様なステークホルダーと協力（パートナーシップ）することで新たな事業
創発することだ。
自然保全や生態系の保全だけでない

社会の生態系がなければ企業活動もありえない。つまり企業

活動そのものがそもそもＳＤのためにあるのであり、ＣＳＶ、ＣＳＲは 100 年後を考えた主体的な行
動、そしてそのプロセスが企業におけるＥＳＤである。
流域を考えることで、自然のつながり・命のつながりをイメージすることができる。自然を理解す
ることが、社会づくりの気づきになる。ＥＳＤの理解が深まる。

「「教育」と「観光」の融合-企業がＥＳＤに取り組むきっかけになる話-」講師:福井昌平
・

ＣＩ理論：すべての活動はアイデンティティに集約される。アイデンティ
ティを発見できないと存続できない

・

ＥＳＤは社会教育や初等中等教育、家庭教育など様々なＥと自然・環境・
くらし・地域・経済などのＳＤの出会いである。過去・現在から学び、未来
を描く、そして地域への誇りや愛着をもとに自治力を育むというＥＳＤジャ
パンイニシアティブができつつあり、そこには「気候変動教育とＥＳＤ」「
生物多様性教育と環境教育」「持続可能な生産と消費」「歴史文化遺産教育」
「社会的公正とジェンダー教育」の 5 つのテーマがある。

・

ＬＥ（ラーニング・エクスペリエンス：「学び」と「観光」の結合・参加体験楽習（楽しく習う）

・

社会教育機関と学校教育機関でのＥＳＤよる学び合いと連携をつくることによって、企業・ＮＰ
Ｏ、行政が絡むことで新しい観光産業の可能性がある。それは交通・通信等社会インフラやメディ
アに大変革をもたらすことになる。

平成 26 年度
奈良ＥＳＤコンソーシアム 成果発表会概要報告
平成 27 年 2 月 15 日（日）に奈良教育大学大会議室を会場に、平成 26 年度奈良ＥＳＤコ
ンソーシアムの成果発表会を開催しました。
文部科学省の平成 26 年度「グローバル人材の育成に向けた ESD の推進事業」にエントリ
ーし、全国で 5 か所がＥＳＤの推進拠点に選ばれました。奈良ＥＳＤコンソーシアムもその
一つです。奈良ＥＳＤコンソーシアムの特色は 2 つあります。一つ目はコンソーシアム構成
団体として、県をまたいだ 4 つの教育委員会が位置づいていることです。橋本市教育委員会、
彦根市教育委員会、橿原市教育委員会、奈良市教育員会の大きなご協力のもと、コンソーシ
アム事業を推進し、学校教育を中心としたＥＳＤの推進を実施しています。二つ目の特徴は、
文化遺産を通したＥＳＤを中心に取り組んでいるところです。
ＥＳＤの目標は、価値観と行動の変革により、教育の成果として持続可能な社会が実現さ
れることです。持続可能な社会の実現に向けた行動の変革を促すポイントに、持続可能な地
域社会の担い手としての当事者意識があります。文化遺
産を通して地域の魅力を発見すること、地域の先人の苦

全国５つのコンソーシアム

労や努力を知ることで、当事者意識を養う学習が文化遺

東北コンソーシアム

産を通したＥＳＤです。地域を深く知ることはまた、地

（宮城教育大学）

域の課題発見にも役立ちます。

北陸コンソーシアム

今年度の成果発表には、橋本市立紀見小学校の 6 年生

（金沢大学）

と奈良市立飛鳥小学校の 4 年生に参加していただきまし

東海コンソーシアム

た。また、彦根市立中央中学校からは、生徒会のみなさ

（三重大学）

んの手作りＤＶＤの紹介もありました。保護者の方々も

大牟田コンソーシアム

多数ご参加いただき、とてもなごやかで、人のつながり

（大牟田市教育委員会）

を感じる成果発表会となりました。ご参加いただきまし

奈良コンソーシアム

たみなさま、本当にありがとうございました。次年度も

（奈良教育大学）

楽しくＥＳＤを進めましょう。

ＥＳＤの
の現状は
○

昨今
昨今、グローバル
グローバル人材の育成
育成が叫ばれ
ばれ、早期英語教育
早期英語教育の重要性
重要性をよく
をよく耳にする。
。しかし、
英語ができれば
ができればグローバル
グローバル人材と言えるのだろうか
グローバル
えるのだろうか？グローバル
えるのだろうか グローバル人材に
に求められる
められる要素は
日本人
日本人としての素養
素養、英語コミュ
コミュ二ケーション
ケーション、異文化理解、
異文化理解、新しい価値
価値を生み出す
す創造力、
課題発見
課題発見、解決能力
解決能力であり、
、ESD で育
育みたい人材
人材とかなり近
近い。

