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１．大会実行委員長挨拶
第 33 回年次大会（東京）実行委員長
降旗

信一

一般社団法人日本環境教育学会第 33 回年次大会（東京）は、2022 年 8 月 25 日（木）～
28 日（日）に 25 日・26 日にオンラインで、27 日・28 日に対面で開催されます。対面開催
の会場は東京農工大学農学部（府中キャンパス）です。
東京農工大学農学部は、1874 年に内務省勧業寮内藤新宿出張所に農事修学場（農学校）
として設置されました。設置は日本の発展には農業の人材育成が欠かせないと考えた大久
保利通公の強い意向によるものであり、大久保公は自身の功績に対する政府からの賞与２
年分を当時の学生への奨学金として寄付したといわれています。その後、駒場農学校、東京
帝国大学農科大学実科などを経て、東京高等農林専門学校となり、1949 年に東京農工大学
の農学部となりました。
1973 年には全国で初めての環境保護学科が設置され、卒業生たちは行政、企業、学校、
NGO・NPO など様々な機関・団体に就職し、それぞれの現場で環境保護の専門性を活かし
て活躍しました。1995 年には改組により環境保護学科は環境資源科学科と地域生態システ
ム学科として再編され今日に至っています。その再編の際、それまで一般教育部にあった人
文社会学系（法学、哲学、倫理学、教育学、経済学、歴史学、心理学など）の研究室は地域
生態システム学科に参加することになり、ここに環境教育学研究室が生まれました。教育学
研究室ではそれまで一般（共通）教育と教職教育の双方を担当してきたのですが、この改組
を機に、環境教育研究室では一般（共通）教育と学部専門教育を担当することになり、教職
教育については別に教職専任教員のポストが設置されました。
ちょうどこの時期、長く教育学研究室をリードしてこられた千野陽一先生（故人・元日本
社会教育学会会長）が定年退職となり、朝岡幸彦先生（教授・前日本環境教育学会会長）が
環境教育学研究室のポストに着任されました。一方の教職専任教員は小島喜孝先生（教授）、
南里悦史先生（教授）のあとをついで現在は降旗が担当しております。千野先生以来、社会
教育の専門家が教職教育も担当してきたことから農工大の環境教育研究の特徴は、学校教
育と社会教育・生涯学習を融合（相互発展）させる地域教育計画システムの開発に取り組ん
できたことにあると私は考えています。このような経緯で出発した東京農工大学の環境教
育学研究室はその後、2000 年より修士課程、2001 年より博士課程の大学院生をそれぞれ受
け入れるようになり、その卒業生は 100 名に達し、そのうち 10 名以上が大学教員として全
国で活動しています。
日本環境教育学会の年次大会は 2009 年に続き 2 回目の開催となります。前回大会では本
学会大会で初の「教員セミナー」が開催されました。今大会でも農工大らしさをご参加の皆
様に感じていただける大会になったらと願っております。どうぞ皆様のお越しをお待ち申
し上げます。来学の際には大久保利通公の立派な記念碑もぜひご見学ください。
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２．開催概要
● 期 間：2022 年 8 月 25 日(木)～8 月 28 日(日)
25 日・26 日はオンライン開催、27 日・28 日は対面開催
● 会 場：東京農工大学府中キャンパス 及び オンライン（Zoom）
● 主 催：一般社団法人日本環境教育学会（第 33 回年次大会実行委員会）
● 協 力：東京農工大府中キャンパス
● 後 援：環境省、文部科学省、農林水産省、府中市、府中市教育委員会
ESD 活動支援センター、関東地方 ESD 活動支援センター
●一般社団法人日本環境教育学会第 33 回年次大会ウェブサイト
https://www.jsfee.jp/members/meeting/536-jsfee33_2022tokyo
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＜大会詳細＞
8 月 25 日(木) ＠オンライン
自主課題研究

＝ 14：30～17：00

本部企画

＝ 18：30～20：00

8 月 26 日(金) ＠オンライン
口頭発表

＝ 9：30～12：05

社員総会

＝ 15：30～17：00

本部企画

＝ 18：00～20：00

2

20

本部企画
本部企画
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18

会員懇談会

自主課題研究

※公開シンポジウム、教員セミナー、環境教育メッセは、大会参加費をお支払いいただいた
方以外の方も参加可能です。
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8 月 27 日(土) @東京農工大学
受付開始時間

8 : 00 （第一講義棟入口）

口頭発表

＝ 9：00～12：25

ポスター発表

＝ 9：00～13：45（コアタイム 12:00~13:00）

本部企画

＝ 9：00～12：00

環境教育メッセ＝ 9：00～16：00
国際交流会

＝ 12：00～13：45/オンラインでも配信予定

「ストックホルム＋５０会議」と今後の環境教育の動向」
（仮題）
大会企画・公開シンポジウム＝14：00～16：30／参加無料、オンラインでも配信予定
「気候危機に環境教育はどうこたえられるか—人新世における羅針盤の模索」
会員懇談会

＝16：30～17：30

8 月 28 日(日) @東京農工大学
受付開始時間

8 : 00 （第一講義棟入口）

口頭発表

＝ 9：00～12：2

ポスター発表

＝ 9：00～13：45（コアタイム 12:00~13:00）

環境教育メッセ＝ 9：00～15：00
教員セミナー

＝ 12：00～13：45

研究会

＝ 14：00～16：00

自主課題研究

＝ 16：15～18：15

４．会場について
オンライン会場（8 月 25 日・26 日）
・本大会ではオンライン会議システム ZOOM を使用します。ご自身のパソコン、タブレ
ット、スマートフォンからインターネットに接続いただきご参加ください。
・パソコンの操作、インターネット接続、映像・音声等については事前にご自身でご確認く
ださい。（右記のリンク先でログインテストができます： https://zoom.us/test ）
・オンライン大会への参加にかかる通信料等、別途発生する費用については各自でご負担く
ださい。
・ミーティングルームはセッションごとにミーティング ID が割り振られます。参加者に
直接送付されるミーティング ID とパスコードを確認し、入力してください。
・ミーティングルームに入室する際は、 ZOOM 上で表示される名前を「氏名（ご所属）」
と設定してください。
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対面会場（8 月 27 日・28 日）
＜東京農工大学 府中キャンパスへのアクセス＞

最寄駅からバス利用の場合
JR 中央線

国分寺駅

国分寺駅南口発 府中駅行（寺 91）
晴見町 下車
京王線

府中駅

府中駅発

国分寺駅行（寺 91）

晴見町 下車

JR 武蔵野線「北府中駅」から徒歩約 12 分
会場までは公共交通機関をご利用ください（駐車場のご用意はございません）
＜東京農工大府中キャンパス

校内図＞

教員セミナー会場
②2 号館・新 2 号館

ｃ

対面会場
⑩本館
⑪第一講義棟

ｃｖ

＜発表会場＞
⑪第一講義棟（右図）

ポスター
会場

使用会場
1 講－12 号

A 会場
自主研究課題①

D 会場

C 会場

B 会場

1 講－17 号 休憩室
1 講－18 号 本部関係者控室
1 講－21 号 B 会場
1 講－22 号 C 会場
自主研究課題②
1 講－23 号 D 会場

A 会場

1 講－25 号 ポスター会場

⑩本館（右図）
使用会場
本館－21 号 国際交流会

※本部企画・シンポジウム・
会員懇談会の会場は
本館講堂（1 階）です

②2 号館・新 2 号館
使用会場
2Ｎ－103（多目的教室）

教員セミナー
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休憩室

５．参加者のみなさまへ
オンライン参加
・オンラインでの参加を希望される方は、実行委員会が定める発表方法、及び聴講方法にし
たがってください。オンライン大会での発表に際してトラブル等が生じても、日本環境教
育学会はその責任を負いません。
・発表中の映像・音声・テキストログ等を発表者に無断で録画・録音・スクリーンショット
しないでください。また、 SNS への投稿等による第三者へ開示は禁止とします。
・チャット機能の使用および発表中の質問については、各セッションの座長の指示に従って
ください。
・接続数に限りがあるため、複数のデバイスを使っての同時接続はしないでください。
・円滑な進行を妨げる行為があった場合、座長、サポートスタッフの判断で、参加者のマイ
クやカメラ、画面共有などを強制的に off にする場合があります。ご了承ください。
対面参加
●全般について
・大会受付は 8 月 27 日（土）～28 日（日）、東京農工大学府中キャンパスの第一講義棟の
入口に設置いたします。参加者は必ずここで受付をしてください。
・受付では新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、入館される方に対し、非接触
型体温計による検温を実施します。検温にご理解、ご協力をお願いします。
・大会受付にて参加表（名札）をお渡しいたします。会場内では必ず身に着けてください。
・大会開催期間中は、会場以外の建物および教室に出入りすることはできません。
・シンポジウムの参加者はシンポジウムの開始前に検温を実施します。検温にご理解、ご協
力をお願いいたします。
・会場内は全面禁煙です。喫煙スペースはございませんので、予めご了承ください。
●ご宿泊について
・宿泊先は各自でお手配ください。実行委員会では予約、あっせん等の手配はいたしません。
お早めの宿泊場所をお願いいたします。
●お食事について
・大会開催期間中は東京農工大学の食堂は利用できません。昼食はご自身でお手配くださ
い。
・昼食は会場内および休憩室にてお召し上がりいただくことが可能です。ただし口頭発表の
会場では、昼休憩時（12:30－14:00）のみ飲食が可能です。
・休憩室に湯茶等の用意はございません。校内の自動販売機や給水スポットをご利用くださ
い。ボトル等はご持参ください。
・ゴミは各自でお持ち帰りください。
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●その他
・クロークはございませんので、休憩室を荷物置き場としてご利用ください。ただし貴重品
等は各自が携帯し、絶対に休憩室内に置かないようにしてください。

６．口頭発表について
オンライン発表
（事前準備）
・セッションごとに ZOOM のミーティング ID が割り振られます。参加者に送付されるミ
ーティング ID とパスコードを確認し、入力してください。
・ミーティングルームに入室する際は、ZOOM 上で表示される名前を「【発表者】氏名（ご
所属）」の順に入力してください。 例：【発表者】農工太郎（東京農工大学）
・接続速度が十分確保できる通信環境での接続を心がけてください。
・ヘッドセットあるいはマイク付きイヤホンをお持ちの場合は、それらの使用をお勧めしま
す。
・下記リンク先にてログインテストが可能です。事前に音声等の確認をお願いいたします。
https://zoom.us/test
（発表者）
・口頭発表は ZOOM を用い、発表していただきます。
・発表者は自身の発表時間の 5 分前までには必ずミーティングルームに入室してください。
・入替時間・動作確認に 5 分時間を取っています。サポートスタッフの指示に従い、カメ
ラ・マイクのチェック、発表資料の画面共有等を確認してください。
・発表時間は 15 分（発表 12 分、質疑 3 分）で進行します。
・発表中の合図は以下の通りです。
第1鈴

10 分

第2鈴

12 分（発表時間終了です。直ちに発表を終了してください。
）

第3鈴

15 分（質疑終了です。カメラとマイクをオフにしてください。）

・発表者は、それぞれのセッションの総合討論が終了するまでミーティングルームに待機し
てください。
（参加者）
・ミーティングルームに入室する際は、ZOOM 上で表示される名前を「氏名（所属）」の
順に入力してください。
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・発表を聴く際はカメラとマイクはオフにしてください。
・チャット機能の利用については座長の指示に従ってください。
・質疑応答を行う時は、リアクションボタン（手を挙げる）をクリックしてください。座長
より指名された後、カメラとマイクをオンにして質問してください。
・円滑な運営にご協力ください。
（座長のみなさま）
・座長はセッション全体を担当していただきます。発表から総合討論まで、責任を持って進
行をお願いします。
・セッションを開始する前に、チャット機能の利用の可否について明言してください。
・進行に際しては、くれぐれも時間厳守でお願いします。
・質問者には、はじめに氏名と所属を述べさせてください。
・討論が特定の発表者・発言者に偏らないよう、配慮してください。

対面発表
（事前準備）
・発表は、発表者が PC・タブレットを持ち込んでください。会場での PC 貸出の準備はご
ざいません。プロジェクターの接続は、HDMI 端子を使用しますので、HDMI 端子を使
用できる環境をご用意ください。
・PC の操作は発表者の責任で行ってください。
・念のため PowerPoint 等のスライドデータは、USB メモリに入れて当日ご持参ください。
ご持参する USB メモリは、ご自身でウイルスチェックをお願いします。
・発表者は入替時間・動作確認に接続確認を行ってください。
（発表者）
・発表者は１つ前の発表になりましたら会場の前の方の席に待機していてください。
・発表者ははじめに発表タイトルと発表者名を述べてください。
・口頭発表のスライドなどの撮影可否については、発表者がご自身で、発表前にその旨お伝
えください。
・発表時間は 15 分（発表 12 分、質疑３分）で進行します。
・発表中の合図は次の通りです。
第1鈴

10 分

第2鈴

12 分（発表時間終了です。直ちに発表を終了してください。
）

第3鈴

15 分（質疑終了です。次の発表者と交代してください）
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・発表者はそれぞれのセッションの総合討論が終了するまで、会場に待機してください。
（座長のみなさま）
・座長はセッション全体を担当していただきます。発表から総合討論まで、責任を持って進
行をお願いします。
・進行に際しては、くれぐれも時間厳守でお願いします。
・質問者には、はじめに氏名と所属を述べさせてください。
・討論が特定の発表者・発言者に偏らないよう、配慮してください。

７．ポスター発表について
（事前準備）
・発表者は 27 日（土）の 9:00 までに所定の位置にポスターを掲示してください。
・ポスターの展示スペースは、1 件につき A0 サイズ 1 枚です。
（縦:1189mm×横:841mm、模造紙サイズ<1090mm×790mm>も可）
・ポスター貼り付け用の画鋲とテープは、大会実行委員会で準備いたしますので、それらを
ご使用ください。ご自身で用意されたテープなどは使わないようにしてください。
・発表用ポスターの撮影を禁止する場合は、発表者ご自身でその旨を掲示してください。
（発表者）
・発表者は質疑応答のため、27 日（土）28 日（日）のコアタイム（12:00~13:00）に、ポス
ター前で待機してください。少なくとも 1 日は質疑応答に立ってください。
・コアタイム以外は自由閲覧としますので、発表者がその場にいる必要はありません。
（後片付け）
・28（日）の 13:45~14:00 に各自ポスターを取り外して撤収を完了してください。
・撤収時間を過ぎて掲示されているポスターは、実行委員会で処分いたします。保管はいた
しませんので、ご了承ください。
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８．自主課題研究発表について
・25 日（木）はオンライン、28 日（日）は対面で行います。
・発表時間はオンライン 150 分、対面 120 分です。
・オンラインは 1 件ごとにミーティングルームが設けられます。参加者に送付されるミー
ティング ID とパスコードを確認し、入力してください。
・対面の会場設営および進行等の運営はすべて企画者側で行い、終了後は会場を元の状態に
戻してください。
・代表者及びメンバーが責任をもって進行してください。
・終了時間は厳守でお願いします。

オンライン
日時：8 月 25 日（木）14:30~17:00
① 社会対話「環境カフェ」の実践──気候変動をテーマに
〇多田 満（国立環境研究所）
② 質的研究法を学ぶ 「質的研究のデザインと今後の展開」
〇髙橋 宏之（千葉市動物公園）
・浜泰一（東京大学）
③ 総合的な学習の時間から総合的な探究の時間へ ―「環境探究学研究会」の挑戦と探究
学習の未来―
〇長濱 和代（日本経済大学）
④ 戦争・原発と環境教育のあり方～ウクライナ情勢を踏まえて～
〇後藤 忍（福島大学）
対面
日時：8 月 28 日（日）16:15~18:15
会場：A 会場（1 講－12 号）
①

先進事例に見る高等学校の地域協働－ガイドライン作成に向けて－
〇荻原 彰（京都橘大学）

会場：C 会場（1 講－22 号）
②

ESDfor2030 における行動変容、社会変容と批判的環境教育の再評価
〇野田 恵（法政大学）
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９．大会参加者向け企画
●本部企画（会場：25 日 26 日はオンライン・27 日は本館講堂）
日時：8 月 25 日（木）18:30∼20:00
学会のダイバーシティを考えるワークショップ
日時：8 月 26 日（金）18:00～20:00
「研究・倫理ー問題の回避と対処に向けて」
日時：8 月 27 日（土）9:00～12:00
小中学生によるカーボンニュートラルな社会づくり提案プロジェクト
「2050 年の社会とわたしたちのくらし」

●国際交流会
日時：8 月 27 日（土）12:00~13:45
会場：本館－21 号＋ オンライン
テーマ：「ストックホルム＋５０会議」と今後の環境教育の動向」（仮題）
例年はランチミーティングとして、お昼を取りながら自己紹介をしたり、議論をかわした
りする場でしたが、新型コロナ感染症対策のため、以下の通りに行います。
12:00～12:50

各協定学会のみなさまからの近況報告
対面で参加されるみなさまにはこの時間に黙食をしていただきます

12:50～13:45

質疑応答や意見交換・議論の時間
マスクをしていただいて議論に臨んでいただきます

対面参加者の方は、ご協力お願いいたします。

オンラインの参加の方は、参加者に送られました ID とパスコードをご確認ください。

●英語報告部会
本大会では 8 月 28 日（日）の口頭発表内（11:40～12:25）に、すべてを英語によって進
行する「英語報告部会」を設定します。発表形式は口頭発表と同様、口頭発表・質疑応答・
総合討論です。
英語で発表される参加者だけではなく、会員の皆様にも積極的に英語報告部会にご参加
ください。詳しくは研究発表プログラム内（p. 22）をご覧ください。

11

●研究会
日時：8 月 28 日（日）14:00～16:00
会場：A 会場（1 講－12 号）
「SDGs の教育」研究会／朝岡 幸彦（東京農工大学）
会場：B 会場（1 講－21 号）
「原発事故後の福島を考える」研究会／石山 雄貴（鳥取大学）
会場：C 会場（1 講－22 号）
「公害教育」研究会／高田研（都留文科大学）
会場：D 会場（1 講－23 号）
「環境教育プログラムの評価」研究会／中口 穀博（芝浦工業大学）
会場：ポスター会場（1 講－25 号）
「気候変動教育」研究会／白井 信雄（武蔵野大学）

●会員懇談会
日時：8 月 27 日（土）16:30～17:30
会場：本館講堂

10．一般公開企画
●大会企画・公開シンポジウム
日時：8 月 27 日（土）14:00~16:30
会場：本館講堂 ＋ オンライン
テーマ：「気候危機に環境教育はどうこたえられるか―人新世における羅針盤の模索」
プログラム
挨

拶

：中村 和彦(東京大学・日本環境教育学会会長)

趣旨説明：司会兼パネリスト:大倉茂(東京農工大学・大会実行委員会事務局長)
セッション：
報告 1「人新世と環境・気候正義(仮題)」
大倉 茂(

同

上

)

報告 2「社会と人の転換を連動させる気候変動教育の規範と普及について(仮題)」
白井 信雄(武蔵野大学・「気候変動教育」研究会代表)
報告 3「韓国における気候変動教育の取組みについて(仮題)」
キム・チャングック(韓国教員大学 環境教育学科 教授)
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【趣意文】
人新世が話題である。人新世は、公害、環境問題など環境をめぐる危機に対してさまざま
な言葉が使われてきたが、その総決算といっていい言葉である。この言葉の含意のなかでも
特に重要だと思われるのは、自然環境はそのティッピング・ポイントを超えたということに
ある。言い換えれば、人為によって自然環境が復元可能な点、あるいは可逆的な点を超えて
おり、自然環境の挙動が不安定さを増してくることを意味している。われわれはもはやそう
いった時代を生きることが求められている。ESD や SDGs のための教育の前提になってい
るのは持続可能性だが、これまで社会で共有されていた持続可能性そのものの反省が求め
られているのである。
その自然環境の不安定さを顕著に表しているのが、気候である。気候の挙動の不安定さを
端的に表している言葉が、気候変動である。気候が安定的に推移していたフェーズをこえて、
気候が不安定な挙動を示すフェーズにはいっている。それが昨今の水害などの自然災害に
はっきりとあらわれているといってよいだろう。これまでの安定的な気候を前提とした生
活を前提とすることができなくなっている。
不安定さのなかで、持続可能性どころか、持続性そのものが問われている現代社会におい
て、環境教育になにが求められているのか。そして、その求めに対して、環境教育はどうこ
たえられるのか。こういった問いを参加者の皆さまと共有できれば幸いである。

●教員セミナー
講師：佐藤 敬一（東京農工大学）
日時：8 月 28 日（日）12：00～13：45
会場：2 号館多目的教室
「主体的・対話的で深い学び」を実現するための協同学習の理論と実践を体験します。ま
た、環境教育では自然体験や社会体験などの体験学習が効果的に行われますが、体験だけで
は終わらせず、循環学習プロセスとして、
「ふりかえり」
「わかちあい」を重視する必要があ
りますが、短い時間で効率よく行う場合に協同学習は優れています。アメリカでは Kagan
Cooperative Learning が広く学校教育に普及しています。この協同学習は従来の教師から生
徒への一方的な授業ではなく、また、単なるグループワークでもありません。協同学習の４
つの原理、すなわち、互恵的な相互依存、個人の責任、平等な参加、活動の同時性を全て満
たさなければなりません。本セミナーでは実践を通して、協同学習の本質を理解して頂きま
す。本セミナーは無料ですが、昨年出版された、「ケーガン協同学習入門」スペンサー・ケ
ーガン著大学図書出版発行（定価 1,870 円）をテキストとして使用します。お持ちの方はご
持参ください。当日に割引で購入もできます。
教員セミナー参加希望者の方は、後日メールでご案内する Google フォームから参加お申
込みをお願いします。定員は 36 名です。
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●環境教育メッセ
日時：8 月 27 日(土) 9:00~16:00、28 日(日) 9:00~15:00
会場：第一講義棟 1 階フロア
3 年ぶりの対面開催にあわせて、
「環境教育メッセ（環境教育見本市）」を開催いたします。
各団体の紹介・活動と大会参加者・学会員とのコミュニケーションの場としてご活用くだ
さい。
出展団体(五十音順)：
株式会社学文社、 包み屋 、 株式会社筑波書房、公益社団法人日本環境教育フォー
ラム、株式会社ニホン・ミック、一般社団法人農山漁村文化協会、NPO 法人ビーグ
ッドカフェ
・新型コロナウイルス感染症対策にご協力ください。
・環境教育メッセ会場での火気使用、飲食物の提供はできません。
・販売に関しては、各団体の管理の下トラブルのないようお願いします。
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11．研究発表プログラム
●口頭発表
※登壇者（筆頭者）として登録された 1 名のみ氏名を掲載しています。
26 日（金）オンライン：9:30～10:45
会場

テーマ

教育
A

9:30~

9:45~

10:05~

[26A01]飯尾美行

[26A02]多田満

「地球にやさしいエ

クライメート・ユー

ンジニア」を目指

ス・ジャパン

し”共感の輪”を拡げ

（CYJ）における

活動・ る環境教育活動 ー
環境

9:50~

10:10~

10:25~

10:30~

総合討論

「環境カフェ」の実

工業高校における３

践──気候変動を

カフェ ０年間の実践的環境

テーマに

活動を通してー

B

[26B01]松田剛史

[26B02]中口毅博

[26B03]桒原智美

学生を主体とする

小中高および大学生

都内高校生における

アースデイ活動への

の社会活動経験の有

野外炊事と環境意識

取り組み

無に関する分析

の違いから防災教育
の可能性を探る

活動分析

入替

入替

時間

[26C01]仙田考
保育者養成校におけ
る園庭マップ作成の

C

幼児

自治体・
D

行政の

総合討論

動作
確認

時間

[26C02]遠藤晃
プロジェクト「掘っ
たイモはどんなイ

動作
確認

総合討論

[26C03]遠藤隼

モ？」：２. 幼児の

しプログラム〜３年

～幼保小接続期を踏

資質・能力を見出す

間の実践と評価〜

まえて：領域環境か

環境設定と保育者・

ら生活科へ

教育者のセンス

[26D01]花嶋温子

[26D02]高橋正弘

[26D03]福永百合

日本の環境教育のも

北海道の基礎自治体

新型コロナウイルス

う一つのはじまりで

における環境教育の

感染症(COVID-19)

あるごみ処理施設の

志向について

の感染拡大による教
育行政の対応に関す
る調査研究

取組
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総合討論

幼児向け生きもの探

試みに関する一考察

見学について

準備

里山環境を活用した

総合討論

26 日（金）オンライン：10:50～12:05

会場

A

テーマ

科学・
美術

10:50~

11:05~

11:10~

11:25~

11:30~

[26A03]後藤忍

[26A04]畑田彩

[26A05]森谷昭一

東京電力福島第一原

科目横断型の環境教

環境美学の諸相と環

子力発電所事故前後

育を目指して－国連

境教育

の原子力・放射線教

子ども環境ポスター

材等に関するパネル

を活用した鑑賞教育

展の実施と来場者へ

－

11:45~

11:50~
総合討論

のアンケート

B

生物・
関係価値

[26B04]矢動丸琴子

[26B05]本田裕子

[26B06]LI SICONG

日本人の若者を対象

野生復帰と環境課題

流域NCP（Nature’s

とした生物多様性へ

とが地域内で両立す

Contributions to

の意識の現状と情報

る可能性について

people)の向上を目

普及に関する検討

総合討論

指した関係価値の把
握とその評価手法
ー岩手県閉伊川にお

[26C04]小栗有子
環境教育研究として
の「土着知」の見え
C

D

伝統・

る化と世代間継承

文化

海外

入替

入替

時間

時間

動作
確認

[26C05]溝田浩二
環境教育の視座から
みた養蜂 －ミツバ

動作

ける水圏環境教育プ
ログラムへの応用可
能性
総合討論

総合討論
準備

確認

チ種の違いに着目し 総合討論
て
準備

[26D04]鳥屋尾健

[26D05]長濱和代

[26D06]李婉

国を超えたonline双

持続的な自然資源利

日中の大学生の森林

方向型研修の現在地

用と管理に関する考

に対する知識・態

～コロナ禍での中

察 ―ウクライナ人

度・行動の特徴と関

国、中南米との研修

留学生の受け入れに

係性

実践から～

よる自然観の相違か
ら
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総合討論

27 日（土）対面：9:00～10:05
会場

テーマ

9:00~

9:15~

[27A01]萩原豪

9:20~

9:35~

[27A02]岡健吾

9:40~

9:55~

[27A03]浅岡永理

総合討論

温泉をテーマとした

ESDとしてのアイヌ

単独自治体型ユネス

ESD展開の検討

文化学習の可能性

コエコパークにおけ
るESDの現状

A

B

ESD

公害

[27B01]林美帆

[27B02]小野瀬剛志

学びの場としての

公害教育研究におけ

「みずしま地域カ

る社会構造の問題と

フェ」と公害資料館

資本主義―素材と体

総合討論

制の理論による公害
理解の可能性―

[27C01]川村蒼太
協同学習を取り入れ
た森林ESDの実践と
C

児童のソーシャルス

森林教育 キル向上の効果

入替

入替

時間

時間

動作
確認

[27C02]板倉浩幸
小学校における森林
ESDの成立 ―北海

動作
確認

[27C03]井上真理子 総合討論
持続可能な森林の保
全と利用を考える

道上川総合振興局下

「森林計画」教育プ

川町を事例に―

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－

D

動物

[27D01]野村卓

[27D02]河村幸子

[27D03]小野瑞果

動物園の4機能の体

学校飼育動物を支え

人と動物の共通感染

系化を図る動物園教

る地域組織の現状と

症対策と動物福祉ー

育の検討ｰ調査研究

課題

動物園と学校飼育動

機能と教育機能の連

物を例としてー

携事例をとおしてｰ
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総合討論

27 日（土）対面：10:10～11:15

会場

A

B

テーマ

10:10~

10:25~

加・協働

10:45~

[27A04]太田貴大
人と自然との関係性

[27A05]竹野健次
日本酒の醸造用地下

に注目した自然共生

水の重要性を学習す

教育の可能性：養蜂

る中学校用環境教育

特色教材 の活用を事例として

対話・参

10:30~

教材の開発

[27B04]金澤伸浩

[27B05]森朋子

さち

リスクを理解しやす

シビック・アクショ

持続可能性を取り巻

いリスクの定義と教

ン促進に資する環境

く対立を乗り越える

育の実践例

教育プログラムの開

～対話の文化を育む

発 ～導入フェーズ

教育とは

の設計と効果～

ESDとしての防災教
育の原理的考察

入替

入替

時間

時間

動作
確認

[27C05]山崎博史
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

防災教育

復性

D

博物館

動作

総合討論

確認
総合討論
準備

[27D04]林浩二

[27D05]山本理

定義の改定、博物館

科学系博物館との連

法一部改正と環境教

携に関する研究

ICOM規約の博物館

11:05~

総合討論

[27B03]二ノ宮リム

[27C04]斉藤雅洋

C

10:50~

学校理科教育と自然

育
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総合討論

総合討論

27 日（土）対面：11:20～12:25
会場

テーマ

11:20~
[27A07]岩本泰

11:35~

11:40~
[27A08]中澤朋代

11:55~

12:00~
[27A09]荻原彰

地域とつながる「関

地域づくり観光に見

先進事例に見る高等

係人口」創出の意義

出す環境教育

学校の地域協働

[27B06]内藤光里

[27B07]高雄綾子

[27B08]元木理寿

京都市における環境

ドイツの「ESD自治

環境教育・ESDの視

活動の共創

体」におけるガバナ

点からみたごみ集積

ンスの類型化

所

12:15~
総合討論

と可能性についての
A

地域

研究－持続可能性の
観点から

B

自治体

[27C06]小山献冬
秋田県における幼児
期の自然体験の現状
C

D

総合討論

幼児期

メディア
調査

入替

入替

時間

時間

動作
確認

[27C07]田中住幸
自然保育の現状と展
望

動作
確認

[27C08]増田直広
幼児環境教育におけ
る環境観を育てるイ

とその頻度に関わる

ンタープリテーショ

要因

ン

[27D06]原賀いずみ
少年誌というメディ

[27D07]佐々木啓
新聞記事にみるビジ

アから見た明治期の

ターセンターに対す

児童文化運動と動物

る認識の変遷

園教育・博物館教育
の萌芽
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総合討論

総合討論

28 日（日）対面：9:00～10:05
会場

テーマ

9:00~

9:15~

[28A01]藤岡達也

A

B

9:35~

[28A02]野口扶美子

9:55~

[28A03]松井晋作

総合討論

気候難民と教育への

気候変動教育におけ

ギー危機に対峙する

アクセスの権利に関

る日本と韓国の捉え

STEAM教育の視点

するインドの事例研

方

気候変動 を取り入れた環境教

究

育への期待

世代・
行動

[28B01]新田和宏

[28B02]櫃本真美代

[28B03]野田恵

気候危機とZ世代に

世代間による環境的

環境教育における

対応する環境教育：

行動要因に関する考

「行動変容」と「社

日本環境教育史研究

察

会変容」の論点整理

Ⅴ

ける教育委員会と学
コロナ

総合討論

―ナッジ理論との差
異を手掛かりに

「学校臨時休業にお

入替

入替

時間

時間

動作
確認

[28C02]小泉伸夫
ワンヘルスに基づく
「withコロナ」時代

動作
確認

[28C03]中村和彦
次世代の自然風景地
の保護と利用に向け

校の対応に関する研

の自然観察イベント

た森林映像・音声オ

究ーー長野県飯田市

作り

ンライン配信の活用

を事例に」

D

9:40~

気候危機及びエネル

[28C01]李聡

C

9:20~

可能性

[28D01]三島孔明

[28D02]森元真理

自然遊び体験後の親

虫と暮らしとをつな

及び自身の子どもの

ぐ遊びのデザイン -

自然遊びに対する意

保育者による評価に

自然体験 識

基づいたリデザイン
に向けて-

20

総合討論

総合討論

28 日（日）対面：10:10～11:15

会場

テーマ

10:10~

10:25~

[28A04]飯沼慶一

A

C

10:45~

[28A05]鈴木千花

10:50~

11:05~

[28A06]立花禎唯

総合討論

小学校低学年の環境

自然体験活動の事前

水文化教育の構想と

教育と生活科の誕生

学習としての土壌教

実践（その17）ー中

育の効果

間のまとめとしてー

[28B04]原理史

[28B05]岩﨑慎平

[28B06]田開寛太郎 総合討論

ユースのESDにおけ

スマートクロックを

VR教材を用いた環

小学校

るデジタルアース活
B

10:30~

デジタル

用の試み

時間

活用

草の根

入替

用いた幼児施設にお
けるFor型環境教育
実践の可能性

入替
時間

動作

動作

確認

確認

[28C04]大島順子

[28C05]秦範子

世界自然遺産地域に

脱炭素社会に向けた

おける気候変動教育

持続可能な地域づく

としての市民による

りとは：トランジ

フェノロジー調査

ション・タウンを事

境教育プログラム開
発のための予備的調
査

総合討論

例に

会場

テーマ 10:00~

10:10~

10:25~

10:40~

10:55~

[28D03]岸本麻衣子 [28D04]西愛未
[28D05]谷萩真樹
[28D06]中村拓磨
自然体験活動での子 ヒト・動物・環境の 農村における持続可 中山間地域の小規模
どもの探究力の分析 関係についての俯瞰 能な地域づくりに向 宿泊施設における教
D

