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27A01

温泉をテーマとした ESD 展開の検討
萩原

豪（高崎商科大学）

キーワード：ESD、温泉、地域資源、地域創生、観光まちづくり
地域に関わる教育研究活動を進めていく上で、その地域に存在する地域資源を再確認
していく必要がある。
「地域資源」についてはさまざまな定義があるが、
「地域内に存在
する有形・無形のモノ・コトで、地域の歴史や文化など生活と密に関係している」と言
い換えることができる。これらは往々にして「観光資源」としても用いられている。
「温
泉」は「地域資源」であり、
「観光資源」でもあると言うことができる。
「温泉」や「温
泉地」に関する研究は地理学や経済学、観光学などさまざまな分野から取り組まれてい
る。しかし、教育資源としての「温泉」に着目した先行研究としては、小学校の出前授
業で「温泉」を取り上げた鈴木ら（2008）の報告、大学の一般教育科目において「温泉」
を取り上げた飯盛ら（2009）報告などがあるものの、報告数は非常に限られている。こ
の中で特筆すべきは、別府大学が公開講座「別府“温泉”大学」で提供している「温泉
学概論」の事例である。
「別府“温泉”大学」では「温泉」を歴史・民俗・文学・観光・
エネルギー・健康・美容などの異なる分野を横断する総合学問領域として位置づけ、地
域資源である温泉の研究成果を地域に還元することを目的としている。
筆者はこれまで複数の担当科目の中で「温泉」を取り上げていたが、共通しているこ
とは「持続可能な社会」の構築を大きなテーマとして掲げていることである。ESD のテ
ーマとして取り上げる上で、単に湧出する「温泉」だけを取り上げるのではなく、その
周辺領域に存在する地域文化（慣習・風俗）や歴史・伝統、機能（社交場や観光地とし
て）、環境問題（温泉水の河川への流出）などを、不可分なモノ・コトとして取り上げ
ることを前提としている。そのため、ここでは「温泉」ではなく「温泉地」という言葉
を用いている。
本報告は、「温泉」とその周辺地域や歴史・文化までを含めた「温泉地」を取り上げ
る中で、地域における「温泉」が果たしている役割は何か、地域にとって身近な存在で
ある「温泉」はそのどのような意味を持つのか、ということを包含した ESD 展開の検討
を行うものである。
飯盛啓生・飯盛和代，2009，「温泉を活用した大学教育の一実践例」，『温泉科学』，59，
112-121．
鈴木隆弘・岡崎紀俊・柴田智郎・村山康司・佐藤達也，2008，「温泉を使った小学校で
の出前授業—サイエンス・パートナーシップ・プロジェクト—」
，
『温泉科学』
，58，40-47．
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27A02

ESD としてのアイヌ文化学習の可能性
―北海道白老町におけるアイヌ民族博物館の成立と展開―
岡健吾 (北翔大学 教育文化学部)
キーワード：アイヌ文化学習,ESD,アイヌ民族博物館
阿部(2009)は、地域住民が主体的・創造的に持続可能の開発に参加することになしに
持続可能な地域づくりはありえないとし、そこに ESD が果たしていく役割は将来にわた
って極めて大きいと主張した 1。また岩本(2014)は、ESD に関わる地域づくりへのプロ
セスは多様であり、過去・現在・未来をえがく ESD 実践は地域レベルで実践することが
必然であるとした上で、それぞれの地域に顕在化している課題は、どのような経緯で結
果に至っているのか、その土地の文化や歴史に敬意を表し、十分思慮深く考えることが
重要であるといい、直線的な日本史教育では明示化されてこない多元的な地域史を意識
することが ESD 実践に求められると強調した 2。
本研究では、統合的な地域教育計画としてのアイヌ文化学習に取り組んでいる地域の
中から、先進事例地を抽出し、その学習のプロセスを明らかにすることで「アイヌ文化
学習」の在り方とその課題を明らかにする。とりわけ北海道においては、アイヌの人た
ち自身が自らの生活文化を子孫、あるいは社会へ向けて引き継ぎ遺そうとしてきた暮ら
しの営みがある。その営みの場が和人へ向けた観光のための生業というだけではなく、
その場そのものが学校教育や社会教育に対する、新たな「学びの空間」としての可能性
をもっているのではないかという仮説に本研究の焦点をおく。研究方法は、以下の観点
による。
1) 白老町におけるアイヌ文化学習拠点としての「アイヌ民族博物館」に注目する。
2) 先駆的な博物館の取り組みに関わる文献調査、ならびに関係者へのヒアリング調
査を実施する。
3）その結果に基づき、学校と地域が連携しながら、統合的な地域教育計画としての
アイヌ文化学習を展開するプロセスとその課題と可能性について考察する。
【参考文献】
1 阿部治：
『
「持続可能な開発のための教育」(ESD)の現状と課題』環境教育 VOL.19‐2，
日本環境教育学会（2009）p.27
2 岩本泰：
『ESD における「地域知」の位相』
，環境教育と ESD，日本環境教育学会編,
東洋館出版社（2014）p.16‐17
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27A03

単独自治体型ユネスコエコパークにおける ESD の現状
浅岡永理（麻布大学大学院）
キーワード：ESD、ユネスコエコパーク、地域
ユネスコエコパーク/生物圏保存地域（Biosphere Reserves 以下、BR）に関する研究
は、生物多様性の保全に係る研究が多く、持続可能な開発のための教育（以下、ESD）
に係る研究は十分に蓄積されていない。
「ユネスコ人間と生物圏（MAB）計画」に基づく
MAB 戦略（2015 年～2025 年）において、4 つある戦略目標の 1 つに ESD が掲げられてお
り、他の 3 つの戦略目標と同様に取り組みが進められていることが望ましい。
本研究の目的は、単独の自治体で管理運営を行っている国内の BR を対象に ESD の実
態を明らかにすることである。研究対象は、国内 10 か所にある BR の中で、1995 年の
セビリア戦略以降に登録された 6 か所のうち、特に単独の自治体で管理運営する 3 か所
の地域（綾 BR、只見 BR、みなかみ BR）とする。単独の自治体では、政策が BR の管理運
営に直結しており、複数自治体型 BR と比較すると、担当が明確であることが選定の理
由である。BR の理念に資するセンター組織を有している綾 BR（宮崎県）と只見 BR（福
島県）とにおいて予備調査を行った。その結果、住民と行政、行政と地域団体等、各セ
クターをつなぐ役割を果たしていることが明らかとなった。
研究方法は、3 か所の BR に質問紙調査を実施し、ESD を含めた活動の実施状況を把握
する。調査票の送付対象は、管理運営を担う各自治体の担当課と教育委員会である。質
問項目は、事業計画、事業内容、広報手段、課題、連携・協働、地方創生、生物多様性、
ESD に関することである。各地域の総合計画・BR 関連資料（自治体担当課）と、教育計
画・教育課程（学校・社会教育）等の文献をふまえて ESD の取組状況を分析する。
調査対象の 3 か所の地域は、自然環境や人口、BR への関わり方等の全てが異なって
いる。そうした中で ESD の実態を調査することで、今後の BR における ESD 研究に貢献
する。
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27B01

学びの場としての「みずしま地域カフェ」と公害資料館
林美帆（みずしま財団）・除本理史（大阪公立大学）
キーワード：SDGs、公害、地域再生、協働、パブリック・ヒストリー
大気汚染公害における公害地域再生は被害者が中心となってすすめられている。特に
西淀川の大気汚染裁判の和解は画期的で、公害地域の再生案を被害者である原告が提案
し、和解条項に組み込まれることとなった。この流れが主流となり、各地の大気汚染裁
判で公害地域再生が和解条項に書きこまれた。財団法人を立ち上げたのは大阪西淀川の
あおぞら財団（公害地域再生センター）と岡山倉敷のみずしま財団（水島地域環境再生
財団）である。ここではみずしま財団での実践を通して、公害地域再生の困難と可能性
について述べる。
1995 年に「水島再生プラン」が作成され、このまちづくり案も後押しとなって、倉敷
公害訴訟は 1996 年に和解した。和解条項に「解決金の一部を原告らの環境保健、地域
の生活環境の改善などの実現に使用できるものとする」とある。この解決金を基金に
2000 年にみずしま財団は設立され、設立趣意書には「住民を主体に、行政・企業など水
島地域の様々な関係者と専門家が協働する拠点」となることを掲げている。
2011 年に公布された環境教育促進法による協働取組を契機として、みずしま財団で
は「環境学習を通じた人材育成・まちづくりを考える協議会」を立ち上げて、環境学習
を中心にすえた公害地域再生を目指すこととなった。そこから発展をして、地元企業を
巻き込む形で 2018 年には「みずしま滞在型環境学習コンソーシアム」を結成して、学
びを通じて地域の対話の場をつくりだすことが可能となった。
みずしま財団は 2021 年度から、地球環境基金の助成を受けて公害資料館づくりに取
り組み、学びと交流の場をつくることを目指している。公害は立場によって解釈が異な
る「困難な過去」（difficult past）であり、資料館づくりは地域の中での軋轢の種に
なる可能性を秘めている。その軋轢を生まないために、「みずしま地域カフェ」を開催
し、地域の人たちが参加する場を設け、地域で活躍する人たちのヒアリングをすること
で、地域の新しい物語を共有することが可能となっている。地域カフェの成果をまとめ
たものが『水島メモリーズ』である。地域カフェと『水島メモリーズ』は双方向の対話
をもたらしており、公害資料館がめざす学び・交流する場所を体感する学習機会となっ
ている。発表では、SDGs やパブリック・ヒストリー実践の観点も交えつつ、この水島地
域カフェと『水島メモリーズ』がもたらした地域の学びの側面を明らかにする。
除本理史・林美帆（2022）
「『地域の価値』の構築をめざす協働の取り組み：岡山県倉敷
市水島地区の事例から」
『経営研究』73(1)。
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27B02

