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研究成果の概要（和文）： ESDを推進する教員リーダーを養成するプログラムを開発することが、本研究の目的である
。教員リーダー（実践に近いミドルリーダー）を養成することを通して、学校現場にESDを浸透させたいと願った。そ
して、以下の要素が入ったプログラムが大切であることがわかった。①自由な対話ができる教員集団の成立、②協同で
きる同僚生の成立、③ESDの基本理念の習得、④実践を推進する教員のロールモデル、⑤ESDの授業実践による児童・生
徒の成長の確認である。そのための具体的な研修プログラムを作成した。

研究成果の概要（英文）： The purpose of this study is to develop the training program for the teacher 
leaders who will promote ESD practice. We do hope to establish ESD practice in the school field through 
the teacher leaders training. And we recognized that 5 factors below are important for the program. No.1 
is existence of teachers’ group which they carry on constructive dialogue freely. No.2 is existence of 
teachers’ collegiality. No.3 is learning of fundamental ideas for ESD. No.4 is existence of role models 
of advanced teachers who have the driving forces toward ESD practice. No.5 is recognition of children’s 
growing up by ESD practice. We made the concrete training program which has 5 factors.　

研究分野： 教育学

キーワード： ESD　教員リーダー　ミドルリーダー　共創型対話　参加体験型アクティビティー　コミュニケーション
・アクティビティー　授業研究

  ２版



１．研究開始当初の背景 

(1) 国連 ESD の10年 

ESD の運動は、日本政府と NGO の提案

に基づき国連が承認した、ユネスコ主導の

教育革新運動である。日本は、2002年のヨ

ハネスブルグサミット（「持続可能な開発

に関する世界首脳会議」）において、ESD

を国連10年運動として取り上げることを提

案した。そして、同年末、国連総会は

「ESD の10年」（2005年～2014年）を満

場一致で採択した。そして、ユネスコが主

導機関となった。 

日本国内では、2006年、内閣府に設置さ

れた「ESD の10年関係省庁連絡会議」が、

「我が国における『国連持続可能な開発の

ための教育の10年』実施計画」を策定した。

その実施計画では、最終年である2014年に

おいて、「一人一人が、世界の状況や将来

の世代と、現在の社会や自分との関係を見

つめ、自らが生きる社会を持続可能な社会

とすべく、その社会づくりに参画すること」

が目指されていた。 

 

(2) 学校現場の状況 

2014年に、総括世界会議が岡山市と名古

屋市で開催されることが決定されていた。

岡山市と名古屋市の状況を調べてみた。 

岡山市では教育委員会とは別部局で

ESD を統括していた。地域の団体と学校

教育との関係をコーディネートし、環境に

重きをおいた実践が推進されていた。だが、

研究校以外の教員にインタビューしてみる

と、ESD がほとんど浸透していないこと

が感じられた。ESD という用語すら聞い

たことがないという教員も散見していた。 

名古屋市では政治家が主導しており、一

部の学校が指名されて、児童・生徒に学習

活動を発表させる計画が進んでいることが

分かった。発表が予定されているユネスコ

スクールにおいても、ESD という言葉は

使われていても、何をどうするのかと議論

を進めている段階であった。 

 

２．研究の目的 

(1) プログラム開発 

本研究の目的は ESD（Education for 

Sustainable Development：持続可能な開

発のための教育）を推進するための教員リ

ーダーを養成するプログラムを開発するこ

とである。ESD は緊急の世界的な教育課

題であり、それを推進する教員リーダーの

養成は必要且つ重要な課題である。 

ESD は、持続可能な社会の担い手を育

てる教育である。地球温暖化、熱帯林の消

失、オゾンホールなどの地球環境問題、世

界各地で頻発する紛争や蔓延する疾病、富

の格差の拡大、原子力発電所の安全性の問

題などが顕在化している。これらの問題は、

人類に持続不可能性という脅威を突き付け

ている。そのような厳しい時代を逞しく生

きる子どもたちを育てることが、現代の教

員には科せられている。つまり、ESD を

推進する資質能力が、教員に求められてい

るのである。ESD を推進する資質能力を

備えた教員リーダー（実践に近いミドルリ

ーダー）を育て、ESD を推進することが

研究代表者・研究分担者の願いである。 

 

(2) ESD 実践の普及 

本研究は、ESD の地道な実践を定着させ

ることを意図している。持続可能な教育活動

を推進したいということが、研究代表者・研

究分担者の切なる願いである。ESD の授業

実践を牽引する研究主任や実践研究推進を担



っているミドルリーダーを育成することによ

って、学校現場に ESD の考え方や地道な実

践を広げていきたいと願ったのである。 

 