奨励賞
審査

における実践研究
動作確認

的理解を育成する理 けた住民の学習 －

育機能に関する研究

科教育プログラムの 農村ツーリズムに着 －長野県飯田市遠山
実践報告

目して－

郷のゲストハウスを
事例に－

※奨励賞審査の方は全員セッション開始前に動作確認を終えてください。
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28 日（日）対面：11:20～12:25

会場

A

テーマ

中学校・
高等学校

11:35~
11:20~
[28A07]宇都宮俊星

11:40~
[28A08]大塚啓太

科学技術社会におけ

生徒が持つ環境教育

る意思決定・合意形

に関する学習観と自

成に関する生徒の資

然への愛着との関連

質・能力の評価 ー

--都内高校を対象事

評価基準・評価尺度

例とした予察的検討

の開発のための基礎

--

11:55~

12:00~
総合討論

12:15~

総合討論

的検討ー

B

大学・教

[28B07]林隆紀

[28B08]佐藤秀樹

[28B09]日髙翼

大学環境教育におけ

大学生の環境学習プ

分類基準を見出すこ

るe-ラーニングコン

ログラムの企画立案

とから始める環境を

テンツ導入効果

を通じた環境保全の

捉える視点の醸成

取り組みに関する考

員養成

察

[28C06]筒井雪美
三井物産「サス学」
アカデミーの学校へ
C

企業・海
外

の導入と効果の検証

入替

入替

時間

時間

動作
確認

[28C07]福井智紀
環境配慮の視点を導
入した就職活動にお
ける意思決定の支

動作
確認

[28C08]若林身歌

総合討論

ドイツにおける環境
教育の展開とエコロ
ジー・教育学の主張

援：学習プログラ
ム・企業分析ツール
の開発

D

英語報告

[28D07]Roger C.

[28D08]Sun-Kyung 総合討論

BAARS

Lee

Fostering Climate

A Case of Ecological

Action – The Role
of Affect in
Environmental
Education

Education linked to
the Curriculum
through Whole

School Approach in
an Elementary

School in Korea

※英語報告はオンラインでの参加が可能です。
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●ポスター発表
※登壇者（筆頭者）として登録された 1 名のみ氏名を掲載しています。
27 日（土）・28 日（日）9:00~13:45（コアタイム 12:00~13:00）

＜会場：第一講義棟－25 号＞
P01

アブドラブアルナビ シャハド：環境教育のための草木染め活用 1
―外来植物を用いた草木染の実践―

P02

ムラド ホダ ワリードエム：環境教育ための草木染の活用２
―オオキンケイギクを中心とした花染の実践―

P03

虎澤亨祐：環境教育のための草木様の活用 3
―簡易的な方法論及び染料長期保存の確立―

P04

井村礼恵：幼児期における SDGs 教育についての検討～絵本を活用した実践を
中心に～

P05

斉藤千映美：小学校生活科における動物ふれあい学習―実践と課題

P06

髙瀬和也：「わかっているけどできない」に着目した環境配慮行動に関する先行研
究の分析―子ども向け環境学習プログラムの開発に向けて

P07

齊藤由倫：自治体のごみ減量担当部署が行う環境学習関連施策

P08

山本康介：地域教育としての森林環境教育―熊野木育プロジェクトを対象として

P09

陳棟：小水力発電に関する現状の把握と分析

P10

祝佩铭：中国の大気環境改善政策

P11

酒井佑輔：ブラジル先住民の抵抗と思想から環境教育を考える

P12

吉澤樹理：アリの採集と分類から、地域環境を考える〜小学生対象子ども科学教室
から〜

P13

江田慧子：絶滅危惧種蝶類における環境教育教材の開発

P14

阿河眞人：生物多様性地域戦略市民案は行政の生物多様性地域戦略策定を加速で
きるか？～東京都江東区での活動報告～

P15

加藤美由紀：校内の植生調査の教材化－PC を用いた教材の開発と中学校での実践
－

P16

塩瀬治：学校屋上で行った江戸東京野菜の栽培についての考察
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研究発表（口頭 オンライン）
要旨
第２日目：８月 26 日（金）
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26A01

「地球にやさしいエンジニア」を目指し”共感の輪”を拡げる環境教育活動
工業高校における３０年間の実践的環境活動を通して
飯尾美行（静岡県立浜松城北工業高等学校 環境部顧問）
キーワード：ISO 14001 内部監査員、森づくり、ジュニアエコスクール、バスによるエコ
ツアー、高校生若者会議

１.はじめに（環境部の創設と推進力）

本校では｢地球にやさしいエンジニアの育成｣

を目標に､1991 年より地域と協力し 30 年間にわたり環境教育活動に取り組む｡そうした
中で生徒たちの環境活動を推進するリーダー育成の為の｢環境部｣を 1995 年に創設した。
２.特色ある実践的環境教育活動

自然や環境に配慮した“ものづくり”と“環境ボラ

ンティア活動”を中心に､地域の自然を守り社会に貢献する中で､地球的規模の環境問題
についても対応できるエンジニアとして成長し､生徒自身の行動を通して友人や若者た
ちにも広く共感の輪を広げながら､地域の人々に持続可能な社会の大切さを伝えている。
① ｢地域の自然を守る環境ボランティア活動｣

生徒の休日を利用した環境ボランテ

ィア活動を卒業単位として認定する県下で唯一の工業高校（単位取得生徒 610 名）
② ｢潜在自然植生による森づくり｣

校内の｢城北の森づくり（110 種類、547 本）｣をモ

デルに地域の森づくりを多くの市民・団体と協力し推進（市内･外２０ｹ所で実施）
③ ｢バスによるエコツアー｣

森と水のある生活をテーマにエコツアー(静岡･山梨･長

野･愛知･岐阜･三重県他：全 37 回)を実施し､｢環境教育新聞づくり(N I E）)に挑戦
④ ｢環境先進国をモデルにしたリサイクル活動｣

デンマークをモデルに｢城北リサイ

クルステーション｣でリサイクル専門業者と協力し｢ゴミゼロの学校モデル｣に挑戦
⑤｢城北ジュニアエコスクール｣

環境部員が中心となり地域の小･中学生にも分かりや

すく親しみやすいテーマで体験的環境学習プログラムを提供（延約４５００名来校）
⑥｢市民の命を守る防潮堤での森づくり｣

静岡県と浜松市が津波対策として建設した

防潮堤に市民と協力して植樹活動(長さ 3000ｍ･9400 本､全長 17.5 ㎞の 17％に植樹）
⑦｢国際規格 ISO14001：環境マネジメントシステム｣

全国の工業高校に先駆け国際規

格｢ISO14001：環境マネジメントシステム｣･内部監査員養成に挑戦(生徒 1373 名修了）
⑧｢市内の高校に呼びかけ STOP 温暖化若者会議を開催｣

市内高校４校に呼びかけ鈴木

康友浜松市長を迎え｢STOP 温暖化若者会議 2021｣を開催､共同参加の環境活動を推進
３.まとめ（世界市民教育とリーダーの育成）

学校教育による環境教育活動のすばら

しい点は､身近な環境問題から地球温暖化防止を含め地球的規模の環境問題に対しても、
新たな気づきや価値を創造できる｢地球市民｣(世界市民)としての生徒たちとそのリー
ダーたちが確実に毎年生まれて育つ中で､地域に「共感の輪」を拡げていることである。
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26A02

クライメート・ユース・ジャパン（CYJ）における
「環境カフェ」の実践─気候変動をテーマに
多田満（国立環境研究所）・田中迅（九州大学）
キーワード:対話、環境カフェ、気候変動、オンライン、共感
「環境カフェ」は 2020 年度からオンラインで開催し、そのうち青年環境 NGO クライ
メート・ユース・ジャパン（CYJ）の勉強会で「CYJ 環境カフェ」は、2021 年 4 月より
隔週の土曜日午後に CYJ のメンバーである高校生と大学生の参加（4〜8 名）により各
回 60 分間で、2021 年度は 21 回開催した。2021 年度のテーマは、これまで「環境カフ
ェ」で取り上げた「地球の未来 ──『環境を考える』
」や「環境問題は人間問題」など
のテーマに加えて、シリーズ「気候変動」
（6 回）として、
「SDGs×気候変動」
（第 3 回）
や「水災害リスク×気候変動──気候変動適応策に向けて」
（第 4 回）、シリーズ「持続
可能性」
（5 回）と「レイチェル・カーソンに学ぶ」（4 回）でそれぞれ開催した。
シリーズ「気候変動」のうち第 1 回は「地球温暖化と環境のかかわり──Six Degrees
Our Future on a Hotter Planet」と第 2 回は「気候変動と農業」をテーマに、それぞ
れ書籍と専門の研究者による研究データから開催した。第 5 回と 6 回は、それぞれ「気
候変動問題への対応を考える」をテーマに話し合った。
開催後のアンケートの「理解できた点（内容）」では、「気候変動は他人事ではなく、
自分たち一人一人の問題であるということを改めて理解できた」「気候変動への対応と
して自身が普段から重視していた点を皆さんの意見から確認することができた」など。
「共感できた点（内容）」では、「気候変動が『他者化の暴力』であるという視点」「気
候難民が SDGs と広く関連があること」
「気候正義は人間の問題であること」「学生、消
費者、CYJ メンバーなどの特性を持つ自分にできることは多いと共感できた」など、気
候変動とその他のキーワードとの関連から相互理解と共感（自分ごとと捉える）につな
げることができた。
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26B01

学生を主体とするアースデイ活動への取り組み
松田剛史 (藤女子大学)
キーワード: アースデイ、多団体連携、大学生、SDGs
1.はじめに
1970 年、「地球のことを考えて行動する日」として世界中でムーブメントを起こし
た「アースデイ」が開始されてから半世紀が経つ。北海道においても 2000 年代に入り、
オープンイベントが開催されるようになった。本稿では、筆者が関わった大学生を中
心に企画・運営した北海道内でのアースデイの実践事例と成果及び課題について論ず
る。
2.アースデイあさひかわ
2008 年〜2010 年、旭川駅前の買物公園を会場に実施した。筆者が所属していた教育
研究会に関わる学生の代表を会長として実行委員会を組織し、社会人有志がバックア
ップをする体制を取った。旭川市の支援も受け、本事業の主旨に賛同する地元企業や
事業所、NPO 団体、学生団体等が多く参加し、多様な活動紹介や体験ブース、物品販売
ブースなどの出展に加え、ステージ等でのコンサートやシンポジウムなども展開した。
3.アースデイ in 円山動物園
2007 年より、札幌市円山地区を会場に実施する事業である。中でも本項では、筆者
が所属する大学の学生がイベントにかかわってきた 2019 年以降について論じる。
2019 年のテーマ「SDGs」に関わる活動を本学人間生活学部の 4 ゼミが合同して出展
した。食物栄養学科は、「乾燥石狩鍋セット」と道産小麦を使った焼き菓子「ワフコ」
の販売を、人間生活学科は、商品名の提案や広報活動、出展に関するプロジェクト管
理などを展開した。2020〜2022 年はコロナ禍により展示出展のみであったが、各ゼミ
での活動や今後の研究活動の展望を掲載したポスタープレゼンテーションを行なった。
4.アースデイ in さっぽろ
2022 年に初めて開催した新規事業で、札幌市民交流プラザ 1F スカーツモールを会場
に、札幌市との共催事業として展開した。学生を中心に急遽組織した実行委員会では
あったが、活動紹介や体験ブース等に 10 団体が参加し、当日の集客は想定以上であっ
た。
5.おわりに
大学生にとっては自身の経験則だけでは図り得ない企画力、交渉力、調整力、実行
力そして責任を全うすることの難しさがあった。しかし、その後の資質能力の向上に
寄与したことは振り返りからも明らかであった。また、学生主体の活動を支援する社
会人の立場からすると、もどかしい場面も数多く表出したが、その対応についても学
び多い機会となった。環境問題と同様に、課題解決に至るプロセスを未来の担い手で
ある大学生とともに経験し分かち合う場としても、アースデイは貴重な機会となるの
ではないか。
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26B02

小中高および大学生の社会活動経験の有無に関する分析
中口毅博（芝浦工業大学）
本研究は、約 90 種類の社会活動ごとに小学校から高校・大学に至るまでの年代ごと
の実践率を把握し分析したものである。対象は芝浦工大学生や A 高校などの高校生で
ある。このうち、芝浦工大生 209 名の集計によると、全体としては、小学校で地域創
生活動の経験が最も多く、中学校、高校と進むにつれて活動の機会が減っていた。
小学校時代に経験した活動で最も多いのは、「農作業」の 49.3％であり、次いで
「花や木の栽培・植樹や手入れ」35.4、「子ども（下級生）の学習活動支援」27.8、
「野生生物の観察・生態調査」23.0、「近隣の学校との交流による学習活動」21.5、
「自転車・歩行者の安全走行・歩行や利用促進」21.5 の順となっていた。中学校時代
に経験した活動で最も多いのは、「企業や商店・公共施設での就労活動」の 23.0％で
あり、次いで「農作業」18.7、「子ども（下級生）の学習活動支援」18.7、「近隣の
学校との交流による学習活動」15.8、「自転車・歩行者の安全走行・歩行や利用促進」
15.3 となっていた。高校時代に経験した活動で最も多いのは、「海外の学校との交流
による学習活動」の 17.7％であり、次いで「諸外国の生活・文化体験活動など異文化
理解」13.9、「道路・公園など共有空間の清掃・補修・維持管理」12.9、「いじめや
差別」「LGBT への偏見をなくす活動」11.5、「省エネ活動」11.0、「外国人の日本の
生活・文化体験」11.0 と国際理解教育の経験が多くなっていた。大学生のうちに経験
したい活動で最も多いのは、「省エネ活動」の 15.8％であり、次いで「企業や商店・
公共施設での就労活動」9.6、「海外の学校との交流による学習活動」9.1、「エネル
ギー使用量の把握」9.1、「地域の安全性調査（防災マップ・防犯マップ製作など）」
9.1 などとなっていた。
SDGs 目標別の地域創生活動経験と体験意志の延べ回答比率は、小学校時代 460.8％、
中学校時代に経験した 378.5％、高校時代に経験した 334.4％と年代が進むにつれて活
動経験が少なくなった。小学校時代に経験した活動の比率上位 5 つを見ると、「11 住
環境」98.6、「3 健康・福祉」73.7、「2 食・農」63.6、「4 教育」60.8、「15 陸上資
源・生物保護」43.1 の順となった。中学校時代に経験した活動の比率上位 5 つを見る
と、「11 住環境」69.4、「4 教育」50.2、「3 健康・福祉」48.3、「2 食・農」42.6、
「8 経済・労働」35.4 の順となった。高校時代に経験した活動の比率上位 5 つを見る
と、「11 住環境」57.4、「4 教育」48.8、「10 人権・平等」37.8、「3 健康・福祉」
36.4、「2 食・農」29.2 の順となった。このように、全世代を通して「11 住環境」の
経験比率が最も高く、「4 教育」「3 健康・福祉」「2 食・農」も高くなった。
当日の発表では、現役高校生を含めた分析結果について報告する。
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26B03

「都内高校生における野外炊事と環境意識の違いから
防災教育の可能性を探る」
桒原智美(東京学芸大学附属高等学校、東京農工大学連合大学院生)・
大塚啓太(国立研究開発法人 森林総合研究所)
キーワード:野外炊事、防災、高校生、環境
１．背景と目的
文部科学省 第 41 回ユネスコ総会について（答申）の 2．教育分
野 3）持続可能な開発のための教育（ESD）において、「現代社会の諸課題に取り組
み、課題解決に繋げるための知識、技能、態度等を身につけ、人々に新たな価値観や
行動変容をもたらす ESD は、今般のコロナ危機のみならず、将来起こりうる次の世界
的危機へのレジリエンスを涵養するものであり」とあり、3．自然科学及び人文・社会
科学分野の 1）科学、技術、イノベーションを通じた SDGs 達成への貢献においては、
「防災減災に関する知識強化を推進していくことを強く支持し、我が国の知見・経験
を生かし」とある。また、環境教育には、災害時に即応する力や災害復興に果たす役
割だけでなく、発災以前から自然に対する諸作法を身につけるといった防災教育の根
幹をも担っていると考える（降旗、秦他 2020）ともある。災害時に即応する力になり
得ると考える野外炊事に対する高校生の意識と環境意識を明らかにし、防災教育の可
能性を探ることを目的としている。
２．方法
都内高校 2 年生 120 名を対象とした。実施は 2022 年 1 月。Google フォ
ームでアンケートを配信した。有効回答は 53 名であった。分析には統計解析ソフト
R4.5.1 及び KHCoder ver.3 を使用した。
３．結果と考察
「野外炊事について」の自由記述では頻出語の回数は上位から、
する（39）、思う（25）、ある（23）、ない（22）、楽しい（21）、やる（20）、野
外（20）、炊事（17）、作る（13）、とても（12）、自分(10)、大変(10)でこれらが
共起しており、「する、思う、ある」などの能動的な意識が高いものの、同時に「な
い、大変」などの否定に繋がる受動的な受け止め方も多数存在した。「日頃から、自
然や環境について考えている」は、5 件法で 5 が 11 名(20.8%)4 が 16 名(30.2%)3 が 16
名(30.2%)2 が 8 名(15.1%)1 が 2 名(3.8%)平均 3.49 であった。「野外炊事について」
の自由記述には「役割を分担しながら、協力」「普段の座学では味わえない貴重な経
験になる」「チームワークなどの能力が成長する機会」などのコメントもあり、野外
炊事と生徒の環境意識に防災教育への可能性を見る要素が示唆された。
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26C01

保育者養成校における園庭マップ作成の試みに関する一考
察 ～幼保小接続期を踏まえて：領域環境から生活科へ
仙田考（田園調布学園大学大学院）
キーワード：保育者養成校、園庭マップ、幼保小接続期、領域環境、生活科
園庭を持つ園では、園庭マップを作成しているところも少なくない。園庭マップで
は、樹木や砂場、お山、遊具や門扉、敷地境界等、園庭環境のどこになんの施設が配
置されているか書き込まれ、玄関や廊下等に掲示され、子どもたち、教職員、保護者
と情報が共有される。こうした園庭施設配置図のみならず、これをベースとして、自
然の変化の写真やスケッチ、子どもたちのコメントも合わせて紹介される、ドキュメ
ンテーションマップとして作られることもある。
同様に保育者養成校では、実習日誌の園環境の情報把握として、保育室のマップと
ともに、園庭マップの作成が求められることがある。
発表者は、保育者養成校の保育内容環境や生活の授業担当として、園庭マップの作
成課題を行ってきた。ここでの園庭マップは、園庭図をベースとして描き、学生自ら
実習中に発見し気づいた子どもたちのすがたをコメントとして記し、園庭発見マップ
として作成するものとした。実習を行った幼稚園、保育園・認定こども園、いずれの
場合でもよいとした。作成後グループ内でひとりずつマップを発表し、１．園名、園
の場所、周辺環境、２子どもの数、クラス数、学年数、３．園庭施設の内容、４．あ
そび内容、５．園庭環境やあそびについて、あなたが気付いたこと、エピソードにつ
いて紹介した。さらにグループディスカッションで、１．幼稚園、保育園、こども園
の園庭のちがい、２．年齢ごとの園庭環境やあそびのちがい、３．園庭の中のルール、
決まり事の内容、４．周辺環境（都市地区、住宅街・郊外地区、田園地区）でのちが
い、などについて話し合い、ディスカッションで上がった意見をまとめ、グループ代
表が黒板への書き出しを行った。
この園庭マップの作成によって、自身の実習園での園の屋外の環境についてのふり
かえりにつながるとともに、学生の子どものすがたや屋外遊びの見方のちがい、さら
に園の種別や立地環境、保育のちがいによる園庭環境のあり方への認識にもつながる
ことがわかった。また小学校では生活科の学校たんけんの単元により、校内の校庭マ
ップの確認や校庭発見マップ作りも行われ、園庭マップ（作り）から校庭マップ（作
り）へ、領域環境と生活科をつなぐ、幼保小接続期を踏まえてた活動にもなりうるこ
とを確認した。
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26C02

プロジェクト「掘ったイモはどんなイモ？」：2.幼児の資
質・能力を見出す環境設定と保育者・教育者のセンス
遠藤晃（南九州大学）
・山田京香（石井記念有隣園）
キーワード：子ども理解、環境設定、ESD で育成する資質・能力、幼児の社会性、
フロー状態
演者が所属する南九州大学は、園芸
学部園芸学科・造園学科の 1 学部２学
科で 1967 年に開学し、その後、食品、
栄養の学科が新設され、2010 年に保
育士・教員養成の子ども教育学科が開
設された。この背景から、環境園芸学
部及び健康栄養学部との連携による、
環境や食に関する科目を含む特色あ
るカリキュラムが組まれている。
プロジェクト「掘ったイモはどんな
イモ？」は、本学の保育士・教員志望学生の ESD・環境教育に関する資質向上を目的と
して演者が開発したものである。本プロジェクトには、(1) 幼児・児童の ESD が育む資
質・能力の向上、(2) 保育者・教育者を目指す学生の指導者としての資質・能力の向上、
(3) 保育・教員志望の学生に対する大学教員の指導力向上、(4) 大学の授業・カリキュ
ラム改善、(5) 大学と地域が恊働した教育体制の構築、を総合的に実現することを目的
としており、プレーヤーは、幼児・児童（連携学校園）
、学生 typeA（企画・運営）
、学
生 typeB（運営）、学生 typeC（ボランティア）、大学教員（子ども教育学科）、大学教員
（環境園芸学部）、大学フィールドセンター職員、連携学校園の保育士・教員となる。
昨年度の全国大会では、目的を(2)と(4)に設定し、本学科学生の意識調査から、園芸
や栽培に関する授業の受講者が増えない原因を明らかにし、その結果を踏まえて授業内
容およびカリキュラムの改善を図ったことを報告した。本研究は、目的を(2)と(5)に設
定し、芋掘りプログラムの考案と実践を通して、幼児の社会性が発揮され、幼児が活動
に没頭する状態（フロー状態）を創り出すサツマイモ畑の環境設定と、芋掘りという活
動の中に子どもの社会性を見出す保育者・教育者志望学生の資質・能力の向上を目指し
た。尚、本研究の一部は 2019 年度卒業研究の一部として実施されたものである。
研究の結果、一般的な芋掘りよりもハードな環境設定をすることで、幼児は活動に没
頭するとともに、主体性や協調性など社会性を発揮することがあきらかになった。今回
は、これらの研究成果を報告する。
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26C03

里山環境を活用した幼児向け生きもの探しプログラム
〜３年間の実践とアンケート評価〜
遠藤隼 (サシバの里自然学校)
キーワード: 里山、幼児教育、自然観察、生きもの探し
私の運営する里山の保全活動に取り組むサシバの里自然学校の里山を活用し、2020 年
度より地元 I 幼稚園（年長組）と継続した幼児向け体験型環境教育プログラムを実施し
ている。この３年間の実践の様子と保護者アンケートから示された園児たちの生き物へ
の興味関心の変容を検証していく。
本実践は、著者が宇都宮大学大学院に在籍していた 2020 年度に 7 回、2021 年に 7 回、
大学院修了後である 2022 年度７月現在で 4 回、5〜11 月までに月 1 回ごとに実施して
いる。プログラム内容は①;手で○○を捕まえよう【15 分】 ②;網を使って捕まえよう
【30 分】 ③;捕まえた生き物観察【15 分】の 3 部構成となっており、園児自ら生き物
を触る、探す、ふりかえる機会を約 1 時間の中で提供している。プログラム実施前と実
施後に保護者(2020 年度 29 名・2021 年度 31 名・2022 年度 30 名)に対してアンケート
調査を行った。また比較のために、一般の幼稚園(I 幼稚園の姉妹園 7 園・合計 119 名)
の保護者にウェブアンケート(2021 年 6 月〜7 月実施)を実施した。
アンケート集計の結果、保護者に向けた「あなたが自らの手で抵抗なく別れる生き物
を全て答えてください。
」
（選択肢：ダンゴムシ・アリ・バッタ・チョウチョ・トンボ・
カエル・ミミズ・全てできない）の回答割合は、I 幼稚園、一般園とも大きな違いは見
られなかった。しかし、園児に向けた「お子さんが自ら抵抗なく触ることの出来る生き
物を全て教えてください。」
（選択肢：同上）の回答に対しては、体験後には生き物を触
れるようになった園児の増加が見られた。 とくに、バッタの増加率が著しくみられた。
また、体験後に「全てできない」と回答する園児が 0%になった。さらに、保護者からの
アンケート自由記述において、
『家庭において「自然や昆虫への興味関心が増している」
と感じるエピソード』は 18 名(回答占有率 64%)から回答があった。「家庭では生き物、
特に昆虫へ興味を示さない、もしくは恐れていた我が子がいつの間にか自分から昆虫を
探し教えてくれた。」といった園児の変化に驚く声が多かった。また、生き物への興味
から飼育する機会が増え、命の大切さへの理解や昆虫の生態についての興味などが増し
ているエピソードも含まれていた。
以上のことから、里山環境を活用した生きもの探しを軸とした体験型環境教育プログラ
ムにより、園児たちの生き物へ興味関心を高めることが出来たと考えられる。
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26D01

日本の環境教育のもう一つのはじまりである
ごみ処理施設の見学について
花嶋温子（大阪産業大学）
キーワード: ごみ処理施設、小学生、社会科見学、減量啓発、廃棄物
日本の環境教育の源流は、自然保護教育と公害教育と言われている。環境教育に関す
る書籍において、環境教育の歴史にごみに関するものは出てこない。
廃棄物処理部局は 1930 年代からごみに関する市民啓発活動が始めていた。暮らしの
外部として捉えられがちなごみの問題を、暮らしの結果であると伝え、自分ごととして
市民に考えてもらえるように、これまで様々な啓発活動を行ってきた。
1935（昭和 10）年の大阪市の「大阪市清掃事業概要」には、塵芥の利用展覧会などの啓発
活動について「因みに是ら運動の実効に至っては問題の性質上尚係数的には判然しないが、
将来之を継続するに於ては必ずや事業実績の上に相当の貢献を現すものと見ている」とあ
る。また、東京市（当時）では、1938(昭和 13)年の市政年報に、
「清く明るく住みよい都市
づくりは、市区当局担当者のみで成し遂げられるものではない。一般市民の協力なくしては
これを求めることは不可能であり、そのためには清掃思想を普及啓発する必要がある」とあ
る。このような視座は、まさに環境教育なのではないだろうか。