公害教育研究における社会構造の問題と資本主義
―「素材と体制の理論」からの公害理解の可能性―
小野瀬剛志（仙台青葉学院短期大学）
キーワード：公害教育、素材と体制の理論、資本主義、社会構造、都留重人
気候危機をはじめとした、グローバルな環境問題が人類の喫緊の課題として論じられ
る中、資本主義の社会構造の問題に焦点を当てた理論的検討や社会運動の必要性が指摘
されている。そこでは環境思想としてのマルクス理論の復権など新しい思想的潮流が生
まれているのだが、ここで着目すべき点は、同様の文脈から、都留重人や宮本憲一らの
公害の政治経済学における議論にも関心が寄せられていることである。このことは、彼
らと同様の理論的水準で公害を学ぶことができれば、そこでの学習は、個々の公害問題
の理解を超えて、より大きな社会問題の理解につながる可能性があることを示唆する。
公害を学ぶことを通して、「近代社会」といったより大きな社会の問題を批判的に考
える学習の重要性は、公害教育研究者がくり返し強調してきたことである。しかし、こ
のような教育理論や実践は、いまだ確立されていないと見た方がよいだろう。その主な
要因は、公害の原因となった社会構造についての実質的な理解が進められないまま、社
会批判としての公害教育像が提示されている点にあると思われる。こうした公害教育研
究における社会構造論の課題は、議論の量的不足によるものだけでなく、議論の質的問
題でもある。公害教育研究では、藤岡貞彦によって提示された「事実」（リアリズム）
を重視する方法論が主流だが、この方法論に含まれる実証主義的傾向が認識論の水準に
おいて社会構造的な公害理解を阻む一因となっていると思われる。また、「事実」の背
後にある「構造」を重視した公害理解は、以前と比べて、公害が日常生活から見えにく
くなっている、現在における公害教育の意義を考えるうえでも重要である。
日本の公害研究のパイオニアであり、「公害と教育」研究会の設立メンバーでもあっ
た都留の「素材と体制の理論」は、1970 年代には公害を資本主義の社会構造的問題とし
て理解する方法を提示していた。この理論によれば、公害は企業だけの問題でもなけれ
ば、人々の意識改革によってのみ解決される問題でもない。公害は、市場での商品購入
によって生活に必要な財やサービスの多くを得なければならないというわれわれの生
活構造に内在する社会問題であり、公害対策は人々の意識の問題だけでなく、物質的側
面を含む社会全体の改革を視野に入れなければならない。このような社会構造論的な公
害理解は、
「教育と実生活の結合」
（藤岡）を「社会構造」の水準で可能にするだけでな
く、今日の地球規模の環境問題と公害教育を接続するうえで重要な視点を提供する。
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27C01

協同学習を取り入れた森林 ESD の実践と
児童のソーシャルスキル向上の効果
川村蒼太（東京農工大学大学院）
キーワード：小学校、総合的な学習の時間、森林 ESD、協同学習、ソーシャルスキル
【はじめに】

持続可能な社会の実現に向けて、「批判的思考」、「見識ある決定」、「責

任ある行動」を身に付けた人を育む教育が「持続可能な開発のための教育(ESD)」であ
る。中でも林野庁が推進する森林 ESD は森林を教材とし、学習指導要領で重視されてい
る「主体的・対話的で深い学び」を実践するものである。ESD や学習指導要領の目標の
実現には、学習者同士が互いに学び合うためのコミュニケーション能力などのソーシャ
ルスキルを持つことが前提条件である。協同学習は主体的・対話的に学ぶ最良の手法と
考えられ、ソーシャルスキルの向上も期待できる。本研究では小学校の総合的な学習の
時間に協同学習の手法を取り入れた森林 ESD プログラムを実施し、児童にアンケートを
行い、ソーシャルスキルの向上の効果を検討することを目的とした。
【方法】 令和 3 年度、八王子市立南大沢小学校 6 年、相模原市立相原小学校 4 年と 5
年で森林 ESD プログラムを実施した。協同学習の授業の実施前後に児童に対し、ソーシ
ャルスキルに関するアンケートを行った。令和 4 年度に相原小学校 5 年にプログラムの
追加分を実施し、ふりかえりシートを実施した。アンケートでは、グループに意見を伝
える「主張」
，他者の考えを理解する「理解」，多数に対してグループを代表して意見を
伝える「発表」
，また話し合いの解決方法（3 種類）がそれぞれ得意か苦手かどうか 5 段
階で尋ねた。
【結果と考察】 実施前後のアンケートの結果において、実施前より得意と回答した児
童はその能力を獲得した，もしくは実施前から持っていた能力に自信を得たと考えられ、
実施前よりも苦手と回答した児童は自身が思っていたよりも能力がなく，能力を再認識
したと考えられた。また、どちらでもない児童は能力に変化がなかったとした。どの対
象に対しても 50％以上の能力の変化が見られた項目は、
「理解」、
「発表」
、話し合いの解
決方法のうち、
「自分の意見が通るように説得すること」、
「他人の意見に合わせること」
であった。この 4 項目についてプログラムの能力向上の効果があったといえた。令和 4
年度に相原小学校 5 年に実施したふりかえりシートでは、
「グループの意見をまとめて
計画を立てられたか？」という問いに対して、
「少しできた」との回答が 42％で最も多
く、
「よくできた」、
「普通」が 23％で次いで多かった。児童の感想には、
「人の意見をよ
く聞いてまとめられた」等があり、話し合いの解決能力が向上したと考えられた。
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27C02

小学校における森林 ESD の成立
―北海道上川総合振興局下川町を事例に―
板倉浩幸（相原小学校／東京農工大学大学院）
キーワード：森林 ESD、森林教育、小学校、木育、教育
森林における環境教育については、2002 年の日本による「持続可能な開発のための教育
ESD」の提唱に続く「国連 ESD の 10 年（DESD）」
（2005 年～2014 年）などをうけ、環境教
育から ESD へと発展するプロセスの中で、単に環境問題のみを対象としたものではなく、
開発や貧困、平和、人権、ジェンダー、保健・衛生などのあらゆる諸課題を包含したもの
であるとされ、環境を自然環境、社会、経済、文化へと総合的にとらえる視点が生まれ
た。「森林における環境教育」としては、林業のような産業・経済に関わる教育の位置づ
けには議論があったが、ESD としては、森林・林業を含む社会・経済・文化を含む持続可
能な地域づくりの視点で展開される教育と考えられ、森林 ESD は「持続可能な社会づくり
に向け、問題解決に必要な能力・態度を身につけさせるため、森林・里山を活用した人材
育成システム」とひとまず考えることができる。
本研究では、このような森林におけるＥＳＤ（森林 ESD）が、とりわけ森林・林業を持
続的な発展のための中核産業として位置付けている地域の公的教育機関、とりわけ小中学
校においてどのように成立し、発展したのかのプロセスと、その課題を明らかにすること
を目的とする。方法として、①森林や里山を活用した ESD 実践の成立に関する先行研究を
踏まえ、②森林・林業を持続的な発展のための中核産業として位置付けている地域の小学
校の中から先駆的な取り組みに着目しその成立の過程を整理し、その事例をもとに③地域
の公的教育機関、とりわけ小中学校においてどのように成立し、発展したのかのプロセス
と、その課題を明らかにする。
小学校教育の中で、持続的な地域づくりのための森林 ESD の成立は、学校が主体的に地
域の実践家と協働して森林 ESD を授業に取り入れようとし
て、森林分野と教育分野の双方の視点を併せ持った教育活
動や教育支援活動を促進すること。持続可能な地域づくり
のための森林 ESD に対して社会的な要請があり地域が持続
不可能な状態で持続可能な観点の教育を必要としているこ
と。学校教育の枠組みを理解した上で、実践者による教育
支援活動を促進すること。などのプロセスが必要となって

図 1 森林 ESD 成立に必要な
プロセス

くると考えられる。
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27C03

持続可能な森林の保全と利用を考える「森林計画」教育プロ
グラムの開発と実践－高等学校の専門科目「森林経営」
（教
科「農業」）を対象に－
井上真理子（森林総合研究所多摩森林科学園）・山田祐亮（森林総合研究所）・
北原文章（森林総合研究所）
キーワード：森林教育，森林の多面的機能，持続可能な森林経営，合意形成，地域連
携
SDGs 目標 15 では、陸域生態系の保護と持続可能な利用の推進を図る「持続的な森林
経営」が掲げられている。森林は、世界の陸域の約 3 割、日本の国土の約 7 割を占め、
生物多様性の保全、気候変動の影響の緩和、水資源や国土の保全に寄与し、再生可能な
木質資源の供給などの機能を発揮している。
『高等学校学習指導要領（平成 30 年告知）
』
では、科目「森林経営」の内容に持続可能な森林経営が新たに掲載され、「国連森林戦
略計画 2017-2030」でも注目され、森林の持続性の実現に多様なステークホルダーとの
連携・協力が必要とされている。そこで本研究は、高等学校の科目「森林経営」向けに、
森林の持続的な経営について体験的に学ぶ教育プログラムを開発し、授業実践を行った。
科目「森林経営」は、高等学校教科農業（30 科目）のひとつで、森林・林業関連学科
で主に学ぶ（他に「森林科学」と「林産物利用」がある）
。教育内容は、世界と日本の森
林資源の状況、森林計測、森林に関わる政策や制度、森林の経営・計画などである。
開発した教育プログラムは、
「森林経営」の内容（森林経営の計画と管理）に対応し、
地域の森林計画ついて、森林の多面的機能をふまえ、利害が異なる多様な関係者と合意
形成を図りながら立案するゲームを取り入れた。授業（1 時間）は、前半が講義（森林
の生態系サービス、森林計画とゾーニング）
、後半が体験活動（森林計画立案、4 人の班
活動）とした。森林計画は、森林（30 区画）を環境保全林か木材生産林かに区分するも
ので、各自が役割（市役所職員、森林所有者、林業事業体、漁業者）を担った。立場別
に森林区画の得点を設定し、得点を競いながら森林の区分を行った（例えば漁業者は、
河川沿いの区画を環境保全林にすれば得点獲得）
。計画の調整役は市役所職員役とした。
授業は、森林・林業の専門学科 2 校（熊本 A 校：2 年 33 名、3 年 24 名。宮城 B 校 2
年 11 名、3 年 16 名）で 2022 年 1 月 17、18、26 日に実施し、全ての班が森林計画を完
成できた。授業を通じて、森林計画と森林の機能を調整する意義を理解し、合意形成の
難しさを体感できた。授業の評価も高く、今後は教育プログラムの普及が課題といえた。
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27D01

動物園の 4 機能の体系化を図る動物園教育の検討
ｰ調査研究機能と教育機能の連携事例をとおしてｰ
野村卓（北海道教育大学釧路校）
キーワード：動物園、動物園教育、動物園の４機能、機能の連結
１