３．研究の方法 

(1) プログラム開発 

ESD を推進するための教員リーダー

養成プログラムを、以下のように開発す

る。 

①1年目：(a)ESD 推進の必然性と切実

性とを実感させるための体験的プログラ

ムと(b)ESD 推進のために必要な教員と

しての役割遂行能力を育成する体験的プ

ログラム案を教材も含めて作製し、研究

協力者を対象として実施して、そのデー

タを分析してプログラム案を修正する。 

②2年目：修正した(a)・(b)プログラ

ム案を実施し、さらにプログラムを洗練

させる。(c)ESD の理解とその授業を開

発しようとする教員を養成する授業研究

的プログラムを、名古屋市国際理解教育

同好会と協働し、授業研究と教員の意識

変容との関係を調べつつ研究開発する。 

③3目：(a)・(b)・(c)のプログラムを

学校現場の研究協力者と協働して研究し、

それらを完成させる。 

 

(2) 研究協力団体との協同 

名古屋市国際理解教育同好会の研究協

力を得て、協働して ESD の教員研修と授

業研究を行い、参加教員の意識変容に関

するデータを収集し分析し、プログラム

案に修正をかける。 

 

４．研究成果 

(1) ESD を推進する教員 

ESD を推進する教員は、ESD に依拠す

る価値観やものの見方・考え方と共に

ESD の学習指導方法に精通している必要

がある。多田は、ESD を推進する教師の

役割として、企画・構想者としての役割、

支援・援助者としての役割、共創者として

の役割、学習者としての役割、先導者とし

ての役割を示している。これらの役割とは、

ESD の価値観をもって、児童・生徒と共

に学びながら、参加体験型の学習を支援・

援助したり、時には先導したりする教員の

資質能力であると考えられよう。ESD が

育みたい力とも併せて、ESD を推進する

ために必要な教員としての資質能力を以下

のように整理してみた。 

 ①持続可能な社会・発展に関する価値観 

 ②体系的な思考力・代替案の思考力 

 ③情報収集・分析能力 

 ④コミュニケーションを駆使して、参加

体験型の学習を指導する能力 

順に説明したい。 

まず、①持続可能な社会・発展に関する

価値観についてである。現在の地球社会が

おかれている厳しい状況を認識して、世代

内・間の公平を求めて、調和のとれた社会

の構築に価値をおき、そのための学習に向

けて積極的に行動する意志力をもっている

ことが、ESD を推進する教員には必要で

ある。教員の生活は多忙である。多忙な生

活の中にあっても、持続可能な社会に関す

る価値を希求し続ける力が大切なのである。 

次に、②体系的な思考力・代替案の思考

力について説明したい。地球温暖化、熱帯

林の消失、オゾンホールなどの地球環境問

題、世界各地で頻発する紛争や蔓延する疾

病、富の格差の拡大などの問題は複雑な問

題である。一面的な見方で理解することは

できないし、解決することもできない。ホ



リスティックに考え、表面的な現象の裏側

に存在する核心に対する洞察も必要となる。

そのような学習を支援・援助したり、先導

したりする役割を担うためには、教員自身

が体系的な思考力を備えている必要がある。

また、ものごとを鵜呑みにせず、良質な批

判をする能力、すなわち代替案を考え出す

力も重要である。例えば、原子力発電所の

問題を学習しているとしよう。原子力発電

について発電所の事故を取り上げて、ただ

反対であると考えを述べるのではなく、代

替エネルギーの問題を深く掘り下げた学習

ができることが大切なのである。その指導

をする教員自身が、多様な見方や考え方を

検討する姿勢をもっていなければ、学習を

推進させることができないと考える。 

③情報収集・分析能力についても、②体

系的な思考力・代替案の思考力と同じこと

が言える。教師自身が、児童・生徒が学習

活動で必要とされる力を備えていなければ

ならない。ESD の学習はさまざまな方法

で情報を入手することが求められる。書籍、

新聞・雑誌、体験、観察、実験、フィール

ドワーク、アンケート調査、インタビュー

調査、インターネットなどから大量な情報

を入手することができる。ESD の学習で

は、大量な情報を精査し、分析することが

必要である。 

④コミュニケーションを駆使して、参加

体験型の学習を指導する能力も重要である。

ESD の学習は、知識を伝達するだけの学

習ではない。児童・生徒が自ら課題を見つ

け、自ら考え問題解決していくことが求め

られる学習が、ESD では重視されている。

そのような学習活動を組織する能力が必要

なのである。そして、そのような学習活動

を支えるものがコミュニケーション能力で

ある。ESD の学習では、参加者が協力し

て、より良い結果を希求し、その過程で創

造的な関係を構築していく、多田の「共創

型対話」が重要な働きをする。 

 