小学生を対象とした教育では、1977 年に改定され 1980 年から施行された文部省（当
時）の学習指導要領（社会科小学 4 年）に、「廃棄物の処理については、ごみ、下水の
いずれかを選択して取り上げる」とあり、それ以降全国の小学生が毎年全国のごみ処理
施設を訪れ、40 年以上にわたって環境教育が実施されている。2010 年度に実施した全
国のごみ焼却施設を対象としたアンケート調査（709 施設回答）では、小学校在籍者の
87％が見学に訪れていた。期間的にも人数的にも無視できない環境教育の実施である。
今回、前述のさらに 9 年前、1968(昭和 43)年改定 1971（昭和 46）年施行の学習指導
要領（社会科小学 3 年）に「市(町，村)の環境衛生，たとえば上下水道，じんあいの処
理などの問題について，以前に比べて改善されてきた状態や現在の人々の願いを理解す
ること」という記述があることが明らかになった。また、1970（昭和 45）年に、有田和
正教諭が福岡教育大学附属小倉小学校において、小学 3 年生を対象に立案した「小倉の
町のゴミ」1)という授業計画が、第 21 回読売教育賞（1972）に選ばれた。これがごみ処
理施設見学を全国に普及させるきっかけになったかもしれない。これらは、日本の環境
教育の源流の一つとするべきである。
1)霜田一敏,有田和正:「小学校社会科の授業①
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26D02

北海道の基礎自治体における環境教育の志向について
高橋正弘（大正大学）
キーワード：北海道、自治体、ヒグマ、獣害、野生動物
北海道の基礎自治体のそれぞれが環境教育にどのような志向を持っているかを把握
することを目的とし、特に北海道のみに生息するヒグマに焦点を当てて、ヒグマをめぐ
る環境教育への取り組み状況について、北海道の全基礎自治体を対象としてアンケート
を実施した。2022 年 2 月から 3 月にかけて、北海道の全基礎自治体 179 ヶ所に郵送に
より調査票を送付し、同じく郵送によって調査票を回収した。回答があったのは 129 件
（回収率 70.9％）となり、それらのうち自治体名が記入されていたのは 127 件であっ
た。
アンケートのデータから把握できたことについてはさまざまなものがある。例えば、
当該アンケートに回答した自治体の部署が明らかになったことが挙げられる。それらの
部署がヒグマに係る環境教育を担当しているか、もしくは環境教育の企画もしくは実施
に何らかの関係があるということが予想され、それらの情報を手掛かりに今後のより探
求的な調査の対象の手掛かりとなることが期待される。
また、北海道の基礎自治体では農作物被害との関連付けに非常に高い関心や課題意識
を把持していることが読み取れた。例えば「ヒグマと住民との関りに関する課題が重要
とする自治体での具体的な課題の内容」について、選択肢で尋ねた問への回答では、
91.5％もの自治体が「ヒグマによる農作物被害か生じている/その可能性がある」とし
ていた。これは「ヒグマによる人身被害が発生する/その可能性がある」の 76.9％を大
幅に超えることから、ヒグマに係る問題は人的被害よりも農業被害の方がより重視され
ているということが推察される。このことから、担当部署の全般的な把握と並べると、
ヒグマをめぐる北海道の自治体における課題は「農業」という観点が大きいと理解する
ことができる。その一方で、それなりの回答があるのではないかと想定していた「観光
客によるヒグマへの餌付けが行われている」という課題については、わずか 4 自治体の
みで 3.1％であった。したがってヒグマをめぐって想定され得る問題意識と実際の現場
で把持されている課題意識については何らかのねじれが生じてしまう可能性が認めら
れ、このような調査を通じて現場での意識を把握する必要があることが再確認できた。
なお、ヒグマをめぐる環境教育を自治体内で実施しているかについて各自治体に尋ね
たところ、約 60％にあたる 78 自治体ではヒグマに関する環境教育を「行っている」と
回答したが、
「行っていない」自治体も 47 自治体と、1／3 程度になった。このことにつ
いては、それぞれ「行っている／行っていない」理由の検討が今後の環境教育の展開を
考慮する上で重要となってくる。
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26D03

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大による
教育行政の対応に関する調査研究
福永百合（東京農工大学大学院環境教育学研究室）
キーワード：新型コロナウイルス感染症(COVID-19)、教育行政

2020 年から新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が猛威をふるい、国内の教育行政
に多大な影響を及ぼした。特に COVID-19 の感染流行初期である第１期（2020 年 1〜6
月）では、国内で初めて全国の小・中学校、高等学校及び特別支援学校への一斉臨時休
業の要請（2020 年 3 月 2 日）と緊急事態宣言（同年 4 月 7 日〜5 月 25 日）が発令さる
異例の事態となった。2020 年 2 月 28 日に文部科学省が通知した『新型コロナウイルス
感染症対策のための小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校 等における一斉臨時
休業について(通知)』では、全国の各学校に対して「臨時休業の期間や形態については，
地域や学校の実情を踏まえ，各学校の設置者において判断」することを要請した。この
要請に対して、国による学校の一斉臨時休業の政策判断の法的根拠の提示や情報公開が

不十分であるにもかかわらず、全国の 99％の公立学校が一定期間休業を実施すると判断し
た。

しかし、臨時休業中の生徒への学習・指導は各学校での急な対応措置を要され、教員
や家庭での負担になったことが実情である。さらに、タブレット端末などのデジタル機
器の導入をはじめとする学校の ICT 化の整備が前倒しになるなどの学習環境の変化が
急速に進行した。このように、COVID-19 の感染拡大とその対策をきっかけに、これまで
の学校教育の体制での課題を明らかになり、学校教育のあり方に変化が急速に現れ始め
ている。さらに、未だ人類が遭遇していない未知のウイルスの流行によるパンデミック
下での対策を講じるために、これまでのコロナ禍での学校の感染症対策を記録する必要
がある。
また、コロナ禍での全国の学校における一斉臨時休業及び緊急事態宣言をはじめとし
た感染症対策を包括的な視点で捉える研究は、ほとんど見られない。
本研究では、コロナ禍における国内の COVID-19 感染防止対策として国と地方自治体で
の取り組みと課題を調査・比較し、コロナ禍を通じて学校での教育活動の体制はどのよ
うに変化していくのか展開する。対象の調査地は、国内で最も感染者数が多く、感染拡大
も長期的かつ厳しい制限が要された東京都の取り組みを中心に、その比較対象として他

の道県を数カ所取り上げる。
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26A03

東京電力福島第一原子力発電所事故前後の原子力・放射線
教材等に関するパネル展の実施と来場者へのアンケート
後藤忍（福島大学）・古川直也（玉川村役場）

キーワード：原子力・放射線教材、福島第一原発事故、パネル展、“減思力”の教
訓、アンケート
1．はじめに
2011 年 3 月に起きた東京電力福島第一原子力発電所事故(以下，福島第一原発事故)
の前後で，日本の文部科学省や経済産業省資源エネルギー庁が発行してきた原子力・
放射線副読本や資料は，原子力の推進側や放射線の安全側に偏った内容の不公平性が
指摘されてきた。偏重した教育・広報によって国民の公正な判断力が低下させられて
きたさまは，“減思力”(げんしりょく)の教訓とも呼ばれる。本研究では，原子力・
放射線教材等の内容変化を中心とした特徴を紹介するパネル展の開催により，“減思
力”の教訓を記録し，広く伝えていくことを目的とする。また，来場者へのアンケー
トも実施する。
2．研究対象・調査方法
文部科学省や経済産業省資源エネルギー庁の発行に
よる 2010 年，2011 年，2014 年，2018 年の原子力・放
射線副読本をパネル（A1 サイズ，23 枚）の主な内容
とした。2021 年 12 月 3 日(金)～5 日(日)に福島市の
コラッセふくしま，同年 12 月 10 日(金)～12 日(日)に
いわき市のいわき・ら・ら・ミュウで開催した。ま
た，2021 年改訂の放射線副読本に関するパネル 1 枚を
追加し，NPO 法人 原発災害情報センターの主催行事
図1
に協力する形で，2022 年 5 月 27 日（金）～29 日
パネル作成の方針・ 工夫と例
（日）に白河市のマイタウン白河で開催した（同市
内の別会場で 8 月 21 日まで継続予定）。図 1 にはパ
ネル作成の方針・工夫と例，図 2 には調査票の項目を示
す。
3．結果及び考察
福島市・いわき市 2 会場の合計で来場者は 161 人，調
査票回収数は 76 枚だった。「面白かった」と「やや面白
かった」の合計は 9 割以上で，理由は「“減思力”の教
訓に共感し，伝えていきたいと思ったから」が最も多か
図 2 調査票の項目
った。来場者の多くにパネル展の趣旨を理解していただ
いたと考えられる。本発表では，白河市でのアンケート
結果を追加して報告したい。本研究は JSPS 科研費(20K01119)の助成を受けて行った。
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26A04

科目横断型の環境教育を目指して
－国連子ども環境ポスターを活用した鑑賞教育－
畑田彩（京都外国語大学）・鷹木朗（京都芸術大学）・
宗田勝也（総合地球環境学研究所）・阿部健一（総合地球環境学研究所）
キーワード：図画工作、美術、STEAM 教育、鑑賞
環境問題は、現代の人類にとって解決困難な課題の一つである。環境問題は突き詰
めると我々人類のライフスタイルに原因があり、根本的な解決には個々の市民がその
暮らし方を変えていく必要がある。このような点から、21 世紀の市民に対し、環境教
育の果たす社会的役割は非常に大きい。特に、先入観が確立しておらず、一律の教育
が行える小学校・中学校での環境教育は重要である。
しかしながら、現在行われている環境教育は「最も環境教育が必要な子どもたちに効果
的な環境教育ができない」という問題を抱えている。都市部で生活する子どもたちの日常
生活はますます自然体験と剥離している。その上「田舎の祖父母の家に行く」という非日
常的な自然体験すら、都市部へ流出した団塊世代が祖父母の世代になることによって減っ
てきている。COVID-19 による外出自粛はさらに拍車をかけた。さらに、義務教育のカリ
キュラムにも、環境教育とリンクのある科目や内容はあるもののいずれも断片的で、
体系的な環境教育ができないという問題点がある。
一方、鑑賞教育は、「図画工作」や「美術」の枠にとらわれない総合教育として、
さまざまな可能性を秘めている。「自分の見方や感じ方を深め、伝える」ことは国語
教育の一端を担えるし、「生活の中の造形」や「自然の造形」を観察することは、理
科教育にも共通する。作品を通じての多文化理解は、新たに教科として加わる道徳に
も通じるものがある。そして、「生活や自然の造形や文化に対して自分の見方や感じ
方を深めること」は、決まった答えがないという点も含めて、環境教育そのものであ
る。
そこで、本研究では、小中学校での環境教育の新たな場として「図画工作」「美術」
での鑑賞を活用することを提案する。
総合地球環境学研究所は「国連子ども環境ポスター」コンテストの応募作品約 20 万点
を所蔵しており、これらの絵画を教材として用いている。2021 年度は①絵画の選定及
びデジタル化、展示用絵画の作成、②教員免許状更新講習でのワークショップ（京都
芸術大学）、③博物館学芸員資格取得科目での教育プログラム開発（京都外国語大学）
④鑑賞教育をハブとした科目横断型教育の構築を行った。2022 年度は、①親子対象の
紙しばい作りのワークショップ（8 月 13 日実施）②中学校の「美術」での鑑賞教育の
実践 ③鑑賞教育プログラムの集約及びパッケージ化を予定している。本発表では、
これらの活動の中間報告を行う。
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26A05

環境美学の諸相と環境教育
森谷昭一（森谷工房環境教育部）
キーワード： 環境美学、学の体系、環境思想、自然と人工、合理自然志向
美は恐るべきものの始まりに過ぎないのだから。(リルケ)
危機に目をそらし、とり憑かれたように環境を破壊し続ける衝動の元はなんだろう。美とする
のが適切なのではないだろうか。美食やお洒落のために費やされる資源など、環境破壊の深
因をつきつめると美への志向が立ち現れる。一方で、自然に対する美的感性が環境保護の原
動力にもなる。環境学は美をどう扱えば良いのだろうか。環境美学の論点もまだ混乱状態とも
言える。学の学として、環境と美学について再体系化すべきだろう。古典的哲学では、人の最
終目的は真理・善・美 の3つとしている。問いの方向性 why か how を指標にして辿りつく
究極的な価値による分類である。真理はwhyを問い続ける。倫理学は苦しみを始点として、
howを問い、善を追求する。これらから外れる別次元の目的が美である。芸術やスポーツなど
の最終目標は倫理でもなく真理でもない。多くの人が芸術や娯楽にとりつかれ、幸せに背を向
けてすら美を追求する。美による環境破壊は、倫理と美のコンフリクトである。 科学は環境保
護のために必須であるとともに、環境破壊をもたらす原動力でもある。医学・工学・法学・教育
学などは苦を始点とする倫理学であり科学ではない。環境学は、真理を求める科学ではなく、
公害や自然破壊による苦しみから脱して、人類の生き残りを目指す環境善が目標の倫理学で
ある。自然と人工という概念も錯綜しているが植生遷移の概念を指標にして、原生林・人工林・
里山・農地・都市等を連続的に規格分類できる。森林美学・造園美学・景観論等、それぞれで
美を取り扱う学と技術が成立している。自然と人工の視点に美がどう関与するのか、合理と非
合理の座標を導入し、組み合わせると、1.合理人工 2.合理自然 3.非合理自然 4.非合人
工の4類型の志向が考えられる。遺伝子組換え技術などに進む志向が合理人工であり、ナチ
ュラリスト達の志向は合理自然である。 自然志向で科学的思考も否定する傾向が非合理自
然である。非合理志向で科学を用いる非合理人工志向は環境破壊の強力な担い手である。4
類型の領域毎に、それぞれの美がある。合理自然派の美学は知的に自然を捉えた先に成立
する。合理人工派は機械美や都市建築に見られる美学を持つ。環境学は倫理学として、科学
や美学とどうつきあうべきなのだろう。技術改革が環境を守るという合理人工志向による環境改
善論は本当に可能なのか。非合理自然志向は閉鎖社会をつくり普遍性に欠ける。合理自然
の志向の上に成り立つ美学が共有される事が持続的な地球環境をもたらすものと考える。美
は恐るべきものの始まりであると共に、大切な感性を固定化するものでもある。美と真理という
夢が環境破壊により「夢のあと」に廃墟を残して人類が消滅しないように倫理学としての環境学
は、美と真理を制御できる学となるべきだろう。教育によって、その目的を達成しようとする環境
教育学は美を取り扱い、美の環境教育学が形成されていくべきだろう。
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26B04

日本人の若者を対象とした生物多様性への意識の現状と
情報普及に関する検討
矢動丸琴子・豊島亮 (一般社団法人 Change Our Next Decade)
キーワード: 生物多様性、若者、意識調査、関心度、認知度
■背景と目的
Global Risks Report 2022 (World Economic Forum,2022)によると、生物多様性の損
失は、気候変動、異常気象に次いで、今後 10 年間の地球規模での最も深刻なリスクと
されている。生物多様性の損失を止め、回復に導くためには重要なステークホルダーの
1 つである若者の意識を高め、行動を促す必要があると考えられる。しかし、生物多様
性の認知度に関する調査では、若者(18～29 歳)の 35.7％が生物多様性について聞いた
こともないと回答しており(内閣府,2019)、日本人の環境危機意識調査(旭硝子財
団,2021)によると、生物多様性に対する若者(18～24 歳)の危機意識は 1.5％となってい
た。そこで、本調査では、日本人の若者の生物多様性への意識や印象について把握し、
日常的に使用する媒体における情報普及のあり方について検討することを目的とした。
■調査方法
調査は、インターネットリサーチ会社に調査票の配布を依頼し実施した。2022 年 2 月
に、モニターに登録している日本人の若者 1000 名から回答を得た。回答者は、18 歳〜
30 歳の若者とし、性別は男性 273 名、女性 727 名であった。回答者の居住都道府県が
均等になるよう各都道府県の回答者数が 21 名もしくは 22 名になるよう調整を行った。
■結果と考察
本調査の結果から、約７割の若者が生物多様性について関心があるものの具体的な事
例や言葉の意味について説明ができるのは約３割であることが明らかとなった。この要
因として、生物多様性を「難しい」
「専門性が高い」と考える人が多く、
「生物多様性に
関する情報にふれる機会がある」人が少ないこと等が関係しているのではないかと考え
られた。また、学校の授業やマスメディアで生物多様性について知った人が多いものの、
その後生物多様性に関する情報にふれる機会が少ない人が多かったことから、これまで
とは異なる方法での情報発信が必要であると考えられる。しかし、多くの若者が SNS を
利用する一方で、それらを好きなものに関する情報収集や暇つぶしに利用する傾向が高
いことから、SNS での情報発信は効果的ではない可能性もある。
今後は、多くの若者に届きやすい情報発信の方法を模索するとともに、生物多様性を
身近に感じてもらえるような内容の情報を発信し、多くの若者の生物多様性に対するハ
ードルを下げていくことが必要であると考えられた。
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26B05

野生復帰と環境課題とが地域内で両立する可能性について
本田裕子（大正大学）
キーワード：野生復帰、コウノトリ、環境課題
本報告では、野生復帰の対象種であるコウノトリをめぐり、複数の自治体で実施した
アンケート調査の結果から、野生復帰の推進とその地域の環境課題の解決が両立する可
能性、およびそれらが統合した形での環境教育や意識啓発のあり方について考察する。
アンケート調査を実施した自治体は、2005 年に国内で最初となる野生復帰が行われ、
現在も多くのコウノトリが生息する兵庫県豊岡市、2015 年から野生復帰を実施してき
た千葉県野田市、野外繁殖に 2017 年から成功している島根県雲南市、今後野外繁殖が
期待される茨城県神栖市の 4 自治体である。調査概要は表 1 に整理したとおりである。
表 1 本報告で用いるアンケート調査の概要
対象自治体
調査時期
実施方法
標本 抽出台帳
対象者数
質問数
回収率
公表

島根県雲南市
2019年8月～9月

兵庫県豊岡市
茨城県神栖市
千葉県野田市
2020年11月～12月
2021年1月～2月
2022年1月
郵送調査
WEB調査
住民基本台帳
調査会社のモニター
20歳～79歳の男女1,000人
279人
29問
32問
20問
20問
42.3%
61.1%
49.1%
－
（本田，2020）
（本田，2021） （高橋・本田，2021） （高橋・本田，2022）

アンケート調査結果を比較したところ、豊岡市と雲南市、神栖市と野田市とで肯定的
な回答割合で差も見られたが、4 自治体ともにコウノトリおよび野生復帰に肯定的な傾
向であることは共通していた。中でもコウノトリを「豊かな自然環境の象徴」と捉える
傾向は共通していた。一方で、コウノトリの野生復帰や保護のための環境教育や意識啓
発が必要かどうかについては「はい」という回答が最も多く選ばれ、また「わからない」
という回答が約 2～4 割となった。自治体内での環境課題については、豊岡市と雲南市
ではシカやイノシシ等の「野生動物による被害」を挙げる回答が、神栖市と野田市では
「ごみ問題」を挙げる回答がそれぞれ最も多く選ばれた。
コウノトリを「豊かな自然環境の象徴」と捉えながらも、それぞれの地域の環境課題
の解決と関連づける動きは現状見られていない。コウノトリを「豊かな自然環境の象徴」
とする認識がいずれの自治体でも確立しているからこそ、それぞれの地域の環境課題に
関連させていく環境教育や意識啓発の取り組みが今後求められる。野生復帰の取り組み
はコウノトリの国内での安定的な生息に向けて今後も継続していくことが予想される
ため、野生復帰や野外繁殖に関係する自治体での住民の理解と協力が引き続き必要不可
欠だからである。
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流域 NCP（Nature’s Contributions to people)の向上を
目指した関係価値の把握とその評価手法ー岩手県閉伊川に
おける水圏環境教育プログラムへの応用可能性
LI SICONG・佐々木剛（東京海洋大学 海洋科学技術研究科）
キーワード：関係価値、水圏環境教育、岩手県宮古市閉伊川流域
社会・経済・環境問題が複雑になる背景で、近年に、生態系環境を多様な価値観を支
えるアプローチで評価することが、求められている。人々と周りの自然環境の関係を表
す関係価値（Relational values）の概念が提案されて以来、国際的な各地域で関係価
値の評価に関する研究が行われてきた。その研究の普及と共に、関係価値に関する多い
研究で、固有価値と有用価値が解決できない問題に有効であり、環境を守ることに強い
動機づけを与え、地域の持続可能な生態系管理を支える必要な価値であるなどと言われ
た。現時点の研究により、環境教育が手段として関係価値を育成する可能であると考え
られ、これから関係価値との共通の部分でより一層研究することが期待されている。
昔から自然との関わりが多い日本では、自然生態の関係価値について研究もまだ普及
していない一方で、日本の環境教育で、自然との関わりを体験する活動が多いことから、
実際には関係価値の要素を育成すると考えている。本研究では、311 東日本大震災の後
で、持続可能な地域の復興を目指す岩手県宮古市閉伊川流域で、地域住民を対象として、
地域環境の関係価値を評価し，岩手県閉伊川流域における水圏環境教育プログラムの結
果をまとめ、関係価値を水圏環境教育に応用の可能性を検討する。
方法：１、関係価値の定義を中心とする、関係価値の評価の指標開発（質問用紙で作成
する）；
２、質問用紙を使用し、宮古市閉伊川流域内で、インタビュー調査を行う（標本
１４本）
；
３、水圏環境教育の定義、基本原則、活動の成果をまとめ、関係価値を育成する
可能性を明らかにする。
結果：岩手県宮古市閉伊川流域の調査結果により、関係価値の存在が多様な場面で見ら
れ、これは地域住民の生活と流域の環境を維持することに対して重要な価値観である。
また森川海のつながりを基調とした教育活動は、参加する人が流域環境のつながりを感
じることにより、関係価値の要素に近くて、これから関係価値を応用する可能性を考え
られる。
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環境教育研究としての「土着知」の見える化と世代間継承
小栗有子 (鹿児島大学)
キーワード: 奄美群島、環境文化、土着知、世代間継承、教育方法の開発
■報告の目的
本報告は、「土着知」の見える化と世代間継承が、なぜ環境教育研究として取り組む
べき課題なのかについて提起し、今後の研究の見通しについて提示すること目的である。
より具体的には、身体を用いて直接自然環境（土地）と関わることで形成される「土地
に根ざした知（土着知）
」の内容とその獲得過程を解明することの意義について論じる。
報告に当たっては、筆者がこれまで奄美群島をフィールドに構想してきた「日本にお
ける「indigenous environmental education（土着的環境教育）」
」概念枠組みを紹介し、
本研究の環境教育研究史的位置と問題の所在についてまず確認する。そのうえで、本研
究の規定する「土着知」の範囲、および、それを「見える化」することの意味内容につ
いて言及し、本研究に取り組む現代的意義と今後の見通しについて確認する。
■研究の背景
本報告は、以下に示すこれまでの研究成果の延長として新たに展開するものである。
報告者は、2009 年より奄美群島をフィールドに環境教育に関する原理的な研究に着
手した。日本の「原＜環境教育＞」
（安藤聡彦 2014）を色濃く残す奄美群島の教育を調
査するなかで土地に根ざした人間形成の営みを発見し、「自然環境との関わりが人間形
成過程に与える影響の解明」に向けた研究に取り組んできた。また、近代西洋教育由来
の日本の学校教育制度や戦後の公的社会教育の枠組みでは、島に固有の人間形成の営み
を 捉 え る こ と が で き な い こ と か ら 、 日 本 に お け る 「 indigenous environmental
education（土着的環境教育）」概念を構想するに至った（小栗 2020）
。
現在は、次の二つの研究課題に取り組んでおり、本報告が前提に置く課題意識である。
一つは、身体を用いて直接自然環境（土地）と関わることで形成される「土地に根ざ
した知（土着知）」の内容とその獲得過程を明らかにすることである。この問いの前提
には、言語化できる客観的で理性的な知識（形式知）のみで自然を理解する方法と、直
接五感を使って自然に働きかけ、主観的で身体的な知識（暗黙知）として自然を理解す
る方法には、形成される自然認識や価値意識に差が生じるという理解がある。
二つ目は、身体的な知識（暗黙知）を無意識のうちに獲得・伝承できていた時代（生
産・生活手段を身近な自然環境から直接調達していた時代）に比べて現在は、
「土着知」
の形成・継承の基盤は揺らいでいる。そのため今後いかなる条件を意図的に創り出し、
次世代につないでいくことが可能かを明らかにすることである。
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環境教育の視座からみた養蜂
－ミツバチ種の違いに着目して
溝田浩二（宮城教育大学）
キーワード:

養蜂、ニホンミツバチ、セイヨウミツバチ、環境教育

養蜂が空前のブームになるなど、近年ミツバチへの関心が高まっている。都会では国
内外のハチミツを味比べできる専門店が次々と誕生し、地方では趣味養蜂が盛んに行わ
れている。ミツバチ関連の書籍やインターネット上の情報量も増え、ミツバチからの恵
み（ハチミツ、ローヤルゼリー、プロポリス、花粉、蜂の子、蜜蝋、蜂毒など）を日常
的に楽しむ人も増えている。それに呼応するように、ミツバチは教育分野でもニーズが
高まっており、養蜂を題材とした環境教育の実践も増加傾向にある。その背景には、ミ
ツバチの生物学的なユニークさに加えて、ポリネーションを通じた食糧生産への貢献に
対する認識や、ミツバチが潜在的にもっている人と自然、人と人とを結びつける力への
期待などがあるように思われる。
日本には現在、ニホンミツバチ Apis cerana japonica とセイヨウミツバチ Apis

mellifera という 2 種のミツバチが生息している。両種はともに真社会性をもつ同属の
近縁種でありながら、在来の野生種、外来の家畜種というきわめて大きな違いを含め、
仔細にみれば、生態的にも形態的にも相違点が多い。養蜂スタイルやそこに内包されて
いる技術や知恵についても然りである。しかしながら、教育現場でミツバチが活用され
る場合、両種の特性をきちんと理解したうえで選択されているケースはあまり多くない
のではないだろうか。
それでは、環境教育という視座から養蜂をみたとき、ニホンミツバチを対象とした養
蜂と、セイヨウミツバチを対象とした養蜂とではいったい何が違うのだろうか。今回の
発表では、ニホンミツバチとセイヨウミツバチの特性の違いを明らかにしたうえで、環
境教育の視座から養蜂という行為を捉え直したい。
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国を超えた online 双方向型研修の現在地
～コロナ禍での中国、中南米との研修実践から～
鳥屋尾健（公益財団法人キープ協会）・朱惠雯（日中市民社会ネット）