はじめに
動物園は、諸説あるものの、江戸時代から続く施設と言われ、①レクリエーション、

レジャーの機能を蓄積してきたとされる。明治期になるとイギリスのロンドン動物園を
参考に②教育的機能が付随することが包含され、1882 年に東京都恩賜上野動物園、1903
年に京都市動物園、堺市立水族館が開園する。1935 年には③種の保存機能と、④調査研
究が追加された（柏岡民雄,1935）
。古賀は、この４つの機能を有する施設を“近代動物
園”と規定した（古賀忠道,1954）
。現在は、これら４つの機能を土台に、動物園水族館
の設置背景や飼育動物の状況等に合わせて、機能を進展させるに至っている。
２

動物園の教育的機能の発揮
動物園の教育的機能は、1917 年に小学校の要請を受けて講話を行った京都市動物園

の事例が最初とされる（瀧澤晃夫,1986）。これ以降、動物園が教育資料展などを実施し
てきたが内容や方法については課題が多く、1937 年に到津遊園において久留島武彦、
阿南哲郎らによって展開された“林間学園”の実践まで待たねばならない（佐渡友陽
一,2016）
。1977 年には動物園水族館協会通常総会において、動物園の教育、教育活動が
議題に取り上げられ、小島は動物園独自の教育の在り方について指摘を行っている（小
島一介,1977）。この時点で、小島は研究と教育を連動させた取り組みが必要であると指
摘している。一方、博物館法制定に伴い、教育施設なのか、娯楽施設なのかの議論の中
で、歴史的な娯楽施設への贖いと存在理由を確認するために学校教育に寄り添い、動物
園の教育を“理科教育実践”として表し、学校教育の支援機関と誤認してしまうかねな
い事態も生じている。
３

動物園の教育的機能を起点とした４機能の体系化
改めて、本発表では動物園水族館が博物館法に基づく教育施設であるとの認識に立ち、

４機能の連動と体系化を検討する。すでに 1977 年に小島によって調査研究と教育の連
動の必要性を指摘している。このため、４機能の連動とその枠組み（体系化）の構想を
提示しつつ、現代的にも調査研究機能と教育的機能の連動事例として、釧路市動物園の
タンチョウ保護の事例をもとに紹介しながら、連動の可能性と課題を提示する。
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27D02

学校飼育動物を支える地域組織の現状と課題
―新町小を事例として―
河村幸子(東京農工大学大学院)
キーワード: 学校飼育動物、総合的な学習、地域連携、行政との連携
（1） 学校飼育動物の現状と課題
学校飼育動物とは学校で教育を目的として飼育する動物をいい、飼育小屋で飼育す
る動物や教室、廊下、校庭、玄関などで飼育されているウサギ、テンジクネズミ、マ
ウス等の哺乳動物、鳥類、（魚類、昆虫）も含まれる。動物を飼育することは子ども
の心理的発達にとってよい影響を与えることが分かっている（藤崎 2004、中川・無藤
2011）。我が国では明治時代の学校制度開設の頃より学校飼育が行われ、学習指導要
領にもその重要性が示されている。2017 年以降、鳥インフルエンザの感染症が広が
り、飼育を諦める学校が年々増加してきた。加えて、2018 年に「働き方改革法案」が
成立、2019 年 4 月より「働き方改革関連法」の施行により教員の勤務時間が見直さ
れ、休業中の動物飼育作業は困難となっている。2022 年 3 月現在、府中市内の小学
校をみると 22 校の内、16 校はウサギやテンジクネズミを飼育し、6 校は動物飼育を
していない状況である。
命を肌で感じ、命を学ぶ動物介在教育（Animal Assisted Education）は、動物福
祉に配慮しながら進めるべき重要な教育のひとつであるにもかかわらず、学校現場で
維持できないという重要な課題となっている。
（2） 地域で支え、地域を繋げる飼育活動
地域で支える例として、府中市立新町小学校の事例をあげる。新町小ではヤギを 3
頭飼育している。テンジクネズミや小鳥と違って、ヤギを飼育するには、仲間との協
力、保護者や獣医の支援がなくては飼育を続けることができない。そこで、学校コー
ディネーターが中心となり、組織をつくり、保護者、保護者 OB、近くにある東京農工
大の獣医師、学生も加わって、餌の確保や準備、ヤギの健康管理を手伝う活動をして
いる。更に、市の協働共生推進課と協働して、学校で飼育しているヤギに参加しても
らい、地域の人々の「ふれあい活動」を実施、ヤギは市民と行政の繋ぎ役として重要
な位置を占めている。学校で飼育されている動物が、地域のコミュニティづくりに有
効な存在となっていることが示唆された。教育活動として、地域のコミュニティづく
りの重要な繋ぎ役として、学校飼育動物の多様な活用は今後も更に期待できるものと
考える。これらの取り組みの課題と、今後の活動の可能性について明らかにする。
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27D03

人と動物の共通感染症対策と動物福祉
―動物園と学校飼育動物を例として―
小野瑞果(東京農工大学)
キーワード:動物福祉、人と動物の共通感染症、動物園動物、学校飼育動物、動物倫理

気候変動が加速する現代において、気温上昇とともに「感染症の 4 つの条件」が揃っ
ていく。人類は気候変動対策と感染症対策の両輪を進めていく必要がある。気候変動対
策の教育の場として動物園や学校での動物飼育が考えられ、それらにおいて感染症に配
慮した教育が重要である。が、人間と動物とが関わる場において、人獣共通感染症のリ
スクは避けることができない。そして人獣共通感染症は、教育の場で動物を導入しない
理由として挙げられる。動物園は、その役割の中に教育・環境教育の役割もあるため、
一般人と多種の動物が同じ空間に存在する、数少ない場である。動物が人間と同じ空間
に存在するということは、それだけ人獣共通感染症のリスクが上昇するということでも
ある。身元が明確なスタッフおよび多数である来園者の感染はもちろん、「種の保存」
「研究・調査」といった役割からも動物園動物の感染も避けねばならない。
環境省は 2007
年に「人と動物の共通感染症に関するガイドライン」を発表し、そのガイドラインには
イヌ・ネコをはじめとした哺乳類・鳥類・爬虫類が感染源となる感染症について、病原
体・関係する動物・動物の症状・人の症状・発生状況・予防のための注意事項等を記載
している。また、厚生労働省は 2001 年～2002 年に発生した動物園動物による来園者へ
のオウム病感染をきっかけに、2003 年に「動物展示施設における人と動物の共通感染
症対策ガイドライン」を発表している。
このように、動物園では、専門家である獣医師や飼育員が人獣共通感染症対策として
ガイドラインに則った対策および各園館独自に作成したマニュアルに基づいた対策が
行われている。むしろ、日常的に一般人が出入りする動物飼育施設の中でも、動物園は
非常に感染症対策に力を入れている。一方で、教育という面で動物園と同じ側面を持つ
小学校や幼稚園等では、様々な動物が飼育されているにもかかわらず、十分な対策が確
立されていない。小学校および幼稚園では動物飼育の根拠が学習指導要領や教育要領に
存在し、生命の尊重という意義が明記されている一方、飼育する学校等の割合が減少し
た地域もある。
本研究では、人獣共通感染症について、感染症対策が確立されている動物園に関する
既存論を活かし、学校での動物飼育反対論に対して異議を申し立てる。本研究では、対
象動物は人獣共通感染症リスクの高い鳥類、哺乳類に限るものとする。
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27A04

人と自然の関係性に注目した自然共生教育の可能性
：養蜂の活用を事例として
太田貴大・モハーチゲルゲイ・大谷洋介・後藤崇志（大阪大学）
キーワード：共生学、地域課題解決、生態系サービス、多自然主義、リテラシー
自然共生社会の実現は、国連や国における環境に関する長期的目標となっており、環
境教育分野の貢献が求められている。既存研究では、共生に関する環境教育の問題領域
を分析する枠組みを提示した新（1999, 環境教育 8(2)）が、自然が主観化・相対化され
る生活世界と自然が客観化される合理化世界との間の共生の重要性を指摘している。ま
た、ESD が普及する中で、自然を取り巻く人や地域のつながりをも包括的に扱う必要性
や（永田・吉田編 2008,『持続可能な教育と文化』
）、学習者の内発的な視点の重要性（岩
佐 2013,環境教育 22(2)）も指摘されてきた。自然保護を念頭においた自然体験学習の
豊富な実践例や、地域の自然を学習の場や対象とした実践例（本田 2019,環境教育 28(3)）
も多くも見られるものの、自然共生自体を中心に据えた教育プログラムや教育実践に関
する知見は、いまだ十分とはいえない。そこで本研究では、自然共生という抽象的かつ
包括的な状態を、地域社会を含む人と自然との関係性という視点で捉え、自然共生教育
の実践の方向性について議論する。また、自然と共生する要素の多く含まれる養蜂の実
践を事例として扱い、具体的な教育プログラムの構築について検討する。
養蜂における人と自然との関係性を考えると、養蜂家や養蜂を実践する場を取り巻く
地域社会や地域住民が主に「人」部分に該当する。ミツバチや他のポリネーター、蜜源
植物を含む植物や植生等が主に「自然」部分に該当する。これらの主体を想定して、養
蜂を実践する場合、特に自然共生の視点から重要な関係性として、飼育されるミツバチ
から他のポリネーターに与える負の影響（自然→自然）、養蜂家から地域社会や住民に
与える負の影響（人→人）、そして、ミツバチから地域社会や住民に与える負の影響（自
然→人）、地域社会や住民が飼育されているミツバチに与える負の影響（人→自然）を
意識的に教育プログラムの中に織り込む必要がある。
また自然共生教育の効果を評価する際の視点として、自然共生に必要なリテラシーを
検討する必要がある。本研究では、既存の自然環境配慮の態度を測定する尺度を参照す
るだけでなく、いわば個々の生物の視点に立つ多自然主義の考え方も考慮する。
既存の知見である、自然体験型の教育実践、生活世界と合理化されたシステム世界の
関係性、ESD や地域づくりを総合的に踏まえながら、地域社会を含む人と自然との関係
性や多自然主義的リテラシー評価の視点を新たな切り口として、自然共生教育プログラ
ムの枠組みを提案・議論したい。
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27A05