(2) ESD を推進するための教員研修 

ESD を推進する教員としての資質能力

を培うためには、以下のような教員研修が

必要であると考える。 

①持続可能な社会・発展に関する価値観

を培う教員研修 

 ②参加体験型学習アクティビティーの体

験型教員研修 

 ③コミュニケーション・アクティビティ

ーの体験型教員研修 

④参加体験型の学習によるＥＳＤの授業

研究 

順に説明したい。 

まず、①持続可能な社会・発展に関する

価値観を培う教員研修についてである。教

員研修で、地球温暖化、熱帯林の消失、オ

ゾンホールなどの地球環境問題、世界各地

で頻発する紛争や蔓延する疾病、富の格差

の拡大などについて、各自が調べたことを

発表し合う方法を薦めたい。時間がとれな

いのであれば、朝の打ち合わせの時間に短

く報告し合ってもよいと考える。その際、

総合的に考えた自己の意見や問題に対する

代替案を発表することにするとよい。さら

に、学校の所在する地域の問題を総合的な

学習の時間の授業で取り上げることを前提

にして、地域調査を行うとよいと考える。

そして、教育委員会や研究会主催の研修会、

または校内研究会において、ESD に関す

る先進的な実践を紹介する講演会を行うこ

とも考えたい。 

次に、②参加体験型学習アクティビティ



ーの体験型教員研修についてである。これ

は、参加体験型学習のアクティビティーを

学ぶというだけではなく、アクティビティ

ーを体験的に学ぶ中で、体系的な思考力、

代替案の思考力、情報収集・分析能力を高

めるのである。ブレイン・ストーミング、

ウェビング、ロールプレイ、ランキング、

ゲーム、シミュレーションなどのアクティ

ビティーがよく紹介されている。 

③コミュニケーション・アクティビティ

ーの体験型教員研修については、児童・生

徒の指導に活用できるアクティビティーを

体験学習するとよいと考える。多田が開発

したアクティビティーが大いに役立つ。ま

た、「共創型対話」に関する理論的な研修

も行うとよいであろう。 

④参加体験型の学習による ESD の授業

研究は、①②③の教員研修で培った知識、

技能を総動員して行う授業研究である。 

実際に ESD の授業やカリキュラムを創

出する中で、教員の資質能力が高まってい

くと考える。ESD は、総合的な学習の時

間や各教科の中だけではなく、学校の教育

活動をホリスティックに統合して、ESD

として教育成果を発揮していくのである。 

 

(3) プログラムに必要な要素 

本研究では、ESD の教育実践に対して

強い意欲を持ち、ESD の教育実践とカリ

キュラム開発を推進しようとするミドルリ

ーダーを養成しようと考えた。 

そのためには、以下の要素が必要である

と考える。 

①ベテラン教員も若手教員も一緒になっ

て、自由な雰囲気の中で新たな知見を

見いだそうとする対話（多田が提唱す

る共創型対話）をする教員集団が成立

していること。 

②支え合って協同的に実践研究を進めよ

うとする同僚性が成立していること。 

③ESD の考え方を理解し、根本的なこ

とから授業実践を考えることができる

こと。 

④ESD の授業実践を推進する教員のロ

ールモデルが存在すること。 

⑤ESD の授業研究を通して、学習活動

を楽しみ成長する児童・生徒の姿を直

視していること。 

 

(4) プログラム例 －夏期１日研修会－ 

    夏期休業中に ESD を中心に据えた集中

授業のような研修プログラムを企画し、

その試行を通して研究を推進することに

した。以下の内容のプログラムを実施し

た。 

①オリエンテーション・ESD 理解 

②アクティビティー指導 

  コミュニケーションアクティビティー 

  創作叙事詩 

 ③授業実践例紹介 

ESD 実践アイデアに関するディスカ

ッション 

    ESD 実践アイデア・ブレーンストー

ミング 

    ESD 実践アイデア・ランキング 

④ESD 実践計画案づくり 

  カリキュラムデザイン曼荼羅 

  ESD 実践計画案づくり 

      ※ 模造紙に計画を図示する。 

⑤ESD 実践計画案発表 

  ESD 実践計画案発表（各グループ

５分） 

   振り返り 
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