キーワード: 国際協力、人材育成、環境保全、自然教育、インタープリテーション、
SDGｓ、ESD、online、中国、中南米、コロナ、参加者中心の学びの場づくり

2020～21 年度は、コロナ禍の時期が続き、海外研修生を受け入れての研修実施は困
難な状況にあった。その欠落の補完の方法の一つとして、オンラインでの研修会が実施
の一般化が進んだ。本報告では、中国及び中南米の環境教育・自然体験等の指導者を対
象とした 2 日間～1 ｹ月間の 8 つの online での研修実践を元に、「情報や知識の伝達」
といった学びではなく、「内発的に参加者の中からうまれてくるもの」を大事にした学
びの場づくりの試みの中での試行錯誤を共有し、今後こうした場づくりに関わる人の一
助となればと考える。
報告事例は、日中市民社会ネットワークが主催した中国の自然教育関係者を主対象と
した「雲水自然学校」及び、独立行政法人国際協力機構が主催した中南米の行政・NPO
等の関係者を対象とした環境保全・インタープリテーションをテーマとした研修会を取
り上げる。
「雲水自然学校」は、2020 年春に第 1 期、秋に第 2 期、2021 年春に第 3 期を実施し
ている。
「人との関わり」
「人と自然の関り」
「組織の在り方」
「リスクマネジメント」の
4 つのコースを設定。各コース 1 回 2 時間～3 時間、1～2 週間間隔で 5～7 回で終了す
る形式で実施した。実践の中で「アフタートークの設定」
「SNS を活用したグループ作り
と翌週への課題」「対話型実習の設定」等の工夫を行った。
国際協力機構の研修では、15 回×2 時間+αのオンラインオンタイムでの時間設計で、
2021 年度 2 月に 1 ヶ月間「相互理解のためのグループづくり」「SNS 等を活用したグル
ープ作りと資料共有」
「オンライン研修での学びの場の促進」等の工夫を行った。
オンラインでの研修機会は、ともすれば「情報や知識の伝達」の軸にふれがちで、と
もすれば「オンデマンド教材」でよいではないかといわれかねない。オンデマンド教材・
オンラインオンタイム研修・リアル研修それぞれのメリット・デメリットは、通信機器
や環境の変化や社会の受容度愛の変化等刻々と変わり続けている。その中で、いかに
「内発的に参加者からうまれてくるもの」を大切にした「参加者中心の学びの場づくり」
の軸への工夫をしていけるか、問い続けていきたい。
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持続的な自然資源利用と管理に関する考察
―ウクライナ人留学生の受け入れによる自然観の相違から
長濱和代（日本経済大学）
キーワード：自然資源管理、ウクライナ、戦争、メンター制度、面談調査
自然資源の管理と利用については、国や地域によって異なり、その資源量は管理に影
響を与え、自然に対しての見方や認識を左右する。日本では降水量も多く、国土のおよ
そ 7 割が森林で被覆され水源涵養が機能していることから、水資源が豊富にある。また
伝統的に木材を利用して木造建築や家具などを利用してきた。休日には自然による癒し
（いやし）を求めて、山林や海浜を訪れる人も少なくない。
日本経済大学では、2020 年 8 月に、ウクライナにあるキエフ国立言語大学（KNL）と
「学術交流協定」及び「学生派遣協定」を締結したことから、学生の交換留学と併せて、
教員の相互派遣、学術共同プログラムの策定・推進、学術論文の共同出版などの多面的
な協力促進を目指している（大学 HP より）
。今年度もウクライナから日本語を専攻する
数名の留学生の受入が予定していた中で、今年 2 月にロシアとウクライナによる戦争が
起きた。大学理事長（学長）は日本への留学を希望するすべての日本語専攻の学生の受
け入れを決意して、3～4 月にウクライナから約 70 名の留学生を受け入れた。大学では
授業料、学生寮費を無償として、食費・生活費を提供している。現在は国内の企業や市
民の皆さんから、物資や支援金などの支援をいただいている。
大学内では教員が、講義やゼミとは別に数名の留学生を受け持ち、留学生の心理的負
担を軽減するためのメンターとして、4 月末から毎週 3～5 名の学生と面談を行ってい
る。継続的な面談により、食事、文化や習慣など様々な違いがわかってきた。とりわけ
自然観について「私は雨が大好きです。」
「雨の後、筑紫野（大学の周辺）はとても美し
いです。」などとして雨を肯定的にとらえる感覚は、日本人が「雨天は天候が悪い」と
考える時との相違を認識させられた。この背後には、降雨量の少なさや水の保有量など
自然資源の利用と管理の違いがあると考えられる。
本報告では、毎週の面談（聞き取り調査）による自然観の相違と先行文献をふまえて
自然資源の認識が持続的な自然資源利用と管理にどのように影響を及ぼすのか、考察す
る。さらに本研究の結果と考察を共有して自然感の認識の相違を理解することで、自然
資源についての認識の多様性が、自然資源の持続的管理を高める要因になるのか検討す
る。
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日中の大学生の森林に対する知識・態度・行動の特徴と関係性
李婉（鳥取大学）・井上憲一・高橋絵里奈・伊藤勝久（島根大学）
キーワード：森林環境教育、アンケート調査、KAP モデル、日中比較、相互関係
同じアジア圏の中で、日本と中国はともに森林・林業の発展とそのための人材育成・
森林環境教育の普及は極めて重要な課題となっている。本研究は、経済が成熟し、環境
意識は高いものの森林整備の遅れや林業が停滞している日本と、経済成長とともに環境
保護や森林保全の意識が高まっている中国の、2010 年代に森林・環境教育を受けてき
た大学生を対象に、森林・環境に対する知識・態度・行動の特徴と関係性を比較検討す
ることを目的とする。
分析においては、KAP モデル（Knowledge・Attitude・Practice）を援用し、森林に対
してどのレベルの知識を持っているか、どのような態度を養ったか、どのような行動を
とっているかに着目した。そのため、森林に関する知識（森林生態系サービス知識、森
林の持続的な利用の知識、森林分布と産地の知識）、態度（環境一般、森林への態度）、
行動（環境一般・森林支払い行動および森林参加行動）の項目でウェブアンケート調査
を行い、Pearson の相関係数をもとに相関分析を行った。
分析の結果、知識については、日中ともに森林の環境的機能への認知は高かったが、
経済的・文化的機能への認知は低かった。環境一般および森林への態度は総じて積極的
であった。行動について、
日本では経済的な支払い
行動は実行しがたいが、
森林参加型の行動は有意
に高かった。一方、中国
では、すべての項目間に
有意な差がみられなかっ
たが、日本より有意に高
かった。また、関係性（図
1、図 2）について、両国
とも森林に対する知識と
態度、態度と行動、知識
と行動の関係性が確認さ
れたが、日中の関連パタ
ーンに違いがあることが
明らかとなった。
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第 3 日目：８月 27 日（土）
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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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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。
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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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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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気候危機及びエネルギー危機に対峙する
STEAM 教育の視点を取り入れた環境教育への期待
藤岡達也（滋賀大学大学院教育学研究科）
キーワード：気候変動、エネルギー危機、STEAM 教育、SDGs・ESD、地球環境
IPCC 第 6 次評価報告書においては，地球温暖化に対する警鐘が示され，SDGs13 のゴ
ールにおいても気候変動への対応は喫緊の課題とされている。地球温暖化に関しては，
太陽活動などと比べ，人間の自然界への影響は限られていることもあり，二酸化炭素等
の温室効果ガスの排出量との関係のみに限らない様々な見解が存在する。しかし，近年
の状況を考察すると人間活動との関わりは無視できない。一方で，化石燃料削減のため
の具体的な展望のないまま，方向性のみ決めてしまうと誤った判断の懸念もある。
SDGs７に示されているエネルギーの課題は切実である。本稿では，気候変動及びエネ
ルギーの危機に今後どのような環境教育の視点からアプローチ可能か，現在の教育界の
動向を踏まえながら考察する。Society5.0 の時代に対応する人材の育成が注視されて
いる。その中で，STEAM 教育が期待されている。確かにアメリカを中心とした STEM/STEAM
教育の展開を見る限り，総合的な理系/文理融合型の取組を小学校段階から教育に求め
られる意義もある。プログラミング教育を含め，教科横断的なカリキュラムマネジメン
トなどとも連動して現学習指導要領でも意識されている。放射線・原子力，防災・減災，
復興，エネルギー・環境などの課題は STEAM 教育の素材そのものである。
ただ，懸念される点も見られる。一つは福島第一原子力発電所事故後も文科省は，副
読本の改訂を重ね，放射線教育の振興を進めている。主張としては放射線を正しく知り，
いじめをなくすこと，福島県の復興は順調に進んでいることを示している。STEAM 教育
を取り入れ，エネルギー，気候変動の取扱いを日本の置かれた状況から考える必要があ
る。まずは，自然環境が欧米等と抜本的に異なることである。例えば，億年単位の安定
大陸に位置する欧米諸国と数千万年単位の変動帯に位置する日本列島との違いである。
これは原子力発電所及び高レベル放射性廃棄物処分施設の設置に重要な検討項目とな
る。日本の地形・地質，気象等の自然環境を踏まえた STEAM 教育が不可欠である。また
STEAM 教育の A については幅広く捉えられる傾向にあり，従来から環境問題は文明問題
の視点から環境教育と STS 教育との関連性が指摘され（例えば，鈴木，1990 など）
，か
つては STS 教育の視点を取り入れた環境教育の実践研究も数多く見られた。
STS 教育は，
自然災害に関する防災・減災，復興に関する教育，資源・エネルギーに関する教育など，
問題の把握や解決に理解しやすい点がある。様々な危機の中，STEAM 教育と STS 教育の
関連性を整理し，日本及び発達の段階に応じたアプローチを検討する必要がある。
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28A02

気候変動避難民と教育へのアクセスに関するインドの事例
研究
野口扶美子（立教大学）
キーワード：気候変動、気候変動避難民、持続可能な開発のための教育（ESD）
、イン
ド、生涯学習
IPCC 第 6 時評価報告書によると、大気中の CO2 濃度は、産業革命以前と比べ、約 47％
高くなり、世界平均気温（2011～2020 年）は、約 1.09℃上昇している。2081～2100 年
の世界平均気温の変化予測は、産業革命前と比べて＋1.0℃、最大で＋5.7℃と予測され、
深刻な気候変動の影響は不可避としている。すでに、極度の熱波と寒波、頻発し強大化
したサイクロンやモンスーンによる大雨による、洪水や海面上昇、氷河融解、長期にわ
たる旱魃が世界各地で起こり、居住や労働環境、自然生態系、食糧生産への深刻な影響
が見られる。この中で、気候変動による自然災害によって、それまで住んでいた地域で
安心、安全に生活をし続けることが困難となる「気候変動避難民」がいる。
2022 年の時点で、気候変動避難民は、全世界で 3070 万人と推計され、その 80％が東
アジア、南アジア、太平洋島しょ国に集中している（IDMC, 2021）。しかし、
「気候変動
避難民」に関する定義は確立しておらず、この推計の数字には、政府などの公的な支援
をうけた国内避難民のみが含まれ、(i)短期・季節労働者という形態をとって避難する
人びと、(ii)避難ができず同じ地域に留まらざるを得ない人びと、
（iii）国境を超えて
避難する人びとは含まれない。現在の国際的な政策枠組みは、複雑で多様な避難パター
ンに対応しておらず、推計よりはるかに多くの気候変動避難民がいると推測される。
本発表では、筆者が昨年度、国連大学サステイナビリティ高等研究所（UNU-IAS）に
おいて実施した、ユネスコとの共同研究「アジア太平洋地域における気候変動避難民の
教育へのアクセス：インドにおける事例研究」の成果を共有する。特に、この研究では、
気候変動による自然災害の影響を最も受け、社会経済的にも恵まれず、教育への参加率
が最も低いビハール州、カルナタカ州、西ベンガル州、タミル・ナドゥ州でのフィール
ド調査を行い、政策枠組みの中で認知されていない上記３つの脆弱層の現状把握と、生
涯学習の視点からみた彼らの教育へのニーズとアクセスの状況、地域で実施されている
支援や、課題とあるべき支援についてのデータ収集と分析を行った。特に、これらの地
域では、災害の影響の中で、既存の社会経済的な格差がさらに拡大し、これらの気候変
動避難民がさらに困窮している様子がわかった。災害の中で受けた心の傷も持ちながら、
教育を継続する機会を失い、インフォーマルセクターなどでの仕事につく中で、差別や
家庭内暴力、人身売買のリスクに晒されることが多く、中でも、子ども、若者、女性が
最も脆弱な立場に置かれている。
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28A03

気候変動教育における日本と韓国の捉え方
松井晋作（桐蔭横浜大学）
キーワード：気候変動教育（CCE）
、ESD、GCED
気候変動教育（以下、CCE）の契機は、1992 年、リオで開催された国連環境開発会議
における「環境と開発のためのリオ・デ・ジャネイロ宣言」の行動計画「アジェンダ 21」
で ESD の重要性が明記され、同時に、気候変動枠組条約が合意され、気候変動に関する
教育、訓練及び啓発の促進、そのための事業計画の作成等が条項に明記されたことであ
る。日本では、地球温暖化対策の推進に関する法律(1998)の施行より、地球温暖化の問
題が教育テーマとして取り上げられ、環境教育の基盤として CCE を紐づけている。その
後、日本の CCE は、Getting Climate-Ready: A Guide for Schools on Climate Action
にあるホールスクール・アプローチ（4 つの領域「学校ガバナンス」
「教授と学習」
「地
域連携」「施設と運営」に持続可能性の学校文化を浸透させる手法）で、ESD を軸に環
境・社会・経済に共通する基層の概念である文化の形成を意識しつつ推進している。
一方、韓国の CCE は、APCEIU が準備する GCED Online Campus のプラットフォームで、
パンデミックと GCED、人権、メディアと情報リテラシー、気候危機、女性のエンパワー
メント、紛争と平和などを学習していく中で、より平和で公正、寛容な平和な世界を意
識し、積極的に貢献する地球市民としての知識、技能、価値観、態度を学習者に身につ
けさせる GCED を軸に MOOC の活用などを図りつつ CCE を推進している。最近の APCEIU
は、2021 年より OCE（La main à la pâte の後援で設立された財団：フランス）と連携
を模索しつつ CCE をより一層推進している。
本発表では、日本の CCE の特徴である ESD に紐づいた自然的環境を主体とした人間の
行動規範・意識の変革としてのアプローチを歴史的に俯瞰しつつ、韓国の CCE の特徴で
ある GCED に紐づいた人間同士の関係性・意識の問題を主体とした社会共同体と自然環
境の両方に対する個人の選択と責任に根ざす倫理観へのアプローチの存在論的差異に
ついて、ESD と GCED 双方の CCE への重要視点である「生態学的な世界への帰属」をキ
ーワードに報告する。
参考文献
永田佳之（2018）科学研究費助成事業報告書「気候変動と教育に関する学際的研究―適
応と緩和のための ESD 教材開発と教員研修―」(最終報告書)
APCEIU & Office for Climate Education（2021）EXPERT MEETING FOR INTEGRATING
GLOBAL CITIZENSHIP EDUCATION AND CLIMATE CHANGE EDUCATION
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28B01

気候危機と Z 世代に対応する環境教育－日本環境教育史
研究Ⅴ－
新田和宏（近畿大学）
キーワード：グレタ・ショック、Z 世代、ジェネレーション・レフト
①．環境教育は現在二つの重大なショックに直面しているといえる。COVID-19 による「パ
ンデミック・シック」であり、今一つは気候危機に端を発する「グレタ・ショック」である。
②．本発表は、後者のグレタ・ショックに関連する省察である。その省察の視界の中に、
世代という属性を取り込みながら、改めて日本環境教育史における気候危機とグレタ・ショ
ックが発する意味について読み解いてみようとする試みである。
③．周知の通り、1987 年、国連の環境と開発に関する世界委員会は『我ら共有の未来』と
いうレポートを世に問い、「持続可能な開発」という概念を提起した。すなわち、「持続可
能な開発とは、将来の世代の欲求を充たしつつ、現代の世代の欲求も満足させるような開発
をいう」。問題なのは、かかる持続可能な開発の概念規定に言うところの「将来の世代」が、
．．．．．．．．．．．
．．．．．．．．．．．
文言上における抽象的かつ潜在的な存在ではなく、今や、具体的かつ顕在的な存在として現
前化した点である。しかも、「Z 世代」、しかも「グレタ世代」もしくは「ジェネレーショ
ン・レフト」として、である。このことの意味は重大である。
④．将来世代は、SDG13 が掲げる「気候変動およびその影響と闘うために、緊急の行動を
起こす」という要請に、正に呼応するかのようにして現前化し、
「FFF（未来ための金曜日）」
という「緊急の行動」をグローバルに起こした。FFF を通じて、将来世代が現役世代に対し
て、気候変動を食い止めるために、緊急行動を起こすように強く要求してきた。ここでも確
認しなければならないことがある。基本的に、決して FFF が環境教育を直接の契機にして、
あるいはまた環境教育後の学びの成果を受けた流れの延長線に出現したエコロジー運動で
あるという訳ではない、ということである。端的に言って、FFF は気候変動に対する、スウ
ェーデンの少女グレタ・トゥエンベリーの学校ストという「出来事」に由来する。
⑤．グレタ・ショックは「環境教育から始まる環境行動変容」という言説に根本的な疑義
を呈するに至った。同様に、「環境教育からでは始まらない環境に関する社会的行動変容」
という結果としての事実を明らかにした。換言すれば、環境教育が環境社会の変容を目指す
社会的行動に連動するほど単純ではない。かくして、グレタ・ショックは環境教育のレゾン・
デートルを問い糾すほどに深刻である。
（この続きは大会において）
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28B02

世代間による環境的行動の要因に関する考察
櫃本真美代 (常磐大学)
キーワード: 環境的行動、自然体験、ジェネレーション・レフト
環境教育や ESD の最終目標は、興味・関心に終わらず、具体的な行動を起こす人々を
いかに育てるかにあるが、これは永遠の課題のように感じる。これまでも行動を促す要
因についての研究は様々あり、例えば、三阪（2003）による環境問題の認知・行動モデ
ル、松本・松本・水野（2021）による人生における経験（ライフイベント）としての「家
事の分担」や「第一子の子育て経験」
、さらには降旗ら（2006）の SLE 研究では、環境
的行動をすでに起こしている人々の人生を振り返ると、様々な体験があるなかで自然体
験の影響が大きいことがわかっている。この結果は、国立青少年教育振興機構（2018）
の子どもの頃の体験とその後の社会を生き抜く資質・能力への影響に関する調査におい
ても、自然体験を含む豊富な体験があるほど成人になってからの「意欲」、
「コミュニケ
ーション力」
、
「自己肯定感」、
「へこたれない力」が高いことがわかっており、幼少期の
自然体験が何かしら成人の意識や行動に影響を及ぼすと考えていいだろう。
しかしながら、現在は自然環境の減少だけでなく、自然そのものを利用した遊びの減
少、さらには室内遊びの増加など、幼少期の自然体験の確保は難しいといえる。国立青
少年教育振興機構（2018）の報告書にも、自然の中での遊びは、年代が上がるにつれ何
度も経験した割合が多くなっている一方で、若い世代ほど低い。
本発表は、これまで環境的行動の要因の一つとして自然体験の影響があげられること
が多いが、現在では自然体験以外の経験のほうが大きく影響しているのではないかと仮
定し、持続可能な社会を担う若者たちの行動要因に関して考察するものである。

参考・引用文献
三阪和弘「環境教育における心理プロセスモデルの検討」『環境教育』VOL.13-1、pp.3
－14、2003。
降旗信一・石坂孝喜・畠山芽生・櫃本真美代・伊東静一「Significant Life Experiences
（SLE）調査の可能性と課題」『環境教育』VOL.15-2、pp.2－13、2006。
松本安生・松本真哉・水野健樹「環境意識の世代間差異にライフイベントと環境教育が
与える影響」
『環境情報科学

学術研究論文集』35、pp.173－178、2021。

国立青少年教育振興機構「子供の頃の体験がはぐくむ力とその成果に関する調査研究
報告書」2018、178p.。
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28B03

環境教育における「行動変容」と「社会変容」の論点
―ナッジ理論との差異を手掛かりに―
野田恵（法政大学・非）
キーワード：行動変容、ナッジ理論、行動経済学、社会変容、批判的思考
SDGｓの達成期限まで 10 年を切った。2020 年から国連では、SDGｓの達成に向けた取
り組みを加速するためとして、
「行動の 10 年（Decade of Action)」をスタートさせて
いる。また、ESD for 2030 においても「変容的行動」
「構造的な変化」が「重要な概念」
としてあげられている。気候変動にしろ、プラスチック汚染にしろ、生物多様性の減少
にしろ、これ以上ないほどに事態は深刻化しており、悠長なことを言っていられないほ
ど破滅的な未来が予測されている。「時間がない」という焦りの中、「行動」「アクショ
ン」「変革」が声高に言われるのも当然だと思える。環境教育は、これまでも「行動」
や「社会変革」を目指してきた。ベオグラード憲章やトビリシ宣言においても、環境教
育の目標に、関心や知識、技能と並び「行動」は位置付けられてきた。環境教育におい
て「知識」はあっても、行動を伴わなければ環境教育の成果として評価されはしないだ
ろう。環境教育や ESD は、
「問題の根本的な解決を目指すもの」であり、
「人々のマイン
ドや行動を変えるもの」としての役割を期待されてきた。
ところで、行動変容を促すものとして、近年注目されているものに「ナッジ」がある。
ナッジは、行動を禁止することも過剰なインセンティブを与えることもせずに「肘で人
をつつくように」人々の行動を変容させる手法とされる。主に行動経済学の知見に基づ
き、
公共政策においては、
従来から世界的に利用されてきたという。
日本においても 2021
年、ナッジに基づいて開発した学校向け「省エネ教育プログラム」の実証研究結果が公
表されている。それによると、
「省エネ行動の実施率は教育後で 21％ポイント増加」し、
「電気とガスの仕様に伴う CO2 排出量 5.1％削減」であったとの効果が報告されている。
ここでナッジは、環境教育はほとんど同一視されているようにみえる。行動変容をもた
らすナッジを環境教育の「新たなアプローチ」として採用すべきなのだろうか、それと
もそうすべきではないのだろうか。
本報告では、環境教育とナッジを比較しつつ論点を整理し、両者の間には明確な差異
があることを示す。またナッジと親和性の高いいくつかの議論にも触れる。「ナッジ的
なもの」と環境教育の比較は、環境教育とは何か、どうあるべきかを示す手がかりとな
るだろう。そのうえで、現実にはナッジのほうが受け入れられやすい状況にあり、環境
教育における新たな課題を提起していると述べる。
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学校臨時休業における教育委員会と学校の対応に関する研
究―長野県 A 市を事例に
李聡（東京農工大学大学院）
キーワード：一斉休校、学校臨時休業、教育委員会、危機管理マニュアル
I

はじめに
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の拡大を防ぐため、政府は臨時休業の「要請」

を行い、2020 年 3 月から 5 月末まで日本のほとんどの公立小・中・高等学校が「臨時休
業」した。学校の「臨時休業」は、学校保健安全法第 20 条に基づき、学校設置者が行
うことができる。しかしながら、感染症以外理由で学校臨時休業が行われたこともあり、
臨時休業の法的根拠と手順を確認する必要性がある。文部科学省（2013,p.1,l.12-13）
は、「自然災害に対する危機管理は学校安全の基礎的・基本的なもの」であると指摘し
ている。どのような気象情報が発表された場合に、どのような対応をとるのかという点
について、危機管理マニュアルで明確に規定しておく必要がある。
（小川雄太・山本利和，
（長野県飯田市を事例に）学校「臨時休業」における教育
2022）なお、本研究の目的は、
委員会と学校の対応の実態を明らかにし、学校臨時休業を決める手順と臨時休業措置の
あり方に関する課題を考察する。
II

研究方法
法律条文を中心に学校臨時休業に関

する法的な根拠を調べる。A 市小中学校
（28 校）の沿革史などの資料から臨時休
業記録のデータを集める。A 市教育委員
会の協力を得て調査を実施する。質問の
形で学校現場に教職員に学校臨時休業
に関する話を聞く。学校臨時休業に関す
る論文と書籍を分析する。
Ⅲ

結果・考察
コロナにおける学校一斉臨時休業の

状況（A 市を事例に）
（2020 年 3 月〜6 月）
Ⅳ

おわり
本研究で A 市立小・中学校を事例に,学

校臨時休業を行った手順と経緯を明ら
かにする。また、「臨時休業」の他にも、学級閉鎖・分散登校・短縮日課等の対応も学
校現場にあり、その意味や使い分けを分析する。
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28C02

ワンヘルスに基づく「with コロナ」時代の
自然観察イベント作り
小泉伸夫（かながわ保全医学研究会）
キーワード：自然観察会、ワンヘルス、感染症対策、保全医学
「ワンヘルス」とは、人と動物、生態系の健康を一体的に考えるものであり、新型コ
ロナウイルス感染症(COVID-19)の流行を受け、2021 年 1 月に医学、獣医学、環境関係の
12 団体が「ワンヘルス共同宣言」を発表した。自然観察イベントにおいても、ワンヘル
スを踏まえた観察案内や安全管理を行い、
「with コロナ」時代に対応した自然観察イベ
ントのデザイン、試行を始めたので、報告する。
まず、これまでの自然観察イベントにおける人獣共通感染症等への対策状況を調査し
た。調査対象は、全国的にほぼ同内容の「探鳥会」を提供している、日本野鳥の会の支
部とし、一般向けの公開探鳥会を Web で告知をしている 57～60 団体の、高病原性鳥イ
ンフルエンザ（HPAI）、豚熱(CSF)、COVID-19 への対応状況を調査した。その結果、過去
5 年以内の、野鳥に 50 例以上の HPAI 感染例が出た年に、公開探鳥会の中止事例は 1～
2 例にとどまり、
「野鳥監視重点区域」指定地内での開催もあった。また、2018 年以降、
野生イノシシ、養豚場等で流行の続いている CSF については、発生地域であっても公開
探鳥会の中止事例はなかった。これらの感染症は、観察者が感染拡大に関与するリスク
の想定されるため、今後の自然観察指導時の対応が望まれる状況であった。COVID-19 へ
の対応については、流行初期には、緊急事態宣言等の発令に従い、公開探鳥会の開催を
中止する例が多かったが、第 4 波以降は、感染者数が多くても開催する例が増えた。こ
の状況から見て、より的確で有効な感染対策が行われるべき状況であると思われた。
そこで、自然観察イベントにおける、実施可能かつ有効性の高い感染防御策について
の検討を行った。開催前に実施可能な事項としては、予約定員制による人数制限、トレ
ーサビリティの確保が有力と思われ、開催時の指導事項としては、飛沫感染と接触感染
の遮断に注目し、マスク着用、安全距離の確保、接触の回避、手指消毒が有力と思われ
た。しかし手指消毒については、大規模小売店頭での実施例を調べたところ、検温、監
視者のある場所では消毒を行う人が多かったものの、厚労省の指導する正しい消毒法が
実施できた人は 5％未満だった。そこで、自然観察イベントでは、対面で正しい消毒法
を実演することで対応することとし、91％の参加者に正しい消毒法を実践していただい
た。
今後も、「ワンヘルス」への理解増進を図り、人、動物、生態系の健康を守る自然観
察イベントの体系化を進めたい。
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28C03

次世代の自然風景地の保護と利用に向けた森林映像・音声
オンライン配信の活用可能性
中村和彦（東京大学）
・藤原章雄（東京大学）・斎藤馨（東京農業大学）
自然体験、オンライン、国立公園、感性と芸術、サイバーフォレスト
オンライン技術の急速な普及が進む昨今において、都市から離れた自然風景とその映
像・音を都市住民の身近な自然資源として捉え直し、インターネットを介して森林の映
像・音をリアルタイムに閲覧可能なサイバーフォレストの活用可能性を検討することを
目的として、研究を進めている。本報告では、2022 年 3 月にオンラインにて実施した
「サイバーフォレストワークショップ」
（企画：NPO 法人ビーグッドカフェ）でのグル
ープワークにおける会話から、森林映像・音声オンライン配信の活用可能性を検討した。
同ワークショップに参加した 20〜30 代の 12 名が G1〜G3 の 3 グループに分かれ、森
林映像の観察体験を通してサイバーフォレスト活用方法のアイディア出しを行った。グ
ループワーク中の会話を分析対象として計量テキスト分析ソフト KH Coder を用いテキ
ストマイニングを行い、グループ間で偏りのある単語を中心に、各グループの会話内容
を検討した。G1 では「サウナ」が全員から発話され、サウナ空間に森の映像と音を流
すことの有効性が示唆された。G3 では「音」についての会話が特徴的で、音から風景
を思い浮かべるプロセスの有効性が示唆される会話内容がみられた。

表：グループ間で統計的有
意な偏りが見られた頻出語

χ2 検定：** 1%有意／* 5％有意

図：左表に示した語の個人別出現頻度分布

P01-04 が G01 に、P05-08 が G02 に、P09-12 が G03 にそれぞれ属する。
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28D01

自然遊び体験後の親及び自身の子どもの自然遊びに対する
意識
三島孔明（千葉大学園芸学研究院）・山田知佳（前千葉大学園芸学部）
キーワード：自然遊び，草花遊び，自然体験，親，子ども
１．研究背景と目的
自然体験は、身体的・精神的発達、環境保全意識の醸成等にとって重要な活動であ
ると考えられるが、近年は自然に触れる機会が少なくなっていると考えられる。ま
た、親の意識や行動が子どもの自然体験に影響することが報告されており１）、その親
も一部の自然遊びは経験していない人が半数程度いると報告されている２）。そこで、
親に自然遊びを知ってもらうことで自然遊びに対する理解や意識が変わる可能性があ
ると考え、自然遊び体験後の意識を明らかにすることを目的とした。
２．研究方法
千葉県松戸市と東京都文京区の公園で、小学生以下の子どもとその親に自然遊びの
体験を実施し、その後、親に質問紙調査を実施した。調査協力が得られた親子は 31 組
であり、質問紙回答者は母親 25 名、父親 6 名であった。実践した自然遊びは、6 種類
の遊び（笹舟、草相撲等）の中からやりたい遊びを対象者に選んでもらった。
３．結果および考察
体験した自然遊びに対する印象は、体験前は「その自然遊びを知らなかった」が
61%であったが、体験後は「良い印象」が 100%となった。体験した自然遊びについ
て、親自身が今後やりたいと答えた人は 94%であり、またその理由は「面白い・楽し
いから」
「自然に触れる良い機会になるから」が多かった。また体験した自然遊びを子
どもに積極的にやらせたいと答えた人は 90%であり、やらせたいと答えた人の 93%が一
緒にやりたいと答えた。やらせたい理由は、子どもにとって「楽しそう」「自然に触れ
る良い機会になる」
「対象とした自然物を知る良い機会になる」が多かった。これらの
ことから、体験したことで自然遊びの良さや面白さを感じ、自然遊びをやりたい、や
らせたいとと考えるようになる人が多いと考えられた。したがって自然遊びを実際に
体験してもらうことは、親子の自然遊びの機会を増やす可能性があると考えられた。
引用文献
1)北村芽唯・木幡修也・蒔田明史(2019)何が子供の自然離れを引き起こすのか：小中
学生親子へのアンケートから，第 130 回日本森林学会大会学術講演集，117.
2)三島孔明・中谷優希（2021）親の自然遊びの知識・経験と自身の子どもの自然遊び
に対する意識との関係，日本環境教育学会第 32 回年次大会研究発表要旨集，56.
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28D02