日本酒の醸造用地下水の重要性を学習する
中学校用環境教育教材の開発
竹野健次 (広島国際学院大学)・土屋英男 (広島国際学院大学)・
新川英典 (広島国際学院大学)・前垣壽男 (西条・山と水の環境機構)
キーワード: 日本酒、地下水、酵母、硬度、中学校用教材
【研究の背景】
近年、伝統的な酒蔵周辺の地域で、開発等による環境汚染や地下水量の減少によって
良質な醸造用地下水の確保が難くなり、他所から運搬した地下水や水道水を使って日本
酒の製造を行う酒蔵も出現している。地下水を量的、質的に保全するには、流域全体の
環境保全が前提となり、その担い手の主体は地域住民である。この意味でも、伝統的な
酒造に用いる地下水が地域の貴重な環境資源であることを子ども達が認識し、その保全
意識を喚起する学習は、彼らが地域の環境を理解する上で価値ある教育と言えよう。
我々は日本の三大名醸地の一つである広島県西条の酒造地区に着目し、地下水の源流
である湧水と醸造用地下水の両水質を調査した。一方で、軟水である源流の湧水と、中
硬水の醸造用地下水とでは、清酒酵母の増殖と発酵による二酸化炭素の発生量が異なる
ことを認めた。そこで、市販のドライイーストとジッパー付きポリ袋で、異なる水によ
る発酵の程度を小学生が視覚的に認識できる実験教材を開発し、伝統的な酒造地区にお
ける地下水の特徴とその保全の重要性を学習する授業実践を地元の小学校で行った１）。
本発表では、上記の実験教材をさらに改良し、水の種類による発酵の程度を定量的か
つ経時的に測定できる中学校用の環境教育教材を開発したので報告する。
【中学校用実験教材の開発】
上記の小学校用実験教材は、発生する二酸化炭素を捕集したポリ袋の膨らみ具合で、
発酵の程度を視覚的に認識する教材である。本発表では、その改良型として大小 2 個の
メスシリンダーを組み合わせ、水上置換する装置を考案した。これにより、発生する二
酸化炭素量を経時的に記録してグラフ化することが可能となり、醸造に関する地下水の
特徴を中学生がより詳細に把握できると思われる。この実験教材は、水の種類と発酵に
関する自由課題研究や、地域の環境資源としての地下水の持続可能な利用に関わる環境
学習で、中学生が科学的視点から理解を深める効果が期待できよう。
今年度末に、本開発教材を用いた醸造用地下水保全に関する環境教育の授業を、西条
地区の中学校にて実践する予定である。
【参考】
（1）竹野健次・土屋英男・新川英典・前垣壽男，2020，
「広島県西条の水を題材とした
環境教育の教材開発」，
『日本環境教育学会第 31 回年次大会研究発表要旨集』
，p.32．
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27B03

持続可能性を取り巻く対立を乗り越える
～対話の文化を育む教育とは
二ノ宮リムさち（東海大学）
キーワード：持続可能性、持続可能な開発、対立、対話、SDGs
本研究は二つの問題意識を前提
とする。第一に、持続可能な開発に
おける「対話」の不在の問題である。
SDGs の広がりとともに多くの人び
と・組織の間で「持続可能性」の必
要性が共有され、取り組みが進ん
でいるように見えるが、その実体
図：「持続可能な開発」の理念（二ノ宮リム（2021）を改訂）

化にあたってはさまざまな価値観
や立場にもとづく解釈の対立が生

じる。そうした対立はしばしば無視されたり、強い者の意向に沿って強引に解決された
りし、それ以外の声は「取り残される」
。2030 アジェンダや SDGs も基盤とする持続可能
性の理念（図）は、多様な主体の参画による変革を志向し、そのためには対立を乗り越
える「対話」が不可欠なはずである。第二に、教育現場における「対話」が単なる「手
段」
「道具」に留まり、
「文化」
「実践」として発展しない現状の問題である。昨今、
「主
体的・対話的で深い学び」
（2016 年中教審答申）の推進など、教育による「対話」への
注目がある。一方で、「教育の中立性」の旗印のもと、政治的対立を伴う課題はしばし
ば隠され・避けられる。また、学校や地域における対立はしばしば上意下達と忖度、ま
たは前例踏襲主義によって解決される。結果、現実の対立に向き合う「対話」は軽視さ
れ、実現しない。本研究は、これら問題意識にもとづき、人々が対立を「対話」を通じ
て乗り越える営みを支える、エンパワメントとしての「対話の学習」を提起することを
目的とする。そのために、「『対話』を実現するのはどのような力か」「こうした力はど
のように学習・教育できるか」
「そうした学習を支える・
『対話』の文化を育むために教
育はどのような可能性を持つか」といった問いを立て、実践者へのインタビュー等を通
じて検討してきた。
本発表では、2020 年度の本学会大会における発表以降、改訂を重ねてきた「『対話』
に参画する力」「『対話』を創造する力」のリストと、それら力の育成のみならず、「対
話」の文化を形成するための教育の役割について報告する。
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27B04

リスクを理解しやすいリスクの定義と教育の実践例
金澤伸浩（秋田県立大学）
キーワード：リスク教育、参加型、リスクリテラシー、リスクの定義、アクティ
ビティ
化学物質や放射線をはじめとして、環境教育においてリスクを扱う場面は多くある。
リスクは主観で判断されることが多く、そのために実現不可能なゼロリスクを求めたり、
発生確率を考えずに過度に恐れたり、逆に心配すべきことを放置したりするなど、個人
や社会にとって不利益な選択をしてしまうことも多い。そこでリスクを科学的に考える
リスク教育の必要性が指摘されるが、初等中等教育においてリスクはほとんど扱われて
いない。リスクは個人の状況や環境によって異なるなど不確実性を持つこと、主観的な
リスク認知によりバイアスが生じやすいこと、リスク受け入れの判断は個人の自由であ
ることなどの特徴を有するため、一つの正答を学ぶことが標準になっている初等中等教
育には馴染みにくい内容であることも一因かもしれない。
リスクという語はさまざまな使われ方があり、「目的に対する不確かさの影響」、「リ
スク源(risk source)」、
「起こりうる事象(event)」、
「結果(consequence)」、
「起こりや
すさ(likelihood, probability)」などが混同して使われている。このことはリスクの
理解を難しくする一因と考えられ、科学的リスクを学ぶ際に理解しやすいリスクの定義
を示すことは重要である。そこで基礎的なリスク教育においては確率論的なリスクの理
解が基盤になると考え、リスクを「起きて欲しくないことが起こる確率」と定義するこ
とを推奨することにした。この定義では、リスク(risk)と起きて欲しくないこと
(endpoint)およびその原因となる事象(hazard)を区別して考えることで、リスクを確率
論的な概念として捉えることができ、価値観の違いに伴う行動の差異などの理解につな
げることも意識した。
リスクは科学的事実を知るだけでなく、他人と価値観を共有することが必要なため、
講話や読書などの一方向的な学習方式では十分な理解は難しい。そこで、Project WET
などの環境教育で基本となっている参加型のいわゆるアクティブラーニングを基礎的
なリスク教育に適用したアクティビティを制作し、実践を試みた。ゼロリスクがないこ
と、リスクは連続的であること、エンドポイントを揃えればリスクの比較ができること
など、基礎的なリスクの特徴を学ぶ内容とした。制作したアクティビティは大学講義、
教員免許状更新講習や高校生向けの公開講座などで修正しながら実践した。リスクリテ
ラシーの一部要因についての測定尺度を作成し、講習前後で受講者の調査を行った結果、
ゼロリスク指向の改善などリスク教育の成果が確認できた。
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27B05

シビック・アクション促進に資する教育プログラムの開発
～導入フェーズの設計と効果～
森朋子（国士舘大学）・水山光春（京都橘大学）・佐藤真久（東京都市大学）・荒木貴之
（情報経営イノベーション専門職大学）・大迫政浩（国立環境研究所）・江守正多（国
立環境研究所）・棚橋乾（全国小中学校環境教育研究会）・柴崎裕子（大田区立大森第
六中学校）・杉浦正吾（東京都市大学）・上田壮一（Think the Earth）
キーワード:サステナビリティ・トランジション、シティズンシップ教育、研究者と
教育者の協働、中学校への導入
持続可能な社会への転換を目指すサステナビリティ・トランジションの重要性が増す
中、環境教育においても、個人の環境配慮行動だけでなく、他者と協働し、社会に働き
かける行動（以下、シビック・アクションと呼ぶ）を促進することが求められている。
本研究ではこれまで、シビック・アクションの行動意図に影響を及ぼす心理要因を特定
するとともに、シビック・アクションを実践している若者へのインタビュー調査をとお
して、行動に至る具体的なプロセスやトリガーを研究してきた。現在はこれらの研究成
果を踏まえ、学習者のシビック・アクションを促進しうる教育プログラムの設計と試行
を小中学校教員と協働して進めている。本発表では、2022 年 6～7 月にかけて実施した
教育プログラムの導入フェーズについて、設計の詳細と効果検証結果の一部を報告する。
導入フェーズの試行は、大田区立大森第六中学校の全学年（約 350 人）とドルトン東
京学園中等部の全学年（約 310 人）を対象に実施した。導入フェーズは、環境問題に対
する幅広いアクションの知識を学ぶ 1 回目授業と、アクションの実践家から直接話を聞
き、シビック・アクションへの意欲と興味を醸成する 2 回目授業とで構成した。1 回目
授業では、問題の根本原因に踏み込んだ多様なアクションがあることを講義で解説し、
講義の前後で生徒から提案されるアクションの種類がどのように変化するかをみた。ま
た 2 回目授業では、アクション実践者からの講演に対する生徒の感想文を分析した。
1 回目授業の結果、講義前は家庭での省エネやマイバックの持参といった個人のアク
ションを提案する生徒が大多数であったのに対し、講義後は学校や地域を巻き込むアク
ションを発想する生徒が大幅に増えていた。また 2 回目授業の感想文には「アクション
をやってみたいと思った」「自分にもできそうだと感じた」という主旨の記載が数多く
みられた。今後はこれらのデータを統計的に分析し、授業の効果を定量的に示すととも
に、追加インタビュー等をとおして質的にも整理することを予定している。
※この研究は科学研究費助成事業 基盤研究(B)（研究課題 20H04396）
「研究者と教育者
の協働によるシビック・アクション促進に向けた環境教育プログラム開発」の助成を受
けて実施した。
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27C04

