EARLY
CHIL DHOOD
E D U C AT I O N
NATIONAL CONFERENCE

文 部 科 学 省 ユネスコ活 動 費 補 助 金 SDG s 達 成の担い手 育 成（E S D）推 進 事 業

ESD
FORUM
報告書
テーマ

ESD を基軸とした質の高い幼児教育の推進と学校種間の接続

2019

10/18 10/19
金

土

会 場 ：静岡県コンベンションアーツセンター グランシップ 静岡市駿河区東静岡2丁目3-1
主 催 ：静岡大 学教 育 学 部

はじめに
幼児教育分野において、初の全国フォーラム「全国幼児教育 ESD フォーラム 2019」
（テーマ：
ESD を基軸とした質の高い幼児教育の推進と学校種間の接続）を 2019 年 10 月 18-19 日に「SDGs
未来都市」静岡市で開催いたしました。

両日で、全国より 350 名を超える方々（学校教育関係者、社会教育関係者、行政、ユース、一
般）にご参集いただき、全国の優れた ESD の実践や研究を交流し、参加者同士での熱い思いを共
有する場となりました。参加者の皆様、ありがとうございました。
また、お忙しい中、ご講演をお引き受けいただきました先生方、全体会、分科会、ポスターセ
ッションでご発表の皆様、静岡市東豊田中学校区の先生方、また、ブース出展、講演等のご協力
をいただきました静岡市様、ご後援をいただきました静岡県教育委員会様をはじめとする各団体
様、あらためて感謝申し上げます。

運営に関しては、初日は主に静岡市こども園課様、静岡市立こども園園長会様、2 日目は主に
静岡県生活科・総合的学習教育学会会員様に担っていただきました。このようなユニークな運営
体制も本フォーラムの特徴であり、フォーラムに至るまでのパートナーシップの成果であるとい
っても過言ではありません。パートナーシップの形成プロセスについては開会行事でも紹介をさ
せていただきました。

本報告書は、開会行事、４本のご講演、トークセッションの講演録を集録いたしました。また、
巻末には、全体会、分科会、ポスターセッションの発表タイトル、所属、氏名のリストを掲載い
たしました。今後の実践や研究の交流の一助となれば幸いです。

SDGs 達成の担い手育成（ESD）推進事業プロジェクトリーダー
全国幼児教育 ESD フォーラム 2019
実行委員長 田宮 縁
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ESD を基軸とした質の高い幼児教育の推進と学校種間の接続

ESD（Education for Sustainable Development）は、

「持続可能な社会の創り手」の育成をめざすための教育です。

幼児教育分野において、初の全国フォーラムを、
「 SDGs未来都市」静岡市で開催いたします。

ESDの推進拠点として積極的に質の高い幼児教育を実践している静岡市内のユネスコスクール（５園）を中心に、
全国の優れたESDの実践や研究の交流、関係者の熱い思いを共有する場となることを願っています。

また、
こども園からのボトムアップ型幼小中一貫教育（ESDの理念に基づいたグランドデザイン）の試行や
発達段階に応じた多セクター連携による実践や研究について、

多セクターを巻き込んだ議論の場を設け、ESDの更なる発展をめざします。

会場 ：静岡県コンベンションアーツセンター グランシップ

静岡市駿河区東静岡2丁目3-1
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分科会
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講演 3
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講演 4
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実践報告
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静岡県コンベンションアーツセンター グランシップ

10 階

「国内におけるユネスコスクールの現状と課題（仮）」
文部科学省文部科学戦略官

平下 文康氏

「ESDの観点からみた日本の森の幼稚園の課題と展望（仮）」
常葉大学名誉教授 ・「主体科学としての心理学研究所」主宰

百合草 禎二氏

ユネスコスクールの実践発表
羅臼町立羅臼幼稚園、静岡市立久能こども園

実践研究発表
奈良市立六条幼稚園、名古屋市立神の倉幼稚園、富士市田子浦幼稚園、NPO法人もあなキッズ自然楽校、
静岡市立由比こども園、静岡市立清沢こども園、静岡市立東豊田こども園、静岡市立和田島こども園

10/19

土

9:30 – 17:00［ 受 付 9:00 – ］
静岡県コンベンションアーツセンター グランシップ

9階

「地域と共に子どもを育む博物館教育 −沖縄の子ども博物館活動を中心に−」
東京学芸大学教授・東京学芸大学附属幼稚園園長

君塚 仁彦氏

戸田 拓人（羅臼町立羅臼幼稚園）、本間 展子（奈良市立六条幼稚園）、服部 聖子（名古屋市立神の倉幼稚園）、
市川 里江子（富士市立田子浦幼稚園）、溝口 寿子（富士市立岩松幼稚園）、澁谷 珠路（静岡市立井川こども園）、
（静岡市立東豊田こども園）、
富永 純子（静岡市立清沢こども園）、丸岡 美矢子・山本 敬生・山口 直子・伊藤 さおり
山村 仁美（静岡市立久能こども園）、原 法子・八木 勇輔（静岡市立由比こども園）、
（野外保育ゆたか）、
中野 早好子・川口 郁恵（静岡市立和田島こども園）、関山 隆一（NPO法人もあなキッズ自然楽校）、京井 麻由
矢野 淳一（伊豆市立修善寺東小学校）、加藤 賢一（富士市立富士中央小学校）、伊藤 寛記（磐田市立竜洋西小学校）、
水野 大輔（静岡市立北沼上小学校）、長田 真奈美（静岡市立清水不二見小学校元教諭）、
深澤 邦洋（静岡県立駿河総合高等学校）、水野 春希（静岡北高等学校高校生・ボーイスカウト清水第17ベンチャースカウト隊）、
矢野 涼（志摩市立浜島保育所・静岡大学教育学部田宮研究室卒業生）、
薮内 央子（焼津市立静浜幼稚園・静岡大学教育学部田宮研究室卒業生）、
山本 陽介・田中 千陽・加藤 悠汰（静岡大学教育学部池田ゼミ）、田宮 佳奈（北九州市立大学法学部2年） ほか

「日本平動物園が果たしてきた役割とこれからの役割 〜 動物を通して考えるSDGs 〜 」
静岡市立日本平動物園園長・獣医師

柿島 安博氏

「東豊田中学校区グランドデザインについて」
静岡市立東豊田こども園・東豊田小学校・東豊田中学校

「発達段階に応じた多セクター連携 〜 学校・家庭・地域の立場から〜 」
15:30

トークセッション

16:45

閉会行事

静岡市立東豊田中学校校長 青山 貴弘氏
静岡市立東源台小学校PTA会長 深澤 邦洋氏
静岡市立日本平動物園園長 柿島 安博氏
静岡大学教授 田宮 縁（ファシリテーター）

ブース出展（両日） 静岡市企画局、静岡市環境局、静岡市立日本平動物園、ESD・国際化ふじのくにコンソーシアム ほか

発表・参加申込につ いて
フォーラム申込フォームより登録してください。
URL

https://r.qrqrq.com/47ZyfG5i

※フォーラム申込フォームにて発表を希望された方に、発表
要項をメールにて送付いたします。
なお、事前に発表要項を
把握されたい方は、問い合わせ先までご連絡ください。

お問 合 せ 先
申込フォーム

ESD・国際化ふじのくにコンソーシアム事務局
全国幼児教育ESDフォーラム2019実行委員長 田宮 縁（静岡大学教授）
静岡県静岡市駿河区大谷836 静岡大学教育学部
TEL/FAX： 054-238-4695 または 054-238-3055
E-mail： tamiya.yukari@shizuoka.ac.jp

開会行事
静岡大学教育学部 学部長 江口 尚純
ESD・国際化ふじのくにコンソーシアム ジェネラル・コーディネーター 梅澤 収
全国幼児教育 ESD フォーラム 2019 実行委員長 田宮 縁

主催者挨拶
静岡大学教育学部 学部長 江口尚純

皆様、こんにちは。静岡大学教育学部長の江口でございます。僭越ではございますが、教育学
部を代表して私の方から一言ご挨拶を申し上げます。
今日はお忙しい中、多くの方々にご参会いただき誠にありがとうございます。文部科学省ユネ
スコ活動費補助金ＳＤＧｓ達成の担い手育成推進事業により、幼児教育分野で初となる「全国幼
児教育ＥＳＤフォーラム 2019」をＳＤＧｓ未来都市の静岡市で開催できますことを共に喜びた
いと思います。
本日ご講演をしていただく文部科学省文部科学戦略官、平下様をはじめ多くの講演者、報告者
の方々に改めて御礼申し上げます。

本フォーラムは、ＥＳＤの推進拠点として積極的に質の高い幼児教育を実践しておられる静岡
市内のユネスコスクールを中心に、全国の優れたＥＳＤの実践や研究の交流を目的として実施さ
れるものですが、教育学部における ASPUnivNet）ユネスコスクール支援大学間ネットワーク、昨
年度まで３年間、文科省のユネスコ活動費補助事業として展開してきた県内各自治体・社会教育
施設・各種団体、企業等多数からなる「ＥＳＤ・国際化ふじのくにコンソーシアム」事業の一環
として開催されるものです。

静岡大学では、地域貢献の取組を拡充させていく上で、地域が抱える課題、例えば、防災、法
的・経済的平等性の確保、今後の医療・介護等のあり方などの多様な課題を包括的に扱うことの
できる体制の確立が求められ、またＳＤＧｓの達成に向けたより根本的な意味での「新しい社会
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の構想」を打ち出し、それに基づく革新的なイノベーションへの道を開くためには、人文社会科
学的研究成果に裏打ちされた文理融合的な視点が必要だとの認識から、静岡大学東部キャンパス
を中心として、地域課題をＳＤＧｓの視点から解決するため、学内の関係組織を糾合してそれら
を統合する新たな組織の設立を目指して準備を始めております。こうした中で「ＥＳＤ・国際化
ふじのくにコンソーシアム」や今回のフォーラムの力が大いに発揮できるものと信じています。

今日、明日のフォーラムでは、文部科学省文部科学戦略官・平下様、常葉大学名誉教授・百合
草様、東京学芸大学教授・君塚様、静岡市立日本平動物園長・柿島様のご講演をいただけるほか、
ユネスコスクールの実践報告、実践研究発表、数多くのポスターセッション、トークセッション
など多彩な発表が予定されていると伺っております。

開催にあたっては多くの共催、協力、後援をいただいております。本フォーラムがこうした多
くの方々に支えられ、本日かくも多数のご参会を得て開催できますことはこの上ない喜びでござ
います。関係された皆様に改めまして心より御礼申し上げます。
本事業のますますの発展を祈念いたしまして粗略ではありますが挨拶に代えさせていただき
ます。本日はご参会、誠にありがとうございます。
。
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ＥＳＤ・国際化ふじのくにコンソーシアムの継続について
ＥＳＤ・国際化ふじのくにコンソーシアム
ジェネラル・コーディネィター 梅澤 収（静岡大学）

１ ふじのくにコンソーシアム事業（2016－2018 年）の成果・課題及び継続経過報告

（１）事業継続経過報告
事業は 2018 年で終了したが継続する、今日の会は継続の一環で行う

私はユネスコ活動費補助金事業の前のプロジェクト「ＥＳＤ・国際化ふじのくにコンソーシア
ム事業」を３年間担当してまいりました。３年が終わったから解散ではなく、継続してやってい
きたいと思い、その後の取り組み、その一環として今日の会があります。会の内容についてはこ
の後、田宮から紹介していいただきますが、私からは本コンソーシアム事業の継続経過について
紹介させていただきます。
事業はパンフレット（資料中）に記されている組織で行いました。ステークホルダー全員が一
堂に会して協議するのはなかなか難しいので、静岡大学が主幹大学となり事務局を組織して活動
を進めさせていただきました。9 月にステークホルダー会議を開き年度の事業計画等を了承して
いただきましたが、この場を借りて、コンソーシアム事業の内容をご紹介させていただきます。

（２）事業の成果
静岡市のユネスコスクールのこども園が活動を活発化したこと

本事業の３年間の一番の成果は、幼児教育の場面で、静岡市のユネスコスクール加盟のこども
園が積極的に活動を行ったことです。これは全国に誇れる成果だということで、ユネスコの事業
として今回この全国大会を開催するプログラムを提案し、文科省・ユネスコから採択されて今日
に至ります。

（３）今後の課題
学校現場にＥＳＤをどのように浸透させるか、そのためにどのように取り組むかが課題（幼稚園では成
果が出たが小中高ではＥＳＤが進まないでいる）

静岡では幼児教育のＥＳＤに先進的に取り組みましたが、小中高ではＥＳＤがなかなか進んで
いません。全国でもＥＳＤの考えが進んでいるかというとそうではありません。それが何故なの
か、この３年間を通して私が考えていたことです。
ＥＳＤを教師個人が頑張ってやっている学校、校長先生がやろうと言って頑張ってやっている
学校はありますが、
「全員でやるのがいい」
「全員でやっていこう」という風にはなかなかいって
いません。国連・ユネスコでは「ホールスクール・アプローチ」とか「ホリスティック・アプロ
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ーチ」と言っていますが、日本ではそういうふうにはなかなかなっていません。これが何故なの
か。私の最大の疑問であり、解決すべき課題となっていました。

２ 2019 年度以降の活動

（１）活動推進の枠組みの構築
ＥＳＤ×ＰＬＣの教育実践研究を行い活動を推進する

それで、ＥＳＤ×ＰＬＣで教育実践研究を行って、ダイバースティーな社会に開かれた学校の
教育の改革の枠組みを構築することが大事ではないかと思い今、この構築に取り組んでいます。

（２）コンソーシアム事業を担っていく方法
初等学習開発学専攻とコラボする、教員養成高度化研修センターを足場に事業を担っていく

今後、取り組みをどういうふうにしていくか。いろんな考え方がありますが、今年度の
コンソーシアム事業では、プロジェクトリーダーである田宮先生を中心に進めていただくこと
になっています。
静岡大学は、2016 年度から初等学習開発学専攻を設置し、新しい小学校教員養成を目指してや
っておりますので、コンソーシアム事業はそことコラボしながらやっています。また 2012 年頃
から教員養成をどう行ったらいいかを考え、2014 年に教員養成・研修高度化推進センターを大学
院附属で設置し学部と一体的に教員の研修・養成を行ってきておりますので、その辺のところを
足場にして、この事業を進めてまいりました。
お手元の資料にもありますが、
「国際化」も入れて、アジアを中心に教員養成の国際会議を開催
することを提案し、１昨年タイ、昨年度静岡市、そして今年度はインドネシアで行いました。

（３）後継コンソーシアム組織と 2018 年度時点での次期活動の構想
当初、大学全体の組織にしていく案があったが、屋上屋を重ねることなく自分たちが自由に行いたかっ
たので今まで通り学部の中で運営していくことにした

後継組織をどうするかについて先ほど学部長からも紹介がありました。当初、大学全体の組織
にしていこうという案がありましたが、そうすると、我々がやってきた意思決定をさらに上に了
解を取り「屋上屋を重ねて」行うことになります。それよりも、新しい取り組みにつながる試み
は、まずは自分たちが自由に行い試行・検証することが大事なので、今まで通り学部の中におい
てこの取り組みをやらせていただくことになりました。
スライドは 2018 年度の段階で次期計画を整理したものです。少し変更がありますが、今年度
はこの枠組みでやっています。
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（４）今年度の主な取組み
次のスライドが今年度の主な取り組みです。

ア 全国幼児教育ＥＳＤフォーラム 2019、ＥＳＤ・国際化カフェ、ユネスコスクールの遊びと生活展等、幼
児教育関係の取り組みを田宮先生が中心になって行う

１から４までは田宮先生を中心に精力的にやって頂いていて、１が今日の「全国幼児教育ＥＳ
Ｄフォーラム 2019」で、今年度の文科省ユネスコの活動資金を得てやっているところです。

イ ＥＳＤ国際フォーラムへの参加、実践ラウンド in 静岡の開催

大学では、インドネシアのＵＧＭ大学で行われる５の「ＥＳＤ国際フォーラム 2019」に参加し
ます。同大学がＲＣＥ（注）となっており、
「ＳＤＧs を促進する上で学校教育を強化するための
大学とコミュニティーの役割」というテーマでフォーラムが開催されます。国際フォーラムは共
同で開催し開催地は持ち周りとなっています。
６の「第６回実践ラウンド in 静岡 2019」を行います。今、準備を始めたところです。大学或
いは大学と関わって注目される実践みたいなものを参加者がデザインして集まり、ラーニング別
に、8 人ぐらいが車座（ラウンド）になってゼミを行い、議論をしようと考えています。
（梅澤注：
その後今年度は休止し、開催の在り方等を再検討することになりました。
）
＊ＲＣＥ：持続可能な開発のための教育に関する地域の拠点