○

ＤＥＳＤ
ＤＥＳＤは終了
終了した。これまでの活動
これまでの活動の継続とその
とその発展が大切
大切だ（つながり
つながり（国内
国内・海外））
。
地域を
を超えて世界
世界の地域とつながっていく
とつながっていく
とつながっていく必要が
が生まれてきている
まれてきている。

○

自然
自然の保全や地域
地域の保全、
、調和の維持
維持できる人へ
へ、生き抜く力を育てたい
てたい。幸せに
せに生きら
れる力
力を育てたい
てたい。

○

ＥＳＤ
ＥＳＤがイベント
イベント化している
している。またＥＳＤ
ＥＳＤを実践
実践している
している学校でも教師
教師の負担感
感があり、
熱心な
な教師が異動
異動することで
することで活動が消滅
消滅している
しているユネスコスクール
ユネスコスクールもある
もある。

ＥＳＤを
を持続可能なものにするために
なものにするために
○

楽しく
しく取り組む
む
教師の
の子どもも持続可能
持続可能な社会
社会をどう作
作るかにおいては
るかにおいては、同じ研究者（
（解答は今のところな
のところな

い）
。一人一人
一人一人がパイオニア
パイオニア。
。身近なもの
なもの、身近な生
生き物を徹底的
徹底的に科学的
科学的に探究することで
することで、
学ぶ楽しさが
しさが生まれてくる
まれてくる。当
当たり前だと
だと思っている
っている身近なものにこそ
なものにこそ意外性
意外性がある
がある。地域人
材を上手
上手に活用し、
、子どもの主体的
主体的な学びを
びを促すことで
すことで、教師の負担感も
も軽減される
される。
減点評価
減点評価ではなく
ではなく、加点評価
加点評価する。ほめられると
ほめられると誰
誰でもうれしい
でもうれしい。やる
やる気も出る。
。

グループディカッション
グループディカッション「ＥＳＤ
「ＥＳＤが発展しながら
しながら持続
持続するためには
するためには？」
①

メディア
メディアへの発信
発信
地方新聞
地方新聞などを後援
後援に位置付
位置付けると、取材
取材してもらえる
してもらえる。多くの
くの市民に取組
取組を知ってもらい
ってもらい、

応援団を
を増やすことが
やすことが大切。そして
そして、一人一人
一人一人がＥＳＤ
ＥＳＤの広報担当
広報担当を意識
意識して、同僚
同僚や友達を
巻き込んでいく
んでいく。
②

ＥＳＤ
ＥＳＤを楽しむ
しむ教員を育てる
てる
子どもが
どもが変わること
わること、知的好奇心
知的好奇心が刺激
刺激されて教員
教員も楽しいことを
しいことを伝える
える。学校全体
学校全体で取り

組んでもらえるように
んでもらえるように 校長先生対象のＥＳＤ
んでもらえるように、校長先生対象
ＥＳＤ研修を
を実施する
する。
③

ＥＳＤ
ＥＳＤコーディネーター
コーディネーターを
を育てる

人と人
人をつなぐ力
力。ものともの
ものともの、こととことをつなぐ
こととことをつなぐ力。そして
こととことをつなぐ
そして、地域課題
地域課題を世界につなぐ
につなぐ力。

奈良ＥＳＤコンソーシアムタブレット貸出支援 報告概要

10 月 27 日（月）

１．日程

故郷ウォーク

9:40～12:30

ICT 支援

14:55～15:45（第６校時）

２．会場
奈良市立月ヶ瀬中学校

３．参加者
故郷ウォーク

ICT 支援

中学２年生

８名

中学３年生

15 名

教員

６名

ボランティア

１名

大学生

１名

中学 3 年生

15 名

教員

３名

大学生

１名

故郷ウォークの様子

３.活動の概要
奈良市立月ヶ瀬中学校にて行われた、故郷ウォーク（尾山）
に参加し、その後の ICT（iPad）用いた、まとめの映像作品

iPad を用いた授業中

の作成の授業を行った。
故郷ウォークは毎年、月ヶ瀬中学校で行われている地域学
習のための行事で、２・３年生が参加し、毎年、「私のまち
の宝物」として映像作品を制作している。本年は、月ヶ瀬中
学校の周辺である、尾山地区と、石打地区の２か所の故郷ウ
ォークを行い、映像作品にまとめる予定である。今回は尾山
地区を回り、映像作品の試作を作成した。
まとめの映像作品の作成の授業として、６時間目の３年生
の授業を担当した。内容は iMovie の基本的な操作を、電子
黒板を用いて授業を行った。普段からスマートフォンなどに

電子黒板で iMovie の使い方を説明

親しんでいる生徒もかなりいたようで、スムーズに試しの動
画を作ることができた。その一方で今回の授業では、３人に一台の iPad を渡し、作業をおこなったが、
３人に一台でも、作業に関われない生徒が出てくるので、ストーリーを書くシートを用意したり、iPad
の台数を増やしたりする必要があることを感じた。