ESD としての防災教育の原理的考察
斉藤雅洋 (高知大学)
キーワード: 「共災」、人間と自然の関係、自然の二面性、生き方、地域
防災教育は何のための教育か。それは第 1 に、自然災害から生命を自ら守るための教
育である。こうした防災教育は、地域において防災訓練として展開され、地域住民の防
災への関心や参加の維持・向上を図るための防災学習ツールの開発も進み、「まちづく
りに織り込まれた活動」として定着しつつある。他方で第 2 として、自然の恩恵と災害
の二面性を理解するための教育でもある。自然を恐れながらも自然のもたらす恵みに感
謝し、自然への畏敬の念をもつという自然観の形成に寄与するものである。
本発表は、この第 2 の点に着目し、人間と自然の関係をめぐる倫理学の知見として、
高橋隆雄『「共災」の論理』
（九州大学出版会・2013 年）を手がかりにしながら、
「共災」
の時代の防災教育に何が求められているのかを考察する。
「共災」とは高橋の造語である。高橋は東日本大震災以降から日本が「共災」の時代
に入ったと指摘している。「共災」の時代とは災害とともにある時代であり、３つの要
素（自然・意気・諦念）が必要であると高橋は述べている。すなわち、①恵みも暴威も
もたらす「自然」に正面から向き合うという自然性重視の姿勢、②幸福や満足は瞬時に
壊れることがあり、自然の制御には限界があるという「諦念」、③しかしながらそのよ
うな状況でも、自力やネットワークを通じて生き抜くことで、自他ともに充実感を得る
という「意気（気概）」である。また、人間と自然の関係をめぐり、環境倫理は自然保
護に主眼があり、防災・減災に関する議論をしてこなかったと高橋は指摘し、生命倫理
の概念である「ケア」を環境倫理に用いて、自然保護と防災・減災を統合的に理解する
環境倫理を提起している。
これらの高橋の考察をふまえて、「共災」の時代の防災教育に求められていることは
次の 2 つであると考えられる。第 1 に、人間による自然の制御には限界があるという自
然観の転換を後押ししていくことである。これは「自然」と正面から向き合いながら、
「諦念」とともに、人間が自然への畏敬の念をもって「順応」していくというプロセス
を辿る。第 2 に、
「諦念」と「意気」を統合させた自らの生き方を確立していけるよう
な学習の支援である。防災教育の役割は、学習者が自然を深く理解し、「諦念」ととも
に、「意気」を喚起していくことにある。そのため、地域に災害とともにある生き方を
探求していけるような自然と人間、人間と人間のつながりがあることが、「共災」の時
代の防災教育を展開していくための必要条件となる。
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27C05

通時的思考と防災教育
：長時間スケールでみた土砂災害の反復性
山崎博史(広島大学)・岩佐佳哉（広島大学)・梶原周平(広島国際学院高校)
キーワード: 土砂災害、地域、反復性、長時間スケール、通時的思考
防災教育において、災害が生じる仕組みの科学的な理解の促進や災害時の適切な行動
についての指導に加え、日常の生活空間に潜む災害リスクについての理解を促すことが
求められている。災害リスクの理解とは、防災教育の目標と内容のそれぞれを軸として
提案された防災教育の体系（鈴木 2007）の中で、短期的課題（目標）の基礎的内容（内
容）として「地域の自然環境や社会環境の中に潜む脆弱性の理解」と示されている。ま
た、このことに関連してレジリンエンスの観点から、「地域環境がもつ脆弱性をいかに
認識し、・・（中略）・・災害規模を縮小していく能力、という点もレジリエンスの重要
な構成要素」
（原口 2010）と、事前防災に関する意義が指摘された。
地域の自然環境の土台となる地形は、形態、成り立ち、性質等から分類され、その成
り立ちに関連して、地形分類と自然災害との関係性が提示されている（URL 国土地理院：
地形分類について）。また、自然災害の素因として地形とともに地質との関連性も重要
である。このような関系性に注目することは、防災教育において地域の地形・地質の特
徴把握を通してその土地の脆弱性の理解を促進し、そこで生じる可能性のある自然災害
を想定することに繋がることが期待される。土地の脆弱性の理解には成り立ちを含めて
その土地を理解することが有効であり、そのためには通時的思考（Montangero 1996）
に基づく見方が必要である。通時的思考とは時間軸上に事象を記述し，時間軸を通して
現状を説明することと捉えられ，地学教育で育成が求められる時間概念，特に時間軸上
での事象の前後関係の論理的な理解と重なる（山崎ほか，2020）
．
防災教育は多様な対象・場で実施されるが、学校教育で防災教育の充実をはかるには
その継続性に資する仕組みを構築することが必要と考える。その方策として、防災教育
の目的の一つを通時的思考の育成と捉え、地域の自然景観を通時的に理解する方法や態
度の育成を目的とした理科教育における学習文脈を考案することを想定している。本報
告では、そのための基礎的資料収集の一環として、崖錐性堆積物からなる山麓斜面・扇
状地と近年の斜面崩壊・土砂災害発生場所との位置関係を整理した結果を提示する。地
形・地質に関する学習において、この情報を基に土砂災害の反復性と長時間スケールで
みた地域の地形の成り立ちを関連付けることで、日常の生活空間に潜む土砂災害リスク
の理解に資することが期待される．
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27D04

ICOM規約の博物館定義の改定、博物館法一部改正と環境教育
林浩二（千葉県立中央博物館）
キーワード： 国際博物館会議（ICOM）、博物館、博物館の定義、博物館法改正
今年、2022 年は「博物館とは何か」が国内外で動いた年として記録されるだろう。
【国際博物館会議(ICOM)の規約内の博物館の定義】
博物館分野では世界最大の NGO である ICOM の規約における博物館の定義は、
「博物館とは、社会とその発展に貢献するため、有形、無形の人類の遺産とその環境を、
教育、研究、楽しみを目的として収集、保存、調査研究、普及、展示する、公衆に開かれ
た非営利の常設機関である。」
（2007 年改定の規約第 3 条第 1 項）
2016 年のミラノ大会後に始まり、2019 年の京都大会での混乱を経て体制を立て直して
策定した改定の最終案を、ICOM 執行役員会は 2022 年 5 月 20 日に発表した。
「博物館は、有形および無形の遺産を研究、収集・保存・解説（interpret）
・展示する、
社会に奉仕する非営利の常設機関である。一般に公開され、アクセスしやすく、包括的
（inclusive）な博物館は、多様性と持続可能性を育む。倫理的・専門的に、そして地域
社会の参加を得て運営され、コミュニケーションを図り、教育・楽しみ・考察
（reflection）・知識の共有のためにさまざまな体験を提供する。
」（仮訳）
ICOM は今回の博物館の定義の改定を通じて、持続可能性への貢献を目指そうとしている
ことがわかる。プラハ大会 3 日目、2022 年 8 月 24 日午後の臨時総会で採決される。
【博物館法改正】
博物館法（1951）は、制定後 70 年を経過し、二十数回の改正を経ても多くの課題が指
摘されている。その一部を改正する法律が 2022 年 4 月 8 日の参議院本会議で可決、成立
し、４月 15 日に公布された。施行は 2023 年 4 月 1 日。概要は以下のとおり。
・博物館法の目的に、社会教育法に加えて文化芸術基本法の精神に基づくことを明記
・博物館の事業に博物館資料のデジタル・アーカイブ化を追加
・他の博物館等と連携すること、及び地域の多様な主体との連携・協力による文化観光
その他の活動を図り地域の活力の向上に取り組むことを努力義務とする。
・博物館登録に関して、1.登録要件を見直し、また基準に適合するか審査、2. 登録審査
の手続き等を見直し、また運営状況の定期的な報告など求める。
今回の改正は博物館の登録制度が中心であり、博物館法のもう一つの大きな柱である
学芸員制度に関しては軽微な改正にとどまった。改正法が国内の博物館（広義）全体の
活動全体にどんな影響を及ぼすかは、登録の基準にも関連して、文部科学省告示で示さ
れる見込みの「博物館の設置及び運営上の望ましい基準」の改定案に注目したい。
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27D05

学校理科教育と自然科学系博物館との連携に関する研究
山本理（東京農工大学）
キーワード：博物館、学校理科教育、PBE
本自然科学系博物館と学校との連携（以下，博学連携とする）は，小学校・中学校・
高等学校等の児童生徒の科学リテラシーの涵養を目的とした文脈で展開されている。小
川（2018）は，博学連携において，博物館で何ができるかという内容面，博物館と学校
とをつなぐシステム，および博学連携の理念と目的を，それぞれ Cntent，Community，
Context と呼び，今後は Context―すなわち将来の地域文化を担う人材の育成に向け，
博学連携を通してどのような資質・能力を育成できるのかを議論することが重要になる
と述べている。
高野（2013）は，地域に根ざした教育―Place-Based Education―が解決に寄与する
課題として，地域の子どもたちに，将来的に地域の課題に建設的にはたらきかける住民
として，そこに留まる選択肢がないことを挙げている。このいわば「地域の持続不可能
性」は，自治体の消滅とそれに伴う学校の消滅を意味するのであって，地域の発展に学
校教育が深く関与し，そこで学ぶ生徒が自らの地域で長く暮らしていく力を身につけさ
せることは急務である。地域に根ざした教育における，何らかの Context の元での博学
連携は，地域が持続不可能性に抗うための一つの手段たりえる可能性がある。
ここで岩佐（2013）は，山形県大井沢地区の小中学校において，1951 年から 2007 年
までの長期にわたって継承されてきた自然学習の事例研究を通して「地域づくり教育」
について論じている。大井沢地区には，自然学習の発起人となった当時の校長のはたら
きかけで「郷土室」の名で設立された部屋が，1954 年には県から博物館指定を受けた大
井沢自然博物館があるが，当該博物館が当該地域の自然学習とどのように連携してきた
のかについては，詳細には明らかでない。本研究では，大井沢地区の小中学校と自然博
物館との間で，どのような Context の元で博学連携がなされてきたのかを明らかにし，
地域に根ざした教育における博学連携のあり方について議論したい。
【参考文献】
小川 義和, 博学連携は何のために, 生物教育, 2018-2019, 60 巻, 3 号, p. 156-160,
高野 孝子, 地域に根ざした教育の概観と考察, 環境教育, 2013, 23 巻, 2 号, p.
2_27-37
岩佐 礼子, 地域の自然と社会に根ざした「地域づくり教育」を考える, 環境教育, 2013,
23 巻, 2 号, p. 2_53-66 文（11PT、1,000 文字程度）
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27A07