ウ 「ＥＳＤ×ＰＬＣ」の枠組み構築の理論化

７番目の「
『ＥＳＤ×ＰＬＣ』の枠組み構築の理論」は、いま精力的に取組んでいることです。
「大学の役割論＋エコロジカル・ティーチャー・エイジェンシー（Ecological Teacher Agency）
に基づくホリスティック・アプローチ(Holistic Approach)論」に取り組んでおります。
ＥＳＤが大事だ大事だといっても、教員や学校がそれを組織的に担って行くシステムの改革に
繋がっていません。教師が内発的に色々取り組みを行った結果、そのシステムが変わっていくよ
うになることが求められるわけで、そこに橋をかけないと前には全然進みません。その時に大学
がどんな役割を果たすのかという観点で、枠組み理論の構築を行うということです。

エ 成果報告会の開催
以上のような活動をしております。
ＥＳＤ・国際化ふじのくにコンソーシアム事業の今年度の成果報告会を 2020 年 2 月にもう一
度やろうということになりましたので、是非ご参集いただければと思います。
簡単ですが、事業のご紹介をさせていただきました。
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● 開会行事 ｜ 全国幼児教育 ESD フォーラム 2019 趣旨説明と経緯

全国幼児教育ＥＳＤフォーラム 2019 趣旨説明と経緯
ＳＤＧｓ達成の担い手育成（ＥＳＤ）推進事業プロジェクトリーダー
全国幼児教育ＥＳＤフォーラム 2019 実行委員長
田宮 縁（静岡大学）

はじめに

全国で初めて開催する幼児教育ＥＳＤフォーラム、ＥＳＤは持続可能な社会の担い手の育成を目指す
ための教育

皆様、こんにちは。本フォーラム実行委員長の田宮縁です。お忙しい中、このように大勢の先
生方、そして一般の方、いらっしゃっていただき大変嬉しく思います。あらためてお礼申しあげ
ます。ありがとうございます。私から全国幼児教育ＥＳＤフォーラム 2019 の開催趣旨と経緯に
ついて説明させていただきます。
全国幼児教育ＥＳＤフォーラムは今回初の全国開催となります。大変重い責任のある立場に立
たせていただいていると改めて感じているところです。幼児教育は誰もが理解できると思います
が、ＥＳＤはどうか。会場にいる方でも馴染みがない方もいらっしゃるかもしれません。ＥＳＤ
は持続可能な社会の担い手の育成を目指すための教育です。こちらについては後ほど文部科学戦
略官から詳しい説明がありますので、私からはそれは省かせていただき、幼児教育についてご説
明させていただきます。

１ 幼児教育について

（１）子どもは遊びを通して環境から様々なことを学ぶ

ア 遊びを通して子どもは環境に関わる、自分の興味・関心に基づいたことを環境から主体的に学び
取る、子どもの心身の発達に合っている

幼児教育は環境を通して行うことが、また遊びを通して総合的に指導していくことが、基本と
なっています。こちらに絵を描かせていただきましたが、子どもが環境に自ら関わり、主体的に
自分の興味・関心に基づいたことを環境から学び取っていく、そのような方法を幼児教育は取っ
ています。
何故そういう方法を取るかというと、幼児期の子どもたちにとっては、外から「これをやりな
さい」と言われるよりも、興味や関心に基づいて行う自身の活動から学び取ることの方が系統性
があり、子どもの発達に非常に合っているからです。それゆえ、幼児教育は環境を通して行う教
育となっています。
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イ 幼児教育には健康・人間関係・環境・言葉・表現―の５領域があり、子どもは遊びを通してこれらの
領域の内容を体験しねらいに近づく

幼児教育の分野には５つの領域があります。健康、人間関係、環境、言葉、表現の５つです。
遊びを通してこれらの領域の内容を体験し、ねらいに近づいていきます。
砂場をイメージしていただけると分かりやすいと思います。砂場では、子どもたち同士が関
わりながら、自発的な遊びを展開していきます。たくさん道具を取りたい、使いたいという子が
います。或いは遊ぶスペースを広く取りたいという子もいます。でもそれを押し通したら遊びが
楽しく展開されて行きません。最初は、自分の思いを押し通すこともあると思いますが、徐々に、
子どもたちは、どうしていったらいいだろうか？と、遊びの中でゆっくり考え、その中で、
「皆で
楽しく幸せになっていくためには自分だけが一人占めしちゃいけない」ということをゆっくりと
学んでいくわけです。

（２）幼児教育のねらい

遊びを通して今ある社会（人間関係や環境）を考える基礎を培う

要は自分の考えていること、また相手が考えていることに思いを巡らします。相手はどんなこ
とを考えているのかと遊びの中で考えます。その結果、それぞれの考えが違うことなどに気が付
き、平等や公平性を学ぶことになります。またものが有限であることにも気付いていくと思いま
す。それからまた一緒に連携して遊ぶと楽しいということなども学んでいくのではないでしょう
か。また最後には散らかしたものを片づけなければいけない、片づけて次の人が使えるようにす
る、次の日に使えるようにしなければいけない、ということも学んでいきます。
要は遊びを通して人間関係、今いる環境を考えていきます。それは今ある社会を考えて行くこ
とと同じだと思います。平和とか平等とか責任とか有限とかを、遊びを通して学んでいるわけで
す。要はグローバルシチズンシップの基礎を自発的な遊びの中で培っているのです。

２ 保育者のＳＤＧｓに対する認知度及び生活実態調査からわかるもの

少し話題を変えます。今、ＥＳＤとＳＤＧｓと言われますが、ＳＤＧｓは 2015 年の国連サミ
ットで採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に記載された 2016 年から 2030
年までの国際目標です。これにつきましても戦略官の方で詳しく説明していただけますので私か
らはこの程度にさせていただきます

（１）保育者のＳＤＧｓ認知度と同者のグリーンコンシューマーとしての自覚についての調査（結果）

ア ＳＤＧｓという言葉を聞いたことがある保育者は３％
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実はこのＳＤＧｓの認知度について 9 月に、439 名の保育者を対象に調査をしました。
「ＳＤＧ
ｓという言葉を聞いたことがある」人は 3％でした。全然、認知されていないということです。
一般の方々に、本日ご来場されている方に、アンケートを取ろうと思いましたが、こちらに参加
されている方は既にＳＤＧｓという言葉を知ったうえで参加されている方が多いと思い、あえて
アンケートをとりませんでしたが、保育者にあってはそういう結果でした。

イ 同保育者の７割は環境を意識するグリーンコンシューマーだった

一方、同保育者がグリーンコンシューマーとしてどの程度（環境に優しい購買行動をとってい
るか）実践しているかを知るために、
「使い捨て商品ではなくどちらかというと長く使えるもの
を買っているか？」と質問したところ、
「どちらかと言えば、はい」または「そうしている」と答
えた人が合わせて 70％近くいました。比較的多くの方々が質問した購買行動を実践しているこ
とがわかりました。

（２）調査結果の考察

保育者のＳＤＧｓに対する認知度は低いが、実践はしている。意識しないだけであり今後、背景、必要
性、意味等を学んでいく必要がある

理論フェーズにおいては、ＳＤＧｓの認知度はまだ非常に低いわけで、この乖離がどういうこ
とを意味しているかはまでは分かりません。しかし、ここで言えることは、保育者の信条や生活
実態がそのまま保育に反映されますので、おそらく意識することなく保育の中でリサイクルなど
もやっていると思われます。
「実践はしているけれども、背景にあるものを理解せずに実践して
いる」
「手段が目的化している」のではないかということです。
また表現のフェーズに関しても、
（実践しようとする意志を）表現していくのはまだまだこれ
からかと、どういうような形で世にＳＤＧｓを知らせていくかはこれからかと思っております。
調査結果にあったように、実践はちゃんとしてはいるけど、それにはどんな背景があるのか、
何故ＳＤＧｓが必要なのか、子どもたちがやっていることにどんな意味があるのかということだ
けは、保育者としてこれから学んでいくことが必要であるとこの調査を行って改めて感じたとこ
ろです。

３ 静岡市でこのフォーラムを行う理由

静岡市にはユネスコスクールとなっているこども園が５校あり（全国では 30 校ある）、幼児教育分野で
はリーダーシップをとっていると考えたから、またＳＤＧｓ未来都市でもあるから
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先ほど梅澤ジェネラルコーディネーターから話もありましたが、何故、静岡市で幼児教育のフ
ォーラムが開催されるかということについてお話をさせていただきます。
幼児教育におけるユネスコスクールの現状を見ますと、国内のユネスコスクールはだいたい
1,000 校あります。そのうち幼稚園は 30 校でだいたい 3％あり、その 30 校のうちの 5 校が静岡
市の公立のこども園です。ですから、幼児教育の分野では静岡市がリーダーシップをとっている
のではないかと考え、今回このフォーラムを開催させていただきました。また静岡市はＳＤＧｓ
の未来都市でもありますから、そういった意味でも、この静岡市で開催することは大変意義深い
ものではないかと思います。

４ 本日の全体会・分科会の議論及び静岡市のユネスコスクールこども園のＥＳＤテーマ

（１）全体会・分科会の議論の中心

ユネスコスクールはどのような形でＥＳＤの推進拠点になることが望ましいか

ユネスコスクールはユネスコの憲章に示されたユネスコの理念を実現し、平和・国際的な連携
を実践する学校です。また文部科学省及び日本ユネスコ国内委員会ではＥＳＤの推進拠点として
位置づけています。ですから本日の午後の全体会・分科会では、どのような形でＥＳＤの推進拠
点になっていくことが望ましいかが議論の中心になると思います。

（２）静岡市のユネスコスクールとなっているこども園のＥＳＤテーマの紹介

それでは、どのような形でユネスコスクールを実践しているか、少し紹介させていただきます。
静岡市内の子ども園のユネスコスクールのＥＳＤテーマは次表の通りです。
静岡というとお茶やミカン、サクラエビなどを想像されるかもしれませんが、お茶についてみ
ると、静岡市は東西南北にこれだけ広いので、ユネスコスクールのある例えば清沢のお茶と和田
島のお茶とでは味も全然、違います。もちろん日本平のお茶の味も違います。
この５つの園のユネスコスクール申請のお手伝いをさせていただきました。わたしども
静岡大学教育学部はＡＳＰＵｎｉｖＮｅｔ（ユネスコスクール大学間支援ネットワーク）に加
盟しておりユネスコスクールをずっと支援して来たという経緯があります。午後それぞれ実践発
表をしていただきます。

ＥＳＤのテーマ
東豊田こども園

人と人とのつながり、人と自然とのつながり、自然と自然とのつながりを実感
できる保育
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清沢こども園

四季の変化と命を実感できる保育

由比こども園

地域の人・文化・歴史に誇りをもち、世界にひらく目を育成する保育

● 開会行事 ｜ 全国幼児教育 ESD フォーラム 2019 趣旨説明と経緯

久能こども園

由緒ある梅を活用した自然の営み・地域とのつながりを重視した保育

和田島こども園

興津川の美しい水と「緑のダム」としての森林に親しむ保育

５ フォーラムのテーマ、設定理由

今回、
「ＥＳＤを基軸とした質の高い幼児教育の推進と学校種間の接続」をテーマに本フォー
ラムを開催しました。

ア 幼児教育を取り巻く環境は目まぐるしく変わるが、その変化は子ども中心の変化となっているか、
質の高い幼児教育へと変化しているのか、考えなければならない

何故「質の高い幼児教育の推進」をテーマに掲げさせて頂いたかというと、幼児教育を取り巻
く環境には非常に苦しい状況があるからです。
関係者であれば誰もご存知だと思いますが、2000 年頃から保育所の規制緩和が進んでおりま
す。今までほとんどの保育所は認可を受けた社会福祉法人が行っていましたが、今は株式会社が
行うことができるようになっています。もちろん株式会社でも子どものことを第一に考えて運営
する所もありますが、株主に利益を配当しなければなりません。利益を出すことが重要なのです。
そういうような状況に今、きているということです。
2015 年 4 月に「子ども・子育て支援新制度」が始まりました。さらに今年 10 月からは幼児教
育・保育の無償化が始まります。
このように幼児教育を取り巻く環境は非常に目まぐるしく変化しています。その背景には少子
化、子育て環境の変化、仕事と子育ての両立等の問題がありますが、幼児教育に係る様々な制度
の改革は果たして子ども中心になって行われているのか？―というのを今一度、考えなければい
けないところです。

イ 2018 年告示の要領に学校種間の接続が明文化された、どんな形で接続すれば良いか議論が展
開できるといい

さらにもう一つは「学校種間の接続」です。2018 年告示の幼稚園教育要領、小中高学習指導要
領に初めて前文が付けられました。読んでいらっしゃる方もいると思いますが、そこには 4 つの
視点が書かれています。１つはＥＳＤ、２つ目は社会に開かれた教育課程、３つ目はカリキュラ
ム・マネジメント、４つ目は学校種間の接続となっています。今回、幼児期から小、中、高まで、
学校種間の接続に関し、実践報告をしながら、どういう風な形で接続していったら良いかについ
て議論を展開出来るといいと思っています。
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６ 本フォーラムの運営体制の特徴

チームワークからノットワークの体制になった運営

ここで紹介させて頂きたいのはフォーラムのユニークな運営体制です。静岡大学は補助金をい
ただきコンソーシアムを継続しその一環としてこのフォーラムを開催させていただいています。
静岡大学の教員も何人か来ておりますが、フォーラムに関して実働で動いているのは実行委員長
の私と研究補佐職員１名だけです。このような体制で全国大会を開くことは「大変ではないか」
と５月頃言われましたが、私は「出来ると思う」と、話をさせていただきました。
何故かというと本日の運営をご覧頂いても分かる通り、ユネスコスクールを中心に、静岡市の
こども園の先生方が、園長先生を中心に、運営に関わってくださっているからです。受付はこど
も園の先生方がやってくださっていて、ありがたく思います。また静岡市こども園課から安竹課
長様にいらして頂いています。ＳＤＧｓを推進する静岡市ということで、課長の方でも、このフ
ォーラムに理解を示して下さり、リーダーシップもとってくださいました。また明日は土曜日で
もあり 170～180 名の参加申し込みがありますが、静岡県生活科・総合的学習教育学会の理事を
中心に運営を担ってくださいます。また静岡市企画局様、環境局様、そして日本平動物園様は人
的・物的な支援を惜しげもなくしてくださり、本当に感謝いたしております。
そういう形で、このフォーラムの運営体制は、静岡大学だけではなく、またチームワークだけ
でもない、本当の意味でのノットワークに変わって来ているのではないかと思います。

７ 様々な研修会の機会をいただき、フォーラムへの参加を要請

このフォーラムに至るまでには、静岡県教育委員会様をはじめ各市町の教育委員会、幼児教育
に関連した部署の皆様に大変な協力をいただきました。様々な研修会の機会をいただき、４月か
ら 900～1000 人の先生方に、日本平動物園のティーチャーズガイドを配布し、SDGs の紹介をさせ
ていただきました。その折にフォーラムの趣旨等について直接お話をさせてもらい、先生方に参
加をお願いいたしました。今日も焼津市様、富士市様、御殿場市様からもおいでいただいており
ます。また、県外からも大勢の大学関係者、実践者にいらしていただきました。
このフォーラムを私ども静岡大学だけで作るのではなく皆で作っていくことを大切にしてい
きたいと思っています。十分なことはできないかもしれませんが、ご協力いただきたく、お願い
いたします。

８ 本フォーラムの開催に至るまでの道のり

本フォーラムに至るまでの私の関わりの過程を少しお話させていただきます。
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ア 2008 年 日本平動物園での環境教育（ＥＳＤ）幼稚園教諭研修会の開催（発案）（以来、毎年行って
いる）

2008 年、11 年前、前任校に在籍していた時、私に幼児教育のＥＳＤプログラムを作る課題が
与えられました。幼児教育だったら何が出来るか考え、環境教育の視点から幾つかのプログラム
を作らせていただきました。一番のメインのプログラムは環境教育について幼稚園教員研修会を
日本平動物園で開いたことです。この時は「ＥＳＤ」という言葉は使いませんでしたが、同様の
趣旨の研修会を日本平動物園で定期的に行っております。

イ 2011 年 静岡県生活科・総合的学習教育学会発足（地域の先生方とともに学んでいる）

2011 年には、地域の先生方の主体的な学びの場である静岡県生活科・総合的学習教育学会が発
足し活動をしています。

ウ 2013 年 静岡大学教育学部がＡＳＰＵnivＮet（ユネスコスクール支援大学間ネットワーク）に加盟
（機関としてＥＳＤの活動ができるようになった）

2013 年からは、先ほども言いましたように、教育学部がＡＳＰＵnivＮet（ユネスコスクール
支援大学間ネットワーク）に加盟致しましたので、機関としてＥＳＤを行うことができるように
なってきました。