月ヶ瀬中学校 ICT 支援

報告書

１.日程 11 月 10 日（月）13:30～15:40
２.参加者
中学２・３年生

23 名

教員

５名

ボランティア

１名

大学生

２名

大学教員

１名

大学教員

北村恭康（本学教員）

大学生

後藤田洋介（物質科学専修４回生）
、堀口大地（数学養育専修２回生）

３.活動の概要
故郷ウォークは毎年、月ヶ瀬中学校で行われている地域学
習のための行事で、２・３年生が参加し、毎年、「私のまち
の宝物」として映像作品を制作している。本年は、月ヶ瀬中
学校の周辺である、尾山地区と、石打地区の２か所の故郷ウ
ォークを行い、映像作品にまとめる予定である。今回は石打
地区を回り、映像作品作成のための写真を iPad で撮影した。
今回の故郷ウォークで回った場所は、月ヶ瀬で唯一の郷土
資料館、八王子神社、阿弥陀時、八幡神社、石打城跡などを
回った。石打の歴史を知ることで生徒たちは自分たちの知ら
八幡神社の巨大な灯籠
ない月ヶ瀬に気付いていた生徒も多くいた。特に、生徒たち
の雰囲気が一変したのが、八幡神社にある巨大な灯籠の説明
を受けていた時であった。この巨大な灯籠は日清戦争に勝利
したことに際して建てられた。しかし、戦争では、勝利すれ
ば、人を殺めることになり、負ければ人が殺められることに
なる。この灯籠をきっかけにして、もう一度戦争はしてはい
けないということを感じてほしい、とボランティアガイドの
方がお話され、生徒たちも真剣に耳を傾けていた。
iPad の使用に関して、今回は撮影をメインにしていたの

iPad を用いて写真撮影

で、カメラアプリの使用に関して気付いたことが３点なる。それはカメラのモード変更について、編集
や削除の手軽さについて、タブレット管理ツールの導入についてである。
カメラのモード変更については、機器に慣れていない生徒はカメラのモードが変化していることに気
付かず、撮影ができないことが何度かあった。これは、手軽にパノラマやスクエアなどのモードを変化
させられることは、逆に気付かないうちにモードが変更されるというデメリットがあることがわかった。
編集や削除の手軽さについては、今回生徒が撮影をしている姿を見て前回よりも使い慣れていたよう
であった。また、編集や削除など、教えていないことも行っていた。これらは、タブレット独特の使用
のしやすさがあると感じた。
三点目に、タブレットの管理ツールに関しては、学校現場では、各パソコンに管理者権限があるので、
iPad を用いる際に、データの移動などに手間取ることがあることを教員の方に教えていただいた。
以上が、今回の故郷ウォークおよび、ＩＣＴ支援の概要である。

彦根市立中央中学校 ICT 支援

報告書
物質科学専修４回生

１．日程

３月 19 日（木）

２．参加者

研究員

北村恭康

物質科学専修４回生

後藤田洋介

情報数理専修４回生

西井鉄雄

英語教育専修１回生

谷垣徹

後藤田

洋介

３．活動の概要
本活動は大きく分けて、２つあった。学校見学と iPad
を用いた支援の２つである。
１つ目の学校見学では、中央中学校が交流を行っている
提携校の紹介や、ユネスコスクールに加盟したときに作ら

使い方の紹介

れた、ユネスコ記念ホール、地域と連携して手入れを行っ
ている中庭などを見学した。また、この見学後に、生徒を
交えて ICT の支援を行うことになっていたので、生徒たち
がどのような様子であるのか、授業を見学した。学年末と
いうこともあり、最後の授業などもあったが、生徒たちと
話すこともでき、次のプログラムであった支援につなげる
ことができた。
２つ目の iPad を用いた支援では、iPad と iMovie という
アプリケーションを用いて、１年生の学級委員は１年間の
振り返りムービーや、美術部員は学校紹介や、美術部の紹

支援の様子

介などのムービーを作成し、iMovie の使い方を学習した。生徒はムービーを自分の思った形にするため
に、学生や教員に様々な質問をしていた。
４．今後に向けて
今回の支援を通して気づいた、これから必要な改善点を以下に述べる。
・検索エンジンのフィルタリングについて
学校の PC は自治体で決められたフィルタリング（有害サイトにアクセスしないようすること）が
行われている。フィルタリングがないことによって、生徒が有害サイトにアクセスする危険性がある。
そのフィルタリングをどのようにするのかは喫緊の課題である。
・画像の共有について
iMovie を用いる際に、事前にデジタルカメラなどで撮影した写真を用いたいときは、iTunes など
を用いる必要がある。しかし、学校現場には、iTunes は普及しておらず、学校の機器のみでは画像を
共有することは不可能に等しい。その改善策も考えていく必要がある。
・アプリケーション自体の自由度について
iMovie は手軽に写真からムービーを作成することができるアプリケーションであるが、その一方、
文字の位置、色、大きさなどを変更できないのが、難点である。生徒の技能や要望、作業時間に応じ
て適切なアプリケーションの使用が必要であることがわかった。