虫と暮らしをつなぐ遊びのデザイン
–保育者による評価に基づいたリデザインに向けて森元真理 (東京農業大学)・山下久美 (東洋英和女学院大学)
キーワード: 保育者、虫、遊び、自然、バイオデザイン
幼児期における自然とのかかわりは、その後の自然観の基盤となるものであり、環境
教育を実践していく上でも重要な営みである。わが国の幼児教育施設では、古くから
様々な生き物飼育が行われてきた歴史があり、とりわけ虫は、近年も多くの保育現場で
飼育されていることから（井上・無藤,2009）
、幼児期の環境教育を実践していく上でも
取り入れ易い素材であると考えられる。他方で課題点として、保育学生や保育者の虫に
対する苦手意識（平田・小川,2017、田川ら,2018）に加え、保育者らに対する環境教育
の遅れ等が指摘されている（田尻・井上,1995、太田,2003）。
そこで本研究者らは、虫に対する苦手意識を緩和する一方策として、環境負荷を軽減
させる新しいテクノロジーとして注目されているバイオミメティクス（生物模倣）の分
野に注目し、人の暮らしとの接点から虫について学ぶ「くらしのなかのムシかるた」を
デザインした。2019 年からは、本遊びツールを用いた保育学生に対する環境教育も実
践を開始し、虫に関する新たな知識と視点を獲得する上で効果的なツールであることを
明らかにした（森元・山下,2020）
。本研究ではその次段階として、本遊びツールを保育
者の視点から評価するとともに、保育の中で活用する方法や子ども達が使用できる形へ
とリデザインするための改善点を明らかにすることとした。調査は、2021 年 10 月に 18
園の保育者 112 名を対象として郵送方式で実施した。各園の保育者に本遊びツールを使
用してもらい、使用前後における虫の印象や保育への活用方法を含めた全 19 項目から
成る質問紙に回答してもらった。
回答者の遊びツール使用前における虫への印象は、否定的回答、肯定的な回答、中立
的な回答がそれぞれ 43.2%、24.3%、32.4%（n=111）であった。また、遊びツールの使
用後による印象の変化について尋ねた設問では、「変化した」と回答した人は 69.8%で
あったのに対して「変化しなかった」人は 26.4%であり（n=106）
、使用前の印象に関わ
らず変化が認められた。さらに、遊びツールで学んだ内容の保育への活かし方を尋ねた
設問では、回答者の 80.2%から回答があり（n=96）、本遊びツールの幼児版の使用につ
いても 75.2%が肯定的であった（n=105）
。以上のことから、本遊びツールは保育者の虫
に対する印象に肯定的な変化をもたらすと同時に、園での虫とのかかわりを支援できる
ツールになり得ると考えられた。
本研究は、科学研究費補助金(課題番号 JP19K14212 研究代表:森元真理)の助成を受けて実施したものである。
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28A04

小学校低学年の環境教育と生活科の誕生
飯沼慶一（学習院大学）
キーワード：生活科、総合学習、Nature-Study
〇生活科の誕生
生活科は、体験を重視し、自然・社会・身近な人とかかわり自分自身や生活について考え
ること、そして身近な環境からの「気づき」を重視している。
生活科が議論され始めた昭和 50 年に出された教育課程審議会「中間のまとめ」では，
「社
会的及び自然的な環境について学習することを共通の狙いとする目標と内容を持った新し
い教科」という表現があり、生活科は環境教育とコミットする教科であるという認識がなさ
れた。吉富・田村（2014）によると，公文書には残っていないが、昭和 52 年の学習指導要
領の改訂の折に新教科構想が浮上して「環境科」という名称で単元構成まで考えられていた
という。
〇生活科（低学年総合学習）における２つの類型
小学校低学年の環境教育の中心教科である生活科は、「総合学習」や「合科学習」の流れ
を汲んでいる。清水（1989）の教科学習との関連にみる総合学習の３つの類型から考えると、
生活科では未分化であるゆえに将来につながる「経験を豊富にする」
「まなびの土壌を作る
ことに主眼を置いた総合学習」と、
「経験によって設定した学習内容を学んでいく」という
「方向性が決まっている総合学習」の２つの類型が盛り込まれていると考察される。
大正自由教育運動期に導入された Nature-Study は、低学年理科と総合学習という２つの
方向に分かれてきたが、低学年理科とともに総合教育という Nature-Study のもう一つの流
れが合流し生活科につながってきたのではないだろうか。
〇低学年環境教育
これは、低学年環境教育に目を向けてみても同じことが言えるのではないだろうか。小学
校低学年の環境教育も、体験から始まり「環境の理解」「環境の保全」へと向かう一連の流
れを考えた教育活動とともに、自然離れが起こってしまっている子どもたちには「体験その
もの」を目標とし、学びの土壌を蓄積しておくことも必要であろう。
これこそが、LUCUS のいう「Education in Environment 」やレイチェル・カーソンのいう
「センス・オブ・ワンダー」であると考えられる。

〇参考文献
吉富芳正・田村学「第３章教育の歴史が動くとき

インタビュー４」

『新教科誕生の軌跡』東洋間出版社2014,122-124
清水毅四郎, 1989,『合科・総合学習と生活科』,清水毅四郎,黎明書房,243-246
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28A05

自然体験活動の事前学習としての土壌教育の効果
鈴木千花（明星小学校）・田中治夫・佐藤敬一・羽生一予（東京農工大学）
キーワード：小学校、総合的な学習の時間、里山の校外学習、土壌教育（光る泥だん
ごづくり
【背景・目的】

落ち葉の分解

土壌呼吸）
、自然体験活動

本校では、総合的な学習の時間（本校では「くぬぎの時間」）におい

て、本年度 5 年生で「環境教育」に取り組むことにした。まず、身近な自然に関心をも
たせたいと、校地内の自然と触れ合う体験活動を行った。ところが、児童が「土が汚い。」
と大騒ぎであった。土（土壌）は、私たちの命を支える大切なものであるにも関わらず、
土に対する児童の関心は薄く、悪いイメージであることに愕然としてしまった。
このように、自然に対する意識の低いまま、里山などの自然体験活動を行っても、十
分な自然体験活動における教育効果が得られないことが危惧された。そこで、まずは、
児童の土壌に対する意識の向上をねらいに、「光る泥だんごづくり」に着目した。土と
触れ合うことで、児童の土壌に対する悪いイメージを払拭できると考えた。
【方 法】 児童の土壌に対する興味関心を高めるために土壌の働きなどを扱った「土
壌の紙芝居」やワークシートを用いて土壌とは何かを学び「光る泥だんごづくり」によ
って粘土の性質について知り、落ち葉の分解過程、土壌呼吸についても学習を進めた。
そして、授業の前後で土壌に対する児童の意識の変化を知るためにアンケートを行った。
【結果と考察】 児童は、まず、乾いて粉末状になった荒木田土を光る泥だんごに形づ
くることに夢中になって取り組み、土を触っているにも関わらず笑顔に包まれていた。
落ち葉の分解過程を観察する際には蟻やダンゴムシなどに閉口している児童もみられ
たものの、授業前後のアンケートの比較では、土壌に対するイメージの向上が見られた。
このように里山の校外学習に行く前に土壌の学習をした結果、自然体験活動を楽しみ、
『自然を守り隊』として活動をしようとする意欲をもつなど、関心を高める教育効果
を得ることができたと考えた。自然に対する興味関心を高める手法として「光る泥だん
ごづくり」や、「土壌の紙芝居」などを用いて土壌の働きを学ぶ単元を構成し、自然体
験活動の事前学習として、本校の教育課程にも取り入れていきたいと考えた。
【結論と課題】 児童に自然体験学習を実施する際に自然に対する興味関心を高める初
めのステップとして、土壌に着目させることは、非常に効果的であった。
今後は、自然に対する興味関心だけでなく、児童の調べたいという思いを高め、土壌
を通して里山と農業とのかかわりや生き物の多様性、森林保全といった環境教育に対す
る課題設定、情報の収集、整理分析、まとめ表現といった探究活動へとつなげていきた
い。
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28A06

水文化教育教育の構想と実践（その 17）
―中間のまとめとして―
立花禎唯（高槻市立柳川小学校）
キーワード：水文化、小学校、実践
１．まずは大きな話を

水文化教育

環境教育に限らず教育活動は個々の実践が大切であることは当然であるが、それらの
実践を通して学習者にどのような知識・思考・資質を身につけさせようとしているのか、
その全体像が問われる。筆者の場合は、人間と水とのかかわりを水文化という観点でと
らえ、人間と水とのかかわり方に対する正しい認識・判断を培い、人間と水との適切な
かかわり方、すなわち水文化を創造することを目指す教育を水文化教育と定義した。水
文化をとらえる視点として、社会的視点①水と暮らし（生活・水道）②水と仕事（生産・
産業）③水と往来（交通・運輸）④水との闘い（治水・防災）⑤水と心（信仰・芸術）、
自然的視点⑥水と命（生命・生存）を設定して実践と研究を行った。
２．ゴールを明確に

「逆向き設計」論

環境教育の実践は教育活動の一環であり、明確な目標とそれにともなう評価規準（ル
ーブリック）が必要である。「逆向き設計」論にもとづき、この実践がうまくいけばど
のようなパフォーマンスが出来るようになるかを明確にしておくことが大切である。ゴ
ールが明確であれば、それに向けてどのような力をつけていかなければならないかで授
業が設計できる。
３．アクティブな学びを

協働学習

アクティブ・ラーニングが提唱されて久しい。具体的な内容がなく、言葉が独り歩き
している感もある。環境教育でも個の学びが大切であることは論を待たないが、そのた
めにも学びの共同体論にもとづく協働学習が欠かせない。GIGA スクールのタブレット
利用もいいが、コロナ禍の下ではあるがやはり対面での対話は重視したい。
４．学校以外のリソースの利用

出前授業

学校の教員だけでは専門的な知見を学習者に提示することは難しい。そのため学校以
外のリソースを活用する必要が出てくる。各企業をはじめ、各種団体が様々な内容を用
意してある。それを「出前授業」の形態で丸投げするのではなく、この授業のこの部分
の知識・技能が必要だと単元の中で位置づけ、それを提供者に求めることが大切である。
教師はコーディデーターとしての資質が求められる。
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28B04

ユースの ESD におけるデジタルアース活用の試み
原理史（中部大学国際 ESD・SDGs センター）
・古澤礼太（中部大学国際 ESD・SDGs
センター）
キーワード: SDGs、ESD、デジタルアース
第 5 次環境基本計画においては、持続可能な地域づくりを進めるために、各地域が地
域資源を最大限活用しながら自立・分散型の社会を形成しつつ、特性に応じて補完し支
え合うことにより、環境・経済・社会が統合的に向上する「地域循環共生圏」という概
念を示しており、地域での SDGs の実践「ローカル SDGs」を目指すものとしている。
地域づくりで評価の必要性が想定されるローカル SDGs 指標は都道府県等自治体レベ
ルでの作成が試みられているが、活動レベルでの施策検討に活用するには至っていない。
地域課題を解決しつつローカル SDGs に取組むためには、地域のパフォーマンスを評価
するため、デジタルアースの GIS 情報や地域の統計情報を加味したローカル SDGs 指標
を活用するとともに、当事者や関係者などステークホルダーによる検討のための議論の
場が必要となる。また地域で施策を検討する立場にある行政職員をはじめステークホル
ダーたる、地域活動団体、事業者、その予備軍であるユースについては、SDGs 社会教育
は始まったばかりと言ってよく、議論の場を通じた体験による ESD の枠組みを社会実装
していくことが必要となる。ESD for 2030 の 5 つの優先行動分野の中でも、政策、ユ
ース、コミュニティはローカル SDGs の取組のために直接的な影響を持ち、特に行政の
担当や時代を担うユースの役割は大きい。
以上を踏まえ、自治体の SDGs 指標やデジタルアース環境情報を用いた「見える化」
した地域状況を ESD に活用することを試みた。具体的には中部地方 ESD 活動支援センタ
ーネットワークの行政の担当者や時代を担うユースの参加による ESD の場をオンライ
ンで設営し、参加者の取組とともに、「見える化」したデジタルアースによるデジタル
マップや基礎自治体レーダーチャートの提供による地域状況を共有するなどして活用
し、ディスカッションを実施した。
その結果、参加者アンケートでは SDGs キーコンピテンシーなど学習目標の指標につ
いて向上する効果が一定程度認められた。また、ローカル SDGs 指標が地域の何を表し
SDGs についてどのような関連を持っているかを認識できるよう、ボトムアップ型指標
説明手法「SDGs 指標物語」の枠組みを提案した。
【本研究は中部大学問題複合体を対象とするデジタルアース共同利用・共同研究
IDEAS202117 の助成を受けたものです。】
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28B05

スマートクロックを用いた幼児施設における
For 型環境教育実践の可能性
岩﨑慎平（福岡女子大学）・水津茉佑子（福岡女子大学）
キーワード：スマートクロック、For 型環境教育、エコビジュアリゼーション、節電
行動、幼児
【研究背景・研究目的】
環境問題を解決する一つの方法として、環境配慮行動を促す For 型環境教育
（Education for the Environment）が挙げられるが、幼児へのアプローチは十分に普
及できていない。そこで本研究は、エコビジュアリゼーション（EV）に注目した。EV は、
エコフィードバックの一つであり、情報技術の発展に伴い様々な EV が開発されている。
EV は、ユーザーの環境配慮行動の促進はもとより、ユーザー同士の環境コミュニケー
ションを生み出し、For 型環境教育実践の機会を提供することが期待される。本研究で
は、EV の一つであるスマートクロック（SC）に着目し、SC を導入した幼児施設におい
て EV が For 型環境教育実践の可能性に与える影響を検討する。
【研究方法】
SC に関する記事が紹介された環境市場新聞・導入事例サイトを用いて、SC の導入状
況や節電効果に関する文献調査を行った。その上で、SC を導入した 4 園の幼児施設で
インタビューを行い、For 型環境教育実践の有無やその内容について調査した。
【研究結果】
文献調査から、SC を導入した幼児施設（n=6）において、導入前後の各１年間を比較
した結果、契約電力量が 21kW 減少したことが判明した。最大需要電力の削減により基
本料金を抑えることができ、幼児施設における SC 導入は実用的といえる。
インタビュー調査結果に基づき、For 型環境教育の観点から、対象 4 園を非利用型
（n=1）
・結果型（n=2）
・積極型（n=1）に分類した。非利用型は、節電目的で導入され、
担当職員がエネルギーを管理するため、環境教育に SC が用いられなかった。結果型は、
導入目的が節電であったが、SC デマンド目標値を調整して園児同士が電気の使いすぎ
を理解し声掛けする等、結果的に For 型環境教育に繋がっていた。積極型は環境教育を
導入目的とし、幼児の節電行動を促していた。また、積極型のみ、園児の家庭での節電
行動・環境コミュニケーション促進の波及効果が報告された。SC を用いて結果型、さら
には積極型の For 型環境教育を促すには、
園児の見える位置に SC を配置する工夫の他、
園児の反応を促すデマンド目標値の調整、そして園児の節電行動の機会を確保し、「楽
しい」要素を教育に盛り込むことが重要になることが示唆された。
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28B06

VR 教材を用いた環境教育プログラム開発のための予備的調査
田開寛太郎（松本大学）
キーワード：教育 DX、VR、多面スクリーン投影方式、没入感
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて、文部科学省は 2021 年度より ICT 教
育やデジタル技術を活用した教育 DX を一気に加速させる事業を展開することを決定し
た。このような動向に対して、急速に進んだといえる教育分野におけるデジタル化（特
にコミュニケーションを深めるための ICT 活用）は、断片的且つ画一的なサービスが提
供されているのが現状である。しかし同時に、新型コロナの影響を乗り越えようと、新
しい発想による環境教育の取組みもまた多様に広がりを見せていることも確かである。
本研究のいまひとつの課題は、情報通信技術により社会、個々の暮らしをよりよいもの
にするという概念、すなわちデジタル変革（Digital Transformation: DX）は環境教育
の現場に何をもたらしたかの理解を試みることである。
本発表では、以上の問題関心に基づいて、VR 教材を用いた環境教育プログラムの全
国的動向を把握するため、インターネットからできる限りの実践事例を検索しその詳細
を分析することを目的とする。今回は、学校教育における実践事例に焦点を絞った上で、
自然体験学習や防災訓練・避難訓練等の活用方法を分類するなど、まずは構成要素を分
解し整理する。
さて、VR 教材を用いた教育実践は、これまで様々な議論や実践がなされ、ある一定の
定義や概念的枠組みから学習者に与える影響を見ることができる。例えば、世界的な資
源需要の高まりを受け、現実世界で訓練するには様々な制約のあるトレーニングを仮想
空間に置き換えて実施するものとして、VR を利用した教育の効果を定量的評価が試み
られた例もある 1)。いっぽうで、このような教材の仕様やそれに伴う教育効果だけでな
く、視聴機器や開講方法に関するガイドラインの検討は管見の限り少ない。さらに、学
習者の対象年齢別の課題を考えると、VR が子どもに悪影響を及ぼす可能性があり、長
時間の使用が制限されたり、視聴機器や開講方法そのものを変更しなくてはならないな
ど、教材開発に大きな課題があることもわかっている。こうした現状と課題を考察した
上で、環境教育分野で VR が果たす役割とその応用例について紹介し、今後の研究上に
おける発展可能性を追求したい。
【参考文献】
1) 伊藤豊・竹内誠人・見上柊人・川村洋平、2020、
「資源開発教育用 VR 教材の開発お
よび VR 教材を利用した授業の定量評価」、
『資源・素材学会』
、136（5）、33-39.
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28C04

世界自然遺産地域における気候変動教育としての
市民によるフェノロジー調査
大島順子（琉球大学／（一社）やんばるビジョン）
キーワード：市民科学、生涯学習、地球温暖化、生物暦、生物文化多様性
本報告は、生物多様性を登録基準として 2021 年 7 月世界自然遺産に登録された「奄美大
島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」の一領域である沖縄島北部（やんばる）において、
地域住民が主体的に気候変動による生物多様性への影響を把握するための基礎情報を得る
ことを目的として実施しているフェノロジー（生物季節及び文化暦）調査について取り上
げる。本報告の内容は、一般市民に対するフェノロジー調査をもとにした気候変動アクシ
ョンにつながる普及啓発活動の学習内容や実践の仕組みづくりの構築をめざす試行的実践
であり、今回はその第一段階のフェーズにあたる。なお、本報告で取上げる実践は、独立
行政法人環境再生保全機構（地球環境基金）で採択された総合環境教育分野の調査研究と
して実施している活動が元になっている。
今回フェノロジー調査を取り上げたのは、以下の理由からである。
１．フェノロジー調査のデータを元に制作されるカレンダーは、地域の営みの基盤をなす
動植物の季節動向や、文化行事、生業等に分けてまとめるものであり、住民にとって自然
と人との密接な関わりをわかりやく理解するツール（教材／道具）として効果的である。
２．現存するやんばるのフェノロジー（カレンダー）は、環境省やんばる野生生物保護セ
ンターの web サイトに掲載されているもの（1998 年）で、昨今の自然環境の変化を反映し
たものではなく、最新のデータが求められている。
３．やんばるは、固有種や希少種等が生息・生育する環境と住民生活や産業活動の場が重
なり合っていることが特徴であり、自然と人との共生の歴史が生活文化として色濃く残っ
ている地域である。しかしながら、地域住民の世界自然遺産の価値の認識、保全に対する
意識や地域文化に対する理解が不十分であることが指摘されており、登録後の資産保護と
住民生活との共存を図るために、地域社会（地域住民、土地所有者、利用者等）が、その
管理に日常的且つ継続的に参加・協働することが必要不可欠とされている。
４．2018 年 IUCN から世界自然遺産登録に対する延期勧告を受けた理由の一つにモニタリン
グの重要性が示されており、人為的な影響や地球温暖化で絶滅危惧種の生息状況がどう変
わるかなど、継続的なモニタリングの仕組みが必要とされている。
当日の発表では、世界自然遺産地域でなぜ地域住民がフェノロジー調査を行うのか、フ
ェノロジー調査の気候変動教育としての位置付けや現在の取り組みについて報告する。
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28C05

脱炭素社会に向けた持続可能な地域づくりとは：
トランジション・タウンを事例に
秦範子 (都留文科大学)
キーワード: 人新生、脱成長、レジリエンス、持続可能な地域づくり、再ローカリ
ゼーション
人新生（アントロポセン）は、人間活動による温室効果ガス、特に二酸化炭素やメ
タンの大気中濃度の増加によって地球規模での影響が顕著になった 18 世紀後半を新た
な地質時代の始まりとしている（Crutzen and Stoermer 2000）。
戦後復興が進む 1950 年代以降、人新生は「大加速化」時代を迎えた。過去数十年、
経済成長は物資的繁栄をもたらしたものの、大量消費社会を疑問視しない富裕層の生
活様式によってグローバル・サウスの労働力と自然資源は収奪されてきた。とりわけ
「開発」時代の到来は、人間活動がもたらす地質学的影響を増大させ、人間同士の関
係や人間と自然の関係を経済成長の実現のために市場化し、道具化してきた（中野
2021）。「開発」をめぐる言説に対する批判が高まるなかで、「脱成長」を提唱する
ラトゥーシュ（2010, 2020）は、地域社会の好循環を構成する再生プログラムとして
「再ローカリゼーション」を提案し、市民の手によるオルタナティブな経済活動（ス
ローフード、地域通貨、市民発電所、トランジション・タウンなど）が地域の価値と
レジリエンスを高める地域づくりに貢献していることに注目する（中野 2021）。
本報告では「再ローカリゼーション」の実践事例としてトランジション・タウンを
取り上げる。トランジション・タウンは気候変動とピークオイルに危機意識を持った
ロブ・ホプキンス氏が 2005 年から始めた市民運動である。現在世界で 50 カ国以上、
1,000 を超える地域に拡がっている。国内は全国で 60 地域以上に及び、その先駆けと
なったトランジション藤野は、2008 年から神奈川県相模原市旧藤野町（人口約 8,700
人）を拠点として、脱依存、レジリエンス、想像力／創造力をキーワードに多様なワ
ーキング・グループが活動を行っている。
「藤野電力」は自然エネルギーによるエネルギー自給を提案し、市民電力の仕組みづ
くりの支援や小型太陽光発電システムの組み立てを行うワークショップを定期的に開
催するなど普及啓発活動を行っている。「地域通貨よろづ屋」や「森部」によるスギ・
ヒノキの人工林の森林保全、「お百姓クラブ」が担うコミュニティ農業は、地域内の人
の交流を促進することで地域住民のつながりを強め、レジリエンスを高めている。
以上のことから、トランジション・タウンは「再ローカリゼーション」の実現を目指
す持続可能な地域づくりであると考えられる。
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28D03

自然体験活動での子どもの探究力の分析における実践研究
岸本麻衣子(福岡県立大学大学院人間社会学研究科子ども教育専攻)
キーワード：自然体験活動、子ども、探究力、ドキュメンテーション、自然観察
環境教育では、子どもの自然体験は健やかな心身の発育に重要とされ、多様な領域
で研究や実践がされている。とくに幼児期からの自然体験は感性を育て、好奇心や探
究心を生み、その後の成長や自然観、思考力を育むとされる。また、自然体験活動
（以下、体験活動）は、学校教育を含む多様な主体によって行われている。そこで本
実践では、様々な主体によって開催される体験活動において、教育的ドキュメンテー
ションを用いて、参加した幼児期の子ども達の姿から探究力を分析し、主催者、活動
担当者、企画者らと活動内容の省察を行うことで、実践者が情報を共有し、体験活動
の質的向上につながる手法の構築を試みた。
幼児教育分野での活用が進む教育的ドキュメンテーションは、抽象的な体験活動の
目標と成果を、子ども達の行動や会話から具体化し、様々な視点の共有を可能にす
る。そして、探究とは、小学校学習指導要領（平成 29 年告示）において「疑問を見つ
け、様々な情報を集め、周囲の人と話し合ったり、一緒に考えたりしながら、まとめ
伝えていく姿」とされ、幼稚園教育要領、保育所保育指針（平成 29 年告示）において
も同様な姿の重要性があげられている。その姿は、自然観察会（以下、観察会）にお
いて、生き物の発見、観察、図鑑などで調べ、その場にいる友達や先生、講師からの
情報で興味を深め、発見を伝えようとする姿そのものであることから、観察会と探究
力との関係は深いと考えられる。したがって、多様な主体や年齢層における観察会
を、探求力を指標に分析、省察することで、体験活動に携わる様々な視点を共有し、
意見交換を可能にし、体験活動の質的向上にもつながると考えられる。
本実践は、身近な自然に親しむ観察会で、参加中の子どもや親子の様子を録画し、
行動や会話のテキスト化をおこない、そこから探究する行動や会話を抽出、分析表を
用いて探究力として分類する。その結果を主催者、活動担当者、企画者と省察を行
い、活動の気づきを共有し、次の活動に活かせるよう議論する。今回は、保育園の保
育活動内の観察会と、行政主催の親子向け観察会のうち、幼児対象の活動各１件づつ
をまとめた。省察の結果、活動担当者からは、子ども達の生き物に接する様々な行動
がみられ、思ったよりは触れ合っていなかったり、嫌がると思った子が意外に楽しん
でいたりと、新たな気づきが得られたことが述べられた。また、探究力の分析では、
参加者の探究の表出にある傾向が見られた。具体的には、活動目的が明確で内容が計
画されている活動では、少人数で比較的自由に生き物を探す活動より、偏りは少ない
が観察する姿が少ない、という傾向である。このような傾向について、今後の活動目
的の設定に活かすことを互いに話し合うことができた。これは、一般的な活動後の反
省会よりも具体的でより深い気づきや議論を行うことが可能となり、また活動を実践
する者としては、多様な視点からの気づきを共有することもでき、体験活動の質的向
上につながると考えられる。
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ヒト・動物・環境の関係についての俯瞰的理解を育成する
理科教育プログラムの実践報告
西愛未（横浜市立岡津中学校・元麻布大学大学院）・渡邉啓吾（千葉市立緑町
中学校）・福井智紀（麻布大学）
キーワード: 教材開発、中学校、コンセンサス会議、合意形成、都市動物
本研究では、ヒト・動物・環境の関係についての俯瞰的な理解を育成するための理
科教育プログラムを開発し、その活用効果と課題を検証することを目的とした。ヒト
は、多くの動物や環境と直接的・間接的に様々な関係を築きながら生活している。ま
ず、ヒトと動物の関係に着目すると、ヒトは状況により意識的・無意識的に関係を使
い分けていることがわかる。例えば同じブタでも、ペットのブタ、食肉用のブタ、ヒ
ト臓器作製用のブタ（研究段階）などがいる。このように同一種や近縁種でも、状況
によりヒトは、動物と全く異なる関係を築いている。しかし、ヒトは一般にそれらの
関係を無自覚に使い分け、その周りを環境が取り巻いている。よって、ヒト・動物・
環境が共生し、持続可能な社会を築くためには、ヒトは、動物や環境との関係を俯瞰
的に理解することが必要である。また意思決定や合意形成に主体的に取り組む姿勢を
もった人々を育成していくことも必要である。そこで、理科の視点から、これに資す
る教育プログラムを開発することにした。
まず、法令、文献に基づいてその関係を整理した結果、動物について野生動物、都
市動物、家庭動物、展示動物、産業動物、実験動物の全部で６類型に整理した。また、
本研究では検討のうえ、俯瞰的理解を、広範性、深層性、全体性、多角性、創発性、
の５つの要素に分けて捉えることにした。次に、プログラムの開発方針として、理科
教育の分野における先行研究をもとに、教材の内容・手法の検討を行った。
開発した学習プログラムでは、まず、６類型の全体像について学習する。次に、グ
ループに分かれ、ヒトと動物との関わり方が問題となっている各類型のテーマについ
て、個人の意思決定とグループでの合意形成を行う。合意形成の手法には、簡略化し
たコンセンサス会議の形式を用いた。その後、議論をクラス全体で共有し、環境の観
点も踏まえたまとめを行う。
まずは予備的にプログラムを開発し、大学生に対して試行を行った。これを踏まえ
て、プログラム改善したえうえで、千葉市の公立中学校において、第２学年を被験者
とした試行授業を実施した。試行授業においては、授業の最後に質問紙調査を実施す
るとともに、約 30 日後に質問紙調査を実施し、生徒の知識獲得や認識変化などに着目
して記載内容を分析した。さらに、生徒用教材への記入状況と、グループ討論におけ
る発話データから、生徒の学習過程を詳細に分析した。以上を踏まえて、最後に本プ
ログラムの活用効果と課題について考察した。
本研究の結果として、ヒト・動物・環境の関係についての俯瞰的理解を育成する理
科教育プログラムが開発された。また、試行結果では、すべての質問項目において８
割以上の高い評価が得られ、発話データからも積極的なディスカッションがなされた
ことが示唆された。このことから、ヒト・動物・環境の関係についての俯瞰的理解を
育成することにおいて、開発したプログラムが一定の効果をもつことが示唆された。
謝辞：試行にご協力いただいた皆様に、この場を借りて深く感謝申し上げます。な
お、本研究は JSPS 科研費 JP20K03214 の助成を受けたものです。
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農村における持続可能な地域づくりに向けた住民の学習
－農村ツーリズムに着目して－
谷萩 真樹（都留文科大学）
キーワード：農村ツーリズム、都市農村交流、住民の主体的な学習、食農教育、ESD
１．背景
都市人口の増加は長らく世界的な傾向であり、衰退する農村地域（多自然地域・中山
間地域・農山漁村地域）における「持続可能な地域づくり」を目的とした学校教育と社
会教育の在り方は、現代社会の重要課題のひとつとして、多数の研究と実践が進められ
てきた（朝岡 2005 ほか）。過疎化している地域社会に人の流れと経済的好循環をもたら
す手段として、全国の農山漁村地域の価値を再発見する「農村ツーリズム（グリーンツ
ーリズムと同義）」は、地域住民が主体となり、自然環境や里山の魅力を農村体験を通
して、多くの人々に体験をしてもらう教育的要素の高い活動であり、観光経済学の視座
からも、都市農村交流や農村地域の活性化に対して大きな可能性を有している（大江
2017 ほか）
。
２．目的
「持続可能な地域づくりと教育の役割」に関わる先行研究で、阿部（2009）は、ESD
の現状と課題に関して、環境教育をベースにした地域住民を巻き込んだ ESD の将来的な
可能性を示した。鈴木・朝岡 （2018）らは、地域住民の内発的で、地域創造に関わる
学習を援助・組織化する「地域創造教育」や「地域再生教育」の重要性を指摘している。
一方、野村（2004）は、
「食農教育と地域作りにおける ESD の関連性」により農業体験
による食農教育は本質的な人と自然の関係を取り戻す機会として有効であることを示
している。これらの既往研究では、農村地域における住民の主体的な学習の在り方が一
定程度論じられてきているものの、これからの「農村ツーリズム」が内包する学習の可
能性については、中澤（2021）が、地域住民の学習（主体形成）の創造性の在り方を解
析して、住民主体のエコツーリズムによる地域活性化の成功モデルを示した研究がある
ものの、増田（2014）が著書『地方消滅』で示した地方自治体の生き残りをかけた、今
日的な危機意識に基づいた研究は多くない。そこで、本研究では、増田（2014）以降、
地域学校協働活動が各地で始まっている現在の農村地域の状況を踏まえて、教育学の視
座から「農村ツーリズムを通した持続可能な地域づくり」、および「地域住民の主体的
な学習」の課題を明らかにすることで、農村地域の活性化の一助となる研究を行う。