エ 2013 年、静岡市立幼稚園園長会、ユネスコスクールへの加盟申請の方向性を決定
（幼稚園の加盟を提案し、５つの幼稚園の申請を手伝う）

2013 年当時は、静岡市の幼稚園はまだこども園ではなかった時代です。子ども・子育て支援新
制度が始まるに当たり幼稚園はこれからどんな風に広がっていったらいいか講演してほしいと
いう要請があり、私一人では力不足なので、本日、講演していただく百合草先生にもお手伝いい
ただきながら、静岡市の公立幼稚園の進む方向づけをしていく講演をさせていただきました。
そしてその時に「ユネスコスクールに加盟したらどうですか」「今の実践だけで充分ユネスコ
スクールとしての価値がありますよ」という話をさせていただいたところ、園長会の方からユネ
スコスクールへの加盟申請の支援をしてほしいという依頼を受け、大学として動いた次第です。

オ 2015 年 静岡市立幼稚園、保育園が認定こども園に移行（ＥＳＤの実践を支援）

その後、2015 年に静岡市の公立幼稚園、保育所が、認定こども園に移行しました。そのあと皆
さんがＥＳＤの実践に大変、熱心に取り組まれていたので、それに対し静岡大学が継続的に支援
をさせていただきました。
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カ 2016 年 ＥＳＤ・国際化ふじのくにコンソーシアム発足（ＥＳＤカフェの開催を中心に取り組み、優良
事例を発掘し発信する）

2016 年に、ＥＳＤ・国際化ふじのくにコンソーシアムが発足し、この中ではＥＳＤカフェを中
心にして様々な取り組みを行い、良い実践事例を発掘してきましたし、発信もしてきました。
以上が、今日のフォーラムに至るまでの過程、経過です。

９ ユネスコスクールの役割と課題－全体会、分科会の議論の視点

最後に、全体会、分科会の議論の視点についてもう少しお話をさせていただきます。

ア 分科会の視点

ユネスコ憲章に基づくＥＳＤの理解、幼児教育の基本の理解、遊びや活動のカリキュラムにおける位置
づけ（ユネスコスクール以外の学校も報告する）

分科会ではＥＳＤコーディネィターが議論をリードしてくれると思いますが、「ユネスコスク
ールの役割と課題」の議論の視点としては、ここに示したこの４つくらいが考えられるかと思い
ます。
まずユネスコ憲章に基づくＥＳＤの理解がなされているかどうか、２つ目が幼児教育の基本を
理解しているかどうか、３つ目が遊びや活動のカリキュラムにおける位置づけはどうかです。
３つ目が重要だと思っています。質の高い幼児教育の活動と活動のつながりはどんな風になっ
ているか、地域とのつながりはどんな風になっているか、また活動の発展性はどうか。幼児期は
アクト・ローカリーが多いと思いますが、それをシンク・グローバリーにつなげていく活動にな
っているかどうか、というところも大きな論点になっていると思います。

イ 全体会の視点

ユネスコスクールとしての役割、ＥＳＤの推進拠点の方向（ユネスコスクールが報告）

最後４つ目。全体会ではユネスコスクールが報告しますが、分科会ではユネスコスクール以外
の学校にも報告していただきます。ユネスコスクールに関しては、ユネスコスクールとしての役
割がなされているかどうか、ＥＳＤの推進拠点についてのこれからの方向づけも含め、議論して
いただけるといいかなと思っております。

フォーラムの趣旨そして経緯について、私からの説明は以上です。どうもありがとうございま
した。
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講演１
ＳＤＧｓとＥＳＤ
―その歴史や最近のトピックスを紹介―
文部科学省 文部科学戦略官（国際）
日本ユネスコ国内委員会副事務総長 平下 文康 氏

はじめに
皆さん、おはようございます。ただいま、紹介頂きました通り 2 つの顔を持っています。一つ
は文部科学省戦略官、もう一つは日本ユネスコ国内委員会の副事務総長です。
ユネスコはよくご存じだと思いますが、発足したのは第二次世界大戦後です。日本はかなり早
い段階で加盟しています。現在 193 カ国が加盟しています。それぞれの国がユネスコ国内委員会
を設けていますが、その事務局が文部科学省の中にあります。
ユネスコの活動というと、例えば世界遺産の関係とか、ユネスコ世界ジオパーク、それとエコパ
ーク、それから海洋関係のプロジェクトもありますし、もちろん教育関係もあってＥＳＤとかを
やっております。そういったところを、全体として取りまとめているのがユネスコ国内委員会で、
委員は 60 名います。
現在は日本学術振興会の顧問をされている安西先生が会長をされています。
その委員会の事務局が文科省にあります。
ＳＤＧｓとＥＳＤ。ＤとかＳが同じようにあり、似ていますが、ちょっと違います。そういった
ところもご紹介できればと思っております。

Ⅰ 最近の気になる世界の動き
１ 海洋プラスチックのごみ問題

まず、これはなんでしょうか。これはプラスチックのごみ、ビニール袋です。現在、海洋のプラ
スチックのごみが世界的にも非常に大きな問題となっています。プラスチックのごみが海に捨て
られています。海に捨てられているだけでなく川から流れ込んでいます。非常に大量のプラスチ
ックのごみが海洋に漂っています。魚がこのプラスチックのごみを食べたり、ごみに引っかかっ
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て損傷を受けています。ウミガメがそういったプラスチックごみを食べてしまうという話もよく
あり、そうしたことが非常に問題になっています。
これは海上に漂うペットボトルです。日本ではなく海外のあるところの光景ですが、こんな形
で、ペットボトルがまさに島のような感じで海上に漂っているところもあります。このプラスチ
ックのごみは毎日のように増えています。プラスチックのごみはそもそも何が問題かといえば、
なかなか生分解（注）しないので、なくならないことです。プラスチック製品が生分解するまで
の年数を調べたところでは、発泡スチロールカップで 50 年ぐらい、アルミ缶が 200 年、おむつ
は 450 年、ペットボトルも 450 年、釣り糸だと 600 年ぐらいかかるというアメリカの NOAA とい
う海洋関係の研究機関の調査データがあります。グラフは同研究機関の調査を基にＢＢＣが作成
した資料で、それぞれ分解するまでの年数を表していますが、いったんごみになってしまうと大
変なことになるわけです。
プラスチックのごみは海洋でそのままの形状でいることはなく、どんどん小さくなっていきま
す。5 ミリ以下に小さくなったものがマイクロプラスチックということで、近年、海洋で問題視
されています。環境省は環境白書のなかで、プラスチックのごみが、海洋環境の悪化、海岸機能
の低下、景観への悪影響、船舶航行の障害、あるいは漁業や観光面で影響があると、そして海洋
の生態系への影響も懸念されていて世界的な問題になっていると、書いています。
プラスチック類は 1950 年以降、大量生産され始め、同年以降に生産されたプラスチック類は 83
億トンを超え、そのうち 63 億トンがごみとして廃棄されたという報告があります。このまま増
えて行くと（毎年約 800 万トンのプラスチックごみが海洋に流出しているという試算もあり）
2050 年には、海洋のプラスチックごみの総重量が魚の総重量よりも多くなってしまうという試
算もあります。
プラスチックのごみは破壊されながらどんどん小さくなって行きます。そうなったものがマイ
クロプラスチックと呼ばれる微細片ですが、その微細片の表面に化学汚染物質が吸着し、それを
海の生物が食べることで化学汚染物質が海洋生態系へ取り込まれることになります。その微細片
を小さい魚が食べ、その小さい魚を大きな魚が食べ、或いは人間が食べ、汚染物質を取り込む危
険性があるわけです。ですから早くこういった問題を解決しなければいけないということが世界
的にも言われております。
これらに対して日本でも色んな取り組みがされております。ポイ捨てや不法投棄をやめていこ
うとか、海洋に流出したごみを回収したりとか、或いは代替素材を開発するとか、そんなことも
やっていますが、対策がなかなか追いつかないということもあるかと思います。
今年 6 月に開催されたＧ20 大阪サミットでは、世界の首脳が集まり、このプラスチック問題つ
いても議論がされております。そうした中で「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン）を共有した
ということでありますが、すなわち、2050 年までに海洋プラスチックごみによる追加的な汚染を
ゼロにまで削減することを目指し、世界的に取り組んでいこうと、強い意志を持って取り組んで
いる、といったところです。これは最近の話題です。
（注）生分解：バクテリア、微生物等により化合物が無機物まで分解されること
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Ⅱ ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）
１ ＳＤＧｓの採択に至る経緯

（１）ＳＤＧｓの前の段階の目標、ＭＤＧｓの設定（2001 年） と成果

ここからは、そもそもＳＤＧｓとは何かという話をしたいと思います。
かなり前ですが、1987 年に、ノルウェーの当時の首相・ブルトラントを委員長とする「環境と
開発に関する世界委員会」が国連に設置され、そこで「われら共有の未来」が発表されました。
その中に「持続可能な開発」と言う言葉が出て来ました。けっこう需要なことを言っています。
「将来の世代のニーズを満たしつつ、現在の世代のニーズも満足させるような開発」
。これが「持
続可能な開発」です。現在がよければそれでいいというのではなく、将来の世代のニーズをも満
たしていくような、そういった社会を作っていこうということ。これは、今もずっと続いている
非常に重要な概念です。
そういったこともあって、最初に、世界的な取り組みとして、ミレニアム開発目標が 2001 年に
国連で策定されました。ＳＤＧｓの前の段階の目標でＭＤＧｓと言いますが、これは、開発途上
国向けの目標で、2015 年まで、8 つの目標を立てたわけです。
目標の 1 は極度の貧困と飢餓を撲滅していこう、2 は教育関係ですが、初等教育の完全普及の達
成、全ての子どもが初等教育の全過程を修了するという目標です。これはＳＤＧｓに入ってから
も続いていますが、すべての子供たちに男女の区別なく初等教育を提供しようということです。
それから目標 3 がジェンダー平等の問題。それから 4 が乳幼児の死亡率の削減。非常に多くの子
供たちが、特にアフリカでは亡くなっています。それから 5 の妊産婦の健康の改善、6 のＨＩＶ、
エイズ、それからマラリアの問題、これらの蔓延の防止という目標。それから 7 の環境の持続可
能性確保、それから 8 の開発のためのグローバルなパートナーシップの推進、これらを目標とし
ていました。
それで 15 年経ちどうだったかと言うと、一定の成果を上げましたが、まだ達成できていない課
題もたくさん残っています。
目標 1 の貧困の問題は、収入が 1.25 ドル以下の人々の割合を半減させることは達成しました。
それから 2 の初等教育の就学率は、向上し、これも少し改善されました。3 の男女の教育を受け
る平等の機会についても、着実な進展がありました。4 の乳幼児死亡率の削減では、5 歳未満児
の死亡率は 53％削減しましたが、目標達成までは至りませんでしたし、妊産婦の死亡率について
も目標達成までは至りませんでした。それからＨＩＶの新たな感染者数は減少してきており、マ
ラリアの罹患率や死亡率も減少しています。
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（２）ＳＤＧｓの採択（2015 年）とその特徴

しかし策定から 15 年間で、課題も浮上してきました。世界的には環境も大きく変化してきまし
た。例えば環境問題、気候変動の深刻化、また国内や国の間の格差の拡大、企業やＮＧＯの役割
の拡大など、国際的な環境も大きく変化しました。
そこで、新たにＳＤＧｓ、持続可能な開発目標、これが 2015 年の 9 月の国連サミットにおいて
全会一致で採択されています。このスローガンは「誰一人取り残さない」―no one will be left
behind です。持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現のための、2030 年を年限とする 17 の
国際目標。その目標の下に 169 のターゲット、232 の指標が決められており、全世界で取り組ん
でいるということです。
特徴は以下の 5 つです。今までＭＤＧｓの時は、開発途上国がメインだったのですが、今回の
ＳＤＧｓは、1 の先進国を含め、すべての国が行動していこうという普遍性、それから 2 の包摂
性、誰一人取り残さないというもの。それから 3 は参画型で、全てのステークホルダーが役割を
持つこと。4 は統合性で、社会・経済・環境に総合的に取り組むということ。６が透明性で、定
期的にフォローアップするということです。
持続可能な開発は「将来の世代がそのニーズを充足する能力を損なわずに、現世代のニーズを
充足する開発」と定義されています。そして、持続可能な開発を達成するためには、
「経済成長、
社会的包摂、環境保護という主要素を調和させることが不可欠」とされています。三者をバラン
ス良く調和させて総合的に進めて取り組んでいくということです。

２ ＳＤＧｓの 17 のゴール

この目標は 17 あって、詳細に説明する時間はないので簡単に説明します。
1 番は貧困の問題、あらゆる形態の貧困を終わらせようと。1 日 1.25 ドル未満で生活する人を
なくすようにしようという目標です。それから 2 番が飢餓の問題。飢餓を終わらせる、持続可能
な食料生産システムを作っていこうという目標。それから 3 番目が健康の問題、健康と福祉の問
題、妊産婦の死亡率、新生児の死亡率を減らすという目標、それからエイズやマラリアを撲滅し
ていこうという目標です。
4 番目が教育です。ＥＳＤのことは後で出てきますが、全ての人々に男女の別なく質の高い教育
を提供しようという目標。それから 5 番目がジェンダーの不平等の問題を解決し平等を達成する
という目標、6 番目が水と衛生の問題の目標。これも非常に大きな問題で、安全で安い飲料水が
なかなか手に入れられないという状況にある地域がまだ多くありますが、そういった状況をなく
していこうということと、下水・トイレの問題、トイレも衛生的なトイレがない地域もあるので、
そういったこともなくしていこうということで進めております。
7 番目がエネルギーです。持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保すること。8 番目が
経済成長や雇用の問題で、こういったところをしっかりしていこうと。それから 9 番目がインフ
ラ、産業化、イノベーション、強靭なインフラを構築していくこと。それから科学研究の促進と
か技術能力を向上させるとか、そういった目標があります。
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10 番目が不平等の問題、不平等の是正です。11 番目が持続可能な都市、スラムの改善などです。
12 番が生産と消費の問題、持続可能な生産、消費形態を確保すること。食料の廃棄の問題もここ
に入っています。13 番目は気候変動とその関連の問題。14 番が海洋資源の保全の問題です。15
番目が陸域生態系の保護、持続可能な森林の経営、土地の劣化の阻止、生物多様性の損失の阻止
などです。
16 番目が平和。平和な社会をつくる。17 番目がパートナーシップとなっています。

３ ＳＤＧｓの達成に向けた取組

（１）日本政府による取組

世界全体の目標は以上のようになっていますが、日本ではどうなっているかというと、2015 年
にＳＤＧｓが採択された後、2016 年 5 月にＳＤＧｓの推進本部を設置しています。本部長が内閣
総理大臣、副本部長が内閣官房長官と外務大臣で、その他全閣僚が構成員となっていて、すなわ
ち、全ての省庁が推進本部に入ることによって、政府全体としてＳＤＧｓの達成のために取り組
んでおります。
2016 年の 12 月にＳＤＧｓ実施指針の策定、2017 年 12 月からＳＤＧｓアクションプラン、ここ
で具体的にどういうことをするかをまとめ、毎年改定しております。現在は、拡大版アクション
プラン 2019 が今年の 6 月に決定されているといった状況にあります。
特徴としては、ＳＤＧｓと連動する「Society5.0」の推進とか、ＳＤＧｓを原動力とする地方創
生とか、
ＳＤＧｓの担い手としての次世代・女性のエンパワーメントとかの 3 本の柱があります。
そして、その実施指針には 8 つの優先課題が掲げられています。
1 番は、あらゆる人々の活躍の推進ということで、この中に教育の充実も入っておりますし、2
番の健康問題とか、3 番の地域活性化とか、4 番の国土あるいはインフラの整備、5 番のエネルギ
ー問題等、ＳＤＧｓ全ての課題について取り組んでいるということです。

（２）民間による取組例

取組例として、住友化学がマラリアに取り組んでいる例を紹介します。同社ではかなり前から、
ＳＤＧｓが採択される前からアフリカの支援を行っています。アフリカではマラリア等の問題が
ありますが、ポリエチレンにピレスロイドという防虫剤を練りこみ、その薬剤が徐々に表面に染
み出て来るという防虫剤処理を施した蚊帳「オリセット・ネット」を開発して、これをマラリア
に苦しむ人々に役立てられないかと取り組んでいます。ネットは耐久性があり、防虫効果は 3 年
以上持続します。同社では、オリセット・ネットの製造工場をタンザニアに作り、現地の企業に
この技術を無償で提供し、そこでは 7,000 人の雇用機会を創出し地域貢献しています。
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（３）ＳＤＧｓの現状報告（2018．2019）