おわりに

このプロジェクトに取り組んで 3 年がたちました。プロジェクト推進の考え方の基盤には、
「我
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（ＥＳＤ実施計画）
」がありま
した。本学は 2007 年よりユネスコスクールに加盟していますが、実施計画の 13 ページにはユネス
コスクールとの役割が次のように記載されています。
「ユネスコスクールについては、ＥＳＤの推
進拠点として位置づけ、加盟校増加、ユネスコスクール間のネットワークの強化、活動の充実を図
り、地域に根ざした優良事例の開発やその成果を世界に向けて発信し、世界各国におけるＥＳＤの
普及、推進と連携の強化に寄与します。」また、16 ページには「大学の教職課程において、ＥＳＤ
に関する内容を積極的に取り上げるとともに、実践的な指導方法が教授されるよう促します。
」と
記載されています。これらのＥＳＤ実施計画の内容を具体化する一つのプロジェクトとして取り組
み、地域の教育委員会や現職の先生方、ユネスコ協会やＮＰＯ、地元企業の皆様に支えられての試
行錯誤の毎日でした。
2014 年は国連ＥＳＤの最終年として、ＥＳＤに関するユネスコ世界会議が岡山市、愛知県・名古
屋市で開催されるとともに、様々な成果物が作成されましたが、本学の十津川道普請ＥＳＤ体験ボ
ランティアが「国連持続可能な開発のための教育の 10 年」関係省庁連絡会議作成の『ジャパンレ
ポート』に、奈良ＡＳＰネットワークＥＳＤ子どもキャンプが、ＡＣＣＵ発行の『ユネスコスクー
ルＥＳＤ優良実践事例集』に収録されました。また、国連大学を会場に開催されたＥＳＤの 10 年・
地球市民会議 2014 では、学生による本学のＥＳＤの発信が行われたほか、本学の文化遺産を通し
たＥＳＤが電子書籍『ＥＳＤジャパンモデル』に「歴史文化遺産とＥＳＤ」として掲載されるなど、
プロジェクト発足当初は持続発展・文化遺産教育研究センターのＥＳＤであったのが、奈良教育大
学のＥＳＤへ、そして全国レベルのＥＳＤへと発展してきた 3 年間であったと思います。
本書の後半には、文部科学省の平成 26 年度 ユネスコ活動費補助金グローバル人材の育成に向け
たＥＳＤの推進事業において、今年度から「グローバル人材育成を見据えた ESD コンソーシアムの
構築とユネスコスクール間交流による ESD の推進－国際（Think global）と国内（Act local）の
融合－」
（奈良ＥＳＤコンソーシアム事業）として取り組んでいる内容も収録しています。両方を
ご覧いただくことで、本学のＥＳＤの取組の全体をご理解いただき、次年度以降のＥＳＤに参加・
参画していただける方が一人でも増えることを期待しております。

奈良教育大学次世代教員養成センターＥＳＤ・教材開発領域

中澤

静男

平成 26 年度 奈良教育大学
地域と連携した｢学ぶ喜びを知り、自ら学び続ける｣教員の養成に向けた
持続可能な発展のための教育活性化プロジェクト
報告書

平成 27 年 3 月 31 日

国立大学法人奈良教育大学
〒630-8528 奈良市高畑町
次世代教員養成センター
TEL・FAX 0742-27-9177

ＥＳＤ・教材開発領域

東ブロック
桜井

大和桜井安部道院

迎田
メッセージ

桜井

技法と思想を深く追求し、厳しくとも自信ある自分づくりをしませんか。
一緒によい汗を流しましょう。

大和桜井道院
奥田

メッセージ

桜井

展孝

練習日╱時間火・金 19:00～22:00
住 所
633-0036 桜井市横柿49-2
連絡先
☎0744-43-2944
fax 0744-43-2944
E-mail
nobutaka_m_57_darma@yahoo.co.jp

眞弓

練習日╱時間水・金 19:30～21:45
住 所
633-0074 桜井市芝19-4
連絡先
☎0744-45-5464
fax 0744-45-5464
E-mail
ageha-cho-@iris.eonet.ne.jp

達成した喜びは、努力した者にしかわからない。たとえ過程がツラくても。
さあ、前を向いて一歩踏み出そう。 大和桜井道院

大和桜井西
青木

寿子

住 所
633-0068 桜井市東新堂３７３－８
連絡先
℡ 0744-42-1662
fax 0744-42-1662
練習日╱時間火 ・木
19：30～21:00
E-mail
txnm81892@zeus.eonet.ne.jp