地域とつながる「関係人口」創出の意義と可能性についての
研究－持続可能性の観点から
岩本泰・藤吉正明・室田憲一・藤野裕弘・北野忠・内田晴久
（東海大学教養学部人間環境学科）
キーワード：地方創生、持続可能性、まちづくり・地域づくり、関係人口、SDGs
本研究は、関係人口の創出に向けた「関係案内人」の役割や創出をめざし、地域の持
続可能性につなげる関係のあり方についての枠組み創出を目指している。これまで 2019
年度（令和元年度）モデル事業「裾野拡大型」で採択された神奈川県松田町、2018 年度
（平成 30 年度）モデル事業「関係深化型（ゆかり型）
」で採択された秋田県鹿角市を調
査分析した。鹿角市では、関係人口を「鹿角家」という「家族」とみなし、
「鹿角家」の
人々が交流する仕組みづくりを 通して、関係人口の拡大と関係の深化を目指していた。
とりわけ、
「移住コンシェルジュ（地域おこし協力隊員）
」の配置から、様々な移住プロ
グラムを実施 し、さらに「移住には至らないけれども、鹿角が大好き・Ｕターンは出
来ないけれども地元鹿角は大好き」などの鹿角に愛着を持ち、継続的な関わりを望む声
が 寄せられたことから、関係人口「鹿角家」を始めた。さらに、田舎を持たない人や
関係人口として地域と関わりたい人を巻き込み、誰もが鹿角家の家族（関係人口）にな
れ、運営主体である NPO 法人かづの classy が、移住コンシェルジュ OB らが移住者、
市民団体などを巻き込んで設立した法人で、市と連携し移住希望者の受け入れや、移住
後の定住サポートなどを行っていることがわかった。地域課題を関係人口と地域を繋ぐ
「かかわりしろ」として発信、鹿角の課題を一緒に考え行動してもらうこと、市民との
交流などを通じてより深い愛着を醸成、継続的かつ主体的な地域との関わりが生まれて
いた。 これら自治体分析から、地域課題を一緒に解決するパートナーとしての関係人
口が創出、具体的かつ協働的な試みから、深いかかわりが生まれる、パターンが明らか
になりつつある。
さらに、コロナ禍により、「ワーケーション」の促進や「二拠点住居」というニュー
ノーマルなライフスタイルの創出、密を避けた自然豊かな地域での体験創出の重要性な
ど、新たな価値観の創出にも配慮、地域・社会状況の変化を踏まえて、これからの「関
係人口」になる可能性のある人が、地域とつながるプラットフォーム開発の重要性にも
着目、そのＨＰ開発にも着手している。こうした研究成果を通して、地域とつながる「関
係人口」創出の意義と可能性について考察した結果を示し、今後の持続可能なライフス
タイルとの関連性について示す予定である。
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27A08

地域づくり観光に見出す環境教育
中澤朋代（松本大学）
キーワード：農山村、観光地域づくり法人（DMO）
、自然学校、地域計画、地域づくり
学習
環境教育は学校教育、社会教育・生涯学習の諸現場において様々なスタイルで行われ
ており、そのテーマは環境問題、公害問題、自然教育、循環型社会、持続可能な社会、
地域づくり、パートナーシップ等と広範囲に及んでいる。そして、近年は持続可能な社
会への取組みが緊急性を帯びていることもあって、その教育主体は公的組織だけでなく
民間企業の取組みにも広く要請され、環境教育に取り組む事業体や企業、行政がパート
ナーシップを積極的に展開しており、その実態は明らかになっていないものも多い。地
域で活動する NPO や自然学校等の観光と地域づくりの間にある環境教育の取組みには、
環境教育指導者の関わりも見られ、環境教育の一形態としての研究が求められる。
これまで本学会での地域づくりの ESD 研究にはノンフォーマル教育への注目があり、
農山村地域を中心に地域知や場の教育、内発的 ESD、地域の持続可能性の思想に呼応す
る個人の実践など、考察が重ねられてきた。社会教育の視点から鈴木（2004、2010、2013）
は地域計画などを含む「地域づくり教育」の先に、「地域経済発展と知の再構成課題」
があるとし、農山村における生活とそれを支える労働・生産の機能を地域のうちにどの
ように定位、つまり、地域経済発展をどのように実現するかという極めて困難な課題を、
教育実践として行う必要を述べた。知の再構成課題では、外部の実践的専門組織の関与
によってもたらされた「道具的知」と、地域と専門組織が共に創出した「実践的知」、
地域を批判的に再構成できる「開放的知」の 3 つの知を要する。そこでエコツーリズム
の事例研究（中澤 2021）にて、3 つの知が並列の関係でなく、特に「実践的知」は相互
作用的なもので「実践とともに知であり、知とともに実践である」と再整理した。
この観点を踏まえ、環境教育の相互作用を「観光という社会文化」が引き起こすと考
えるとき、ホストとゲストが相互に学び合う場がツーリズムの諸実践にあり、特に近年
はそれを核とした観光地域づくりの体制整備が国内に広がっている。1980 年以降の自
然学校運動から近年の観光地域づくり法人（DMO）の取組みの中に、地域づくりとして
の環境教育の要素が大いに含まれている。エコツーリズムなど公益に資する理念に基づ
いた地域産業としてのツーリズム実践は、ホストとゲストが常に学び合い、学びを発展
させる持続可能な学習機能となっている。これは日常的な住民生活と学習の持続性を可
能にする「持続可能な地域づくり教育」の一つの環境教育として捉えることができる。
本発表のタイトルはあえて「地域づくり観光」とした。
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27A09

先進事例に見る高等学校の地域協働
荻原彰（京都橘大学）
・浅井勝己（長野県立白馬高等学校）
・石丸幸勢（神戸大学
附属中等教育学校）
・小市聡（横浜市立横浜総合高等学校）
・江森真矢子（一般社
団法人まなびと）
キーワード：高等学校、地域協働、エンパワメント、人口減少地域、専門高校
中央教育審議会 2017 年答申は、教育課程の理念として「「社会に開かれた教育課程」
の実現」を掲げ、「教育課程の実施に当たって、地域の人的・物的資源を活用したり、
放課後や土曜日等を活用した社会教育との連携を図ったりし、学校教育を学校内に閉じ
ずに、その目指すところを社会と共有・連携しながら実現させること」を今後の学校教
育に対して求めている。このような教育政策の方向性は突然提起されたものではなく、
草の根の優れた地域協働の教育実践の広がりが背景となっている。
本課題研究は、全国で広がりつつある地域協働の教育実践の中で特に高等学校（以下、
高校と呼ぶ）の実践に注目する。高校は、かつては地域とやや距離のある存在であった
が、島根県立隠岐島前高校の教育実践に見られるように、地域再生の核となるなど大き
なポテンシャルを持つことが明らかになってきたからである。
しかし高校は小中学校に比して格段に多様である。都市、農山村といった地域の違い
だけでなく、専門高校と普通高校という分化が起こり、進学校、進路多様校といった分
化も起こる。当然、カリキュラムや教育手法、抱える課題の多様性が生じ、地域協働の
持つ教育的意味自体も多様になってくる。
高校の地域協働を広く豊かなものにしていくためには、まずはこの多様性の内実を明
らかにすることが求められる。
そこで、当日は下記の４つのタイプの高校の実践者から地域協働の経緯、工夫、成果、
課題について報告していただく。
１

専門高校

長野県白馬高校

浅井勝己教諭

２

探求的な学びを強みとする進学校 神戸大学附属中等教育学校

３

厳しい状況におかれた生徒のエンパワメントを目指す高校

石丸幸勢教諭

横浜総合高校

小市

聡コーディネーター
４

人口減少地域で高校が地域を元気にする核となることを目指す高校
一般社団法人まなびと代表理事
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江森真矢子

27B06

京都市における環境活動の共創
石田浩基・内藤光里（公益財団法人 京都市環境保全活動推進協会）
キーワード：市民協働、市民参加、活動支援、環境教育、人材育成
１．京都市環境保全活動推進協会について
公益財団法人京都市環境保全活動推進協会（以下、協会）は、持続可能な社会（脱
炭素社会・循環型社会・自然共生社会）を実現するため、市民・事業者・行政・教育
機関と連携を強め、広く環境保全活動を推進することにより、環境に配慮した市民の
自主的な行動による地域社会づくりに寄与することを目的に設立された法人である。
「サステナブルな『京(みやこ)づくり』を共創する。」をミッションとし、さまざま
な事業を展開している。
協会が指定管理事業で運営する京エコロジーセンター（以下、エコセン）は、情報
発信・環境活動の拠点として、館内展示を使った団体見学の受け入れや、他団体との
共催による企画展、ボランティア育成や各種講座による人材育成事業を行っている。
２．環境活動の共創事例
エコセンでは、企業・行政、市民団体等と共催で企画展を開催しており、各団体の
専門性や強みを活かしたテーマに、環境的付加価値を加え、多角的なアプローチで来
館者へのメッセージを発信している。
また、協会事業として、京都市とともに「京都発脱炭素ライフスタイル推進チーム
～2050 京創ミーティング～（以下、京創ミーティング）
」を令和 3 年 9 月に発足し、
2050 年の京都にふさわしい脱炭素型のライフスタイル像や、それを実現するための
2030 年までの目標・アクションを検討してきた。市民の行動変容の促進に向けた選択
肢を社会に生み出すために、専門的な知識を持つ、又は先進的な取組を行う事業者及
び学識者等の方々、将来の京都を担う若者を中心とする市民とともにプロジェクトの
創出・実証に取り組んでいる。
３．今後の課題
エコセンの企画展においては、来館者が館内の展示を自由に見学するという性質上、
学習効果の測定が難しく、客観的な事業価値を見出しにくいという課題がある。京創
ミーティングにおいては、プロジェクトの実施による市民の意識や行動変容、CO2 削
減量などの効果を測定し、目標の実現に近づいているか把握していくことが課題であ
る。
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27B07