さて、ＳＤＧｓの達成状況は、現在どうなっているかということについて、その一部について紹
介したいと思います。
目標 2 の飢餓の問題はなかなか深刻な問題で、全世界で栄養不良状態にある人々の割合は、2015
年は 10.6％だったものが 2017 年には 10.9％で少し悪化しています。目標 3 の健康と福祉では、
5 歳未満の子供の死亡率は減っています。出生数 1,000 人当たりの死亡数は 2000 年に比べ減っ
てはいますが依然として 39 人という状況にあります。マラリア症例も若干増えていて、2013 年
の 2 億 1,000 万人に対し 2017 年には 2 億 1900 万人と増加しています。
それから目標 4 の教育問題、幼児・初等教育への参加率は 2010 年で 63％だったものが 2017 年に
は 69％と改善しています。しかし全ての子どもたちが参加できるような状況にはまだ達してい
ません。特にサハラ以南のアフリカでは 42％、北アフリカおよび 西アジアでは 52％という参
加率です。それから質の高い教育のためには、質の高い教員の確保が非常に重要ですが、小学校
教員の 85％は訓練を受けているものの、南アジアとかサハラ以南アフリカではその割合が 61%に
止まっています。
目標 6 の水の問題も、まだ 7 億 8100 万人が安全に管理された飲料水の供給を受けていません。
全ての人たちに供給しようという目標の達成はまだまだです。
それから 14 番の海洋環境ですが、
海洋酸性化度は産業革命開始以来、現在までに 26％上昇しています。それから 15 番の森林面積
は 2000 年には 41 億ヘクタールだったものが 2015 年には 40 億ヘクタールに減っていますし、絶
滅危惧種の減少の問題もあります。
こういった、なかなか厳しい現状にありますが、それでも、世界で力を合わせて、解決していこ
うと取り組んでいるということです。

Ⅲ ＥＳＤ
１ ＳＤＧｓの達成に貢献するＥＳＤの定義

ここからはＳＤＧｓとＥＳＤの関係についてお話します。
「持続可能な開発のための教育とは？」
というお話が先ほど田宮先生からありましたが、同教育は、ちょっと長いですが、
「持続可能な社
会づくりの担い手を育むため、現代社会における地球規模の諸課題を自らに関わる問題として主
体的にとらえ、その解決に向け、自分で考え、行動する力を身に付けるとともに、新たな価値観
や行動等の変容をもたらすための教育」と、定義できます。
世界的な様々な課題、それをしっかりと自分で捉え、自ら行動してゆき、社会を変えていこうと
する、そういった力をつけていくことが理想的なあり方であって、
「国際理解、環境、文化多様
性、人権、平和等の個別分野を持続可能な開発の観点から総合した分野横断的な教育」だという
ことです。いろんな分野に及んでいます、その個別分野だけではなくて、全体として、総合して
とらえていこうということです。
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ＳＤＧｓは 17 ありますが、その中で、教育が重要なものになって来ます。教育を受けないと、
あるいは学習しないと、ものごとはいい方向に進んでいきませんから。国連総会の決議でも、
「持
続可能な開発のための教育は、質の高い教育に関する持続可能な開発目標に不可欠な要素であり、
その他のすべての持続可能な開発目標達成の成功への鍵である」とありますし、我々としてもそ
ういうふうにとらえています。
教育はＳＤＧs の 4 番に入っておりますが、就学前教育に始まって、初等教育、中等教育、それ
から技術教育・職業教育・高等教育、すべての子供たちが、男女の区別なく、教育を受けられる
ようにしようということです。
それから、脆弱層が平等にアクセスできること、教育におけるジェンダー格差をなくしていく
こと、それから仕事や起業に必要な技能を備えた若者や成人を作っていくこと、それからすべて
の若者と大多数の成人が読み書き能力、基本的計算能力を身につけるようにするということ、と
いうのも、読み書きできない、基本的な計算ができない人もまだいますので、そういった人に対
しても取り組んでいくということです。
それからスライドの左側になりますが、教育施設、奨学金の拡大、資格を持つ質の高い教員の養
成、それから持続可能な開発を促進するために必要な知識及び技能の習得の促進があります。日
本では、この４．７のところが強調されていると思います。学校に行っていない子供がまだ大勢
いる国もありますから、そうした国では、就学前教育、初等教育・中等教育、そういったことを
まずは重点的にやっているところもあるでしょう。

２ ＥＳＤに関する世界的な動き・経過

ＥＳＤに関する世界的な動きについてお話します。かなり前、1990 年になりますが、タイのジ
ョムティエンで「万人のための教育世界会議」が開かれました。そこで、すべての人に基礎的な
教育を提供する、「万人のための教育」ＥＦＡを世界共通の目標とする世界的なコンセンサスが
このとき形成されております。
1992 年に、国連環境開発会議（地球サミット）がリオ・デジャネイロで開かれました。このと
き持続可能な開発についての国際的な取組に関する行動計画である「アジェンダ 21」が採択さ
れ、その中に、持続可能な開発のための教育の重要性とその取組の指針が盛り込まれております。
それからだいたい 10 年ごとの動きをスライドに書いてありますが、2002 年、ヨハネスブルグ・
サミットにおいて、日本は国内のＮＰＯからの提言を受け、
「持続可能な開発のための教育の 10
年」という提案をしています。小泉総理の時代ですが、この提案は世界の賛同を得て決まりまし
た。2002 年の暮れの国連総会において「2005 年から 2014 年を国連ＥＳＤの 10 年とすること」
が決まり、ユネスコを主導機関に指名しております。
2012 年には持続可能な開発会議がありまして、宣言文の中で、2014 年以降もＥＳＤを推進する
ことが盛り込まれ、ずっと続いているわけです。
その後、2014 年には名古屋と岡山を会場として、ＥＳＤに関するユネスコ世界会議が開かれてお
ります。そしてそこで、2014 年度で終わってしまうのではなくその後も ESD を継続させるという
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ことで、ＥＳＤに関するグローバルアクションプラン・プログラムが発表されて、それが 2015 年
から続いているわけですが、その間、2015 年には、ＳＤＧｓが採択されております。

３ 日本でのＥＳＤに関する取組みの例

日本でのＥＳＤに関する取り組みとして、実は今回の新学習指導要領の中に「持続可能な社会
の創り手の育成」という文言が明確に入りました。以前ははっきりとは言っていませんでしたが、
今回の要領では、幼稚園、小学校、中学校、高等学校の全部に、
「持続可能な社会の創り手」と書
いてあります。
総則や前文にだけでなく、関連する教科の中にも書いてあります。例えば、小学校の家庭科の中
では、
「持続可能な社会の構築に向けて」環境に配慮した生活ができるよう指導すると、書いてあ
ります。
中学校の社会科においても、あるいは理科の中でも「持続可能性」
「持続可能な社会をつくるこ
とが重要である」といった文言が入っています。さらに、
「持続可能な」という文言が明確に入っ
ていなくても、
「持続可能な」という趣旨のことは学習指導要領のあらゆる所に入っています。

４ 近年のＥＳＤの世界的な動き

さて、近年の ESD の世界的な動きとしては、2014 年にグローバル・アクション・プログラムの
正式な発表がありました。2015 年には国連サミットでＳＤＧｓの採択があり、それから 2017 年
の国連総会において、ＥＳＤが「質の高い教育に関する持続可能な開発目標の実現の鍵」である
ことが確認され、今、2019 年ですが、ＧＡＰ（グローバル・アクション・プログラム）の後継枠
組について、今後採択される予定となっています。
ＥＳＤを進めるために、優先行動分野として、５つの分野を優先的に進めていこうということ
で今やっています。
政策的支援、機関包括的アプローチ、それから教育者やトレーナーの能力の強化、持続可能な開
発のための変革を進めるユースへの支援、地域コミュニティにあってはＥＳＤを通じた地域レベ
ルでの課題解決策の探求の加速―の 5 つを中心的にやっていくということで進められています。
2020 年からも、この５分野については変わることなく取り組んでいく予定ですが、包括的なネッ
トワークの構築、横断的な活動・協力の強化、そんなことを更に進めていこうとしております。
9 月にＳＤＧｓサミットがニューヨークでありましたが、安倍総理も参加され、その中で、
「持
続可能な開発のための教育の推進」について言及しております。スビーチの時間に制約がある中
で総理が、ＥＳＤについて明確に発言されています。こうしたことからも、日本政府として積極
的にＥＳＤに取り組んで行こうという意志が表れていることがわかるわけです。
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５ ＥＳＤの推進

ア ユネスコスクールの展開

ユネスコスクールは全国に展開されておりまして、現在、1,116 校あります。地域によって、少
ないところ、盛んなところ（中部地区はかなり多くなっています）があり、ユネスコスクールの
さらなる普及はこれからの課題と思っています。
これは東京都の八名川小学校のＥＳＤカレンダーです。ここではＥＳＤの取り組みを校長先生
が中心になって学校全体で推進していて、また全ての先生が参加して実施していますが、ＥＳＤ
においては、様々な教科等がつながっていて、そのつながりをカレンダーあるいはマップのよう
に表現したものです。それぞれの教科等で教える内容がどのように繋がっているか、全体を把握
し、俯瞰しながらＥＳＤを進めています。

イ 福岡県大牟田市における推進

これは福岡県の大牟田市の取り組みについて説明したものです。大牟田市では市を挙げてＥＳ
Ｄに取り組み、ユネスコスクールの市を生みました。市長が中心になり推進本部を作り、各部長
も推進委員として入り、ＥＳＤの観点から各事業を展開しています。子どもたちが世界遺産につ
いて学習し、その成果を子どもボランティアガイドとして実践するといった、そんな活動もして
おります。

Ⅳ 終わりに（ＥＳＤの進め方）
１ なんのために行っているのか、その意義や目的を理解して取り組む

ＥＳＤについては課題もあります。よく言われることですが、①ＥＳＤを何故しているのか、②
子どもは本当に理解しているのかという疑問です。子供たちが、よく意味も分からず何かをして
いるという状況に陥るのでは困ると思います。例えば、総合的な学習の時間では、単に作業をす
ればいいというのではなく、これは何のためにするのか、子どもたち自身がその意義をしっかり
理解してやることが必要ではないかと思います。

２ 一部の先生が行うのではなく、組織全体として共通の理解をして取り組む

また指導する側も、一部の先生が一生懸命やっている、校長先生だからやっているというので
は長続きしません。ＥＳＤを長くやっている先生もいるけども、新しくＥＳＤに取り組もうとす
る先生もいます。組織全体として、共通の理解をして取り組むことが大事かと思います。また難
しい言葉ではなくて、お互いに分かる言葉を使って皆が一緒になってやっていくことです。
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３ 遠い国の話として済ませないで自分たちの事と考えて取り組む

それから遠い国の話であるとし、そこで済ませていないかということもあります。アフリカで
の貧困や飢餓の問題に対し、日本がお金や物資を提供したらそれで終わりというのではなく、先
進国も途上国も、将来の地球のために皆で取り組むという姿勢が必要です。その中で、地球上に
ある様々な課題が見えて来ると思います。地域のゴミの問題とか、或いは人権の問題とか、自分
たちで考えて取り組めるところはたくさんあります。そういうところを皆で取り組み、地球規模
の問題解決に繋がっていくことも必要ではないかと思います。

４ 他者の言うことを鵜呑みにせず自分できちっと判断して取り組む

加えて、科学的に、論理的に、現状を理解することももちろん大切ではないかと思います。ただ
単に、誰かが言ったことやマスコミが言ったことを、そのまま鵜呑みにするのではなく、自分自
身で、正しいかどうかをきちっと判断し考えて取り組む必要があるのではないかと思います。
どうもありかどうございました。
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ηVRψGro Harlem Brundtland͕ΚͲͰΛ̪¸pǱHPθ

̷̼͈̫ͧͦͩ

̭ļȧɀ͒ʸǨηSustainable
Developmentθ̮͕ƌĘ

̭ßŸ͕͕Βε΄ͬƼ͈̪̀͌͌ǘ
¦͕͕Βε΄͢Ƽʏ̳̿̈́ͨͥ͒ʸ
Ǩ̮̲̳͐

οχφυ÷̪ΛίγΏέγΏδΔίͱͲε˚ǰ
ηąŦθͬÄʷ̭͐͂ͨǛ±͐ʸǨ͓ʺ
͂ͨǣÄ&̮η£ʡ͓ɭȳθ̷¯
Ṷ̆ͫͩͦOŰ͕ųŸηOur Common
Futureθ̮ͬNɝ̫

οχφυ÷ ̭ͫͩͦOŰ͕ųŸηOur Common Futureθ̮ηǛ±͐ʸǨ͓ʺ͂ͨǣÄ&θ

πμļȧɀ͒ʸǨǮƏὴ˵˸̒θŃĶ͓Ɇͨȡȭ

12

ηVRψ́̊̈ˣ˼̋̌̌̈̎̎̋̔̍ˣ˵̈̈̌̏̐̍̈̎̓̕ˣ˸̏̄̌̒ˣ˿̈̐̏̑̓ˣˬ˪˫˯˧ˣ̂˽ ̶͝θ

̨ Ǜ±ˑͣƠ:·n͕ƶ]s̪£Sͣ£͕ʹ͕Ƅïĺº̪%Ɗͣ˽˸˾͕Ĉd͕ĺº͒͑

̩ ͈͞ ̪ȓ Ò ̶ ͦοσ÷ ʹ ͏ Ŝ ͈ ͒ ɷ ˑ ̷ Ʊ  ̫£ ˂ Ǫ ͒ Ǜ ± ͢º ̸̺· s

̨ Σέή͕ͮȴĞǗͣƚǗ͖ƹã
οξξξą͈͕ͧȴĞǗ πξξξ÷ οςυ ̛ πξοσ÷ χπ
οξą͈͕ͧƚǗ πξξξ÷ ςφ ̛ πξοσ÷ πξ

̨ ˹˺͕̃Ŝ͈͒ĤŽ͖πξξξ÷̶ͦπξορ÷͕ʹ͏Țςξˤƹã
Ϗϐϖ͕Ŝ͈͒ĤŽȹ πξξξ÷ ρσξ ̛ πξορ÷ ποξ

̨ ÂǝÇ͕ƚǗ͖ςσζƹã̷͈̪̀ǮƏηοχχξ÷͕ο˩ςθʦĪ͞͏͖Ɇͦ̓
Vǝŗοξ#ą͈͕ͧƚŗ οχχξ÷ ρφξ ̛ πξορ÷ ποξηςσζƹãθ

̨ σƘųƼJƚǗ͖σρζƹã̷͈̪̀ǮƏηοχχξ÷͕ο˩ρθʦĪ͞͏͖Ɇͦ̓
Vǜŗοξξξą͈͕ͧƚŗ οχχξ÷ χξ ̛ πξοσ÷ ςρησρζƹãθ

̨ ǡÉ͐ÀÉ̷ŕȾ̻ͬͨƓ&ͬöȑ͓͓͂ͨ̽͐ʺ͎͖̪̀ǳÓ͒ʢè

̨ ʸǨʝ§ª͏͖YȑŕȾ͕äÌǗ͖Ţ
οχχξ÷ φξζ → πξοσ÷ χοζ
ͿΕέ!yͮΚήͶ͕° οχχξ÷ σπζ → πξοσ÷ φξζ

̨ K̷ομπσΐί!͕̬͕dͬwƹ̿̈́ͨǮƏ͖̪πξοσ÷͕Ųˀͥͧ͢
σ÷š̺ʦĪ
οχχξ÷ ρτζ ηοχCθ̛ πξοσ÷ οπζ ηφCθ

̩ ˼ ˵ ˸͖̒  Ò ͕ Ī Ż ͬ ʦ Ī ̫  ŝ ͏ ̪ ų ʦ Ī ͕ ɷ ˑ ͢ ƛ ̿ ͩ ͈

10

ηVRψ́̊̈ ˼̋̌̌̈̎̎̋̔̍ ˵̈̈̌̏̐̍̈̎̓̕ ˸̏̄̌̒ ˿̈̐̏̑̓ ˬ˪˫˯θ

ΤΰΒͮΥʸǨǮƏη˼̋̌̌̈̎̎̋̔̍ˣ˵̈̈̌̏̐̍̈̎̓̕ˣ˸̏̄̌̒˱ˣ˼˵˸̒θηπξξο÷θ
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36