メッセージ 少林寺拳法の教えと技法を・・・仲間と共に学びませんか。

随時、体験も受け付けています！

宇陀

榛原道院
米田

友厚

練習日╱時間月・金 19:00～22:00
住 所
633-0253 宇陀市榛原区萩原2429-1
連絡先
☎0745-82-0236
fax 0745-82-0236
E-mail
mb37ur86ml@kcn.jp

メッセージ

宇陀

東吉野道院
井戸家

メッセージ

宇陀

正旺

練習日╱時間 月18:30～21:00（祝日の場合は木曜日） 火・金 18:00～22:00
住 所
633-0254 宇陀市榛原区高萩台128
連絡先
☎0745-82-1778
fax 0745-82-1778
E-mail

「汗をかくなかに教えがあり汗をかくなかに技術の修得がある」
共にいい汗をかきませんか・・・

大和針道院
三宅

俊郎

練習日╱時間月・金 19:00～22:00
住 所
632-0221 奈良市都祁白石町1192-90
連絡先
☎0743-82-0149
fax 0743-82-0149
E-mail

和気あいあいとした楽しい道院です。体と心、両方鍛えましょう。
メッセージ

磐余

磐余道院
西川

雅廣

練習日╱時間火・木・土 19:00～23:00
専有道場 (火・木 少年19時～20時、一般20時30分より22時)
住 所
634-0014 橿原市石原田104-3
連絡先
☎0744-22-0181
fax 0744-22-6501
E-mail

少林寺拳法の教えを通じて元気いっぱいの心と体を成長させよう。
メッセージ

磐余

大和新口道院
堀田

メッセージ

晋

練習日╱時間月・木 少年18:00～ 一般19:30～
専有道場
住 所
634-0802 橿原市新口5-3
連絡先
☎0744-24-1783
fax 0744-24-1783
E-mail

西ブロック
奈良郡山

奈良片桐道院
米澤

和雄

練習日╱時間月・金 19:00～
住 所
639-1054 大和郡山市新町1027
連絡先
☎0743-52-0418
fax 0743-52-0418
E-mail
md68ea28ml@kcn.jp

メッセージ

奈良郡山

大和郡山道院
大倉

完仁

練習日╱時間月・金 少年18:30～ 一般19:45～
住 所
631-0066 奈良市」帝塚山西1丁目6番5号
連絡先
☎0742-44-8952 fax 0742-44-8952
E-mail
k.okura0727@outlook.jp

メッセージ

奈良郡山

大和郡山南道院

河原

章二

練習日╱時間月・土 18:30～21:00
住 所
636-0151 生駒郡斑鳩町龍田北3-2-14
連絡先
☎0745-74-1490
fax 0745-74-1490
E-mail
shoseyasi1204@nike.eonet.ne.jp

メッセージ 練習と遊びのけじめをしっかりとつけ、みんなで一緒に少林寺拳法を楽しんでいます。

女性も多いので気軽に見学に来てください。
奈良郡山

奈良西の
奈良西の京道院

久保

信哉

練習日╱時間水・土 18:00～21:00
住 所
635-0062 大和高田市磯野南町5-9
連絡先
☎0745-53-3141
fax 0745-53-3141
E-mail
kubo@nissin-iryouki.co.jp

メッセージ

奈良西ノ京道院です、近くに薬師寺が有り環境のよいところです。
随時、見学、体験入門を受け付けています。

奈良郡山

奈良郡山城道院

吉村

雅至

練習日╱時間木・土 少年18:30～20:00 一般19:30～21:00
住 所
639-1054 大和郡山市新町823番地８
連絡先
☎0743-52-8456
fax 0743-52-8456
E-mail
ysmrmyen4837128@yahoo.co.jp

メッセージ

西大和

王寺道院
河原

弘

練習日╱時間火・金 19:00～21:30
住 所
636-0151 生駒郡斑鳩町龍田北3-2-14
連絡先
☎0745-74-1315
fax 0745-74-1315
E-mail

メッセージ

練習日╱時間月・土 少年・一般19:00～20:30一般20:00～21:00

西大和

奈良斑鳩道院
藤山

メッセージ

西大和

武彦

住 所
連絡先
E-mail

636-0821 生駒郡三郷町立野北3丁目7番Ａ-503
☎0745-32-9529
fax 0745-32-9529
fw6xt8@mou.net.jp

半分は他人の事を考えられる仲間を作りましょう！！
人十度、我百度・・・一緒に練習しませんか(^.^)/~~~

奈良信貴道院

練習日╱時間月・水・金 1７：３０～２１；００
住 所
636-0805 生駒郡三郷町美松ヶ丘東1-4-26
連絡先
☎0745-32-0955
fax 0745-32-0955
川口 宗勇
E-mail
yt858345@gb4.so-net.ne.jp
少林寺拳法を通じて自分を向上させませんか！！合掌

