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研究成果の概要（和文）：本研究では、ラオスおよび日本（信州大学）の教員養成系大学におい

て、健康教育・環境教育を統合させたエコヘルス教育の導入の可能性と課題を検討した。ラオ

スでは、森や水と健康との関係をテーマとした教材やカリキュラムを開発した。また、それを

用いて行った教員養成系大学や国立大学での授業研究が高く評価された。さらに、信州大学教

育学部では、環境教育の授業の中で、健康に関する内容を取り入れた授業を実践することに成

功した。 
 
研究成果の概要（英文）：This research aimed to develop curriculum and teaching materials 
for introducing integrated education between health and environment (ecohealth 
education) into teacher training college of Lao PDR and Japan. Also this research aimed 
to evaluate about possibility and challenges for realizing ecohealth education 
introduction. Based on the results of various surveys, teaching materials and curriculum 
were developed which deal with relationships between water, forest and human health. Then 
the developed teaching materials and curriculum, and its lesson study in teacher training 
college and National University in Lao PDR were highly evaluated from ministry of 
education, and National University in Lao PDR. Moreover, health-environmental related 
matters were successfully integrated into environmental education in faculty of education, 
Shinshu University, Japan. 
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１．研究開始当初の背景 

(1)これまでの環境教育の課題 

研究代表者の渡辺らは、先駆的な環境教育

の授業開発や実践、日本環境教育学会の設立

の提起等を行い、日本の環境教育の発展、充

実を率先してきた。その中で、環境問題に関す

る基礎的な知識の定着や環境教育を教育現場

で実践するための確かな教授力は、洗練された

カリキュラムや教材による計画的な教育指導が

必須であるという結論に達した。将来の教育現

場を支える人材を輩出する教員養成系大学で

の環境教育の充実は費用対効果の高い教育活

動であり、その充実は、国際社会が連携、協力

して行うべき緊急性の高い課題である。しかしな

がら、教員養成の現場では、環境教育に特化し

たカリキュラム開発や教材開発、教育実践は十

分に進められているとはいえない現状であった。 
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（2）教員養成機関におけるエコヘルス教育の 
必要性 

これまでの、日本の学生を対象にして、健康

や環境に関する知識、意識、態度および実践の

現状を明らかにする調査では、高い知識を得て

いる学生が必ずしも望ましい行動をとっていると

は限らないこと、高い意識や関心はあるものの

改善への実践には結びついていないことなどが

指摘されていた。また、大学生の健康に関する

意識や知識を改善するための取り組み等も報告

されている。しかしながら、教員養成機関の学生

に特化して、健康・環境教育のカリキュラム開発

および相互の関係性を重視した教育実践を行う

研究は十分には行われていない。一方、開発途

上諸国では、マラリアや下痢症など環境との関

係が深い疾病が主要な健康問題となっており、

近年の急速な経済発展による森林破壊や大気

汚染などの環境問題の深刻化が懸念されてい

る。開発途上国では、住民が享受する貴重な教

育機会である初等学校教育における健康、環境

教育の重要性が認識され、その充実が求められ

ており、教員養成機関での健康・環境教育の実

践と開発が強く求められている。上記の背景の

もと、健康問題を配慮した健康教育であるエコ

ヘルス教育を日本と開発途上国の教員養成系

の大学をターゲットにして開発し、その実践を提

案することで、健康と環境に関する高い意識を

持った教員を育成することが急務と考えた。 
 
２．研究の目的 

本研究は、これまでのラオスでの研究で明ら

かになった成果と課題を応用・発展させて日本

（先進国）とラオス（開発途上国）との連携的研究

を行い、両国の比較を通して、（1）日本とラオス

の教員養成機関へのエコヘルス教育（健康問題

と環境問題の双方の改善に貢献する新しい教

育アプローチ）の導入の可能性と課題の検討、

(2)日本とラオスでの実践と研究の支援体制の確

立、(3)アジア諸国でのエコヘルス研究ネットワー

クの将来的な構築に寄与することを目的とした。 

 

３．研究の方法 

 本研究では、(1)日本の 3 つの教員養成系大

学とラオス国立大学教育学部において、エコヘ

ルス教育のための研究ネットワークを構築した。

その後、(2)現行の健康・環境教育の実態やニー

ズの把握、健康や環境に関する質的・量的調査

を行い、シラバス、授業指導案を作成する研究

会を開催し、エコヘルス教育の具体化を図った。

また、(3)調査で得られた結果の分析から、日本

およびラオスの教員養成機関へのエコヘルス教

育の導入の可能性と課題を検討した。さらに、

(4)日本とラオスの双方で学生を対象とした公開

研究会、一般市民を対象とした公開講座を開催

し、エコヘルス教育への広範な関心と協力を促

進することを目指した。 

 

４．研究成果 

本研究では、以下の 4つの研究活動を達成し

た。 

(1)研究ネットワークの構築： 

日本エコヘルス教育研究会を立ち上げ、年に

2 回程度の研究会を実施した。 

 

(2)エコヘルス教育の具体化： 

現行の健康・環境教育の実態やニーズの把

握のための質的・量的調査を踏まえて、教育テ

ーマとして、「森林と健康」、「水と健康」、「栄養と

健康」、「運動と健康」、「大気汚染と健康」、「水

質汚染と健康を選出し、ラオス国立大学教育学

部および教員養成校において模擬授業研究会

を行なった。また、ラオスに派遣されている青年

海外協力隊との連携により「ゴミと健康」をテーマ

にしたワークショップをラオス国立大学教育学部

において行なった。また、ラオスについては、エ

コヘルス教育のカリキュラム案を作成した。 

 

(3)エコヘルス教育導入の可能性と課題の検討： 

サワンナケート県とラオス国立大学教育学部

において作成したカリキュラム案の一部に関して

研究授業を行い、その実践上の成果と課題を検

討した。その結果、ラオス政府の関係者から、教

員養成機関において開発したエコヘルスカリキ

ュラムを用いたモデルプロジェクトを実施してい

くことについて正式な同意を得ることができた。

また、日本では、信州大学で環境教育の授業の

中で、健康に関する内容を取り入れた授業の実

践に成功した。今後の課題としては、ラオスでは

モデルプロジェクトを実施し、課題と成果を積み

上げていくこと、日本では、1 年生から 4 年生ま

で、各段階に応じた継続的な学びを保障するよ

うな教育活動を設計していくことが挙げられた。 

 

(4)公開研究会、公開講座の開催： 

2013 年の 3 月にラオス国立大学およびラ 

オス教育省の関係者を日本に招聘し、公開研

究会を企画し、2 年間の活動、研究成果と今後

の課題の共有を行った。その結果、研究のみな

らず実践活動の成果も高く評価され、2013 年か

ら 2018年の向こう 5年間の共同研究の協定書を

新たに締結することができた。また、東京学芸大

学において、日本の環境教育とラオスの環境教

育の実践および研究に関する交流会を実施し

た。 
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