ʹ͕ÏL5˃͕ǚĘͬṰ̌̀ɶͧƛ̲̮̿͒
L͎͕εΠείΉε̷Ĉdͬ
Ǿ&δȡƷδǛ±͓ȤǪ͓ͧȠ͠
ÒŲǪ͓ΚʹαεͮΜ

15

̩ πξρξ÷͞͏͓̪ͳͰ΄̪ȢƂ̪Σέή͙ͮ˓̲ͦͩ͒͟ǊñǦ̲͈͐͋'ŽǦͬ
ƃȥ͓͂ͨ͐͐͢Ƚǅ̪ơșĤŽǧ͙͕͕͆ĤŽǧ͓ÝU̫͂ͨ ̫͒͑

ǮƏρη5<θ ̱ͦͤͨ÷ˢ͕͎͕̬͕͂͜<þǪ͒ǜƯͬǻ5̪̀ȁǿͬ
4ʢ͂ͨ
̩ πξρξ÷͞͏͓̪ǣ͕ÂǝÇ͕ƚǗͬVǜοξą͈ͧυξųƼ͓_ƹ̫͂ͨ
̩ ͎͕͂͜£̷ŜǜJƚǗͬã̺͒͐͢Vǜοξξξ# οπ#!͞͏ƹ̪ͦ̀σƘ
!ƚǗͬã̺͒͐͢Vǜοξξξ# πσ#!͞͏ƹͦ͂̽͐ͬǮƏ̪͐̀πξρξ÷͞
͏͓̪ŜǜJ͙σƘųƼ͕ʽɀ͒ƚͬƃȥ̫͂ͨ

̩ πξρξ÷͞͏͓̪˖˙ͬőƾ̪͎͕̬̪̀͂͜ǐ͓ʄ¡é͙øJͬ͠ɂ
ă͒Ȍ°̷͓̱̬ͨ÷ ÏL̶͌ƀ˘͕̱ͨ˕ŚͬvWĎ̳͓̫ͦͩͨͥ͂ͨ
̩ πξρξ÷͞͏͓̪ǜǝě̪ͬ̿̈́ǜǝʱͬ²̪ͣ̀ǜĥșͬȨļ̪̀Ơ:·
nͣƋȏ͒Ơʂǘʂ̪õ̪͗͌Ʈơ͙͕͕͆ǄÖ͓Ý͂ͨʩėɀfͬ̿
̪̈́ǂʢǪ͓¥§͐¥´͕ʋͬœ̳̪̿̈́ͨͥ͒ļȧɀ͒˕ŚǜǝΥͬ
ǻ5̪̀ĄˋηΰήͳγΏθ͒ʖƊͬÓʐ̫͂ͨ ̫͒͑

ǮƏπη˖˙θ ˖˙ͬȟ̪ͫͦ̈́˕ŚÏL5˃͙ƀ˘œͬÓǘ̪̀ļȧ
ɀ͒ʖƊͬ4ʢ͂ͨ

̩ πξρξ÷͞͏͓̪£Òȶ͓̱ͥͨͦͤͨƕF͕ʄ¡ǒĥ͓̱̪͎ͨ͂͜
͕÷ˢ͕ǡě̪Àě̪É͕͑͢dͬwƹ̫̿̈́ͨ ̫͒͑

̩ πξρξ÷͞͏͓̪ο Šομπσ ΐίųƼ͏ǜƯ̬͂ͨ͐Òȶ͎̲̿ͩͨƋ
ü͕ʄ¡̱ͬͦͤͨ°į͏ȟ̫ͫͦ̈́ͨ

ǮƏοηʄ¡θ ̱ͦͤͨ°į͕̱ͦͤͨĆĥ͕ʄ¡ͬȟͫͦ̈́ͨ

ρμļȧɀ͒ʸǨǮƏὴ˵˸̒θ͕ου͕;εί

13

͎́ļȧɀ͒8͕ɅȌ͐Ǿ&͍̺ͧͬ4͂ȸ̴ŝ͏̫̮͂η¸pǱθ

ɁÆ̶̬ͦͬÎ̪͇͕ͧ͆ͩͩļ͌ʁ̶͒ɀěͬÓǘ͈͓̪͂ͨ͡5ʀ͐ɀfĄsͬʞ

̚ ̭ʹ͕ÏL5˃͖̪͐ʹ͓͐ͧ͘ǳǮ̪̀ǜËδǜƯδà}͓Ý͂ͨùȖ̶͌ƶ]͒

rŏě
~Ǣ©
Ȥě
ʜţě

ŧʣě Hʢ£̪ͬ͡L͎͕£̷ɚn

̩ ǐē͖̪!͕σ͌

ǮƏη͕͓̪͆οτχ͕ΈεͼΏ̪πρπ͕ĽƏ̷ƥ͎̲ͦͩͨ͡θ

̩ ̭ɶͧƛ̲̮̿͒η̎̏ˣ̏̎̈ˣ̖̋̌̌ˣ̅̈ˣ̌̈̉̓ˣ̅̈̊̋̎̇θļȧɀ͏¹Ǝ
ě͐rŏě͕̱ͨǾ&͕Óǘ͕͈̪͡πξρξ÷ͬ÷ˀ͐͂ͨου͕£˂

̩ ρ÷͓͚ɾɹδƸͬȡ͎πξοσ÷χů͕£ʡͿΤΏ͏L&ɇ͏ŃĶ

ļȧɀ͒ʸǨǮƏὴ̔̒̓̄̋̎̄̅̌̈ˣ˵̈̈̌̏̐̍̈̎̓̕ˣ˸̏̄̌̒˱ˣ̀˵˸̒θηπξοσ÷θ

16

14

ͲγΉεöȑͬʦĪ̪͎͕̀͂͜Àě͙ÀJ͕ɀfĄ

̩ πξρξ÷͞͏͓̪͎͕̬͕̪͂͜ʩX̶͌öȑ͒ơŞɭδɜǜŞɭ͛
͕ͮ΅ͬʦĪ̪̀ʰ¸͏͕łƩ̺̫ͬ͒͂Àě͙ÀÉ̪͙͓͒ͦɂă͒Ȍ
°͓̱̬͕ͨΒε΄͓ǐ͓ƫģ̻̫ͬͨ ̫͒͑

̩ πξρξ÷͞͏͓̪͎͕̬͕̪͂͜ÏL͏Ï1͒˗Śơ͕ŧʣǪ̶͌öȑ
͒ͮ΅ͬʦĪ̫͂ͨ

ǮƏτηơδɜǜθ ͎͕̬͕͂͜ơ͐ɜǜ͕[Ǟɀě͐ļȧɀ͒ȕǚͬ
ǻ5͂ͨ

̩ ŔƦ̪ȡƷ̪NOWʰ͏͕̱ͦͤͨΰΞί͕ģęƥÒ̵͓̲͎̪ÐL̶͌
mŻǪ͒Àě͕~Ǣ͙öȑ͒ήεΉεΜ͕Ɠ&ͬǻ5̫͂ͨ ̫͒͑

̩ ̱ͦͤͨ°į̵͓̻͎͕ͨ͂͜Àě͙ÀJ͓Ý̱͂ͨͦͤͨĆĥ͕ïZ
ͬŐÿ̫͂ͨ

ǮƏσηͲγΉεθ
sͬɚ̳

ǮƏςηŕȾθ ͎͕̬͕̪͂͛͜rŏǪ̶͌NƗ͒ʋ͕˞̲ŕȾͬŉ0̪̀
ǜƴÌȷ͕Ɠ&ͬ4ʢ͂ͨ
̩ πξρξ÷͞͏͓̪͎͕͂͜É̷͑͢ǡÀ͕uZ̺̪͒ʩX̶͌mŻǪ͒ÌȷĪŻ
͈̪ͬͦ͂͢ǇD̶͌NƗ͏ʋ͕˞̲YȑŕȾ͙ ȑŕȾͬ7͏̸̳͓̫ͨͥ͂ͨ
̩ πξρξ÷͞͏͓̪ļȧɀ͒ʸǨ͕͈͕͡ŕȾ͙ļȧɀ͒έͰΚΈͰί̪
Ƒ̪ǡÀ͕öȑ̪ ö͙ˈŪfǪřs͕ņʢ̪ ͺαεΖίδΊ΄γΜ̪ř
s¹Ǝě͐řs͕ļȧɀ͒ʸǨ͕͛ʃǕ͕ǚɧ͕ŕȾͬʞ͎̪̀L͎͕Ìȷȹ
̷̪ļȧɀ͒ʸǨͬ4ʢ͈͓͂ͨ͡Ėɢ͒Ǵɼ͙ĲɀͬȷĎ͏̸̳͓̫ͨͥ͂ͨ
̫͒͑

ηVRψ£ʡù¯åʈŚθ

̩ ļȧɀ͖ʸǨͬʦĪ͈͓͖̪͂ͨ͡ȡƷĪʷ̪Ǿ&Ǫrŏ̪Ǜ±5ʀ͐
̲̳ ɢȜͬɸ̷̿̈́ͨ̽͐Ɣ

̩ ļȧɀ͒ʸǨ͖̪ßŸ̷͕͕͆Βε΄ͬGʏ͂ͨɀfͬō͒ͫ̓
͓̪ǘ͕Βε΄ͬGʏ͂ͨʸǨ͐Òȶ

ļȧɀ͒ʸǨ͕ρ͕͌=ˉ



19

17

̩ πξπξ÷͞͏͓̪̱ͦͤͨȇ˒͕Ƈź͕ļȧɀ͒ȡ͕ÓŞͬ4ʢ̪̀Ƈ
źƹãͬʾƖ̪̀is͈̀Ƈźͬď̪̀ǣL+͏Ŝɤƈ͙Tƈź ͬºô͓
²h̫̿̈́ͨ
̫͒͑

̩ πξπξ÷͞͏͓̪£˂xÒ͕͏͕ȶp͓^͎̪͋Ƈź̪ƻ§̪ê§͙ǋ
§͖ͬ́͐͂ͨ͡ˁªǜĥș͐SˁƵơǜĥș͙͕͆ͩͦͿεΘ͕5L̪
ď͙ļȧɀ͒[Ǟͬǻ5̫͂ͨ

ǮƏοσηˁʈƽθ ˁªǜĥș͕5ʀ̪ď̪ļȧɀ͒[Ǟ͕ņʢ̪ļȧ
ɀ͒Ƈź͕ȡ̪Ƕǁs͕͛ÝU̪͙͓͒ͦ¥§͕is͕ʾƖδ ď ͙
ǜǏ¹Ǝě͕ō¾ͬʾƖ͂ͨ

̩ ơǝʈƽ̪ͬÓǘɀ͒ŮǵŲʹ͏ã̺͒͐͢ʈƽ͕ǜǏÌǪǐě͓
͎ͥ͋Òͦͩͨ͡Ůºļȧǜǝʱ͕ΰΞί͞͏ď͈̪̿̈́ͨ͡πξπξ÷͞͏͓̪
ƿǖͬmŻǪ͓ɤ\̪̀ʤcƿƊͣʧƪδǇ¯δǇɤ\η ˺̂̂ˣθƿƊ͙Ǻ³
Ǫ͒ƿƊĦɚͬȟ̪̀ȃÌǪ͒ȕǚɩǢͬÓŞ̫͂ͨ ̫͒͑

ǮƏοςηƲƬʈƽθ ļȧɀ͒ʸǨ͕͈͓͡ƲƬδ ƲƬʈƽͬ5L̪̀ ļȧ
ɀ͒Ć͏[Ǟ͂ͨ
̩ πξπσ÷͞͏͓̪ƲƬ®ȈǏͣÚƀ˘s̪ͬ͠ǐ͓ˁƯn͓ͥͨƣŽ
̪̱͒͑ͦͤͨȇ˒͕ƲƬƣŽͬʽƖ̪̀ºô͓_ƹ̫͂ͨ

̩ Ơ:·n͕Ȭ̪ʩė̪ćˍʕƹ͙šŲɽĬ͓ʺ͂ͨŕȾ̪Ǩ̪Ǫ
ɀf͙\üƓɀͬœ̫͂ͨ ̫͒͑

̩ ͎͕͂͜£̵̬͓̲͎̪Ơ:ʺʡǄÖͣɅǉǄÖ͓Ý͂ͨĄˌěηΰήͳ
γθ͙ʩėfͬĄs̫͂ͨ

ǮƏορηƠ:·nθ Ơ:·n͙͕͆ćˍͬʕƹ͈͕͂ͨ͡ȪĚÝȓͬɻ́
ͨ

̩ πξρξ÷͞͏͓ͰΔΞεΫγͬ4ʢ̿̈́ͨ̽͐ͣοξξą͈͕ͧǷȊʸǨč
ȹŗͬºô͓²h̪͈̿̈́͞ÑƟǷȊʸǨ͕ŒVͬĺº̪̿̈́ͨ͒͑ ʸǨʝ£ͬ
͖͎͕́͐͂ͨ͂͜͡£̬͕ǝƊ΅Έε̵͓̻ͨȃÌǷȊͬ4ʢ̪̀ Ĳɛɀfͬ
̫̿̈́ͨ ̫͒͑

20

̩ ʸǨʝ£͓Ý̪̀ɿɮǪδǐĝǪŷ#͕͒͑ǰ͓ģ͈̀Ű[͒ŷ#
͕͏̪Ǜ±͓ʭħ͈̀Ĳɛ͕ʸǨ̪Ȅʔ̪ŧ͙ĺŖͬ4ʢ̫͂ͨ ̫͒͑

̩ Hʢ£͖ ʸǨʝ£͓Ý͂ͨ˾˵˲ͬ˸˽˺ˣƞ ξμυζ͓̪ċǨʸǨʝ£͓
Ý͂ͨ˾˵˲ͬ˸˽˺ƞξμοσϛξμπξζ͓͂ͨ ̲̳͐ǮƏͬʦĪ͕͂ͨ͐¹̺͕£
͓ͥͨͽΤΏΦγΏͬ͠ ˾˵˲ˣ͓3ͨͽΤΏΦγΏͬÐL͓ÓŞ̫͂ͨ ˾˵˲0
£̷̪ã̺͒͐͢ ˸˽˺ˣƞξμπξζ ͕ ˾˵˲ˣͬċǨʸǨʝ£͓0̲̳͂ͨ͐
ǮƏ͕ɭÒͬƉɪ͂ͨ̽͐ͬ¿k̫͂ͨ

ǮƏουηÓŞİƜθ ļȧɀ͒ʸǨ͕͈͕͡ÓŞİƜͬĄs̪̀ͺαεΖίδ
ΗεΏΑεΜͬƯěs͂ͨ

̩ £×͙£˂Ǫ͒ΰΞί͏͕ƪ͕Œʭͬ4ʢ̪͎͕̬͓̀͂͜ƪ͕͛
öȑ͒ͮ΅ͬŉ0̫͂ͨ ̫͒͑

̩ ̱ͦͤͨ°į̵͓̲͎̪͎͕͂͜Ćĥ͕Ūf͙Ūf͓ʺʡ͂ͨƚǗͬ
ºô͓ƹã̫̿̈́ͨ

ǮƏοτηöθ ļȧɀ͒ʸǨ͕͈͕͡ö͏rŏǪ͒Ǿ&ͬ4ʢ̪̀͂͜
͎͕̬͓ƪ͕͛ͮ΅ͬŉ0̪̱̀ͦͤͨΰΞί̵͓̲͎mŻǪ͏ɴţ
ʅ$͕̱ͨrŏǪ͒\üͬƍȗ͂ͨ

̩ πξρξ÷͞͏͓â¶δƳʇΰΞί̵͓̻ͨǣL+͕ą͈͕ͧ˕Ś͕
ÿƆͬwƹ̪̿̈́ȉċō¾͕͒͑ǜǝδͿΜέͰΊͲεγ̵͓̻ͨ˕Ś͕ō¾
ͬƹã̫̿̈́ͨ
̫͒͑

̩ ʸǨʝ£͕ʸǨǒƨͣɀfͬoƅ̪̀͌͌ļȧɀ͒Ƴʇ͐ǜǝ͓ʺ͂
ͨοξ÷ɩǢżȠ͟ηοξϗ˷ϓθͬÓŞ̪̀Hʢ£ á͕̪͎͕͂͜£̷̬Ýȓ
ͬɻ̫́ͨ

̩ ͎͕̬͓͂͜Ï1͏Nö͒ͮ΅͓ʯǆͬȳ̲͈ȡƷǨè͐ʹ͕ȁǿͬ
ŒŌ͈͓̪͂ͨ͡§ªδʎ±ͰγΚέͬ͠ʋ͕˞̲̪6ː͏̸̪ļȧɀ̶͌Ąˌ
ηΰήͳγΏθ ͒ͰγΚέͬʸǨ̫͂ͨ

̩ πξρξ÷͞͏͓̪ʄ¡é͙ɂă͒Ȍ°͓̱̬͕ͨ5ʀ͓ǈǆ̱͎ͬ͒
̷̪ͦơʺʡǄÖ͕͒͑ǄÖ͓ͥͨƚȹͣɟǄȹŗͬºô͓_ƹ̪̀ǣ͕£
Sȫǜǝƞ͏ǯŅǪȡƷō¾ͬºô͓ƹ̫ͦ͂
̫͒͑