メッセージ

西大和

奈良上牧道院
西村

メッセージ

萬壽雄

練習日╱時間水・金 19:00～21:00
住 所
639-0202 北葛城郡上牧町桜ヶ丘3-19-3
連絡先
☎0745-73-8986
fax 0745-73-8986
E-mail
mirokusin567@ruby.plala.or.jp

奈良工高専支部

竹本

要

練習日╱時間月・火・金 16:30～18:00
奈良工高専 武道場
住 所
630-0212 生駒市辻町723-33
連絡先
☎0743-75-0876
fax 0743-75-0876
E-mail
tkmknm55@yahoo.co.jp

メッセージ

奈良県警察支部

須川

良平

練習日╱時間日 13:00～16:00
西和警察署道場
住 所
631-0043 奈良市菅野台18-3
連絡先
☎0742-49-0508
fax 0742-49-0508
E-mail

メッセージ

南ブロック
南和

御所道院
山本

淳一

練習日╱時間火・金 19:00～21:30 (少年部は20:30まで）
住 所
634-0821 橿原市西池尻町505-6
連絡先
☎0744-27-1081
fax 0744-27-1081
E-mail
s.k.g-ymmt@ares.eonet.ne.jp

メッセージ

南和

大和五條道院
原谷

和男

練習日╱時間月・金 1９：００～２１：００
専有道場 （五條市須恵2-91-2）
住 所
637-0043 五條市新町3-5-7
連絡先
☎0747-25-4508
fax 0747-24-3721
E-mail
khkzohrtn@gmail.com

メッセージ

南和

メッセージ

中和

メッセージ

中和

白橿道院

練習日╱時間火・金 19:00～21:00
住 所
634-0821 橿原市西池尻町364-1
連絡先
☎0744-27-8564
fax 0744-27-8564
安田 善次郎 E-mail
daruma0101@hera.eonet.ne.jp
昭和50年（1975年）橿原市白橿町で開設。
見学、体験練習は、いつでもOKです。
練習日╱時間月・金 19:00～21:00
橿原中央道院 住 所
635-0072 大和高田市有井358-2
連絡先
☎0745-52-6164
fax 0745-52-6164
堀内 寛司
E-mail
小学生から6０代まで老若男女の拳士が通い、和気あいあいと修練しています。
一度ご見学にお越し下さい。拳士一同お待ちしています。

金剛山道院
篠田

メッセージ

中和

葛城市の旧新庄町地区にある道場です。
見学、体験に来てください。

奈良香芝道院
宮本

メッセージ

誠司

練習日╱時間水・土 19:00～21:30
専有道場
住 所
639-2103 葛城市西室22-4
連絡先
☎0745-69-5763
fax 0745-69-7068
E-mail
chikin-fly@iris.eonet.ne.jp

勉

練習日╱時間火・土 少年19:30～20:45 一般19:30～22:00
住 所
590-0133 堺市南区城山台2-3-21-103
連絡先
☎072-249-5831
E-mail

中和

二上山道院
久保

信哉

練習日╱時間月・金 少年18:30～20:00 一般18:30～21:00
住 所
635-0062 大和高田市磯野南町5-9
連絡先
☎0745-53-3141
fax 0745-53-3141
E-mail
kubo@nissin-iryouki.co.jp

メッセージ

中和

大和広陵道院
大槻

敏朗

練習日╱時間火・金 19:00～22:00
住 所
639-0214 北葛城郡上牧町上牧816-1-303
連絡先
☎0745-78-9302
fax 0745-78-9302
E-mail
toshi127@zeus.eonet.ne.jp

メッセージ

中和

大和高田道院
中村

秀一

練習日╱時間木 19:00～
火・土 18:30～
専有道場
住 所
635-0036 大和高田市旭北町8-35
連絡先
☎0745-22-3209
fax 0745-22-3209
E-mail
hidekazu107@amail.plala.or.jp

メッセージ

中和

大和真菅道院
岡橋

メッセージ

伸卓

練習日╱時間火・木・土 19:00～22:00
専有道場
住 所
634-0846 橿原市小槻町538-2
連絡先
☎0744-22-1152
fax 0744-22-1152
E-mail

ご自由に見学にお越し下さい。拳法体験もできます。
道院幹部、全員優しくていねいに指導いたします。

聖心学園中等教育
学校支部

メッセージ

練習日╱時間月・水 17:45～ 土 15:00～
住 所
634-0846 橿原市久米町222 学校内体育館
☎0744-27-3370
fax 0744-27-3525
安田 善次郎 連絡先
E-mail
ohnishi@seishingakuenchuto.ed.jp
中学、高校一貫校です。中1から高2まで一緒に練習しています。
武道として中１から中3まで、週1回1時間、少林寺拳法を必修します。
練習日╱時間月～金 16:00～ 土 13:00～
奈良文化高校 リズム館
奈良文化高校
住 所
633-0079 桜井市豊田245-4
連絡先
☎0744-42-5855
fax 0744-42-5855
三浦 崇
E-mail
miura-honten@ybb.ne.jo