【引用文献】
 朝岡幸彦, 2005,「グローバリゼーションのもとでの環境教育・持続可能な開発の
ための教育（ESD）
」, 『教育学研究』, 72 (4), 112-125.
 大江靖雄, 2017,「都市農村交流の経済分析」, 農林統計出版, 1-15, 123-138.
 中澤朋代, 2021,「エコツーリズムにおける地域づくりに向けた住民の主体形成
‐沖縄県東村を事例に‐」, 『環境教育』, 31(1), 13-22.
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中山間地域の小規模宿泊施設における教育機能に関する研
究－長野県飯田市遠山郷のゲストハウスを事例に－
中村拓磨（松本大学大学院総合経営研究科）
キーワード：ゲストハウス、宿泊経営、中山間地域、ESD
ゲストハウス（以下 GH）は、旅館業法上、簡易宿所営業に分類される宿泊施設で、施
設は小規模で低価格、個人･家族経営が多く、宿泊者同士の交流を目的とした共有スペ
ースの存在が特徴的である。インバウンドの増加や生活体験型観光の流行から、近年 GH
が注目され、その施設数が増加している。GH の中には、地域との交流機会が宿泊延長や
リピーター化といった GH 経営上の実益に繋がるという報告もある（山川ら、2021）。
これまで観光と教育の関わりについて、観光の教育力に関する研究（大島、2016）、
地域住民の学習と観光産業の発展の関係性とその過程の研究（中澤、2020）など様々な
議論や実践がされている。観光産業の中でも宿泊産業は最も規模の大きいものであり、
宿泊産業は観光を語る上で外せない領域である。
本研究では、長野県飯田市の中山間地域にある GH を対象に、ゲストハウスの交流機
能に着目し、宿泊者同士の交流だけでなく地域住民との接触がある交流の実態を明らか
にする。加えて、地域住民の学習の場となる取り組みから、中山間地域ゲストハウスの
教育的な役割と可能性を明らかにすることを目的とする。
調査対象の遠山郷は、飯田市の上村と南信濃の 2 つの地区を合わせた地域であり、近
年は、三遠南信自動車道の整備による広域的なアクセス性の向上により、観光産業の発
展が期待されている。一方で、人口減少と高齢化が顕著に進む中山間地域でもある。こ
うした地域課題の解決に向けて、遠山郷は ESD をベースにした持続可能な地域づくりの
対象地域として、これまで学校教育、保育、高大連携すなわち教育を軸に地域課題の解
決するための ESD の役割が一定程度明らかになっている（阿部、2019 ほか）
。
これまで発表者は、現地調査（2021 年 11 月 15 日）、オンラインによる聞き取り調査
（同年 12 月 19 日）を行なった。対象 GH は、宿泊者同士の交流に加えて、宿泊者と地
域住民との交流が生まれやすい場づくりをしていることが分かった。宿泊者専用の共有
スペースが ESD の視点からあらゆる人びとへの学習機会を提供するための場になる示
唆を得たが、地域住民含め宿泊者（ここでは学習者とする）がどう変容したかについて
明らかにすることが今後の課題である。
本発表では、7 月に予定している学習者への聞き取り調査を行うとともに、既存の宿泊
形態の整理やゲストハウスの概念整理を踏まえて、中山間地域 GH の教育的意義について予
備的調査の成果を報告する。※参考文献をご希望の方は発表者にお問い合わせ下さい。
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科学技術社会における意思決定・合意形成に関する生徒の
資質・能力の評価
‐評価基準・評価尺度の開発のための基礎的検討‐
宇都宮俊星 (麻布大学大学院)・福井智紀 (麻布大学)
キーワード:中等教育、科学リテラシー、話し合い活動、ルーブリック、心理測定
現代社会では、科学技術が著しく発展し、誰もが多くの恩恵を受けている。故に、専
門家以外も科学技術に関わる政策決定などの判断に積極的に参画することが必要であ
る。近年の学校教育でも、このような意思決定・合意形成に関わる資質・能力の育成に
ついて意識されるようになっている。例えば『中学校学習指導要領解説』にはいくつか
の科目で意思決定の場面設定や合意形成の指導についての明記がある。こうした資質・
能力の獲得に向けて意思決定・合意形成を促す教材開発が行われてきた。しかし、具体
的にどのような資質・能力を育成するのかを明確化したうえで、その変容を丁寧に評価
してきたとは言い難い。そこで本研究では、科学技術における意思決定・合意形成に関
する生徒の資質・能力を理科教育で捉えるための評価基準・評価尺度を開発することを
目的とする。
まず、評価基準を検討するため、科学教育だけでなく、経済学や心理学などの多様な
分野を視野に入れて文献調査を行い、意思決定及び合意形成の具体的なプロセスや下位
要素を抽出した。なお、教育学の先行研究では、理科だけでなく社会や国語も視野に入
れた。これらを踏まえたうえで科学技術に関する意思決定・合意形成の資質・能力とし
て、理科教育において評価すべき基準を「情報収集・整理」
「解決方法の模索」
「選択肢
の評価」
「共有・議論」
「個人の判断」
「他者との調整」「実行・確認」の 7 点に分類し、
それぞれの下位要素を踏まえたうえで暫定的に整理した。
次に、本研究で整理した評価基準に基づいて、資質・能力を判定するための評価方法
を検討する。その観点として、学校教育での評価で文部科学省が重視している３つの柱
に対応する形で「個別の知識・技能」については再認テスト形式、「思考力・判断力・
表現力等」についてはルーブリック、「学びに向かう力・人間力等」については心理測
定尺度を用いて評価することを想定し、まずはルーブリックと心理測定尺度の開発を中
心に研究を進める。今回の発表では、暫定的に整理した意思決定・合意形成の資質・能
力を示すとともに、ルーブリック・心理測定尺度の構成案を報告する予定である。
また今後は、複数の現職教員に対して評価基準・評価尺度の構成案を示したうえで選
定してもらい、その回答を参考にして絞り込みを行う。その後、改善した尺度を用いて
現職教員に試行を行い、評価基準及び評価尺度の信用性を検討する。また、可能であれ
ば実際の生徒に試行を行いたいと考えている。なお、本研究は JSPS 科研費 JP20K03214
の助成を受けている。
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生徒が持つ環境教育に関する学習観と自然への愛着との関
連--都内高校を対象事例とした予察的検討-大塚啓太 (森林総合研究所)・桒原智美（東京学芸大学附属高等学校・東京農工
大学大学院）
キーワード: 学習観、自然への愛着、野外体験
背景と目的

自然への愛着は、当人が森林を継続的に知覚、体験することにより形

成される(e.g., Kyle et al., 2004, Scannel and Gifford 2010)。環境配慮や森林探
訪意欲の増進に繋がる心理であり、それを指標とした環境教育の効果検証や、より良い
教育方策を検討・提案することが期待できる。しかし、環境教育実践と自然への愛着に
どのような関連性があるのか明確ではない。そこで、本研究では環境教育実践への動機
づけを規定する心理である学習観（e.g., Marton et al.1993, Otsuka et al. 2018）
を活用し、生徒の環境教育への動機づけの様態によって、自然への愛着は影響を受ける
のかを検討することを目的とした。東京都内高校の実践を事例に、環境教育に関する学
習観および自然への愛着尺度の得点および実践内での活動内容を指標として、それらの
関係性を確認した。
対象と方法

対象実践は、自然に触れることを教育目標とし、関東近郊の緑や海を

探訪するものであった。これに参加した高校生 210 名に向けて、環境教育学習観尺度
（Otsuka et al. 2018）
、自然への愛着尺度（Jorgensen ＆ Stedman 2001, Vorkinn ＆
Riese 2001）の質問紙調査をした。また、実践に沿った生徒の活動を把握するため、生
徒には景観写真 1 枚の撮影を課した。分析は、自然への愛着尺度の高群・低群に分け、
それを要因とした分散分析を行うことで、環境教育への動機づけと愛着の関係性を確認
した。
結果と考察

対象となった生徒が有する学習観は、「環境問題学習志向」、「探求学

習志向」
、
「環境配慮・責任志向」、
「選択学習志向」、
「教授型学習志向」となった。また、
自然への愛着は、
「情動と関連する愛着（リラックスできる等）」と「繋がり感に関する
愛着（自然は私の一部である等）」に分けられた。二要因分散分析の結果、いずれの学
習観においても、愛着における交互作用は認められなかったため、学習観による主効果
を検討した。
「情動と関連する愛着（リラックスできる等）
」は「教授型学習志向」以外
の学習観の主効果が有意であったが、「繋がり感に関する愛着（自然は私の一部である
等）」は「環境問題学習志向」、「選択学習志向」、「教授型学習志向」の主効果が有意で
あった。リラックス等に起因する自然への愛着は多くの者が抱きやすいのに対して、自
然への繋がり感を伴う愛着を抱く者は比較的少なく、自然体験の多く、自然への関心が
高い者が抱く心理だと考えられる。そのため、環境教育とは選択的に学びとり、しっか
りとした教授を受けるべきという動機づけと関連する結果が示されたと推察した。
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大学環境教育における e-ラーニングコンテンツ導入効果
林隆紀（佛教大学）
キーワード：アクティブラーニング、大気汚染問題、環境先進都市、北九州市、
協働効果
大規模気候変動による異常気象の頻発は、近年、我々の生活に大きな脅威をもたらし
ている。グローバルな環境問題の中でも、いわゆる地球温暖化という表現で一般に認識
されているこの危機を少しでも緩和するには、IPCC の第 6 次報告書でも強く指摘され
ているように、10 年以内の人為的二酸化炭素排出量大幅抑制、ならびに今世紀半ばの
排出ゼロ達成が必要不可欠である。しかし近年の国際的緊張の高まりによるエネルギー
供給の不安定化も相まって、その達成への道筋はさらに険しくなっているのが現状であ
る。
一方、SDGs の概念は 2015 年に国連サミットで取り上げられて以来、環境問題のみな
らず国際社会全体で取り組むべき 17 の様々なゴールが設定され、各分野でこの目標に
向けての取り組みや評価が行われている。政府行政機関はもちろん、マスコミ、企業、
インターネットなどいろいろな媒体からの発信が盛んに行われ、多くの人にとって用語
自体は身近なものになっていると言える。しかしその概念の包括する分野の多様性や誰
一人取り残さないという崇高な理念の目標設定がゆえに、我が国の一般市民の間ではふ
わっとした理解や行動に繋がってしまっているのではないかという懸念がある。
2021 年度の学校基本調査（文科省）によると、我が国の大学進学率も 54.9％と過去
最高を記録し、高校生の半数以上が大学に進学し、短期大学や専門学校を含む高等教育
機関への進学率も含めると 8 割を超える時代となった。したがって大学教育はもはや一
部のエリートを養成するためのものではなく、広くこれからの社会を支える人々に対し
て、小中高で学んできた知識・学習スキルなどを総合し、より発展的な力を習得させる
ための、主体的・対話的で深い学びを実現させるための教育とすべきであることは自明
である。
本発表につながる一連の研究では、市民力を育むための大学での学びについて、高校
までで学んできた知識の定着の確認からスタートさせ、アクティブラーニングで頻繁に
取り入れられるグループワーク（討論）のあり方に関して検討を進めている。今回は、
高校までの社会科で必ず取り上げられる大気汚染問題をキーワードに据え、その克服を
足掛かりに環境先進地域へと変貌を遂げた北九州市の事例研究を中心とした e-ラーニ
ングコンテンツの作成と、それを用いた受講生の学びの深まりや課題について検討した
結果について報告する。
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大学生の環境学習プログラムの企画立案を通じた
環境保全の取り組みに関する考察
佐藤秀樹（江戸川大学）
キーワード：大学生、環境学習のプログラム企画立案、気づき、主体性、環境保全活動
環境保全に対する意識を持って行動へ移していくためには、環境問題を自分事として
捉えることが必要である。環境問題に対して当事者意識を持つためには、幼少期からの
自然との触れ合いや、各成長段階に応じて環境保全等をテーマとした体験型学習への参
加が重要で、それにより環境保全に対する気づきを高めることができる。
そして、大学生になると、今度は学生自身が環境保全を進める実践者としての意識を
より高めていく必要がある。その際、対象に応じての環境問題の伝え方やその内容に関
し、環境学習プログラムの企画立案を通じて考えることは、環境保全を実践していく上
での重要な段階の一つである。また、2021 年 6 月に策定された「千葉県環境学習等行動
計画」では、
「環境への意識は高まってきている一方、環境保全活動への参加等、具体的な
「行動」までには十分結びついていないことから、環境問題を「自分ごと」として捉え、他
者と協働しながら、問題解決に向けて行動する人づくりを一層進める必要がある」となっ

ている。環境保全活動の行動に結びつけるための学習が一層求められていると言える。
このような背景から、私が所属大学にて担当している「環境と教育(講義科目)」の授
業(14 回,100 分/回)の中では、各学生が環境問題を自分事として捉えるために、自分が
環境リーダーとして環境保全の取り組みを伝える場合、どのような環境学習プログラム
を企画立案するかといった内容を作成し、発表してもらう授業を行っている。当該授業
では、各学生が環境学習を実践する立場を想定して、それぞれが興味・関心のある環境
学習のプログラム内容の企画立案と発表を通じ、環境教育の実践的な取り組みの内容や
その手順を身につけ、当事者意識を持ってもらうことを狙いとしている。
本研究では、大学生が考えた環境学習プログラムの企画立案のテーマ、狙い、対象、
構成内容や留意点等から、それぞれが環境保全活動を実践する上での興味・関心度の把
握、並びに環境学習の企画立案プログラムの内容について主体性を持って進めていくた
めに必要な視点等について考察する。
参考文献
千葉県環境学習等行動計画(2022 年 7 月 20 日閲覧)
https://www.pref.chiba.lg.jp/shigen/kankyougakushuu/koudoukeikaku.html
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分類基準を見出すことから始める環境を捉える視点の醸成
日髙翼（大阪教育大学）
キーワード：教員養成、理科、環境、植物、分類
平成 29 年改訂の中学校理科学習指導要領では「生物の特徴と分類の仕方」が第 2 分
野に新設され，
「いろいろな生物を比較して見いだした共通点や相違点を基にして分類
できることを理解するとともに，分類の仕方の基礎を身に付けること」（文部科学省，
2018）と記されている。多様な観点，基準で生物が分類できることを理解し，分類の
技能を身に付けること，言い換えれば，分類されたものを整理し理解することだけで
なく，分類プロセスそのものを重視した指導が求められている。さて，教科書には付
箋紙に書いた生物名を基に，なかま分けするにはどのような観点（生活場所など）で，
何を基準（陸，川，海など）にしたらよいかを子ども自身で考え，それに基づいて分
類する活動などが記述されている。従来行われてきた比較・分類学習のように，教師
から与えられた観点と基準を適用することによって対象を仕分けする活動ではないも
のの，すでに存在する生物名をなかま分けするところから始まる学習からは， 既定の
分類の枠組みの範疇を越えて，新たな観点や基準を見いだすことは，子どもにとって
困難なことであろう。子どもが自然を探究する手段として分類・比較の基礎を身に付
けられるような指導を行える教員の養成が急がれる。
そこで，中学校・高等学校理科の教員免許取得を目指す学生に対し，分類プロセス
について改めて考え直させること，子どもの多様な観点，基準を見出させるための指
導の在り方を考えさせることを目的とし，表 1 のような授業を考案し，実施した。
授業の詳細，学生による成果物，アンケート調査の結果等は，当日に示す。
表 1．授業の概要
科目

中等理科教育法Ⅰ

履修者

116 名

日程

令和 4 年 6 月 15 日

学習の流れ

個人活動

1） 現行の中学校 1 年生理科教科書の記述を確認した。
2） 本活動の意図・注意事項等について確認した。

班活動（3

3） 学内にある名前を知らない野草を 5 種類以上採取した。

～4 名）

4） 四感（五感のうち味覚を除く）をもとに，野草を分類
し，オリジナル検索表を作成した。
5） 観察によって見出された特徴に基づき，各野草にオリ
ジナルの名前を付けた。
6） 他の班の検索表を見て回った。

文献

文部科学省，2018，
『中学校学習指導要領解説 理科編（平成 29 年告示）』，学校

図書，東京，75
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三井物産「サス学」アカデミーの学校への導入と
効果の検証
筒井雪美（三井物産株式会社）・森朋子（国士舘大学）・杉浦正吾（東京都市大
学）
キーワード:企業 CSR、民間主導 ESD、探究型学習、オンライン授業
三井物産は、
「人材育成」を社会貢献活動の重点分野の一つに掲げ、2014 年度から「サ
ス学」アカデミーを実践し、参加者への学習効果を評価してきた。「サス学」アカデミ
ーはノンフォーマル教育として開発されたが、フォーマル教育である学校では探究型学
習の重要性が増している。そこで、これまでノンフォーマル教育の一環として実践して
きた「サス学」アカデミーを学校に導入すること、その成果を評価することを試みた。
本プログラムは 2019 年度までは一般公募で集めた小学校高学年 30 名を対象に行っ
ていた。2020 年度は、6 年間の「サス学」アカデミーの成果評価を実施すると共に、コ
ロナ禍を見据えた 2021 年度以降のプログラム開催に向けた手法を検討した。2021 年度
は三井物産社員が社会課題への「問い立て」と、その「解」を実際の事業を通して紹介
する動画と、自己学習用のワークシートからなる学習コンテンツを当社ウェブサイトに
て一般公開した。さらに小学校・中学校・高等学校のモデル校を 1 校ずつ選定し、上記
コンテンツを用いた探究型学習をオンラインにて実施した。（さとえ学園小学校：5 年
生 90 名、ドルトン東京学園中等部：1 年生 102 名、神奈川県立多摩高等学校：2 年生
280 名）
各校における授業実施後、児童
生徒を対象にアンケートを実施
し、「サス学」アカデミーの探求
型学習としての効果、及び「サス
学」アカデミーを学校に導入する
ことの効果を検証した。
本発表では、各校で実施したプ
ログラムを紹介すると共に、アン
ケート調査の結果を分析・評価し
た内容を報告する。
図
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オンライン授業の様子

28C07

環境配慮の視点を導入した就職活動における意思決定の
支援：学習プログラム・企業分析ツールの開発
福井智紀（麻布大学）
・浮島俊平（元・麻布大学）
キーワード：高等教育、環境配慮企業、ESG、SDGs、チェックシート
近 年 の 企 業 評 価 で は 、 業 績 だ け で は な く SDGs や ESG （ Environment, Social,
Governance）などの非経済的価値も注目されるようになっている。一方で、学生にとっ
て就職する企業・業界を選択することは、最大の自己投資だと言える。就職活動におい
て何を重視するのかは様々であるが、少なくとも環境に配慮した生き方をしたいという
希望を持つ学生に対しては、そのような希望に叶う企業・業界選択を手助けすることが、
高等教育の役割として必要であると思われる。
また、一般に、長期的な視野に立って SDGs
や ESG に取り組む企業・業界は、今後の投資や成長が見込まれるため、結果として学生
自身の安定した生活基盤の構築につながる可能性もある。さらに、環境教育・ESD や SDGs
という大局的観点からも、どのような企業や業界が選好される（されない）のかは、持
続可能な社会の実現に大きく影響するため重要である。そこで、学生を対象とし、就職
活動において環境配慮の取組みに着目する意義を解説し、その具体的な方法を身に付け
てもらうことをねらって、学習プログラム・企業分析ツールを開発することにした。
まず、企業の環境配慮への取組みをチェックするためのツールとして、Excel ベース
のシートを作成し、呼びやすさを考慮してキャッチー（CATSEE：Corporate Analysis
Tool Sheet for Environmental Effort）と命名した。これは、①基本情報入力シート、
②チェックシート、③企業別評価表、という 3 つのシートで構成されている。各シート
は連動していて、①に入力後、②で SDGs 等の観点から企業を評価していき、③で全体
的な評価や総括を行う。また、環境配慮企業に着目する意義を解説したうえで CATSEE
を活用してもらうという学習プログラムを、Power Point のスライド形式で作成した。
2021 年 12 月に大学生 3 年生を対象として、開発したプログラム・ツールをオンライ
ンで試行した。試行後に任意のアンケートを Google フォームで実施し、所属研究室の
学生を除く 14 名全員から回答が得られた。アンケートでは、
「環境配慮企業を評価する
意義・有用性を理解するため効果的」かや、「見極める方法や技能を身に着けるため効
果的」かについて、いずれも約 7 割が肯定的に評価した。しかし「実際の就活でも使用
できるか」に対しては、肯定的評価は約 5 割で、
「とてもそう思う」は 1 割以下であっ
た。このように一定の活用効果や可能性は示されたものの、実用性を高めるには改善が
必要である。特に、民間企業だけでない多様な分野・職種に対応することが課題である。
謝辞：試行にご協力いただいた皆様に、この場を借りて深く感謝申し上げます。なお、
本研究は JSPS 科研費 JP20K03214 の助成を受けたものです。
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ドイツにおける環境教育の展開とエコロジー・教育学の主張
若林身歌（大阪公立大学）
キーワード：ドイツ、環境教育、教育学、エコロジー
〇研究背景と問題意識
人類の地球環境問題への開眼とされるストックホルム国連人間環境会議（1972）にお
いて地球環境問題の解決に向けた教育的取り組みとして「環境教育（Environmental
Education）
」が提案されてから今年（2022）でちょうど 50 年となる。
「環境教育」の誕
生より半世紀、人づくりの学である教育学（Pädagogik）は地球環境問題の時代の教育
という課題にどのように向き合ってきたのだろうか。そしてそれは政策として進められ
てきた「環境教育」や「持続可能な開発のための教育」（Education for Sustainable
Development、以下 ESD）の取り組みや展開にどのように応答してきたのだろうか。
SDGs を追い風に ESD の取り組みがユネスコスクール以外の学校にも急速に広がりつ
つある今日では「環境教育」という言葉を聞くこと自体が極めて少なくなった。しかし
50 年という歴史的な節目を迎える今こそ、この先の ESD および学校教育の未来を展望
するためにこの半世紀における環境教育の歩みをふり返り、その成果と課題に学びたい。
〇本発表の位置づけと発表内容
以上の問題意識から、発表者はこの間ドイツにおける学校を対象とした環境教育の展
開と環境教育学の視座に関する研究に取り組んでいる。本発表はその中間報告である。
先の 2020 年次大会では、その第一歩として、H.ゲプファートの「自然に関わる教育学
（Naturbezogene Pädagogik）
」の主張と問題提起、教育政策としての「環境教育」に対
する批判についての報告を行った（H.ゲプファートの「自然に関わる教育学」の研究）
。
今大会では、ドイツにおける環境教育学の視座より「エコロジー(Ökologie)」と「教育
学（Pädagogik）」を冠した２つの視座、
「エコ教育学（Ökopädagogik）」と「エコロジカ
ル教育学（Ökologische Pädagogik）」に着目する。前者は G.デ・ハーンや W.ビーアを
中心に 1980 年代後半に台頭した立場であり、後者は 1990 年代前半に E.W.クレバーが
提唱したものである。
本研究では、文献研究を通してこの２つの視座に関する分析と検討を行った。今大会
の発表では、その成果をもとに次の点について報告する。①登場背景と主たる主張・理
論、②２つの視座にみる「エコロジー」
・
「教育学」の主張と環境教育学の視座としての
特質、③「エコロジー」×「教育学」の視座の台頭と 1980 年代後半から 1990 年代前半
における学校を対象とした「環境教育」の展開の関わり、④歴史的意義と残された課題。
本研究は科研費 19K02455 の助成を受けたものである。
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Fostering Climate Action – The Role of Affect in
Environmental Education
Roger C. BAARS (Senior Lecturer, GSGES, Kyoto University, Japan)
Key words: Climate Change Education, Emotions, Affect, Teaching Practices
Abstract:
We have seen growing efforts in formal education to increase environmental awareness and
foster climate literacy. Traditionally, climate change education focused on cognitive learning
and knowledge transfer, often shaped by narrow disciplinary concepts, e.g., in science
education. Global environmental problems, such as climate change, however, are complex
and present new challenges to both educators and students. Thus, more holistic approaches
to climate change teaching and learning are required to improve overall learning outcomes
and allow students to move from climate change awareness to climate action.
In contrast to traditional perspectives on emotions as creating irrational and problematic
behaviors, current research on affect in education has shown that emotions can foster
constructive behaviors that could help tackling global threats, such as climate change. This
paper considers the importance of affective framings used in climate change education in
relation to classroom practices of teaching and learning. The paper does not explore the
conceptual differences between affect and emotions in detail but focuses on what emotions
(could) do or discourage students from doing instead.
The paper highlights the potential of affective framings and teaching practices in education to
foster higher levels of climate engagement and action among youth. The paper analyses the
affective framings of climate change information in secondary (junior-high and high school)
geography, civics and social studies textbooks currently used in Kyoto Prefecture, Japan, and
illustrates how teachers’ affective practices connect to student motivation, empowerment,
and activism. The paper discusses a variety of emotional assemblages observed in classroom
settings, including trust, hope, anxiety, and boredom.
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28D08

Ecological Education Linked to the Curriculum
through Whole School Approach in an Elementary
School in Korea
Sun-Kyung Lee (Cheongju National University of Education)*
Hyungson Ju (Korea National Open University)
Namsoo Kim (Korea Research Institute for Environment & Development)

Key words: ecological education, curriculum, whole school approach, elementary school,
professional learning community(PLC)
Education for sustainable development (ESD) in schools appears in various ways depending on the
historical background and perspectives of education in each country, including an approach that
integrates sustainability into existing subjects and a whole school approach for sustainability. This
study explores the case of elementary school A, where the whole school approach for sustainability
is carried out in the form of ecological education linked to the curriculum. Elementary School A,
located in a city in Chungcheongbuk-do in Korea, is one of Happy Seed Schools designated by
Chungcheongbuk-do Office of Education to promote the innovation of schools to improve the quality
of public education. This school is one of the early innovative schools in Chungcheongbuk-do, where
the activities of the teachers` professional learning community(PLC) were very active and the
curriculum reconstruction was actively carried out. At the curriculum council, where all school
members gather together at the beginning of each school year, teachers analyze all achievement
standards for each grade level and create a curriculum by themes. These themes deal with the
important contents of each subject, but also include various contents that are emphasized in ESD.
The reconstructed curriculum and class contents are similarly and differentially performed in
classes of each grade level. Ecological education conducted in each grade level is as follows: In the
1st year, curricula related to 'Spring, Summer, Autumn, Winter' were reconstructed, in the 3rd
year, the 'Butterfly Project' and 'Dispatch Earth Commandos' programs were conducted, and in the
5th year, the theme was 'Introducing Guryongsan Friends' which was reconstructed around the
'Biology and Environment' unit of science. These ecological education programs are planned,
reviewed and revised, implemented, reflected, and evaluated through a PLC with the participation
of teachers from each grade level. The core of the ecological education process through the whole
school approach of elementary school A is its close linkage and reconstruction of the national
curriculum based on the school’s needs, and the consultation and reflection process of teachers in
PLC that makes this possible. This process provides an opportunity to perform various theme-based
education related to sustainable development as well as ecological education in elementary school
A, and can deepen and develop the quality of the education performed in the whole school level.
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ポスター発表（対面）
要旨
第 3 日目：8 月 27 日（土）
第 4 日目：8 月 28 日（日）
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ポスター発表 1