̩ πξρξ÷͞͏͓̪͎͕̬͕̪͂͜ʩX̪ÏL̶͌Ï1͒*Í͙ŴǪ
ͿεΘ͕͛ͮ΅ͬǻ5̪̀έΥͬœ̫͂ͨ

ǮƏοοηļȧɀ͒ʬðθ rŏǪ͏ÏL̶͌ĄˌηΰήͳγΏθ͏ļȧɀ͒
ʬð͙ʹæ*ͬÓǘ͂ͨ

̩ ïZǪ͒ƪĊ̪Ŕȓ͙Ħɚ͕Őÿ̪͙͓͒ͦʩX͒ʺʡƪɤ̪Ŕȓ̪ ɚ
n͕4ʢ͒͑ͬʞ͎̪́Ɠ&¨ȑͬǻ5̪̀ĪŻ͕öȑͬťƗ̫͂ͨ ̫͒͑

ǮƏοπηļȧɀ͒ǜǝ͐Ƴʇθ ļȧɀ͒ǜǝƳʇĆĥͬǻ5͂ͨ

18

ǮƏοξηöȑθ £S͙£ʹ͕öȑͬťƗ͂ͨ
̩ πξρξ÷͞͏͓̪£͕įĎ(ςξζ͕įĎĪʷǗ͓̲͎̪͌£Sö¨ͬ
ͨŗ;ͬǂʢǪ͓ʦĪ̪̀ļȧ̫̿̈́ͨ

ǮƏχηͰγΚέ̪ǝƊs̪ͰΔΞεΫγθ ĄˌηΰήͳγΏθ͒ͰγΚέƍȗ̪
rŏǪ̶͌ļȧɀ͒ǝƊs͕4ʢ͙ͰΔΞεΫγ͕ņʢͬ¢ͨ

̩ £͕ǒƨ͓ė͎̪́ą͈ͧȡƷĪʷǗͬļȧ̫̿̈́ͨǐ͓ċǨʸǨʝ£
͖ã̺͒͐͢÷Ǘυζ͕ĪʷǗͬ5̫͌
̩ Ą\lAͬƃȥ̪̀ǘ͕Á˄\̪ʓ¶ʆͬȟ͈͕ͦ̈́ͨ͡ȪĚ̶͌mŻǪ
͒Ňȳ͕ÓŞ̪Ůğ͒Ćĥ͕JȎlA͕ȀƖ͙őƾͬǻ5̫͂ͨ πξπσ÷͞͏͓
JȎPµ͕q˅͐.Ǟ̱ͬͦͤͨ͠Ćĥ͕JȎlAͬőƾ̫͂ͨ ̫͒͑

ǮƏφηȡƷĪʷ͐ˆǞθ rŏǪ̶͌ļȧɀ͒ȡƷĪʷ͙͎͕̬͂͜
͕ÐL̶͌ǜǝǪ͒ˆǞ͐A̸̷̲͕̱ͨʹ̲ͦ̀ˆǞηΎͯε΅γΏδβε
θͬ4ʢ͂ͨ

̩ πξρξ÷͞͏͓̪ǣ͕ͳΓίεΤ̵͓̻ͨTǜɀͳΓίε͕
dͬºô͓ĺº̫̿̈́ͨ
̫͒͑

̩ πξρξ÷͞͏͓̪Ï1̶͌6ː͏̸ͨǘǪͳΓίεͿεΘ͕͛ŧʣ
Ǫͮ΅ͬǻ5̫͂ͨ

ǮƏυηͳΓίεθ ͎͕̬͕̪͂͜Ï1̶͌6ː͏̸ͨļȧɀ͒ʘǪ
ͳΓίε͕͛ͮ΅ͬǻ5͂ͨ
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ηVRψ*sÌθ

̩ ǐē͖̪
̜čŸ͕ήͳίɠɗò͐ʧ̲̪ήͳΊΰγɠ͏̪Ș̷»̺̪Ⱥ ě̷̱̫ͨ
̝ɗò͕Ș͓Ȯ͉ͧ̽ͭʽɖa̷̪ƭǃȑ͓ͥͧɝˉ͕ɔa̷ɑ͎͊͢ ̶ͦČ̬͓Ž͟V̀
η̭ͽγΏαείδήήε̮θ̪ʽɖmŻ̷˭÷!ļȧ̫͂ͨ
̞ũ̲ͮΚήͶ͏͢.̲̲̳̪ͣ͂ͥȩǮ͕Ćǒͬî¼̪̀˔ʞ̷̀ɍ̲̫
̟ȡƷǪ͓Σέήͮͬʽ̷͂ͨ̽͐͏̸ͨ

̩ ̽ͩͬΣέή͓ͮɏ̬͕͈͓̀͠͡ĈȌ̶͎̲ͦͩ͒͐ȸ̴̪ʽɖaUǚɗò̭͵ή΅Ώ̘
ΓΏ̮ͬʸǨ͈̫̀

̩ ήͳΊΰγ͓ΙΰαͰΐ̲̳͐ʽɖaͬȮ̪ͧ̽͟ɔaͬČ̬͓ɝˉ͓Ž͟V̿̈́ͨĲɛ̭ͽ
γΏαείδήήε̮̫

*sÌ͕Σέή͕ͮ͛Ƞ

σμ ̀ ˵ ˸ ͕̒ ʦ Ī ͓  ̻ ͈  Ƞ /

21

̭̗̀̏̆̋̈̓˯˨˪̮͖̪͐ͿͰΖεȋʹη"Ģȋʹθ͐ΚͯͶίȋʹηǘÓȋʹθͬ˞ü͓ɘ͈̿̈́Υ͓̪ͥͧȡƷǨè͐Ǿ&Ǫɷˑ͕ɧƥ
ͬ Ȍ̪͂ͨʹ ĕ͕Ǿ&ὴ̗̏̆̋̈̓θ̫ǓǔǾ&ὴ̗̏̆̋̈̓ˣ˫˨˪θ̪ʖȻǾ&ὴ̗̏̆̋̈̓ˣˬ˨˪θ̪îƊǾ&ὴ̗̏̆̋̈̓ˣ˭˨˪θ̪Ġ¯Ǿ&ὴ̗̏̆̋̈̓ˣˮ˨˪θ͓
ȧ̺̪Ŝ͈͒Ǿ&ͬĽ͕͂͢͏̪ȐσŲȃÌĲɛŴɩǢ̵͓̲͎ī̷£̷ǮĽ̸͂͜ųŸǾ&͕Å͎͐̀Y͎͡ŉ͈̫̿ͩηSʻûθ

̜ϔόώϚ͐ʡṋ͂ͨSociety5.0̮͕ņʢ
̝ϔόώϚͬ|nf͈͐̀§ŝeǜ̪Ąˋ̶͌Ǜ±͓È̲˟fǪ͍̺͒͊ͧ͞
̞ϔόώϚ͕ķ̲İ͎͐̀ƕδÀě͕ͳγΗβεΦγΏ
ͬρŴž͐͂ͨŠŴ͕̭SDGsΧΎί̮ͬň̼̪͕͆ʦĪ͕͈͕͡Q+Ǫ͒ȠͬΗͻεs̫
λ̭SDGsͮΫγΜέγπξοφ̮
ηȐςϔόώϚņʢŴʫηπξου÷οπůθƥÒθ
̭ĺºǍϔόώϚͮΫγΜέγπξοφ̮ηȐσϔόώϚņʢŴʫηπξοφ÷τůθƥÒθ
̭ϔόώϚͮΫγΜέγπξοχ̮
ηȐτϔόώϚņʢŴʫηπξοφ÷οπůθƥÒθ
̭ĺºǍϔόώϚͮΫγΜέγπξοχ̮ηȐυϔόώϚņʢŴʫηπξοχ÷τůθƥÒθ

πξου÷οπůϛ ̭ϔόώϚͮΫγΜέγ̮͕ȓÒ

→ŠŴŔû͎͐̀ƫf͎̲̺̀φ͕͌EHɷˑͬɭÒ̫

ī̷£̷ϔόώϚ͕ʦĪ͓̻͎ͧȠ͈͕͠͡£×ĭǤ̫
̯ΘΫγ̰ ļȧɀ͏Ąˋ̪͎̭͆̀ɶͧƛ̲̿͒ηNo one left behindθ̮̪ȡƷδǾ&δǛ±͕
ȤǪ̷Óǘ͈̿ͩųŸ͕͛H˛ȹͬǮĽ̫͂

πξοτ÷οπů ϔόώϚÓŞĽʳ͕ȓÒ

ŴʫʷψSʻȫǚºɄ bŴʫʷψSʻÑĮʷÑ̪¸pºɄ ͕͆LʻB̷ƍĪ

πξοτ÷σů ϔόώϚņʢŴʫ͕ɭȳ

πξοσ÷χů £ʡͿΤΏ̵͓̲͎ϔόώϚͬŃĶ

ςμ Š Ŵ Ŕ û ͓ ͥ ͨ ̀ ˵ ˸ ͕̒ ʦ Ī ͓  ̻ ͈ ̽ ͩ ͞ ͏ ͕  Ƞ

ΈγΒ͕̭ͮ͵ή΅Ώ®ΓΏ̮ɠʠî°

̧ΣίΊεΠίΉεΗεΏΑεΜ
̧£˂xf̵͓̻ͨϔόώϚ͕ ưs
̧ʝ£͕ϔόώϚÓŞ+\ŒŌ

̣ϔόώϚÓŞņʢ͕+\͐İƜ

̧Ǜ±ƣŽ͕͛Ýė ̧ǜǏ¹Ǝě͕5L
̧ļȧɀ͒ƇźδƲƬδˁʈƽ

̡ǜǏ¹Ǝě̪Ƈź̪ƲƬȑ͕Ǜ±͕5
L

̧£¥Ąˌs͕ņʢδʽǄ̧ơʈƽʸǨδơĐǛ͕Ƞ
̧ʋ͕˞̲ͰγΚέĵʈ͕ņʢ

̟ļȧɀ͏Ąˌ͒£¥͐ʋ͕˞̲ͰγΚ
έ͕Ř>

̧ɔaȺěÝȓ ̧͕ͮͮ˞ˢs͕͛Ýė
̧ʝ£͕ĤŽǧÝȓͣ5<ΥĄs̪Nəɜ
ǜ{Ɠ͕͛Ýė

̝<þδʷÞ͕ʦĪ

 

24

̩ ΈγΒͮ͏͖̭͵ή΅Ώ̘ΓΏ̮ǜǝ͉̻͏̪Ůº͏Țυκξξξ͕ˆǞƓ&ͬeV͎̲̫̀ͨ

̩ *sÌ͖̪͕̽ͩͦǮǪͬʦĪ͈͓̪̭͂ͨ͡͵ή΅Ώ̘ΓΏ̮͕ɠʠĲɛͬǘ§%Ɗ͓ǇD
0̪̀ǘ§ǜǝͬɚ̳̪͒̽͐ͬƥÒ̫

̩ ΣέήͮͬÈ͂ͨɗͬʽ̹̪Ïĕ͎̀ǜƯ͏̸ͨǛ±ͬŉ0̫͂ͨǘ§͓ˆǞͬǜ͟V̪̀§
ªȡƷ͕Ǩè͓ʃǕ͂ͨ̽͐ͬǮĽ̫͂

22

ȠȰǑȲδʓĂδJȎɕĉȑ͕Ýȓņʢ
̧öƍȗδďɈŒŌ ̧ƪ͕Œʭ͕4ʢ

̢ö͐ÏLδÏĕǾ&͕Óǘ

̧ǱδTǜɀͳΓίε͕áKδ£˂èʸ͕ņʢ
̧Ơ:·nÝȓ ̧ĐǛ©Ǿ&͕ƍȗ

̠ǱδTǜɀͳΓίε̪Ơ:·nÝȓ̪
ĐǛ©Ǿ&

̧Űűð°͕eV ̧ʖêƿŶ͕ĿɈ ̧ǜǝě
̧ȃÌĲɛͰΔΞεΫγ ̧ļȧɀ͒ʬð

̞Īʷð°͕eV̪§ªƯěs̪
ȃÌĲɛͰΔΞεΫγ

̧CȫƯʒǾ&͕Óǘ ̧ÀěƯʒ͕ņʢ
̧É0͕ʄ¡Ýȓ ̧˃Öȹ͕ɅȌ͐Ǿ&~hŒŌ
̧ŕȾ͕GÓ

̜̱̬͕ͦͤͨƯʒ͕ņʢ

̯φ͕͌EHɷˑ͐Q+ǪŞȓ̰

  



͕̽d͖yͮͮ͏υοζ̪ͿΕέ!yͮΚήͶ͏͖τοζ͓Ɩ͎̲̫͋ͨ͞

̩ πξοτ÷Ŧǆ͏̪Lǣ͕âÌƁŕ͕φσζ͖ɫȮ̷̻͎̲̪ͬͨ

ͿΕέ!yͮΚήͶηςπζθ͐tͮΚήͶ̵͙ͥɡͮͮησπζθ

͕̽d̷Ů͢)̲͕͖

πξοξ÷ τρζ ̛ πξου÷ τχζ ͛͐œ

̩ Lǣ͕øJδYȑŕȾ~hǗ͖

πξορ÷ πCοκξξξ ̛ πξου÷ πCοκχξξ ͐²h

̩ Σέήͮǧ/

πξξξ÷ υυ ̛ πξου÷ ρχηςχζƹãθ

̩ σƘųƼ͕É͕͑͢ƚŗηVǜŗοξξξą͈ͧθ

υCφκςξξ ̛ φCπκοξξ ͛͐²h

πξοσ÷͕οξμτζ ̛ πξου÷ οξμχζ ͛͐Ţ

27

̯~ȸ̰ ϔόώϚ͕;είςηŕȾθ͕̳̪͊ΈεͼΏςμυ
ςμυ πξρξ÷͞͏͓̪ļȧɀ͒ʸǨ͕͈͕͡ŕȾ͙
ļȧɀ͒έͰΚΈͰί̪Ƒ̪ǡÀ͕öȑ̪ö͙
ˈŪfǪřs͕ņʢ̪ͺαεΖίδΊ΄γΜ̪řs
¹Ǝě͐řs͕ļȧɀ͒ʸǨ͕͛ʃǕ͕ǚɧ͕ŕȾͬ
ʞ͎̪̀L͎͕Ìȷȹ̷̪ļȧɀ͒ʸǨͬ4ʢ͈͂ͨ͡
͓Ėɢ͒Ǵɼ͙ĲɀͬȷĎ͏̸̳͓̫ͨͥ͂ͨ

π˨ˣļȧɀ͒ʸǨ͕͈͕͡ŕȾ͖̙˥ Ǥ˦̙ʋ͕˞
̲ŕȾ͓ʺ͂ͨļȧɀ͒ʸǨǮƏ͓Ɣ͒ɢȜ
͏̱̪͕͕ͧ͆L͎͕ļȧɀ͒ʸǨǮƏ͕Īg͛
͕ʶ͏̱ͨ̽͐ͬTǻɱ̫͂ͨ
Ȑυπ£ʡȫ&ƥɾ ˲˩˴˨ˬ˩˰ˬ˩˻˩ˮ˯ ηˬ˪˫˰÷˫˫ůθ

ύϔό͖̪ļȧɀ͒Ǿ&͍̺͕ͧķ̲İ͕ȾĪͬʞ̪́ϔόώϚ͕͎͕͂͜;εί͕ʦĪ͓Ù

1;ɦͣɚnȑ͕·Ø͈͈͕ͬͦ͂͢͡ŕȾ̫
u £˂ǚɧ̪Ǜ±̪řs¹Ǝě̪Ƒ̪öȑ͕8ZWʰͬļȧɀ͒ʸǨ͕ɦǆ̶ͦȤ͈̀W
ʰƒśǪ͒ŕȾ̫

u ļȧɀ͒Ǿ&͍̺͕ͧķ̲İͬȾ͈̪͠͡ǘǾ&̵͓̻ͨ§ǙɤƐ͕ɺɷˑͬɅ͓ͦʺͫͨ
ˑ͎͐̀ +Ǫ͓ŀ̴̪͕͆ɧƥ͓̻ɅW͏ȸ̴̪ɚn͂ͨfͬʓ͓̻͓̪ͨ͐͐͢Ŝ͈͒