メッセージ

白橿スポーツ
白橿スポーツ少年団
スポーツ少年団

安田

善次郎

練習日╱時間土 19：00～21：00
住 所
634-0051 橿原市西池尻町３６４－１
連絡先
☎・fax 0744-27-8564 090-3972-2485
E-mail
daruma0101@hera.eonet.ne.jp

メッセージ 1989年の登録で２５年になります。夏休みにスポ少大会（全国、近畿、奈良県）が有り毎年数名参加
毎年夏にスポ少大会が有り、全国、近畿、奈良県に参加しています。（競技大会ではありません）

畿央大学
三好
メッセージ

拓和

練習日╱時間火・木・土
住 所
635-0832 北葛城郡広陵町馬見北4-2-2
連絡先
☎0745-54-1601
fax 0745-54-1601
E-mail

北ブロック
奈良市
西部

生駒道院
高山

恒一

練習日╱時間火・木・土 少年18:00～19:30 一般19:30～21:00
住 所
630-0215 生駒市東菜畑2-710-17
連絡先
☎0743-74-1943
fax 0743-74-1943
E-mail
shorinjiikomadoin@yahoo.co.jp

メッセージ

奈良市
西部

生駒北道院
前川

栄一

練習日╱時間水・土 少年17:45～
一般19:15～
住 所
630-0133 生駒市あすか野南3-3-14
連絡先
☎0743-78-5633
fax 0743-78-5633
E-mail
ikomakita_maekawa@ybb.ne.jp

メッセージ

奈良市
西部

学園大和道院
高町

憲明

練習日╱時間日 17:00～ 水 19:15～ 一般19:10～
住 所
631-0842 奈良市菅原町211-1 (専有道場）
連絡先
☎0742-43-9424
fax 0742-43-9424
E-mail

メッセージ

奈良市
西部

生駒南道院
山本

利廣

練習日╱時間水・金 少年18:00～ 一般19:30～
住 所
630-0224 生駒市萩の台5-1-3-106
連絡先
☎0743-76-5269
fax 0743-76-5269
E-mail

メッセージ

奈良市
西部

奈良平群道院
川原

清嗣

練習日╱時間月・木 19:00～21:40
住 所
636-0931 生駒郡平群町梨本153
連絡先
☎0745-45-1266
fax 0745-45-2027
E-mail

メッセージ

奈良市
西部

奈良西道院
榎本

博志

練習日╱時間水・金 18:00～2１:０0
住 所
630-0213 生駒市東生駒1-472-2
連絡先
☎0743-74-7249
fax 0743-74-7249
E-mail
shorinjikempo_naranishi@yahoo.co.jp

毎月第一日曜日13:30～15:30に勉強会を実施中！
メッセージ

奈良市
練習日╱時間土 17:00～ 日 16:30～
奈良あやめ
奈良あやめ池道院
あやめ池道院
西部
住 所
631-0033 奈良市あやめ池南8-3-37-2
連絡先
☎0742-47-5720
fax 0742-47-5720
木村 昌幸
E-mail
メッセージ

奈良市
北部

奈良大安寺道院

森本

勝也

練習日╱時間水・金 18:00～21:00～
住 所
630-8145 奈良市八条1-814-5
連絡先
☎0742-34-0095
fax 0742-61-1302
E-mail

メッセージ

奈良市
北部

奈良中央道院
今城

隆廣

練習日╱時間日・火・木
１８：００～２１：００
住 所
630-8014 奈良市四条大路1-25-17
連絡先
☎0742-33-6852
fax 0742-33-6852
E-mail
imashiro@apricot.ocn.ne.jp

一度、見学・体験にどうぞ！
メッセージ

奈良市
北部

奈良平城道院
阪本

憲則

練習日╱時間月・木・金 少年18:00～ 一般19:30～
専有道場
住 所
631-0804 奈良市神功5-10-22
連絡先
☎0742-71-1767
fax 0742-71-1767
E-mail

メッセージ

奈良市
北部

奈良明治道院
中 茂夫

メッセージ

練習日╱時間月・金 18:00～21:00
住 所
630-8441 奈良市神殿町196-7
連絡先
☎0742-62-1269
fax 0742-62-1269
E-mail
naka_shigeo@hotmail.co.jp

毎日、元気に楽しく過ごすために適度な運動が必要です。
そこで、少林寺拳法を修練し健全な心技体造りを目指し、一緒に練習はじめませんか。

木津道院

奈良市
北部

辻本

雅則

練習日╱時間月・火・金 少年18:30～ 月・金 一般20:30～
住 所
639-1055 奈良市右京4丁目-12-2 (専有道場）
連絡先
☎0742-70-3200
fax 0742-70-3200
E-mail
arahan.2.3200@ezweb.ne.jp

メッセージ 目標のある人生は楽しいです

目標の沢山ある人生はもっと楽しいです .
目標のある楽しい人生にしませんか !!