環境教育のための草木染の活用 1
－外来植物を用いた草木染の実践－
アブドラブアルナビ シャハド・アブドウラ エム・虎澤亨祐・
ムラド ホダ ワリードエム・藤吉正明(東海大学)
キーワード: 外来植物、草木染、濃染植物、色彩、天然染料
＜はじめに＞
環境教育では、多くの人が身近な環境に興味を持つことが大切である。近年、身近な
環境には多くの外来植物が定着し、その数は日本全国で 2000 種を超えていることが知
られており、その駆除等が行われている。本研究では、日本全国に定着している外来植
物に着目し、より鮮やかで濃く染まる植物を見つけ出すことを目的とした。
＜方法＞
草木染とは、様々な植物を煮出し、色素を抽出した上で、金属媒染を行う染色方法で
ある。本研究では、関東地域を中心として日本全国から外来植物の葉（一部枝や果実を
含む）を採取し、採取後約 2 週間以内に実験を実施した。方法は、集めた材料を水で煮
出し、その煮汁と媒染剤（アルミ：Al、銅：Cu、鉄：Fe）を用いて 3 回染めを行った。
その後、染色布を用いて、測色計で計測した。
＜結果及び考察＞
本研究では、約 500 類の外来植物の染色を実施した。その結果、媒染剤ごとに濃く染
まる植物が複数確認された。まず、Al 媒染として濃く染まった植物は、コゴメミズ、マ
カダミアナッツ、フサアカシア、カンニンガムモクマオウ、ハイニシキソウ、キンチョ
ウ、ヒメフウロ、ハルシャギク、マリーゴールド等であった。次に Cu 媒染としては、
アラゲハンゴンソウ、ハルシャギク、アメリカタカサブロウ、トックリヤシモドキ、マ
ニラヤシ、フサアカシア、コバノサンダンカ等であった。最後に Fe 媒染では、トウカ
エデ、ザクロ、アメリカフウ、メマスヨイグサ、コニシキソウ、ヒメフウロ、ヒルザキ
ツキミソウ等であった。中でも温暖な地域に生育するコゴメミズは、どの媒染剤におい
てもよい結果が得られ、草木染教材として優れていることが明らかになった。その他、
ハルシャギク等は Al 媒染と Cu 媒染で良い結果が得られ、ヒメフウロは Al 媒染と Fe 媒
染で濃く染まることが確認された。外来植物は種により適した生育環境が決まっている
ため、沖縄の亜熱帯気候の温暖な地域ではコゴメミズ、コバノサンダンカ、マニラヤシ
等が、また本州を中心とした温帯気候の地域ではハルシャギク、トウカエデ、ヒメフウ
ロ等を草木染教材として活かすことができる。それを実践することで身近な植物を活用
した環境教育と外来植物の駆除が同時に進めていくことができるのではないだろうか。
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ポスター発表 2

環境教育のための草木染の活用２
―オオキンケイギクを中心とした花染の実践―
ムラド ホダ ワリードエム・藤吉正明（東海大学)
キーワード: 環境保全、教材開発、草木染、天然染料、花染
＜はじめに＞
環境教育では、多くの人が身近な環境に興味を持つことが大切である。近年、身近な
環境には多くの外来植物が定着し、季節を通して色鮮やかな花を咲かせている。本研究
では、それらの鮮やか花弁を持つ外来植物（特にオオキンケイギク）に着目し、より鮮
やかに美しく染色できる植物を見つけ出すことを目的とする。そのため、本研究では、
花染アルカリ試薬の検討、外来植物の選定、花弁量の検討を実施した。
＜方法＞
花染試薬の検討は、色素の抽出にアルカリ剤（炭酸ナトリウム、水酸化ナトリウム等）
を用いる必要があり、どの薬剤が適しているのかを明らかにするため、ベニバナを用い
て 3 種の薬剤を試した。外来植物の選定は、身近な環境に定着しているオオキンケイギ
ク、ハルシャギク、イモカタバミ、アカツメクサ、ムシトリナデシコ等を用いた。花弁
量の検討は、異なる量で染色を行い、より濃く染まる量を調べた。花染は、アルカリ剤
を添加し、その水溶液の pH を調整した。その溶液に花弁を入れ、揉んで色素の抽出を
行った。その後、溶液にクエン酸を加え（中和）、溶液の色が変化したら布を浸した。
染色布は乾燥させた後、測色計で計測した。
＜結果及び考察＞
ベニバナには、赤色素（カルタミン）と黄色色素（サフロールイエロー）の 2 つの色
素が含まれている。試薬の検討の結果、黄色色素を含まない場合は、炭酸ナトリウムが
最も鮮やかな色となった。一方、黄色色素を含む場合は、水酸化ナトリウムが良い結果
となった。そのため、本研究の花染では、炭酸ナトリウムと水酸化ナトリウムをアルカ
リ試薬として使用した。次に、花弁の色が異なる外来種を使用して花染を実施した結果、
赤い花弁を持った植物のほとんどは染まらなかった。しかし、黄色い花弁を持ったオオ
キンケイギクとハルシャギクは、濃い黄色に染色された。これらの 2 種については、複
数のフラボノイドが含まれていることが報告されている。次に、花弁量の検討の結果、
10g と 20g が濃く染まったため、より少量の 10g が最適量である。本研究の花染では、
オオキンケイギクとハルシャギクが黄色の染料として有効であることが明らかになっ
た。それに加えてオオキンケイギクの草木染を実施したところ小豆色や茶色も実験で示
されたため、花染と草木染を組み合わせることでより多彩な染色ができると思われる。
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ポスター発表 3

環境教育のための草木染活用３
―簡易的な方法論及び染料保管方法論の確立―
虎澤亨祐・藤吉正明(東海大学)
キーワード: 帰化植物、草木染、色彩、天然染料、濃染植物
＜はじめに＞
環境教育では、多くの人が身近な環境に興味を持つことが大切である。身近な植物を
利用した草木染は、環境教育教材として適していると思われるが、その染色には時間が
かかることが課題となっている。そのため、学校教育の現場で草木染を進めていくため
には、その方法の改善等が必要とされている。そこで、本研究では、草木染染色方法の
時間短縮化と染色材料等の保管についての検討を行った。
＜方法＞
草木染とは、様々な植物を煮出し、色素を抽出した上で、金属媒染を行う染色方法
であり、染色には植物煮汁を使った染色と金属媒染の 2 つの作業工程を要する。藤吉
ほか（2014・2015）では、草木染の方法として染色約 20 分と媒染約 20 分で 1 回あた
りの染色が行われている。本研究では、その染色時間の短縮化のため、各 3 タイプの
染色時間（5 分、10 分、15 分）と媒染時間（5 分、10 分、15 分）の合計 9 タイプの組
み合わせで 3 種（シュロ、オオキンケイギク、トウカエデ）の植物を用いて染色を行
い、染色具合の程度を比較した。次に、材料保存の方法と保存期間を検討するため、3
つのやり方（乾燥・冷凍・染液）で保存し、植物材料採取直後、保存 1 週間、保存 2
週間、保存 1 ヶ月で染色を実施した。実験には 3 種（オオバナノセンダングサ、オオ
キンケイギク、トウカエデ）の植物を用いて、採取後の時間の経過とともに色彩がど
のように変化するのかを記録した。色彩は、測色計を用いて数値データを記録した。
＜結果及び考察＞
染色時間の短縮化について、シュロでは染色時間の長短で多少の明度や彩度の変化
が見られたものの、オオキンケイギクとトウカエデは大きな変化が確認されなかっ
た。そのため、染色時間の最も短い、染色 5 分と媒染 5 分の時間で草木染を進めてい
くことができれば、藤吉ほか（2014・2015）の染色時間より約 90 分も短縮することが
できる。また、保管方法については、3 種の植物及び 3 種の保管方法含めて、時間の
経過に伴う大きな色彩の変化は確認されなかった。そのため、植物の採取後約 1 ヶ月
程度は濃い色合いで染色を行うことが可能であることが明らかになった。今後は、こ
れらの時間短縮された新しい方法を用いることや材料の長期保存及び事前準備を行う
ことで、大幅に時間短縮が見込まれ、教育現場で実践しやすくなるものと思われる。
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ポスター発表 4

幼児期における SDGs 教育についての検討
～絵本を活用した実践を中心に～
井村礼恵（東京経営短期大学こども教育学科）
キーワード：幼児、 SDGs、絵本、保育現場、家庭
１．研究目的
SDGs（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）において、ESD
（Education for Sustainable Development：持続可能な開発のための教育）は、ター
ゲットの 1 つとして位置付けられているだけでなく、SDGs の 17 全ての目標の実現に寄
与するものであり、SDGs の達成の不可欠な実施手段であると位置づけられている。本
発表では、幼児期における SDGs 教育について絵本を用いた実践を中心に検討を行った。
２．研究方法
幼児期における SDGs 教育に関する実践・研究について、インターネット検索調査を
行い、動向を明らかにした。プレ調査の段階で、絵本を用いた実践が多くみられたため、
SDGs 教育に関わる絵本を用いた実践を中心に進めた。SDGs の 17 項目に対して、保育学
生がキーワードを挙げ、保育や家庭において、幼児対象に活用できる絵本の選定を行い、
実践での具体について検討を行った。
３．結果
保育園および幼稚園における SDGs 実践では、直接的に幼児に教育実践を行うもので
なく、園運営の中で SDGs を意識した取り組みを行う園が多くあった。これらの取り組
みは環境への負荷を減らすことができる以外にも、その取り組みを幼児やその保護者に
紹介することで、ESD や環境教育としての効果も生まれ、職員自身の意識改革も行うこ
とができると考えられる。また、幼児への直接的な教育実践では、①既に行ってきた実
践を SDGs に位置付けることでより意識的に行っているもの（食育等）
、②SDGs の 17 項
目に位置付けられていることによってより積極的に取り入れられるようになったもの
（ジェンダー等）、③SDGs の 17 項目を意識することで、点在していたテーマに関連的
認識が促されたことが明らかとなった。
４．まとめ
「持続可能な社会の創り手」の育成を行う上で、絵本を活用した SDGs 実践は幼児を
取り巻く大人自身にとっても、SDGs への理解を深める助けとなり、幼児への働きかけ
を促すために有効である。
東京経営短期大学こども教育学科環境教育ゼミナール：鈴木雛乃,稲見心,酒井真生,佐々木恵実,永井春奈,山土井彩
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ポスター発表 5

小学校生活科における動物ふれあい学習の実践と課題
斉藤千映美(宮城教育大学)・吉村敏之(宮城教育大学)
キーワード: 動物飼育、生活科、生命尊重
仙台市内では動物を飼育している学校は少なく、飼育をしていない学校では多くの場
合市内の動物園への訪問を生活科の「動物飼育」との関連で位置付けていると考えられ
る。
生活科における動物飼育の大きな目的は、対象との関わり合いを通じて生命の持つ特
質（変化や成長）に気づき、生命への愛着や責任感を育むことにある。このことから、
単発の動物園等の施設訪問による動物とのふれあいは、生命への興味関心を生み出すき
っかけづくりに留まり、
「動物飼育」と異なるものであることは明らかである。
一方、教材そのものが生命を持つことから、学校としての飼育動物は少なく、その取
り扱いについて不安を抱く教員は多いため、児童に動物とのふれあいの経験を実際の飼
育活動で体験させることが困難となっている。
小学校における生活科での動物飼育は、地域や学校の考え方によってどのように実施
できるか大きく異なると考え、実践事例をもとに直接的なふれあいを行うためのいくつ
かの方法（下図）を分類した。それぞれの利点を活用するための実践事例をいくつか報
告する。

118

ポスター発表 6

「わかっているけどできない」に着目した環境配慮行動に
関する先行研究の分析：子ども向け環境学習プログラムの
開発に向けて
髙瀬和也（鹿児島大学）・田村駿也（早稲田大学）・小野田弘士（早稲田大学）・
塩田真吾（静岡大学）
キーワード：環境配慮行動、子ども、環境学習、文献調査、阻害要因
1. 研究の背景と目的
子ども向けの環境学習では，ごみを減らす，節電をするなど，身近な行動を考える活
動が行われている．しかし，これらは行動自体に感じる「面倒くささ」よりも「“きち
んと”分別する」など子どもの努力の側面が注目されている．本研究は，「わかってい
るけどできない」意識に着目した学習に資する視座を得るべく，環境配慮行動に関する
33 件の文献を調査し，
行動の阻害要因や教育手法の研究動向に関し質的分析を行った．
2. 先行研究の分析
環境配慮行動の促進・阻害要因は「家族がしているから」「面倒だから」などが挙げ
られる[1]．特に子どものごみ減量行動に着目すると，「周囲の大人が期待しているか」
「ごみを減らしたいと考えているか」が態度や行動に影響する[2]．そのため，子ども環
境学習プログラムの開発に向けては，ごみを減らしたいと思わせ，周囲の大人（家族）
とも連携をとりつつ，面倒くささを感じにくい行動を考えさせることが必要な視点であ
ると考えられる．実社会でも，行動の面倒さを軽減する必要性[3]から，ナッジをはじめ
とした行動科学に基づく環境配慮政策等が実装されつつある．子ども向け環境学習にお
いてもこうした視点を融合させ，子どもが「わかっているけどできない」意識を克服し
環境に配慮した行動を為し続けられるような指導方法の体系化が必要であろう．
3. プログラム開発に向けて
「わかっているけどできない」意識への着目をもとに，本稿で得た視点である行動科
学の手法や家族との連携，ごみ減量への意識変容を，指導にどう援用するかを検討する．
主要参考文献
[1] 西川純・高野知子（1998）
「生徒の環境問題に対する判断と行動」
，
『環境教育』
，日本環境教
育学会，Vol.7(2)，pp.44-49．
[2] 依藤佳世・広瀬幸雄（2002）
「子どものごみ減量行動を規定する要因について」
，
『環境教育』，
日本環境教育学会，Vol.12(1)，pp.26-36．
[3] 森康浩・小林翼・大沼進（2016）
「環境配慮行動と行動の阻害要因及び施策の波及効果の認
知に関する研究」
，『環境情報科学論文集』，Vol.30，pp.261-266．
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ポスター発表 7

自治体のごみ減量担当部署が行う環境学習関連施策
齊藤由倫・田子博（群馬県衛生環境研究所）・飯島明宏(高崎経済大学)
キーワード：生活系ごみ、普及啓発施策、アンケート調査、環境学習
多くの自治体では、家庭から出る生活系ごみの減量を目的に、住民を対象とした様々
な普及啓発施策が行われている。その中にはごみ問題をテーマとした環境学習関連の施
策も含まれるが、対象となる住民層や効果検証の有無、或いは教材の配布か体験学習の
実施かと言った住民への介入方法に関して、詳しい状況を整理した資料は見当たらない。
それが把握できれば、自治体同士で参考にできる環境学習関連施策の事例集になるだけ
でなく、その比較分析から、既存施策の改良に資する新たな課題の発見にも繋がるかも
しれない。そこで、全国の自治体を対象に、環境学習を含む普及啓発施策の実施状況を
尋ねる Web 方式のアンケート調査を行った。今回は、そのアンケート結果から環境学
習に関連する内容を中心に解析したので報告する。
人口 5 万人以上の 540 自治体を対象に、2021 年 12 月 1 日～2022 年 2 月 1 日までの回
答募集期間でアンケート調査を実施し、405 自治体からの回答を得た（回収率 75%）。
調査時点の 2021（令和 3）年度を基点に、直近 5 年間の普及啓発施策の実施状況に関し
て選択式と自由記述式で尋ね、計 975 施策（環境学習関連以外も含む）に関する回答が
得られた。具体的な施策内容に関する自由記述回答を、環境学習に関連する「教育」
「学
習」
「教室」等の語によりコーディングして 110 施策のみを抽出し、これを環境学習関
連施策と見なしてその後の解析を行った。
住民への介入方法の特徴をみると、自治体と住民の間で意見交換の機会がある双方向
性を持った【コミュニケーション型】（座学セミナーや体験学習等）に該当したのが、
110 施策中 104 施策（95%）と最多で、次が【一方向の情報発信型】
（DVD や副読本の
配布等）で 48 施策（44%）であった（複数回答のため合計は 110 施策を超す）
。これら
2 つ以外の介入方法は、いずれも該当割合が 10%以下と少なかった。その 2 つの介入方
法に関して、全 975 施策のうち環境学習関連を除く 865 施策をみると、前者の介入方法
に該当するのが 41%、後者は 75%と逆転することから、環境学習関連施策は住民との相
対で行われる傾向が強いことが分かった。対象年齢に関しても、18 歳未満とする回答
が 865 施策では 3%であったのに対し、環境学習関連の 110 施策では 32%と高く、児童・
生徒に焦点を当てている特徴も分かった。一方、効果検証の実施割合は、865 施策が 27%
であったのに対し環境学習では 22%と若干低く、この点に課題があることが示唆され
た。発表では、他のアンケートの回答内容を含めた解析結果についても報告する。
【謝辞】アンケートにお答えいただいた自治体の方々に感謝申し上げます。本研究はJSPS科研費
20K20033により実施されました。
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ポスター発表 8

持続可能な地域の林業・木材産業発展に寄与するセーザイ
ゲームを核とした教育プログラム
山本康介(三重大学地域拠点サテライト)・野地良成（熊野林星会)・木原一憲(三
重県熊野農林事務所) ・野地伸卓(熊野林星会)
キーワード：セーザイゲーム、熊野木育プロジェクト、地域教育、森林環境教育、
木育
【概要・目的】熊野林星会と三重大学は、三重県熊野地域を中心として、地域の持続可
能な林業・木材産業の発展のために“熊野木育プロジェクト”を実施している。熊野木
育プロジェクトで開発した“セーザイゲーム”を軸とした木育プログラムを実施し、そ
の教育効果を定量的・定性的に理解することを目的とした。
【方法】プログラム事前・事後のアンケート調査を実施した。アンケートは紙媒体への
記入式とした。回収したアンケートは、統計解析およびテキスト分析を行った。
【結果】統計解析の結果、ほぼ全ての項目で森林や林業の理解に関する値が上昇したこ
とから、高校生から大人まで広い層に対して林業・森林・製材業に関する意識の変化を
もたらすことが示唆された。特に、高校生を対象（平均年齢 17.7）としたプログラムで
有意な差が見られたことから、より低年齢の対象者に効果的である可能性が示された。
テキスト分析の結果、回答者らは「製材業」に対する知識に乏しいことが考えられたが、
プログラム事前と事後を比較すると、フシや枝打ちといった専門的な単語や、吉野や熊
野といった固有名詞が見られ、林業に対する知識が深まったと考えられた。自由な意見
を記述する質問のテキストを分析したところ、自由意見の要点として、
「製材、木取り、
セリ、林業についてセーザイゲームを通して楽しく学べる。」と受講者等が感じたと考
えられた。

アンケートテキストデータのテキストマイニング分析によるワードクラウド図
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ポスター発表 9

小水力発電に関する現状の把握と分析
陳棟（東海大学）
キーワード：定義、コスト、水利権、生態系影響
1、背景と目的
現在問題となっている地球温暖化の原因は、人間活動による温室効果ガスの大気中濃
度の増加である可能性が高いと考えられている。日本国内では、福島第一原発事故をき
っかけに原子力発電への依存度が低下するともに、安全性が高く、汚染も少ないの発電
方式の開発・普及が図られている。
小水力発電は再生可能エネルギーであり、比較的容易に設置可能で、設置コストも現
在普及している太陽光発電より安く、設備利用率は太陽光発電に比べて圧倒的に高い。
しかし、主に水利権の問題、特に土地改良区の規制の複雑さが普及の妨げになっている。
水利権に関しては、規制ゼロに向けて、政府並び土地改良区などの既得権益に縛られる
ことのない水資源の有効活用のための継続的な協議が必要である。水資源の最適配分に
は、水資源利用に掛かる限界費用と水資源利用から受ける限界便益が均衡する水の利用
配分を促すような水利権の設定が求められる。また持続可能な社会を構築するためには、
小水力発電も環境リスクへの配慮も重要な課題である。この対処のために小水力発電設
備を設置には、環境影響評価を実施することで環境への影響を最小限に抑える必要があ
る。
本研究は、小水力発電普及を向けて特に問題となっている水利権の問題と環境被害に
ついての知見を収集・解析し、小水力発電普及について考察する。
2、研究結果
小水力発電設備利用率は太陽光発電に比べて圧倒的に高くなっているにも関わらず、
普及は遅れている。その原因としては、水を使用するための許可を得なければならない
水利権の問題、小水力発電に対する土地改良区の規制、水量・流速やその季節変動を含
む地理・地形的な設置条件の制約、および設備に付着するゴミの回収などが挙げられる。
加えて、日本では台風や豪雨などの自然災害に遭遇する確率が高いものの、太陽光や風
力などの他の再生可能エネルギーから見れば、小水力は自然の周期による変動が予想で
き、自然制約は極めて優位である。近年の気候変動を考えると台風などによる限度を超
えた増水に直面することを配慮した技術的ハードの面からの対応も求められる。
小水力発電による減水が生態系に影響を与えるの評価によると、ある地域一部ハビタ
ットにおいて減水区間の底生動物個体数及び分類群数が減少しており、生態系の変質が
示唆された。原因として砂防堰堤から取水されるため、土砂供給量減少が考えられる。
3、参考文献
1、中島大「小水力発電が地域を救う―日本を明るくする広大なフロンティア」，東洋
経済新報社，2018
2、大山璃久ら「底生生物から見た小水力発電による減水が渓流生態系に及ぼす影響評
価」，土木学会論文集 G(環境),Vol.75,NO.6(環境システム論文集 第 47 巻),2019
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ポスター発表 10

中国の大気汚染研究の現状と改善
祝佩铭（東海大学）
キーワード：電気自動車、PM 2.5、環境政策、大気汚染、連合防衛連合制御
研究背景： 今の世界に，中国の環境問題，とくに大気環境問題は各界の注目を集め
ている。また，統計データによって，中国の大気環境は非常に深刻であり，微粒子状物
質（PM2.5）とオゾンを特徴とする複合型の大気汚染がますます顕著になっている。厳
しい大気環境問題に直面し，中国政府は一連の大気環境政策を実施したが，地球規模で
の環境汚染が深刻化する中に，先進的な環境政策が環境問題を解決するのカギになって
きた。
研究目的：20 世紀以来、経済発展と生態系保護の間の矛盾はますます顕著になり、経
済と生態環境の調和のとれた発展を実現し、経済発展と生態系保護の間の好循環を保障
することは、各国地域が直面する差し迫った問題である。本研究は、各地域が独自の経
済発展レベルと大気汚染の程度に応じて、適切な対策を策定し、技術革新、グリーン経
済のモデル転換、国民生活の向上を目的として研究を実施する。
期待される結果：中国は経済成長と同時に、粗放な発展モデルにより環境問題、特に
大気汚染問題が絶えず顕在化しているが、国家及び社会各界がそれを高度に重視するに
つれて、このような状況が転換し始め、自身の優位性を発揮すると同時に、海外の経験
を吸収し、環境分野の研究を強化し、実践の充実させ、理論と連携を活性化しなければ
ならない。 本研究を通じて，中国の大気環境政策の課題の一端が整理される。また，
中国大気環境問題を改善するための大気環境政策の役割や今後の動向が示すことがで
きる。こうした中国の大気環境改善の経験と蓄積をもとに，将来的には，越境大気汚染
の改善に、本研究成果を生かしていきたい。
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ポスター発表 11

ブラジル先住民の抵抗と思想から環境教育を考える
酒井佑輔（鹿児島大学）
キーワード:先住民、多自然主義、ブラジル、存在論的転回、脱植民地化の運動
ブラジルの先住民は、約 500 年前に西洋諸国が推し進めた侵略や搾取、奴隷化、改宗、
感染病の蔓延等によって「世界の終わり」を経験した。こうした厄災は、開発業者の不
当な森林伐採や土地占領、水俣病被害、現政権による先住民の人権蹂躙と保護区域の縮
小、原理主義的福音派による先住民世界観の否定と改宗等に見られるように、現代のブ
ラジル社会においても今なお存在する。先住民環境活動家らは、環境や権利の保護を訴
えるたび殺害予告を受けており暗殺も絶えない。つまり彼ら・彼女らは、西欧社会に「発
見」されて以降、常に生存の危機に立たされ続けているのだ。
一方で彼ら・彼女らは、植民地主義・新自由主義の災厄に抗い、諸権利を勝ちとって
きた歴史も有している。1988 年のブラジルの多文化主義憲法制定では、先住民の存在
を認めさせ、土地の境界確定と先住民保護区の獲得に至った。今日では、環境問題にか
かる国際会議等にもしばしば招聘され、彼ら・彼女らのプレゼンスは年々世界的に高ま
りを見せている。学術界でもその自然観や思想は注目されており、ブラジル先住民のリ
ーダー的存在であるアイルトン・クレナック（Ailton Krenak）やダヴィ・コペナワ（Davi
Kopenawa）らを筆頭に、彼らの思想や自然観は言語化され、ブラジル国内だけでなく西
欧でも広く受容されている。なかでも人類学においては、人間中心主義や人間／動物と
いった二元論的思考からの脱却をはかるものとして、ヴィヴェイロス・デ・カストロ
（Viveiros de Castro）等らが近年盛んに議論している。ブラジルの環境教育において
も、先住民の思想にかかる研究や受容は特筆すべきものがある。しかしながら、そうし
た議論の検証や実態の究明は、日本の環境教育学においてほとんどなされていないのが
実態である。
そこで、本発表では、先住民の抵抗の歴史的変遷およびその思想について参照したう
えで、それらがブラジルの学術界、特に環境教育学に与えた影響について、歴史資料や
先行研究を踏まえて検証する。最後に、このような研究動向が日本の環境教育に対し与
える可能性について仮説的に整理する。
※本研究は JSPS 科研費 JP20K13908 の助成を受けたものです。
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ポスター発表 12

アリ採集と分類から、地球環境を考える
〜小学生対象子ども科学教室から〜
吉澤樹理（関西福祉大学）
キーワード：環境教育、アリ採集、分類、小学生、昆虫
兵庫県 Z 市にある科学教室「子ども科学教室」に参加した 14 名の小学校４年生から
６年生を対象に、アリの採集と分類から地域環境について考えるワークショップを Z 市
の科学館で行った。Z 市の科学館は、70ha を超える芝生や木々、池など自然豊かな場所
に位置する。実施は、2021 年 10 月 30 日９時から 12 時までの３時間行った。
児童は、まずアリを採集するための「吸虫管」を 30 分ほどかけて作成した。その後、
児童は、吸虫管を持って科学館の周りで 1 時間ほどアリ採集を行った。採集したアリは、
チャック付き袋の中に入れ保管した。採集後、科学館に戻り、アリ図鑑（『身近なアリ
けんさくブック（吉澤 2019）』
）で採集したアリを調べた。この図鑑は、筆者が小学生
やその保護者、また指導する教員向けに作成したアリ図鑑である。上下左右についたイ
ンデックスから「大きさ」や「色」
、
「形」から簡単にアリの種類を調べることができる
図鑑である。また、どの場所に生息しているかが記載されていることから、生息環境を
考える一助になる。
児童は 45 分ほどかけて採集したアリの種類を調べ
た。その結果、平均 4.2±1.7 種のアリを採集し分類す
ることができた。採集して分類した種類には児童によ
って幅があり、見つけた種が少ない児童は１種、多い児
童は８種だった。
アリの分類後、採集したアリがどのような場所に生
息していたか、ワークシート（図１）をもとに３〜４人
で 10 分間ほど話し合った。その結果、Z 市の科学館周
辺には、１）８種類のアリが生息していること、２）そ
の多くが石の下、草むらに生息していることが明らか
になった。
児童の多くは、巣の場所はアリの種類によって異な

図 1. 使用したワークシート

っていること、人の手が入っている開けた場所に生息し
ていることに気づいたことがワークシートの「わかったこと・考えたこと」から明らか
になった。アリの採集と分類から地域の環境を考えるきっかけになると考える。
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絶滅危惧種蝶類における環境教育教材の開発
江田慧子 (関西学院大学)・森蓮音 (関西学院大学)・中村寛志 (信州大学)
キーワード:ミヤマシジミ、放置竹林、オンライン授業、オオルリシジミ
近年、里地里山の環境が変化したことにより、その環境に適応してきた多くの生き物
が絶滅に瀕している。著者らはオオルリシジミやミヤマシジミといった蝶の保全研究を
行った結果、それらの種が農牧業形態に適応して生存してきたが、人間の生活様式の激
変により絶滅に瀕していることを明らかにした。一方で、人間が里山を維持管理しなく
なったことにより逆に増えた生きものも存在する。そこで減っている生きもの「ミヤマ
シジミ」
、増えている生きもの「タケ」を題材として、小学生に向けて授業を実施した。
実施した長野県伊那市立伊那西小学校は信州の自然豊かな小規模特認校で、3 年生（9
名）は蝶をテーマとして年間の活動を行っている。減っている生きものであるミヤマシ
ジミはシジミチョウ科に分類される小型のチョウである。成虫の翅はオスでは青色に対
してメスは茶色と外見で見分けがつく。幼虫はマメ科のコマツナギのみを食樹としてお
り、コマツナギの減少によりミヤマシジミの幼虫が食べるものがなくなり、数が減って
いる。環境省のレッドリストでは絶滅危惧ⅠB 類に指定されているが、偶然にも伊那西
小学校の近くで生息している。増えている生きものであるタケは近年輸入品のタケノコ
やプラスチック製品を利用されることが増えたため不要になった。竹は成長スピードが
速く、他の植物を干渉してしまうことから、放置竹林が全国的に問題になっている。小
学校の中には竹林があるが、特に整備などは行っておらず、放置された状態である。
オンライン授業は事前に小学校へ資料や材料を送付し、当日は Zoom にて同時双方向
の授業を行い、事後に小学校からレポート等を送付してもらう方法で行った。授業前に
アンケートを実施し、授業はミヤマシジミとタケに関する知識学習と、ミヤマシジミを
モチーフとしたタケのペン立て作成を行った。最後に再びアンケートを実施した。授業
は 2021 年 9 月から 10 月まで計 6 時限を使用した。
その結果、知識学習では PPT を使った学習、タケの日用品を知るゲームを作成するこ
とができた。またタケのペン立て作成では児童がタケを自分たちで加工できる教材キッ
トと、5 分程度の教材ビデオを 5 本作成することができた。また事前アンケートではミ
ヤマシジミは以前と比べて減っていると答えた児童が 100％だったのに対して、タケは
以前と比べて増えていると答えた児童は 33.3％となり、減っているまたは変わらない
と間違えた児童が 66.7％になった。自由記述では「増えて欲しい」と回答した児童が 2
名いた。事後アンケートでは「授業を通してどんな伊那の自然を作っていきたいか」と
いう自由記述に対して、ミヤマシジミについて記述した児童が 7 名、タケについて記述
した児童が 4 名、生態系のバランスや森林についてまで記述した児童が 5 名いた。
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生物多様性地域戦略市民案は行政の生物多様性地域戦略策
定を加速できるか？