ļȧɀ͒ʸǨ͕͈͕͡ŕȾ˥˶̀˵˦͖͐

υμ̀˵˸Ϛ͕ʦĪ͓ʃṶ̈̄͂ͨļȧɀ͒ʸǨ͕͈͕͡ŕȾη˶̀˵˦̮

25

͎͖̪͐̀țͣõ̶͕̪͗͌͝Ơ:·nʺʡ͕ǄÖ̷

Lǣ͏ƀ˘ɍǒĥ͓̱̬͕ͨd͖̪

͕̽ċʛ͕
ľ̼̫ͦͩͨ

̩ ʷ̺ƹã̷ȧ̲͎̲͈ǣ͕˖˙͖̪T͙ù̷ͧÃ͈͐͡ɣͦͩͨ

τμļȧɀ͒ʸǨǮƏ͕ʦĪ͓̻͎ὴ˵˸Ϛ¯ πξοφ̪πξοχͥͧθ

28

ςμϙ
ʈƄͬļ͌ŕ

ςμϘ
¿Ìʲ

ςμa
ŕȾŞɭ

ςμο
ȑŕȾ

ςμπ
äÌ`ŕȾ

ςμτ
͎͕͂͜Ɏȹ͐º¹
ŗ͕Ī̷̪ɵ͟Ŭ
̸ɀf̪ŴǪɩȔ
ɀf
ςμς
ͣʌƊ͓Ė
ɢ͒Ĳɀͬ>̴
͈ɎȹδĪ
ςμσ
ŕȾ̵͓̻ͨ
ͲγΉεƄï
̺ͬ͒͂
ςμσ
ɂăé̷öȑ͓
ͮ΅
ςμοϛςμρ
͎͕͂͜É̷͑͢
ǡÀ͕uZ̺͒

ςμρ
ĲɛŕȾ̪ȼƊ
ŕȾ̪˞ȑŕȾ

ςμο
YȑŕȾ

ςμυ
ļȧɀ͒ʸǨͬ4ʢ
͈͓͂ͨ͡Ėɢ͒Ǵɼ
͙ĲɀͬȷĎ

̀˵˸ϚǮƏς
͎͕̬͕̪͂͛͜rŏǪ̶͌NƗ͒ʋ͕˞̲ŕȾͬŉ0̪̀ǜƴÌȷ͕
Ɠ&ͬ4ʢ͂ͨ

26

ͺαεΖίδΰΐήΏĽŗ͖̪ǜǏ¹Ǝě͕@ͬɝ͂ĽƏ͎̪͐̀ȇ͕΅Ώη/ψǐÒ͕W˒ȵκǐ
Ò͕§ª͕ǜĜȇȑθ͕ȥƾή͕@ͬrĻǪ͓ƺ͕̫ͨ͢

͕̽ǜǏ¹Ǝě)͕ ̷͎̲͕̪͐͒͋ͨļȧɀ͒ʖƊͣƇźǺ³̪ļ
ȧɀ͒ȉ͐Ă̪¸Ÿȇ͕2K͓ͥͨǜĜ§͕¾̫

ξμφπ ̶ͦ ξμυς͛͐)̫˒̪ˡ˒̪ ǜ˒̪Ϳγ;̵͙ͥ·Ό̷˝
̸̺͜ʟ̿͏ƹã̫

Lˁ§ˉȈ͕ρομοζ
Lˁ§ˉȈ͕ρξμυζ
̩ οχχρ÷!Ÿ̪ȥƾ{ġȇ͕ͺαεΖίδΰΐήΏĽŗ͖

πξξξ÷ ςοCΝΈεί ̛ πξοσ÷ ςξCΝΈεί ͛͐ȯâ

̩ §Ǚ͕ƇźˉȈ͖̪

Ƨìơª͕Ǜ±͖ğs͕ʝ͈͎̲̫ͬ͑͋ͨ

̩ ǣǪ͒Ώΰγΐͬɣ̪ͨ͐ƣŽ͐Úƀ˘s͓̪ͥͧ

ǝƊˊ͕ʸÃ!Ÿ̪ǘ¦͞͏͓ ȚπτζŢ̫

̩ Lǣ͕¸ƬδƧì§ǆ͏͕ɸſ͓̪ͥͨ͐ƲƬʮěsü͖

πξξξ÷ πφζ ̛ πξου÷ ςσζ

̩ ÏL͓ȕǚ͈̿ͩɜǜͿεΘͬ[Ǟ͏̸ͨd͖̪

ÏL͓ȕǚ͈̿ͩ˗Śơ͕0ȣ̻͎̲̲̫ͬ͒

̩ πξου÷͕Ŧǆ͏̪υCφκοξξ̷
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ηVRψøȆ¤ŕȾɢˏηöĪπχ÷ρůNǽθθ

̶͕̽ͩͦøȆ¤͓͖̪ÌƁŕȾ͕Ã͎̪̳͈ͧ͐̀̽̀͞ŕȾ͕ǮǪ͙ǮƏ͕ʦĪͬǮĽ̪̀͌͌
͕øJ̷̪ßŸ̪ɅW͕ͥ̿ͣɀěͬɱɼ͓̪̱͂ͨ͐͐ͦͤͨ͢ȹͬ1;͕̱ͨË¦͐̀
͎àʯ̪̀¹Ǝ̬͒͐xÀ̷͒ͦƎ̬͒Ǿ&Ǫ·sͬͧʎ̴̪ʁ̶͒ǜͬXͧĸ̸̪ļȧɀ͒
Ǿ&͕eͧİ̷͐͒ͨ̽͐͏̸̳͓͈͕ͨͥ͂ͨ͡Ǽͬ¬̷̳̽͐Ƣ̫ͦͩͨ͡

̯`ř̰

øȆ¤ŕȾɢˏ

ɬʙ͕/

ɢˏ̵͓̲͎͖̪L+͕SØ͓3ͨ`ř͙ȫ^̵͓̲͎̭ļȧɀ͒Ǿ&͕eͧİ̮͕ȾĪ̷
ň̵̼͎̪ͦͩͧŕȃ̵͓̲͎͢ʺʡ͂ͨSØ̷ǫͧʗ͎̲̫ͩͨ͞

öĪπφ÷οπů͓Ǩɝ͈̿ͩ ½ŕȾÜɾ&ȒǠ̸͓͍ȓÒ̪̿ͩöĪπχ÷ρů͓Nǽ̿ͩ
͈øȆ¤ŕȾɢˏ̪âδ ÌƁÌȷĽáɢˏ͙öĪρξ÷ρů͓Nǽ͈̿ͩ˞ȑÌƁÌȷĽá

ŜÌȷĽáɢˏ͐ύϔό

χμŠŴ͏͕˶̀˵͓ʺʡ͂ͨȠ͕/

29

ŠŴ͖̪£S͕ϑϓϒ̶ͦŉɨ̻̪̭ͬļȧɀ͒ʸǨ͕͈͕͡ŕȾ͕οξ÷̮ͬ
ŉƅ̪̀£Ŕûͣ£˂Ɠʺ͕ʉͬĎ͎ļȧɀ͒ʸǨ͓ʺ͂ͨǣ˚Ƀ&ɾ
ÓŞɩǢ͓ǫͧʗ͈ͩͨ̽͐͐͒͋͞

πξξπ÷χů ļȧɀ͒ʸǨ͓ʺ͂ͨǣ˚Ƀ&ɾηάΕΓΛίͺδͿΤ
ΏθηyͮΚήͶ͕άΕΓΛίͺθ

ļȧɀ͒ʸǨ͓̲͎͕͌£˂Ǫ͒Ƞ͓ʺ͂ͨɚnɩǢ͏̱̭ͨͮͲγΉπο̮
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講演２
ESD の観点から見たドイツの「森の幼稚園」
常葉大学名誉教授・「主体科学としての心理学研究所」主宰 百合草 禎二 氏

講師紹介
（静岡大学 田宮）
百合草禎二先生のご紹介をさせていただきます。先生は発達心理学をご専門にされています。
また日本に初めて森の幼稚園を紹介された研究者としても知られています。私自身は先生の翻訳
されたエンゲストローム氏の「拡張による学習」を読ませていただいておりますが、先生は複数
の外国語に精通されておられて、先日までロシア語の翻訳をされているというお話も伺いました。
お会いするたびに、自由、平和、そして民主主義を基盤とした考え方に触れることもできます。
また教育者としてのお仕事ぶりに大変憧れを持ってご一緒させていただく機会も複数ありまし
た。本会場には先生の教え子さんも大勢いらっしゃると思います。常葉短期大学、そして富士常
葉大学で非常に多くの保育者を養成されていらっしゃいました。教え子さんの中には既に園長に
なられている方もいらっしゃって「百合草先生のお話を聞きたいわ」という声も多く聞かれまし
た。
ご講演の資料を見るとちょっと難しいかなと思えるところがあるのですが、今日は、幼児教育
を専門としていない方もいらっしゃいますので、難しいところは少し飛ばして、お話ししてくだ
さるようにお願いしてあります。お話の中には最新の情報もたくさんあると思いますので楽しみ
にしていただければと思います。

＜機械設定操作中＞

お待たせしております。実は先生は準備してパワーポイントの資料の新しいものを私の所に送
って下さったのですが、それが開けなかったので、今日ご自分のパソコンを持ってきてやってく
ださるとのことでしたが、今試みたところ、映像装置にどうもうまく接続できません。そのため、
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これからのスライドは皆様に既にお渡ししてあるパワーポイントの資料と同じものになります。
多少中身を変えてお話をされると思いますが、スクリーンに全く同じものが出ますので参考にし
ていただければと思います。
いろいろなアクシデントがこうやって起きるものですが、なんとか解決していくことが大切だ
と思います。百合草先生はとてもシャイな先生なので、皆さん、温かくお聞きになっていただけ
ると有難いと思います。では、先生、よろしくお願い致します。

はじめに
20 年前に森の幼稚園と出会い、富士常葉大学に幼児期からの環境教育という科目を持つ保育学部を
作った、しかし当時は誰も関心を示さなかった

こんにちは。ただ今ご紹介にあずかりました常葉大学の百合草です。最初からこんなことにな
ってしまいすみません。こうならないために、前もって設定をしておかなくてはならないのです
が、ちょっと油断したようで、もうしわけございません。
先ほど田宮先生から「先生の話は難しい」と言われたのでちょっとショックを受けていますが、
やっぱり難しいと思います。何故、難しいかというと、どうも私の考え方は、どうも多くの人と
ちょっと違うみたいだからです。
20 年前に、私は「森の幼稚園」に関心をもち、現地へ足を運び、幾つかの「森の幼稚園」を見
学してきました。そんな折り、常葉大学に保育学部を創設するという話しが上がり、その責任を
負わされました。そこで、学部のコンセプトをどうするか、これからの幼児教育はどうあるべき
かを考え、これからは、環境問題抜きには、幼児教育は語れないと考え、教養共通科目に、
「幼児
期からの環境教育」という科目を置きました。しかし、残念なことに、当時は誰もそれにあまり
関心がないというか興味を示さない状態でした。
だから、今日、このような機会を頂き、感慨深いものがあります。

Ⅰ ３つのことを話す・その概要
本日は、スライドに書いておきましたが、三つのことをお話したいと思っています。

１ １つ目は、森や自然を活用した日本の幼児教育の歴史について取り上げる

日本の幼児教育の中で森や自然を活用した教育はどう扱われてきたか述べる

（１）何故、このことを話そうと思ったのか（講演に臨んで）
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ア 「日本の森の幼稚園」という演題をいただいたが、この演題では議論の幅が広すぎて難しい、そこ
で森や自然を活用した幼児教育は日本の幼児教育の歴史の中でどう扱われてきたかを話そうと考え
た

今回の講演では「日本の森の幼稚園の課題」というテーマをお願いされました。
「えー？！」
「日
本の森の幼稚園？」と、私は思いました。とてもじゃないけど、日本の森の幼稚園を議論するの
はあまりにも広過ぎて難しいからです。わかりますよね。幼児期の子育てに関わり合う人たちが
皆、集まってきて、力を合わせて、自然体験を中心にしてやっていこうとする、それを学校教育
の中で、養成校として考えていくのはけっこう難しい話なんです。
そういうわけで、話の 1 つ目として、
「森や自然を活用した幼児教育というのは日本の幼児教育
の歴史の中でどう扱われてきたか」ということを取り上げようと考えました。

イ 日本の幼児教育雑誌に載った 1000 幾つもの論文を読み、日本では自然との関係で保育を考える
ことが当たり前のこととして行われて来たことが分かった

ありがたいことに、お茶大のホームページの中に日本の幼児教育の雑誌が創刊号から全部あり
ます。それには 1000 幾つの論文が載っていますが、数カ月かけて毎日パソコンとにらめっこし
て、全部、読みました。すごく勉強になりました。
例えば、最近話題となった、皆様もご存じでしょうが、ヘックマンの『幼児期の経済学』があり
ます。この著書の中で主張されていることと関連して、疑問が生まれました。それはヘックマン
が実証のためのエビデンスとして引用されているアメリカの偉大なる社会実験「ヘッドスター
ト・プロジェクト」に関しても、あるいは彼が強く主張していると思われている「非認知的能力」
に関しても、先に述べた幼児教育の雑誌の論文を参考にすると全く異なる見解が生まれました。
またもっと良い発見は、倉橋惣三の幼稚園に対する考え方をどう捉えたのかで、同者の考えもよ
く分かって来ましたし、また橋詰良一の「家なき幼稚園」についてもそうでした。
私は、森の幼稚園を知らない頃は「家なき幼稚園？」「えー！？」
「そんな貧乏な幼稚園がある
の？」と、馬鹿なことを言ってしまっていたのですが、その橋詰先生が「家なき幼稚園」を作り、
その後その影響を受けたのは、神奈川にある安部幼稚園でしたが、そういう幼稚園が 1922 年く
らいに既にあったということです。橋詰先生は、元は新聞記者で専門家ではないのですが、50 歳
ぐらいの頃、ヨーロッパに視察をしています。そして帰国後、
「家なき幼稚園」という新しい教育
を構想しました。
「家がなくたって教育はできるだろう」というのですが、そのとおりでした。彼
は、
「家に囚われた幼稚園よりも、家のない幼稚園の方が幼児にとって仕合わせかも知れませぬ」
と述べ、
「私の第一の希望は「家なき」というところにあって、
『家』というような大人が工夫し
た建物から子どもを解放することであると信じたからです」と主張している。140 年の幼児教育
の歴史をずっと回顧して来ると、日本においては、自然との関係で保育を考えることは当たり前
のこととして行われて来たことが分かります。

45

（２）論文を読んで出会った主張や考えたこと

ア 「能力の創造は幼児期からやらなくてはいけない」というセン（ノーベル経済学賞受賞者）の主張に
出会った

ところで、私は養成校にいますので、ホリスティックな考え方はどうか、全体がどういうふうに
関係して動いているかが気になってしかたがありません。ヘックマンが主張したことは、もう何
十年も前にジェローム・ブルーナーという心理学者が言っていたことです。
しかしそれはその後そのまま消えてしまいます。当時、日本でも貧困家庭における学力の問題
について調査があり、それを国立教育研究所が行いましたが、その時私は学生だったのでアルバ
イトをしてその調査の手伝いをさせていただきましたが、もうその時にすでに同じようなことを
日本でも言っていました。しかしそれ以降、その考えは出なくなったのですが、それが、2013 年
にヘックマンによって主張された。ブルーナーでなく、ヘックマンが、なぜ登場したのかという
ことも凄く面白いことです。
このことを考究していくと、ヘックマン以前にノーベル経済学賞をもらったセン（アマルティ
ア・セン 1998 年）という人が出て来ます。その人が「能力を如何に創造するか」
「能力という
ものがいかに人生を良いものにしていくか」
「それは（その形成は）幼児期からやらなければいけ
ない」ということを主張していることを知りました。そう言うことと関連してきまして、この動
きに納得した次第です。

イ 幼稚園についての審議記録がほとんどなく、ほとんどが小学校に準ずるとされていたことを知り「幼
稚園の学校化が進められれば、幼児教育の質が変えられていく可能性がある」と思った

私がもうひとつ言いたいことは次のことです。というのも私の大学は養成校ですので、当然、私
は教育課程審議会についていろいろ勉強してきました。そしたら幼稚園についての特に審議され
た結果が見当たらない。幼稚園についてはほとんど小学校に準ずるぐらいの考え方です。その証
しに、2007 年の『学校教育法』で「幼稚園を学校教育の始まりとする」という決定があります。
これによって腑に落ちるわけです。それまでは、準じるということは、必ずしも「学校」とみな
してこなかったということです。逆に言えば、これからは、幼稚園の「学校化」が促進されると
う訳です。
今日はドイツの話をちょっとしますが、ドイツには元々、幼稚園、保育園、その他にキタ（KITA
＝Kindertagesstätte）というのがあります。キタというのは子どもの昼間の居場所という意味
で、いわゆるデイケアセンターです。但し、日本で言うデイケアセンターとはちょっと違ってい
ると思いますが、それがあり、そしてあとは家庭保育（保育ママや保育パパ）です。だからドイ
ツも 1990 年ぐらいまでは、幼児教育といえども、福祉的な対象として扱われてきた歴史があり
ます。
それが学校というものへ変わってきました。所管官庁が変わってくる州もあります。そうでな
い州もありますが、そう言うわけで、
「幼児教育の学校化」になるということです。それはありが
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たい半面、幼児教育の質が変えられていくという可能性が当然、出てくるわけです。これが今日
お話することの一つです。これについて十分考えなければいけないということです。さらに「保
育の無償化」の問題が起こって、これば当然です。まさに「保育の質」というものが問われてく
ると思います。それが私は非常に大きな問題だと思っています。
これから保育の質を巡る議論になれば、日常、ただ子どもとともにやっているだけでは話は済
まされなくなります。私は、発達心理学が専門ですから、子どもは何を求めているのか、その確
固たるものを掴みたいという思いは当然あるわけです。イギリスの教育の哲学の言葉に「サポー
ト・バット・ノット・コントロール“Support, but not Control”」があります。
「支援はするけ
れども口は出さない」という一つの考え方です。これでやって行けるかどうかということですが、
きっとそうはいかないだろうと思いますが、長野県などはかなりそう言う立場でやっていると伺
っていて、ああ、そうかと思いましたが、そこが一つ課題としてあるかなと思います。