奈良市
北部

奈良尼ヶ
奈良尼ヶ辻道院

練習日╱時間 月・木 少年・中学19:30～20:30 一般21:00～22:30
専有道場

野村

裕

住 所
連絡先
E-mail

専有道場でいつでも使用できます。

630-8014 奈良市四条大路4-2-2
☎0745-73-3234
fax 0745-73-3234
nomunomu@sirius.ocn.ne.jp
随時見学自由、１カ月の体験入門実施しています。

メッセージ

奈良市
北部

奈良宝来道院

東浦 寿成

練習日╱時間月・木
18：30～21:00
住 所
631-0842 奈良県奈良市菅原町15-1
連絡先
☎ 0742-52-7722
fax 0742-52-7770
E-mail
teiou.1047.toshinari-shorinji@docomo.ne.jp

メッセー
ジ

平成27年5月に道院がスタートしたのでよろしくお願いします。

奈良市
北部

奈良一条高校支部 練習日╱時間月・火・水・金・土

野村 裕

住 所
連絡先
E-mail

630-9001 奈良市法華寺町1351 一条高校内
☎0742-33-7075
nomunomu@sirius.ocn.ne.jp

メッセー
文武両道、和気藹々楽しいクラブです。インターハイ出場をめざしています。
ジ

奈良市
北部

奈良基地支部
濱岡 利貞

練習日╱時間月・水・金 18:00～20:00
奈良基地内 武道場
住 所
619-0238 京都府相楽郡精華町精華台3-26-5
連絡先
☎0774-93-2776
fax 0774-93-2776
E-mail

メッセージ

奈良市
北部

奈良教育大学支部 練習日╱時間水 13:30～16:00

竹本 要
メッセージ

住 所
連絡先
E-mail

土 16:00～19:00
奈良教育大学 剣道場
630-0210 生駒市 芝町723-33
☎0743-75-0876
fax 0743-75-0876

奈良市
北部

近畿日本鉄道支部 練習日╱時間土 14:00～16:00

山本 茂樹

住 所
連絡先
E-mail

近鉄西大寺スポーツセンター
585-0012 大阪府南河内郡河南町加納６２５－１
☎0721-93-8872 携帯090-1139-0309
mobo-mogas-bar@ezweb.ne.jp

メッセージ

奈良市
北部

奈良大学支部
島 法也

練習日╱時間月・水 16:30～19:00 土 13:30～15:30
奈良大学内 格技場
住 所
631-8502 奈良市山稜町1500
連絡先
☎0742-43-1401
E-mail

メッセージ

奈良市
北部

帝塚山大学支部

伊藤 常雄

練習日╱時間火・木 17:00～20:00 土 12:00〜15:00
住 所
630-8303 奈良市南紀寺町5-16-6
連絡先
☎090-3884-8535
E-mail
tsuneo@c-o-r-e.jp

メッセージ ・・・祝・少林寺拳法奈良県大会

一度、見学・体験にどうぞ！

奈良市
北部

奈良東市
スポーツ少年団
スポーツ少年団

浅芝 春美
メッセージ

奈良市
北部

練習日╱時間水・土 １８:３0〜２１:00
春日公民館（水曜） 、東市小学校体育館（土曜）
住 所
630-8424 奈良市古市町1705-20
連絡先
☎0742-62-6337
E-mail
asty1219yahoo.co.jp

感謝の心を忘れずに！強くて優しくて思いやりのある、そんな人に成る為に、
みんなで汗を流しています。無限の可能性を信じて、一緒に心を磨きましょう。

奈良市学園
スポーツ少年団
少年団
スポーツ

赤坂 忍

練習日╱時間水・金 18：30～20：45（少年部20：15）
奈良市西部会館６階体育室
631-0003 奈良市中登美ケ丘4-1ローレルスクエア登美ヶ丘Ⅰ-10-206
住 所
連絡先
☎0742-51-3385
E-mail
aka_kage@kcn.ne.jp

メッセージ

奈良市
北部

奈良京西
スポーツ少年団
スポーツ少年団

梶村 弥生
メッセージ

練習日╱時間木・土 木：19:00～21:00 土：18:30～21:00
住 所
連絡先
E-mail

奈良市六条二丁目１４－１
☎
noratta_8415@zeus.eonet.ne.jp