～東京都江東区での活動報告～

阿河眞人（生物多様性チーム江東）
キーワード：生物多様性、行政計画、協働、市民参画

街づくり

１．生物多様性地域戦略
日本が締約国の一員である生物多様性条約に対する国内法として、生物多様性基本法が
ある。法では、国に対しては、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する基本的
な計画「生物多様性国家戦略」を定めなければならないとし、地方自治体に対しては「生
物多様性地域戦略」を定めるよう努めなければならないとしている（努力義務）。東京
都江東区では未だ「生物多様性地域戦略」を担当する部署が決まっておらず、生物多様
性に関する多くの地域課題は解決に向けた対策の検討すらできていない状況である。
２．生物多様性チーム江東
生物多様性チーム江東は 2010 年に名古屋で開催された生物多様性締約国会議（COP10）
の交流フェアで、江東区の生物多様性の活動を世界や日本各地に情報発信することを目
的として結成された市民団体である。江東区内で環境に関する活動を実施している複数
の市民団体、江東区役所職員が構成メンバーとなり、江東区役所の緑化の維持を担当す
る部署や江東区に事業所のある企業の協力を得ながら参加した。COP10 参加後は「生物
多様性江東区戦略市民案」
（以下「市民案」
）を策定に向けて、約 10 年にわたり組織内
で地域課題や課題方法を話し合い市民案策定に向けて活動を行った。生物多様性地域戦
略は行政が策定する計画であるため、市民案はそのままでは法に位置付けられた計画に
はなり得ないが、行政や区内各ステイクホルダーを動かす素材・媒介の役割を担う期待
があった。
３．市民案発行とその後
2021 年 3 月に市民案を完成し発行した。江東区役所に対して市民案を提示すると共に、
地域戦略の策定を市民や江東区内の市民団体や企業等のステイクホルダーの参加によ
り策定する事。市民案の内容の採用を検討する事。地域戦略策定の予算化の要求を行っ
た。また、区内の生物多様性に関わる市民団体、企業、行政部署に対しての市民案の説
明会の開催、生物多様性の普及啓発の場としての生物多様性フェアを開催した。現在は
区役所に対する生物多様性（地域戦略）の勉強会を計画している。生物多様性の地域課
題解決のため、市民団体が作成した市民案が素材そして媒介になり市民や行政に対する
啓発と戦略策定に向けての前進ができている。本ポスターはその活動報告となる。
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ポスター発表 15

校内の植生調査の教材化
－PC を用いた教材の開発と中学校での実践－
加藤美由紀 (川村学園女子大学)・倉本宣 (明治大学)
キーワード: 被度、外来植物、生物多様性保全、教材開発、中学校
平成 29 年中学校学習指導要領解説理科編（文部科学省 2018）には、第 2 分野（7）
自然と人間（ア）生物と環境㋑自然環境の調査と環境保全についてに「身近な自然環境
を調べる活動を行い、その観察結果や資料を基に、人間の活動などの様々な要因が自然
界のつり合いに影響を与えていることについて理解させ、自然環境を保全することの重
要性を認識させることがねらいである。」とある。身近な自然環境を調べる活動を取り
入れた実習を、年間通して継続的に行うのは、授業時間の確保の点から考えると難しい。
そこで、1ｍ×１ｍの方形枠内の植物を１年間撮影した写真を用いて、植物ごとに色分
けし、おおよその被度を示すソフトを作成し、雑草の被度が移り変わっていく様子を調
べる実習を教室で行い、自然と人間とのかかわり方を考える授業を実践した。
山梨県内の A 中学校・高等学校の中学 3 年生 56 名に、理科第 2 分野「生物と環境」
の単元において 2020 年 2 月 17 日に実践を行った。写真上にマス目を示し、植物を色分
けしていくことで、8 割以上の生徒が被度の測り方を分かったと回答した。分かった理
由として「植物をクリックすると、グラフに数字が出るところ」、分からないと回答し
た理由として「四角いマスの外に中途半端にでている植物の部分の数え方」が挙げられ、
被度の測り方自体は分かりにくい面もあるが、グラフでおおよその数字が示されるため
分かりやすいと感じていることが示された。植物を色分けし視覚的に把握することがで
きるため、写真の中の植物が月ごとに変わっていく様子を 9 割以上の生徒が分かったと
回答していると考えられる。
実践後、外来植物が身の回りの問題であることについて、また、生物多様性に対する
外来植物の影響を考えるきっかけとなったかどうかについて質問したところ、9 割の生
徒が肯定的な回答であった。外国産の園芸植物については、日本の生き物に影響を与え
ることを考え、増えない方がよいとする回答が多かったが、その導入については、導入
することの賛否よりも、人間が管理して育てることの大切さに気付く記述が見られ、身
の回りの外来植物について考える姿勢が見て取れた。
写真教材を用いることで、教室内で植物のある程度の被度を知り、各月の被度の変化
を視覚的に認識することができると考えられる。葉の境目が分かりづらいものもあり、
改良が必要な面もあるが、実習後の説明も含めて、身の回りの外来植物とその生物多様
性への影響を考える機会を提供できると考えられる。
128

ポスター発表 16

学校屋上で江戸東京野菜を簡易栽培法で栽培した
環境教育の実践
塩瀬治・松澤櫻太郎・増田輝・宮川朗・武田睦稀・町田生粋（獨協中学・高等
学校）
キーワード：江戸東京野菜、伝統野菜、簡易栽培法、地域の活性化、環境教育

文京区にある獨協学園中学・高校は環境教育を重視している都内では希有な学校である。今
までの教育実践にはビオトープ、屋上緑化、ドイツ研修旅行、獨協の森の植樹等がある。1
３年前から本校の４階、５階で屋上緑化とゴーヤ、スイカ、メロン、トマトなどの果菜類を
６リットルのプランターによる簡易栽培法を開始した。本年度は江戸東京野菜を保護し、食
材として料理店を経営している OB の方の協力を得て初めて江戸東京野菜の栽培を屋上の６
０個のプランターで行った。江戸東京野菜は伝統野菜で江戸時代からの固定種の野菜を栽培
する農家で栽培された。野菜の種は従来、農家が自家採取したり、育苗会社の畑で採取した
固定種だけが流通していた。しかし固定種の野菜は揃いが悪く、企画通りのサイズで段ボー
ル箱に収まらない難点があった。そこで種苗業界は自家採取できないが、揃いの良い野菜の
交配種を開発して、大量生産を可能にした。また、1968 年の都市計画法によって農地の宅
地が進んだため、江戸東京野菜は都市における自給自足型であり、SDGs にもある持続可能
な農業産物だったが、急速に消滅していこうとしている。本発表は江戸東京野菜の雑司ヶ谷
なす、内藤かぼちゃ、馬込半日きゅうり、小金井マクワ、本田ウリあわせて５種類の貴重な
苗を江戸東京野菜を守る農家の方々から頂き、屋上で簡易栽培法で育て、成長の速さ、収穫
量を観測し、一般的な交配種の野菜の露地栽培の結果と比較した。生徒たちは野菜の毎週の
測定作業と収穫作業のみならず、産地の方との交流や地域の小学校への江戸東京野菜の搬出
を通じ、江戸時代からある地域の生活や食文化を総合的に学ぶ契機となった。その記録を、
報告する。

（本田ウリ）

（馬込半白きゅうり）
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（内藤かぼちゃ）

自主課題研究（オンライン）
要旨
第１日目：8 月 25 日（木）
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社会対話「環境カフェ」の実践─気候変動をテーマに
多田満（国立環境研究所）・田中迅（九州大学）
キーワード:対話、環境カフェ、気候変動、オンライン、共感
「環境カフェ」は、環境・社会課題に関する話し合い（対話）で、参加者は、それぞ
れの経験（各人の感じたこと、知っていること、考えたこと）を対等・公平に聞き合い、
ともに「学ぶ」「考える」ことで、対話の過程で相互理解と共感をえる（自分ごとと捉
える）ことを目的とする。
「環境カフェ」は、これまでに大学のキャンパス内や公共のカフェ、あるいは研究所
の一般公開（春の環境講座等）や学園祭（五月祭）、国際会議（国連海洋会議等）など
国内外で対面、ならびに 2020 年からはオンラインで開催してきた。さらに 2021 年から
は、おもに気候変動関連で活動する高校生と大学生による青年環境 NGO のクライメー
ト・ユース・ジャパン（CYJ）の勉強会でも定期（隔週）開催（オンライン）している。
CYJ では、気候変動と「コロナ禍」をはじめ、2021 年度はシリーズ「気候変動」で 6 回、
2022 年度からは、シリーズ「R.カーソン『沈黙の春』から気候変動問題を読み解く」
として、気候変動関連のテーマで「環境カフェ CYJ」を開催している。
そこで、本自主課題研究では、これまでに気候変動関連のテーマで開催した実践例を
紹介し、実際の「環境カフェ」を下記の開催手順で「気候変動と新型コロナウィルス感
染症」をテーマに、
「問いかけ」は「私たち人間はコロナから何を学ぶのか」
、ベン図の
類型名は「生活」「地域」「地球」で「対話」の実践を体験していただく。
「環境カフェ」オンライン開催手順
1.「話題提供」──あるテーマに関連する話題を提供する。
2.「問いかけ」「回答」──テーマに関して参加者全員に問いかけて、参加者は関連す
る言葉（キーワード）をベン図でグループ分けし、チャットで発言することで認識を共
有する。
3.「対話」──参加者はチャットの発言をもとに経験を聞き合う。
「アンケート」
（理解できたこと、共感できたこと）
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質的研究法を学ぶ 9

質的研究のデザインと今後の展開

企画者（五十音順） 井村礼恵（東京経営短期大学）
・小堀武信（日本環境教育
フォーラム)・園田陽一（地域環境計画)・高橋宏之＊（千葉市動物公園)・
長濱和代 (日本経済大学)・畑島英史（九州大学大学院）
・浜泰一＊（東京大学)・
茂木もも子（東京農業大学）
＊企画代表者
キーワード：質的研究、デザイン、COVID-19、フィールドワーク、インタビュー
質的研究法による社会調査が新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響を受けて
困難な状況が続いています。その一方でオンライン会議システムを活用したインタビュ
ーなど新たな試みも見られます。しかし、ここに来て見直さないといけないのは、やは
りリサーチデザインとそれにふさわしい研究の方法なのではないでしょうか。学会会員
の中にも、今後どのように研究を進めていけばよいか、悩んでいるかたもいらっしゃる
ことでしょう。そこで、9 回目を迎える「質的研究法を学ぶ 9」では、質的研究のデザ
インに焦点をあて、データ取得の工夫や COVID-19 の影響を踏まえた今後の展開につい
て焦点をあてていきます。今回は、3 名の報告を基に、環境教育の現場で、具体的にど
のようなデザインが考えられるのか、また、リサーチデザインに対して、データ取得の
ために、どのように適切な方法を選んだらよいのかを参加者のみなさまと意見交換を深
めていければと考えております。
１．

趣旨説明（10 分）

２．

発表（3 名、各 20 分）
・茂木もも子

高橋宏之（千葉市動物公園）

「リサーチの質はデザインで決まる！
～リサーチデザインの思考法～」

・畑島英史

15:00-15:20

「肝心なのは理論とデータのとり方！
～集団インタビューの事例～」

－休憩－
３．

14:40-15:00

「授業評価から授業開発に至る分析方法の変化！
～教育実践研究の方法～」

・浜泰一

14:30-14:40

15:20-15:40
15:40-15:50

ブレイクアウトルーム(30 分)

15:50-16:20

－休憩－

16:20-16:30

４．

各ルームからの報告（ふりかえり）
（20 分）

16:30-16:50

５．

おわりに（
「質的研究法を学ぶ会」へのお誘い等）

16:50-17:00
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総合的な学習の時間から総合的な探究の時間へ
―「環境探究学研究会」の挑戦と探究学習の未来
長濱和代（日本経済大学）・向雅生（福岡県立三池工業高等学校）・佐藤真太郎
（京都ノートルダム女子大学）・坂入亮太（横浜市立みなとみらい本町小学
校）・水野克己（地域地盤環境研究所）・石田秀輝（京都大学特任教授）
キーワード：探究学習、PC×R サイクル、リフレクション、環境探究学研究会
2019 年度から高校では「総合的な学習の時間」に変わり、
「総合的な探究の時間」が
導入され、探究学習（以下、探究）を取り入れた学習が必修となっている。今年度か
らは、さらに「理数探究」などの探究に関する教科が導入された。探究を学校教育の
中でどのように取り入れたらよいのだろうか。
本企画の提案をさせていただくのは、環境探究学研究会（KANTANKEN）のメンバーで
ある。アースウォッチ・ジャパンと（株）花王による教員フェローシップが廃止され
た翌年から、教員フェローを経験した仲間の声かけにより研究会が組織された。コロ
ナ禍以前は、メンバー同士で声をかけあって研究会を開催し、日頃の教育や研究につ
いての悩みを分かち合ってきた。2019 年度からオンラインによる研究フォーラムや総
会を組織して、ニュースレターや研究会の会報を刊行してきた。今年は約 20 名のメン
バーが集まり、実践記録や研究方法をまとめた書籍を 7 月に刊行する予定である。本
著を読んでいただくことで、探究を取り入れるヒントが見つかれば幸いである。
より効果的な探究を、どのように展開したらよいだろうか。高校までの探究は、大
学での研究と接続して、研究が深化されていく可能性がある。そのための理論として、
「PC×R サイクル」の理論を確立させたメンバーがいる。「×R（クロスアール）」とし
て、リフレクションをさせることで、より効果的な探究が実現できる。また小学校か
ら大学教員になったメンバーが複数いる。大学生や児童・生徒らも研究会メンバーと
して参加しており、毎年 3 月の研究フォーラム（大会）では、全国から高校生らが参
加して、探究の成果を発表してきた。
この自主課題研究に参加いただくことにより、探究の愉しさを満喫するとともに、
その意義と手法をぜひ共有いただければ幸いである。
【話題提供者】
1．齋藤寛幸（北海道旭川西高等学校）「地域の特性を理解するプログラム開発」（仮題）
2．学生（三池工業高等学校の高校生、または大学生に依頼中）
3．今井将之（サイエンスカフェ えむしーしじょう）探究学習の動機付けに「発表の
場」をつくる
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戦争・原発と環境教育のあり方
～ウクライナ情勢を踏まえて～
後藤忍（福島大学）
キーワード：ウクライナ，ロシア，戦争，原子力発電所，批判的思考力
2022 年 2 月 24 日，ロシアが全面的なウクライナ侵攻を開始した。20 世紀の悲惨な戦
争の教訓から学んで構築されてきていたはずの国際秩序が再び脅かされ，多方面で大き
な影響が生じている。戦争は人や生き物の命を脅かし，奪う行為であり，また，環境の
深刻な破壊や汚染を引き起こすもので，決して許されるものではない。
今回の戦争でロシア軍は，核兵器の使用を示唆するとともに，侵攻の過程で原発の占
拠や攻撃を実行したことで，核兵器の危険性や有事における原発のリスクが再認識され
た。また，ロシアとウクライナ双方が自国にとって都合のよい情報を流すプロパガンダ
が積極的に行われるなど「情報戦」も熾烈であり，市民が情報の真偽を見極める冷静な
批判的思考力がますます重要となっている。このような点は，平和教育や公害教育，原
子力・放射線教育などと関連性があり，環境教育のアプローチとも接点があると考えら
れる。と同時に，環境教育が果たせる役割には限界があることも認識せざるを得ない。
本自主課題研究は，このような問題認識のもと，戦争・原発と環境教育のあり方につ
いて改めて議論する場となることを意図して企画した。ウクライナ情勢を巡る問題の捉
え方について，これまでチョルノービリ（チェルノブイリ）原発事故や福島第一原発事
故による被害者への支援や，国際関係の問題に取り組んでこられた学識経験者に講演を
していただくとともに，学会員による話題提供を踏まえて，環境教育の領域から行うべ
きアプローチについて参加者で議論したい。
【内容】
（予定）
講演 1

木村真三

氏（獨協医科大学准教授，放射線衛生学）

「歴史から見るウクライナとロシアの関係と原発事故」
講演 2

清水奈名子

氏（宇都宮大学准教授，国際関係論）

「ロシアによるウクライナ武力侵攻がもたらす被害をどう教えるのか」
話題提供

後藤

忍（福島大学教授，環境計画）

「ウクライナ国立チョルノービリ（チェルノブイリ）博物館の展示説明文に
おける旧ソ連政府批判」
総合討論
本自主課題研究は JSPS 科研費(20K01119)の助成を受けて実施予定である。
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自主課題研究（対面）
要旨
第 4 日目：8 月 28 日（日）
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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

ESDfor2030 における行動変容、社会変容と批判的環境教育
の再評価
野田恵（法政大学）・野口扶美子（立教大学）
キーワード：批判的環境教育、パラダイム、ナッジ理論、地域知
ESG 投資の拡大など経済的なインセンティブによる企業の経営の変化や環境行動の変化
を促すような制度化が進みつつある。SDGs の達成期限まで 10 年を切り、国連「行動の
10 年」においても、
”ESD for 2030” においても「行動」
「アクション」
「変容」
「変革」
という表現は強まっている。国内においては、環境省が経済行動学的手法に基づく行動
変容を促す「ナッジ」あるいは「ブースト」による行動変容を政策的に進めている。行
動の変化だけを見れば、制度化や規制強化、経済的インセンティブに誘導されるトップ
ダウンの手法も有効であろう。だが、それは環境教育・ESD が目指してきたものなのだ
ろうか。むしろ、規制強化、経済的インセンティブに誘導された「行動変容」で十分で
あるならば、それをすることの是非を問うことや他にあるべき選択肢について議論をす
る余地がなくなり、
「環境教育」の存在意義はほとんどないのではと、野田は問う。
この問いに対し、野口は、言葉の使われ方への違和感も感じつつ、同時に歴代の環境教
育・ESD 関連の国際政策文書の中で言われ続けてきたこれらの言葉は、一体何を意味す
るのかと疑問をもつ。学習者を道具化し行動の主体性をはく奪し、働きかけをする人が
“透明化”するトップダウンでテクニカルな行動変容の手法は、「環境のための教育」
とはいいがたい。批判的環境教育の議論を手がかりにすることで課題を明らかにすると
ともに、国際文書の文言に影響を与えてきた批判的環境教育を批判的にとらえなおす作
業が必要だろう。特に今の SDGs の文脈に照らして再評価を試みたいとこたえた。
この自主課題研究会では、両者の問題意識をきっかけに関心のある方々と議論を深めた
いと思う。環境教育が目指すべきものは何なのか―それは“行動変容”なのか、別の表
現で言い表されるものなのか―を整理し、これからの環境教育の目指すべき方向性や課
題を検討したい。当日は、以下の流れで進める予定である。
１）はじめに
２）
「ナッジ」に代表される行動変容を促す「環境教育」への違和感（報告：野田）
３）批判的環境教育の可能性と限界―新たな認識論の立ち上げの必要性（報告：野口）
４）論点整理・ディスカッション
５）まとめ
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研究会（対面）
要旨
第 4 日目：8 月 28 日（日）
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「SDGs の教育」研究会
研究代表者

朝岡幸彦（東京農工大学）

本研究会は、これまで ESD 概念の背景と基本枠を確認し、SDGs の実現に求められる教
育のあり方について研究してきました。その議論と研究の成果を踏まえて、日本環境教
育学会監修『知る・わかる・伝える SDGs』シリーズ本として刊行されました。
そこで、今回は編者から各巻の特徴と明らかになったこと、残された課題などをご報
告いただき、会員のみなさんと合評会を行いたいと思います。

報告者：
阿部治（全巻編者）
、野田恵（第 1 巻）
、二ノ宮リムさち（第 2 巻）
、岩本泰（第 3 巻）
司会：朝岡幸彦（第 4 巻）
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「原発事故後の福島を考える」研究会
研究代表者

石山雄貴

今期の「原発事故後の福島を考える」研究会では、「福島原発事故の伝承」を研究テ
ーマの一つとしている。2021 年度の３月集会では、里見喜生さん（古滝屋 16 代目当主
/原子力災害考証館 furusato 館長）をお呼びし、原子力災害考証館の取り組みについ
て、地域でさまざまな原発事故との向き合い方があるなかで原子力災害考証館を開館す
ることへの葛藤や、開館後の入館者とのやりとりについてお話し頂いた。
原発事故から 10 年以上の年月が経つなかで、東日本大震災・原子力災害伝承館や福
島県環境創造センター交流棟など、事故による被害について行政サイドからの展示が公開
され、被害の様相を一般の方々へ伝承していく公的な場がつくられてきた。しかし、原発

事故の伝承に際し、原発事故にはそれ特有の被害を語ることの困難さが存在する。避難
における「自主避難」や事故の「終息宣言」、避難指示を解除し賠償を終わらせ、住民
の帰還を促していくような政府の方針にあるように、原発事故の被害を場所的にも時間
的にも制限し、早急に収束させようとする動きがある。また、低線量被曝をめぐる問題に
ついては、その影響が完全には解明されていないなかで、追加被ばく線量に関する基準
が、拡大する事故実態に合わせるように政府当局によって引き上げられ、それにつれて被害
の有無が取り沙汰される現状がある。政府の方針や基準に則さない被害の様相は、あたか

もそれが「無いもの」のように扱われ、それゆえに確かにある原発事故の被害の実態が
語ることができない状況が生み出される。被害を語ることの困難さは、政府の方針や政府
が定めた基準と無関係ではいられない。語ることの困難さは個々人をめぐる家族や職場、

地域における様々な関係性のなかで複雑で重層的な構造を持つと考えられる。さらに、
忘れがたい記憶を呼び起こすことそのものが持つ暴力性が、語ることを難しくしているこ
とだろう。また、語り手と聞き手の立場が異なることで、聞き手の立場が語ることを困難に
しているとも考えられる。

こうした原発事故の伝承をめぐる課題に対して、環境教育がどのように応答可能なの
か、応答するためには環境教育にどういった課題があるのかを検討することを本大会の
目的とする。当日は、まず私（石山）より趣旨説明を行い、研究会メンバーである根岸
富男さんより、環境教育において放射線被ばくを取り上げることに関する話題提供を頂
き、全体討論を行う予定である。議論を通して、環境教育における原発事故の伝承とは、
一体どういった営みであり、福島原発事故は主に教育現場においてどのように語り継がれ
ていったら良いのかを参加者の皆さんと考えたい。
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「公害教育」研究会
研究代表者

高田研（都留文科大学）

本年（2022 年）７月 24 日、四日市市は四日市公害判決 50 周年という大きな節目を
迎える。「四大公害」では最後の開館となった「四日市公害と環境未来館」は、市立の
公害資料館である。「語り部」として、体験に基づいて当時を伝えうる人びとが、次第
に少なくなっていく中、公害の記憶と記録の集積の場であり、公害経験の継承の場であ
る公害資料館が果たすべき役割は、ますます大きくなってきている。
より多くの人びとに、その存在を知ってもらいたい一方、公設型の公害資料館は「明
るい未来に向かって」という公害からの再生をメッセージとして伝えがちである。地域
の未来を明るく描くことは、人びとの共感は得やすい。だが、「公害被害を繰り返さな
．．
い」ために「公害から学ぶ」という真の目標達成に向けて、それだけでよいのだろうか。
次世代に公害の教訓を繋ぐという観点からも、検討が必要である。今、なにを公害から
学ぶ必要があるのかを改めて検討し、公害資料館の教育資源化について関係者とともに
方向性を探りたい。
本研究会では、これまでの研究蓄積をもとに、多くの方々の協力を得て、「公害とあ
らためて出会い向き合うため」
（p.5）に、
『公害スタディーズ』
（ころから、2021 年）を
刊行した。今回は、「公害経験の継承と公害資料館―四日市を事例として―」をテーマ
に、四日市市（四日市公害と環境未来館）に光を当てることで、公害経験の継承におけ
る公害資料館の意義と課題について考えたい。具体的には、
『公害スタディーズ』で「公
害資料館への招待」を執筆した 2 名より報告を行う。神長唯会員（都留文科大学）は「四
日市公害と環境未来館」の紹介および同館を活用した大学教育実践について報告する。
清水万由子氏（龍谷大学）には公害資料館における公害経験の継承についての理論的な
提起をいただく。2 報告を受け、長く四日市での公害反対運動に取り組み、近年ではそ
の経験を生かし「四日市公害と環境未来館」で「語り部」として活動されている伊藤三
男氏（四日市再生「公害市民塾」）に、公害経験の継承における課題や公害資料館にお
ける「語り部」活動の現状について、お話いただく。
報告者：神長

唯（都留文科大学）

清水万由子（龍谷大学）
伊藤

三男（四日市再生「公害市民塾」
）

参考文献：伊藤三男『青空のむこうがわ』
、風媒社、2022 年

141

「環境教育プログラムの評価」研究会
中口毅博（芝浦工業大学）
本研究会は環境教育プログラムの評価手法を「評価指針」として Web 公開し、その指
針に則って実践の収集とまとめを行ってきた。その中で、評価という用語の捉え方の重
要性や再整理の必要性が指摘され、本研究会におけるスタンスを発信することを模索し
てきた。また、現場における様々な評価の困難を確認するとともに、実践者と研究者の
連携が求められていることが議論されてきた。
「環境教育プログラムの評価」研究会の目的は、大きくは環境教育の評価に関する学
問体系を提案することである。それに向けたプロセスとしてプログラム評価に焦点を当
てるとともに、プログラム実践の現場で応用可能な手法の開発と検証を行うこととした。
しかし、多様な環境教育に関する実践や研究の蓄積が進む昨今において、それらを整理
統合することは容易ではない。そこで、本研究会における評価の指針やそのスタンスを
総説としてまとめ、それに基づいた事例に関わり、環境教育における研究蓄積を推進す
ること、および、実践者が第三者的視点で自らの実践を客観視できることに貢献するこ
とが必要であるとの認識に至った。
これらを踏まえて、以下の①～⑤の区分に基づく事例を論文投稿・公開することを目
指し活動を進めている。
①環境教育の評価の総説
②学校教育
③社会教育
④プログラム改善のための評価
⑤テーマ別評価（例：気候変動教育）
今回は、それらの進捗を確認するとともに、特に②学校教育と③社会教育に関し、対
象となる事例を定め、それを題材に具体的な評価項目を提案、検討するための意見交換
を行いたい。
【プログラム】
1．趣旨説明
2．学校教育および社会教育における事例紹介と評価項目の提案
3．グループディスカッション
※

学校教育と社会教育のグループに分かれ、評価項目内容や適切な方法論等に関
する意見交換を行う予定です。

4．全体ディスカッション
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「気候変動教育」研究会
白井信雄（武蔵野大学工学部環境システム学科 教授）
2050 年のカーボンゼロ社会の実現が共通目標となるなか、社会転換とそれとの相互
作用を担う人の転換が急務となっている。このため、本研究会では、転換期を先駆ける
気候変動教育について、対象別・目的別（高校生・大学生・社会人一般、フロントラン
ナー等）のプログラムの考え方の整理、プログラムの開発・共有を行うことを目的とし
て、2021 年秋に設置した。これまで 2 回の幹事会、1 回の研究集会を開催し、①気候変
動教育の実践事例や検討状況の共有と社会像・人材像、②気候変動教育プログラムが持
つべき要件・留意点、③気候変動教育プログラムの評価方法について、検討を重ねてき
た。例えば、気候変動教育プログラムが持つべき留意点として、次のことが重要である。
① 緩和策と適応策とともに、技術対策と根本対策（構造的対策）があり、特に社会・
経済・文化のあり方に関わる根本的対策（社会・経済・文化を変える対策）が重
要である。社会・経済・文化の転換、それと一体にある自己の転換を、共にデザ
インし、実行できる力を身につけるものであること。
② 地域の政策と連動し、学びの成果を実践につなげ、実践を通じた学びを行うとい
うように、地域の気候変動政策の現場に直結する教育とすること。教育のための
教育にしないこと、講義時間での教育プログラムではなく、政策と連動する教育
システム（教育のエコシステム）をデザインすること。
③ 専門性の高い内容であるため、発達段階にあわせて、カリキュラムオーバーロー
ドにならないようにすること。学校のニーズに対応し、現場の先生だけでできる
教育プログラムの開発を目指すこと。
本研究会では、9 月に研究会の幹事を中心としたワークショップにより、さらに気候
変動教育のエコシステムやプログラムが持つべき要件を検討する予定である。その後、
プログラムの開発・試行・評価の希望者を募集するとともに、研究会独自にゼロカーボ
ン社会のビジョンに関する対話プログラムを開発する予定である。今回の研究集会では、
今後の検討に関する注目すべき動きを共有し、広く意見交換ができればと考えている。
【今回の研究集会の内容】
（１）気候変動と SDGs のシナジーとトレードオフについて
（２）ESD 活動支援センターにおける気候変動教育(仮)コンセプトペーパーについて
（３）
「パリ協定を受けた成長戦略としての長期戦略」等に関する論点について
（４）
（１）～（３）に関する質疑応答
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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。
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