ドイツの「ESD 自治体」におけるガバナンスの類型化
高雄綾子（フェリス女学院大学国際交流学部准教授）
キーワード：持続可能な開発のための教育、自治体、教育景観、再帰的ガバナンス
市民との距離が近く、生活の質や環境改善に直接関わる自治体では、少子高齢化、労働
市場の変化、気候変動など、持続不可能性の問題に対し、異なる立場のアクターが合意
形成し協力関係を構築して取り組む動きが見られる。しかし、自治体や市民にどのよう
な参加能力が必要となるのか、その過程でどのような行動の調整が行われ、それらを促
進する構造とはどのようなものかについて、明確な記述はない。本発表では、ドイツの
「持続可能な開発のための教育（ESD）
」の伝達・普及プロセス分析から、多様なアクタ
ーの行動調整を類型化し、自治体の教育を持続可能なものに変容させていく条件を把握
する。
新公共経営（NPM）が席巻した 90 年代末、ドイツでは、市民の役割を明確化した「市民
自治体」構想が提唱された。自治体は市民参加の「仕掛け人」の役割に徹する一方で、
市民は諸アクターの行動調整に基づく相互作用のなか、クライアントや共同形成者とし
て能力を発揮し、その行動範囲を拡大することが期待される。このようなアクター中心
の視点は、合理的問題解決アプローチに代わる概念である「再帰的ガバナンス」論によ
って、持続可能性の目標の両義性、知識の不確実性、権力の分散の高まりのダイナミク
スを記述する分析手法をもたらした。
自治体の教育ガバナンスにおいても、学校中心ではなく、個人の教育歴の多様な展開に
沿って、学校外を含む全ての教育アクターが参加しネットワーク化する「教育景観」の
実践へと議論がシフトし、自治体 ESD もその流れに位置付く。
「国連 ESD の 10 年」終了
の 2014 年時点で 21 の ESD 自治体が認定されており、そこで諸アクターは、政治力、専
門分野、組織、情報リソース、可視性をめぐる社会的アリーナを形成し、一方的なコン
トロールではなく相互作用によって自治体の教育景観を形作っているとされる。つまり、
この 5 つの社会的アリーナにおける再帰的ガバナンスを記述することが、ESD による自
治体構造変容のための条件を把握する一助となる。
ここでは 7 つの ESD 自治体（アルハイム、アーレン、ハンブルク、ゲルゼンキルヒェン、
フランクフルト、ハイデルベルク、ノイマルクト）におけるインタビュー調査に基づき、
再帰的ガバナンスの 3 つの分析視点（目標、知識、権力）に沿って、自治体の社会的ア
リーナにおけるアクターの行動を類型化し、自治体 ESD による構造変容を記述する。結
論として、自治体の内部構造、アクターの自己アイデンティティに加え、上位の行政機
関である国や州との政治的関係や、国際的な市民ネットワークへの接続の有無などマル
チレベルの位相が、アクターの行動調整に影響を与えている。
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27B08

環境教育・ESD の視点からみたごみ集積所
元木理寿（常磐大学）
キーワード：ごみ集積所、廃棄物、地域の環境理解、環境教育・ESD
１．はじめに

廃棄物問題を解決するためには、廃棄物を削減するために市民と事業者

の環境教育・環境学習が重要である（高月、2000）、といわれて久しい。また、今日で
は SDGs に伴い廃棄物削減の高まりもあり、ごみを題材に環境教育・環境学習の支援と
なる教材もみられるようになった。一方、その中で家庭ごみが排出されるごみ集積所は
どのように扱われてきただろうか。そこで本報告では、ごみ集積所に焦点を当て、環境
教育・ESD の視点からどのようにアプローチできるのか、その可能性を考察することを
目的とする。
２．ごみ集積所における可燃ごみの計量調査・ごみ集積所の立地環境調査

報告者は、

かつて埼玉県熊谷市を対象にごみ集積所における可燃ごみの計量調査、収集方式、集積
所の立地に関して調査を行った（元木、2009）。計量調査では、地域コミュニティにお
けるごみ排出の特徴を明らかにした。また、集積所とごみ箱の種類に焦点を当て①目印
となる看板のみの型（ネットやシートがある場所も含む）、②ボックス（スライド、観
音開きを含む）型、③ハーフボックス（投げ入れ）型、④目印なし型、⑤その他、５つ
に大別した。さらには、ごみ集積所の設置場所やその周辺環境についても言及している。
３．大学生によるごみ集積所の調査

報告者の担当授業において、環境教育・ESD の視

点を意識させるために、ごみ集積所の立地環境と管理に関する課題を提示している。調
査後の振り返りから、廃棄物の分類、廃棄物の減量に関すしては日常的に意識している
ものの、ごみの集積所の管理実態やその立地環境等には意識が低い傾向がみられた。し
かし、ごみ集積所の観察および聞き取り調査を通して、廃棄物の質・量、ごみ集積所の
立地環境とその管理はもとより、ごみ集積所周辺の環境について意識が高まる傾向にあ
ることが明らかになった。運搬なども伴うため高齢化による課題なども意見も聞かれる
ようになり、意識に変化がみられると考える。
４．おわりに

環境教育・ESD の視点からごみ集積所をどのように扱うかについては課

題も多い。しかし、生活環境と密着した視点を持った上で、排出された「ごみ」ととも
に、廃棄物を取り巻く環境認識を深める方法を確立していく必要があると考える。
参考文献
高月紘 2000. 廃棄物と環境教育・環境学習．廃棄物学会誌 11（3）
：223－231.
元木理寿 2009. 環境の時代の「ごみ」問題へのアプローチ．地理 54(8):43－51.
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27C06

秋田県における幼児期の自然体験の現状とその頻度に関わ
る要因
小山献冬・谷口吉光・蒔田明史（秋田県立大学大学院）
キーワード:環境教育、幼児教育、自然体験、親子関係、子の自然への志向性
近年、川遊びや昆虫採集などの自然体験をしたことがない小中学生の増加が報告され
ている。自然離れには様々なデメリットがあるとされ、例えば、生物に対する好感度の
低下や、生物多様性保全への意識に影響する可能性などが指摘されている。一方で、幼
児期は、人格形成の基礎を培う重要な時期であり、自然離れを考える上で、その時期の
自然体験が重視されているものの、その頻度等の実態を調べた研究は少ない。本研究で
は、幼児期の自然体験頻度とその頻度に関わる要因を調べることで、自然離れへの方策
を考察することとした。
調査は、秋田県の幼児教育施設(幼稚園・保育所・こども園)18 園を対象とし、保護者
へのオンラインアンケートを実施した。調査項目は、家庭での自然体験頻度(森・川・
田畑・公園)、幼児の自然に対する態度(興味・意欲・話題)、保護者の自然に対する態
度(奨励・教え)とした。また、GIS ソフトを用いて、園の周囲 1km 圏内の土地利用割合
を算出し、各園の立地条件の指標とした。
その結果、
「週に 1 回以上」森や川を訪れる家庭の割合は 1 割以下と少なく、公園を
訪れる家庭の割合は 4～5 割程度であった。田畑については、園活動で自然体験を多く
行っている園に通う家庭で割合が高かった。また、家庭での自然体験頻度にどのような
要因が関わっているかを調べるために、応答変数を家庭での自然体験頻度、説明変数を
幼児の自然に対する態度(意欲)・立地条件(園周囲 1km 圏内の森林、河川・湖沼、農用
地等の割合)とした順序ロジットモデルを構築したところ、幼児の自然に対する態度(意
欲)が大きくかかわっていた。また、田畑での自然体験頻度には園周囲の田畑の割合が
関係していた。さらに、幼児の自然に対する態度にどの要因が関係しているのかについ
ても構造方程式モデリングを構築して調べたところ、保護者の自然に対する態度が大き
く関係していた。
このように森や川を日常的に訪れる家庭は少なかったものの、アクセスが容易と思わ
れる公園を訪れる家庭は多く、公園で自然に対する興味を喚起するような整備や取り組
みが重要ではないかと考えられた。また、家庭での自然体験頻度には、幼児の自然に対
する態度が大きく関係しており、さらにそれに対する保護者の態度との関係性も明らか
になった。よって、実際に家庭での自然体験頻度を高めるためには、幼児だけではなく
保護者の自然に対する態度も育むための取り組みも重要であることが示唆された。
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27C07

自然保育の現状と展望
田中住幸（札幌大谷大学短期大学部）
キーワード：自然保育、幼児期の環境教育、ESD
2015 年度より長野県では、
信州型自然保育認定制度が開始されている
（長野県 2015）。
同制度は、長野県の豊かな自然環境、様々な地域文化を自然体験、生活体験として保育
に積極的に活用していくことを推進する制度である。主に自然を活用した保育を週 15
時間以上実施することを目安にした特化型と、週 5 時間程度を目安にした普及型の二つ
の認定区分がある。認定の対象は、幼稚園・保育所・認定こども園などの就学前教育施
設で、2021 年 10 月現在の認定数は、特化型 15 園・普及型 225 園で、長野県内の就学
前教育施設の約 3 割程度が認定を受けている。長野県の他には、鳥取県・広島県・滋賀
県などで、同様の制度が開始されている。認定数の規模は長野県が最大である。また、
2016 年発表の中央教育審議会の答申「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援
学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について」において、持続可能な開発の
ための教育（ESD：Education for Sustainable Development）は次期学指導要領改訂の
全体において基盤となる理念である」とされ（中央教育審議会 2016）、2017 年に公示さ
れた幼稚園教育要領の前文には、これからの幼稚園には「持続可能な社会の創り手」の
育成が求められていると示されている（文部科学省 2017）。このことからは、
「持続可
能な開発目標（SDGs：Sustainable Development Goals ）」が掲げられた時代において
は、幼児期からの ESD が求められていることがわかる。一方で、白石・加藤（2016）が
「わが国の幼児期の教育における ESD の取り組みは，学校教育に比べると極めて低調」
であると指摘している。このことは、2019 年 11 月現在 ESD の推進拠点として位置付けら
れているユネスコスクールの日本国内での登録数 1,120 校（園）中、幼稚園の登録数は 21
校（園）と全体に対して 2%程度の割合であることからもわかる。ユネスコの協力機関であ

る「世界幼児教育・保育機構 Organisation Mondiale pour l’Éducation Préscolaire」
が、ESD を主要プロジェクトにしたのは、
「国連 ESD の 10 年」が開始されてから 4 年が
経過した 2009 年のことであった（白石・加藤 2016）。幼児教育における ESD は、他の
学校種などと比べ取り組みが始まる時期が遅かったことがわかる。萩原（2020）は、乳幼
児期の子どもの自然体験が ESD のルーツであると指摘しているが、自然体験を積極的に
幼児教育に活用していこうとする自然保育の取り組みは、我が国における幼児期からの
ESD を推進するための基盤になるのではないか。本報告では、信州型自然保育認定制度
を例に、幼児教育における ESD の立場から、自然保育の現状を整理し今後の展望を述べ
る。
75

27C08

幼児環境教育における環境観を育てる
インタープリテーション
増田直広（鶴見大学短期大学部）
キーワード：環境教育、幼児期、環境観、インタープリテーション
１．はじめに
持続可能な社会実現のために主体的に行動する人を育てる環境教育は、生涯学習とし
て取組まれるべきものであるが、そのためにも幼児期から環境教育にふれることが望ま
しいと考える。井上（2012）は、「幼児期の環境教育は、幼児の生活全体で子どもの主
体的な遊びを重視しながら、持続可能な社会形成につながる環境観を育てること」と述
べ、環境観とは「自然を『人間の生存の基盤をなす存在であり、多様性・循環性・有限
性をもつ存在』と捉えること」と紹介している。筆者らは、本学会において、「幼児期
における環境教育」研究会を設け、同分野に関わる研究者や実践者と意見交換を重ね、
「幼児期における環境教育のためのチェックリスト」（2016）を作成したが、その中で
も環境観に基づくねらいを設定することの重要性を項目として挙げた。
２．保育観を育てるインタープリテーション
環境観を育てる教育として、チルデン（1957）が「単に事実や情報を伝えるというよ
りは、直接体験や教材を活用して、事実や事象の背後にある意味や相互の関係性を解き
明かすことを目的とする教育的な活動」（邦訳：日本環境教育フォーラム、1994）と定
義するインタープリテーションに着目している。幼児環境教育における環境観とチルデ
ンの言う「事実や事象の背後にある意味や相互の関係性」を重ね、以下の実践を行った。
（１）指導者養成事業：保育者のための清里インタープリテーションセミナー
2020 年 12 月、公益財団法人キープ協会で実施した。３～４人グループを作り、多様
性・循環性・有限性などのトピックを１つ選び、周辺の資源を用いて相互指導を行った。
（２）養成校での授業実践：鶴見大学短期大学部における保育環境論
2021 年 12 月～2022 年１月にかけての合計５回の授業の中で行った。２人ペアを４組
作り、（１）同様のトピックを選んだ上で、付属幼稚園年長児に対して指導を行い、指
導ペア以外は観察およびフィードバックを行った。
３．おわりに
インタープリテーションは、直接体験や地域資源を活かす点で保育と共通点があり、
幼児環境教育における環境観を育てるにも有効と考える。今後も保育者対象の研修や養
成校での授業実践にインタープリテーションを取り入れていきたい。
（連絡先：増田直広
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27D06

児童文化としての動物園教育の思想と構造
〜巌谷小波と久留島武彦というメディア
原賀いずみ（東京農工大 連合農学研究科）
キーワード：児童文化

動物園教育

巌谷小波

久留島武彦

日本の動物園は、博物館志向の公立動物園の系譜と遊園地型の電鉄系動物園の系譜が
あり、互いに影響を及ぼしながら歴史を形づくってきた経緯がある。しかし、モータリ
ゼーションの変化に伴い、ほとんどの電鉄系動物園は閉園し、その実態は明らかにされ
ないままである。日本の動物園教育の始まりは、戦後に上野動物園で始まった「子ども
動物園」と「サマースクール」であると言われている。しかし、これらの取り組みより
12 年早く、到津遊園（現到津の森公園）では「児童文化の向上」という目標を掲げたサ
マースクール「到津林間学園」の取り組みが始まっていた。「到津林間学園」の初代学
園長は、日本の児童文化運動（口演童話やボーイスカウトなど）を牽引し、巌谷小波と
共に、日本の児童文化運動の源流を生み出した久留島武彦である。巌谷や久留島らの活
躍は未だ「児童文化」や「児童文学」という領域でのみ捉えられ、彼らが生み出した総
合的な活動の評価はなされていない。
筆者は、
「到津林間学園」の研究から、動物園における「児童文化」のルーツを探求し
てきたが、明治期の雑誌『少年世界』や『お伽倶楽部』、
「三越児童博覧祭」や「箕面動
物園」、
「山林子ども博覧祭」、
「到津林間学園」という系譜にたどり着いた。そして、こ
れらの系譜には、いずれも巌谷と久留島が深く関わり生み出したものである。
現在の動物園教育は多様なメディアの発信が可能になり、そのありようは大きく変化
している。しかし、日本国内に、多様な地球上の生命に触れ、感じる場がほとんどない
時代、動物園に教育的価値を見出し、子どもたちへの発信者たらんとした。また、石川
千代松や黒川義太郎などを少年誌に登場させ、その知見を広めた。動物園ばかりでなく、
「お伽船」や「お伽列車」など多様な体験活動を生み出し総合的に支援した。彼らの活
動を環境教育の視点で分析し、再考察することは、これまでの環境教育史、動物園教育
史の研究において重要であると考察する。
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新聞記事にみるビジターセンターに対する認識の変遷
佐々木啓（東京大学大学院）
キーワード：ビジターセンター、テキストマイニング、新聞記事、社会意識
ビジターセンター（以後 VC）は自然公園等の利用者へ向けた情報やサービス、アクテ
ィビティ等を提供する施設である。しかしその定義については明確なコンセンサスが得
られていない。VC の立地だけでなく提供する情報とサービス等にも幅がある（佐々木
ら 2022；佐々木ら 2021a）ことがその一因となっているとも考えられるものの、VC が
どういう施設であるか分かりにくいことが、認知度が高くなく利用価値も十分に伝わっ
ていない状況（佐々木ら 2021b）につながっている可能性もある。VC の定義は先行研究
及び行政と各 VC のホームページ等に示されているところではあるが、社会一般の人々
が VC に対してどのような認識を持っているかについて扱ったものは見当たらない。ま
た日本に VC が誕生してから半世紀以上が経つにも関わらずこのような状況にあること
から過去の社会意識についても目を向ける必要があると考えられる。新聞については社
会意識と相関があることが知られているが（樋口 2011）
、その記事データベースをデー
タソースとすることで過去の社会意識を把握することも可能となる。そこで本研究では、
社会の興味と関心に基づき編集される新聞に注目し、VC に対する認識の変遷を明らか
にすることを目的とした。
調査方法としては、三大紙のうち最も歴史の長い毎日新聞の記事データベース「毎索」
を用い、創刊の 1872 年 3 月から 2022 年 3 月までの 150 年間の記事から VC をキーワー
ドとして検索し、ヒットしたデータを収集した。変遷を追うための時期の区分としては、
インターネットとスマートフォンの個人普及率がそれぞれ 50%を超えた 2002 年と 2015
年（総務省 2016；総務省 2003）を区切りとして、Ⅰ期（2001 年以前）
、Ⅱ期（2002 年
-2014 年）
、Ⅲ期（2015 年以降）に区分した。VC の基本機能の一つは情報発信である（環
境省 2022）が、これらの普及が VC の利用阻害要因となっている可能性が指摘されてい
る（山本ら 2014；古谷ら 2009）ことから時期区分の基準に用いた。分析には KH Coder3
を用い、前処理を実施した上で、先述した時期区分ごとに抽出語リスト（頻出 150 語）
と、VC の語と共起する関連語の間の関係性を示す共起ネットワーク図等を作成した。
結果として、VC を含む記事は 1,706 件存在していた。VC が初めて紙面に登場したの
は 1987 年であり、記事数は 2000 年頃まで増加傾向にあった。その後 2010 年までは年
間 60 件前後で推移し、2013 年から 2016 年は年間 100 件前後に一時的に増加したもの
の、直近の 3 年間（2019 年-2021 年）では再び年間 60 件前後のペースとなっていた。
なお報告では紙面の都合上本要旨に掲載できなかったその他の調査結果も紹介する。
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市⺠のための環境公開講座2022

オンライン

無 料

開講30周年︕参加者３0,000人突破!!
認識から⾏動へ－地球の未来を考える9つの視点－
特別講座
8/21（日）
10:00〜
11:30

7/6
（水）

「環境水族館」 アクアマリンふくしま オンラインツアー

館内外の
魅⼒を
たっぷり
ご案内︕

アクアマリンふくしま 飼育展示部 展示第２グループ
上席技師/弁財天うなぎプロジェクト リーダー 春本

安定した地球環境（グローバル・
コモンズ）を未来に引き継ぐために

地球を維持
するための
挑戦とは︖

東京大学 理事
グローバル・コモン
ズ・センター
ダイレクター

石井 菜穂子氏

8/3
（水）

伝統知と生態系を活かした防災・減災

自然災害に
備える知恵
とは︖

9/21
（水）

京都大学
准教授

深町 加津枝氏

四国一小さな徳島県
上勝町から広がるゼロ・ウェイスト

人はなぜ、
ごみを捨てる
のか︖

株式会社
BIG EYE
COMPANY
Chief
Environmental
Officer

7/20
（水）

アドベンチャーレースの世界から⾒る
自然界

話題
沸騰中の
プロアドベ
ンチャーレ
ーサー︕

9/7
（水）

（水）

（水）

企業が取り組むサステナビリティ
〜「サントリー天然水の森」における生物多様性の意義〜

「天然水」で
おなじみの
サントリー

サントリー
ホールディングス
株式会社
チーフ
スペシャリスト

山田 健氏

11/16
（水）

変革のレシピ
~誰一人取り残さない環境教育~

未来へ繋が
る環境教育
とは︖

環境活動家・
ドキュメンタリー
映像作家

佐竹 敦子氏

田中 陽希氏
田中 正人氏
「Team EAST
WIND」所属

株式会社クラダシ
代表取締役社⻑
CEO

関藤 ⻯也氏

土壌から考える気候変動と食糧危機

土が温室
効果ガスの
発生源!?

国⽴研究開発
法人森林研究・
整備機構森林
総合研究所
主任研究員

藤井 一至氏

大塚 桃奈氏

10/19

プロアドベンチャー
レーサー

誰でも気軽に楽しく
食品ロス削減に参加できるクラダシ

食品ロス。
誰もが参加
できる、その
対策とは︖

10/5

宜範氏

11/2
（水）

農業と農村の未来を拓くソーラーシェアリング

（営農型太陽光発電）の最新動向

新しい農業
モデルの
最新動向と
は︖

千葉
エコ・エネルギー
株式会社
代表取締役

馬上 丈司氏

「市⺠のための環境公開講座」
は、（公財）SOMPO環境財団、
損害保険ジャパン（株）、（公 ＼詳細･申込はこちら／
社）日本環境教育フォーラム
（JEEF）の3者が協働で開催す
る、1993年に開講した歴史あ
る環境講座です。
2022年は無料のオンライン講
座として全９回開催します。