２ ２つ目は、「森の幼稚園」についての紹介と課題について

日本の森の幼稚園には漢字で書く「森の幼稚園」と平仮名で書く「森のようちえん」がある、その違いに
は、難しい問題がある、その問題に絡み、森の幼稚園の課題について話す

2 つ目は「森の幼稚園」についての紹介です。私はドイツの「森の幼稚園」が専門なので、ドイ
ツの「森の幼稚園」を中心に話をするつもりでしたが、
「日本の森の幼稚園」で話しをと言われた
ので、これは大変だな課題だと思ったんです。
限界を承知で、今日日本で普及しつつある「森の幼稚園」の問題点を少し考えてみたいと思いま
す。配布されている資料、画面のバワポには載っていないので申しわけないのですが、今回の資
料には、掲載してあります。その問題について話します。
「森の幼稚園」には、漢字で書く「森の幼稚園」と平仮名で書く「森のようちえん」があります。
今日日本で普及しつつある「森の幼稚園」は、平仮名で書く「森のようちえん」です。私は、こ
の名称は誤解を招きかねない誤ったものだと考えています。何故かというと、ドイツのヴァルト・
キンダーガルテン（Waldkindergarten）というのは、基本的には、既存の幼児教育に対して、新
しい幼児教育はどうあるべきか、という問い、つまりオルタナティブな問いがあった訳です。し
かし日本の平仮名の「森のようちえん」は、そう主張する団体の多くをみると、幼児教育だけで
なく、広く子育て支援を含めた様々な団体が関わっていることからすると、共通認識は、必ずし
もそういうことだけではなく、幼児期の子どもたちがいかに自然と関わりながら、豊かな時を過
ごし、それが小学校へと向かう上で大きな力が培われる、というくらいの考え方だろうと考えま
す。
日本の関係者は、ドイツで台頭する以前から、言うならば、自然の中で幼児期の子育てをという
考えでやっていたので、ドイツやデンマークの「森の幼稚園」の実践が、日本で関心がもたれて
くると、自分たちの実践を同じ名称で呼称することによって、各地域で幅広く、名も知れず、取
り組んでいる団体の集結の可能性が高まると考えたかどうかはわかりませんが、自分たちの実践
を「森の幼稚園」と同じと考えたのでしょう、しかし日本では、法令で、
「幼稚園」は、
「教育要
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領」や「幼稚園設置基準」等に準じることが前提ですので、漢字の「幼稚園」は使えず、ひらが
なの「森のようちえん」となったのでしょう。ここに一種のジレンマがある。
そういう言葉の翻訳の問題は結構大きいかなと思っています。
ですから、日本の「森のようちえん」とドイツの「森の幼稚園」を見る者として、森の幼稚園の
課題は何かということを 2 つ目にお話しをします。

３ ３つ目は森の幼稚園のこれからの取り組み方について

幼児期はＥＳＤが大事、未来に生きる力、未来を変えていける力をつけてあげる話をしたい

3 つ目ですが、
「森の幼稚園っていいよね」というだけでやっていってもいいもだろうかと問題
視されること、これからの状況を考えたときどうしてもＥＳＤに絡めてやっていく必要があるこ
とを、お話ししたいと思います。
というのも、ＥＳＤあるいはＳＤＧｓは、我々が幼児教育を実践していく上でのの一つの目標
になるのではないかと考えるからです。何のために幼児教育をやっているのか。確かに子どもた
ちがその場にいて、その時に幸せを感じて、その中で未来に向かって育っていくのであれば、そ
れはいいと思いますが、でもそれだけでは済まされないからです。我々の周りには既にグローバ
ルな世界が広がっていて、そのような世界の中で、我々の人生は展開され、子どもたちは今を生
きています。子どもたちは未来に生きる存在でもあるわけですから、だから今必要とされる力だ
けでなく、未来の学力を、あるいは未来に生きる力をつけてあげなくてはいけないわけです。自
分たちの力で社会を変えていく力をつけていかなければならないわけです。これが先ほど挙げた
センなどが言う、
「スキルがスキルを生む」というＯＥＣＤ的な考え方になるわけです。そういう
意味では、幼児期においてはＥＳＤが大事であるということを、3 つ目にお話したいと思います。

Ⅱ 森や自然を活用した日本の幼児教育
１ 橋詰良一の「家なき幼稚園」（1922 年）と倉橋惣三の「露天保育と教育原理」（1934 年）

（１）恩物（フレーベル）・感覚教具（モンテッソーリー）・自然恩物（橋詰良一）

ア 子どもは恩物を通して世界の秩序を学ぶ、恩物をフレーベルがつくったが、橋詰は「自然恩物法」
を主張した

今、3 つの事をお話ししますと言わせていただいたので、最初に戻り、橋詰先生の「家なき幼稚
園」について、お話を続けさせていただきます。
「家なき幼稚園」とは面白いなと私は思いました。大阪で橋詰先生がこういう実践を始めるの
ですが、その実践の中に出てきた言葉に「回遊」とか、私がもっと好きな言葉に「自然恩物」と
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かがあります。
「自然恩物」なんてすごいネーミングだと思いますが、そう思いませんか？ フレ
ーベルが「恩物」を作りました。ドイツ語で、ガーベン、英語ではギフトといいます。このガー
ベンを通して世界の秩序を子ども自身が学ぶわけで、そういう意味では「恩物」というのは非常
に重要です。橋詰先生は素人の先生でしたが、
「自然恩物法」という方法を考えたことはすごく面
白く、素人らしいな、と思います。

イ モンテッソーリーは恩物を発展させ感覚教具を作り子どもの知性を磨いた

マリア・モンテッソーリー（注）は更に考えを深めます。モンテッソーリーはお医者さんですか
ら科学的にものを考えたいわけです。恩物を使った学習の結果、子供の中に何ができたかを正し
く言えるかどうかわからないので、彼女は「感覚教具」を作ってそれを行います。
「感覚教具」を
通して知性を磨くことを行います。その効果はすごくありました。数学関係のある団体（「数教
協」
）が「モンテッソーリーの位取りの教材は原数学だ」と言って評価しております。これがなか
なか進んでいるんですが、1 個、2 個、3 個、4 個…6 個…10 個とビー玉を集め、それを紐で結ん
でスティックにします。スティックが 10 個揃うとプレートになり、プレートが 10 個集まってブ
ロックになります。それが 1000 です。実際に、子どもたちが位取りを理解することは難しいこ
とですが、モンテッソーリーの「感覚教具」に基づけば、1000 という位取りはブロックを 1 個と
ればいいわけです。1 個のブロックは 10 個のプレートになり、1 プレートはスティック 10 個で、
1 スティックをばらすとビーズ 10 個になるということで、こういうようなものをモンテッソー
リーはたくさん作りました。
いろんな「感覚教具」があります。それを使った教育は特別な教育、英才教育のように思われて
いて、小さな幼稚園では手厚く養育が行われ、恐らく優秀な子が生まれているのだろうと思いま
す。そういう教育が必要かどうかには疑問がありますが、子どもたちは「感覚教具」を使って学
んでいきます。いうならば文明・産業社会の中で形成され、構造化されたものを、いわば、三角
だ、四角だ、円柱だという「産業化された知」を、
「感覚教具」を通して学んでいきます。

（注）モンテッソーリーはイタリアの医師。森の幼稚園はドイツやいろんな国にあり、日本でも
そうですが、森の幼稚園と称している園の中にはモンテッソーリーの名を冠したものがあります。
しかしそれは少なくともナンセンスだと私は思っています。モンテッソーリーも「子供の家」
（1905）を開いています。

ウ もっとクリエィティブになろうと思ったら、自然の造形美に関わることが大事

しかしそこでもっと我々がクリエィティブにならなければならないとしたならば、自然の造形
美に関わっていくことこそが大事です。自然の造形は真似しようと思っても簡単に真似できない
くらい美しいものです。そういう自然の美に直接関わっていくことがすごく大事なことだと思い
ます。
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（２）倉橋惣三の露天保育―建物がなくても教育は出来る

倉橋は、橋詰の「家なき幼稚園」を評価し、1934 年には露天保育として評論した

倉橋惣三が、
「森の幼稚園」について奔りだと言う人もいますが、確かに、論文は幾つかあるの
ですが、彼の論文をずっと読んでいくと、倉橋は「森の幼稚園」を必ずしも意識していたわけで
はなく、フレーベルの実践のことを考えていたのだと思われます。
倉橋の書かれたものを見ていくと、倉橋が橋詰良吉の「家なき幼稚園」を評価していたことがは
っきりとわかります。
ここでは、倉橋惣三が言う「露天保育」のことを押さえてしまいます。
「露天保育」とはなかな
か面白い考えです。倉橋先生の露天保育に関する論考は 1934 年に出ています。倉橋先生の評価
は、こんな点にありました。
・教室の建築の点、
「家がなくても幼稚園が出来るといふのではなくて、家があって邪魔になる
というのが、この露天幼稚園の積極的な考え」
・
「この意味において子供の純眞なる生活を形式的に妨げてる一切のものをかなぐり棄てての教
育主義を非常に重要なものと思う」
・
「フレーベルの理想主義ーサア出かけよう。恩物も片付け、作業もしまつて、出掛けよう」
・
「自然美」など自然が与えるものの重要性
・
「家といふ建物によつて生じて来るところの教育上の眞實なる教育としての或欠点を遁れ・・」
（
「露天保育と教育原理」
『幼児教育』1934 年 12 月号）
日本では、こんな昔から意識していたというのは、素晴らしいことだと思います。
「建物もなく
ても教育はできるんだ」なんてことを、こんな時代に言ってやっていたことが面白いと思います。
露天保育によって子供たちにどういうことが育まれていくか。まさしく時代の一つの結果なのか
もしれませんが、こういう実践が街角にはあったということです。

２ 近年の幼児教育

（１）森の幼稚園に対する 20 年前の日本人の意識と我々のあるべき心構え

ア 20 年前に私が森の幼稚園を始めた時は誰も振り向かなかった、その頃、「光る泥団子作り」が有
名になり、その後全国の保育所に広がった

日本の幼児教育の歴史の中で、
「森の幼稚園」というか自然に基づく保育はずっとありましたが、
私が 20 年前にやった時には、ほとんどの人が振り向かないし、また何をやっているのかという
感じでした。
ご存じのように、
「光る泥団子」が出てきました。中でも京都教育大学の加用先生が、
「光る泥団
子」を作り、それが有名になってＮＨＫにも出ました。泥団子の講習会には講習を受ける人が百
何十人と集まりました。その隣でやっていた私の講習会には受講者が 17 人しか集まらなくて「な
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んだい、あれは？」という感じでした。私は泥団子を否定しませんが、大事なことは、子ども自
身が自分の大切な宝物を作り上げていくところにあるわけで、
「皆、泥団子をやれ」ということに
はなりません。でも、日本では泥団子作りがパーっと広がっていきます。実に単純だね。

イ 我々は「不撓の原理」的な、理念的なものを求めていかなくてはならない

そういう日本人の思考パターンを見ていくと、実践的・経験的であるけれども、本質的、理念的
なものを考えるのは上手ではないと思っています。例えば、ナイチンゲールの言葉が思い出され
ます。ナイチンゲールの考えの中の一つに「不撓の原理」をもつことの重要性を主張している所
があります。
「」
。揺るがないという原理です。彼女は統計学・統計的手法を使って、当時、男た
ちが支配していた看護の世界のどこに問題があるのか、いかに問題かを証明します。素晴らしい
なと思います。その時に出てくるのが「不撓の原理」です。揺るがないということです。
我々は「不撓の原理」として何を持ったらいいか。思い浮かぶのは、倉橋の「育ての心」です。
それは子育てにおけるバイブルと思っていいと思います。倉橋惣三の本を読むと彼の保育の考え
方がすばらしいと思います。倉橋惣三の作品に救われることはたくさんあるわけです。だから私
たちは「不撓の原理」的な、あるいは理念的なものを求めていかなくてはいけないと思うんです。

（注）ナイチンゲールの「不撓の原理」の基本的考え
「私たちにどうしても欠くことのできないひとつのもの、それは何でしょうか？それは、すべて
のものの根底に不撓の原理をもつことです。これをもっていないでは、つまり私たちのよって立
つ土台を据えておかないかぎり、細部のことをいくら積みあげてみても、ほとんど何の役にも立
たないのです。それはちょうど、目も手も使わずに看護をしようと努めるようなものです」
（薄井
坦子｢ナイチンゲール言葉集｣）

（２）広島大学附属幼稚園の「森の幼稚園」

同大学では 2006 年ぐらいに「森の幼稚園」が行われた、卒業生はＥＳＤを積極的に行っている

広島大学で「森の幼稚園構想」を 2006 年に開始した。何でやったのかと思ったのですが、広島
大学附属幼稚園が、広島から東広島に移転します。そこはすごく広い敷地で、大きな森があり、
その中に幼稚園があります。この土地を使わない手はない、環境を利用する、ということではな
いでしょうか。
保育学会で広島大の先生方と一緒にシンポジウムを組んだ時、初めて見させていただきました
が、その時、私はその先生が、森の幼稚園について正しく理解してないと、森の幼稚園をどう見
たらよいか、森の幼稚園はどういう価値を持っているのか、正しく理解してないと、思いました。
広島大学が何故、森の幼稚園をやったのかが自分の中でも不思議ですが（当時、父兄からの要望
もあったとのことですが）
、でも、それをやったことで、自然を生かす教育や環境教育を意識する
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結果、広島大学では、ＥＳＤの方に動き、かなり積極的にやっているという結果につながってい
るのかもしれません。

Ⅲ 森の幼稚園とは
１ 森の幼稚園の発祥と特徴、ドイツでの設立の経過

（１）「森の幼稚園」の発祥の地

デンマークとドイツ

まず「森の幼稚園」の発祥の地は、どこでしょうか？恐らく、デンマークとドイツです。ドイツ
の「森の幼稚園」に影響を与えたのは、デンマークだと言われています。デンマークの「森の幼
稚園」は、スコープ・ボーネ・へーベ（Skovbørnehave）と言いますが（因みに、ＮＨＫのデンマ
ークの「森の幼稚園」の紹介の中では、
「グランドサクサ」と言っていましたが、正しいのでしょ
うか）
、これは文字通り「森の幼稚園」のことです。フィンランドの「森の幼稚園」は、ルノッサ・
コトナン（Luonnossa kotonaan）といいます。これは「自然の中の家」という意味です。ルノッ
サ・コトナンの場合、恐らく、スウェーデンの「森のムッレ教室」
（Skogsmulle）の影響だと考え
ます。自然体験クラブのような活動を重視しているのでしょう。
「森の幼稚園」は、ムッレの影響
だという意見もありますが、確かにその影響は無視できませんが、始発テーゼが異なっていると
いう点で違うと考えます。

（２）園の名称に森の幼稚園の特徴が表れている

「ドアと壁のない幼稚園」という呼称、しかし近年この「ドアと壁がない」という文言が消えている

最初に、私が、言いたいのはドイツの「森の幼稚園」の名称が持つ意味です。ドイツでは、
「森
の幼稚園」は、ヴァルト・キンダーガルテンとか、ナトゥール・キンダーガルテン（あるいは、
ヴァンデル・キンダーガルテン）というような言い方をします。ナトゥールはネイチャーですか
ら、分かりやすいと思います。また「森の幼稚園」には、副題として、
「アイン・キンダーガルテ
ン・オーネ・チューレン・ウント・ヴァンデ」 “ein Kindergarten ohne Türen und Wände”が
付けられています。意味は、
「ドアと壁のない幼稚園」という意味ですが、これが私はすごい大事
だと考えています。
「ドアと壁がない」ということが、どういう意味であるかが重要だと考えてい
ます。
疑問なのは、
「森の幼稚園」を世界に紹介した女性（Miklitz Ingrid）がいます。2000 年ぐらい
に初版がでたのですが、第五版からこの副題が消えてしまっています。あるいはドイツの他の「森
の幼稚園」を見ても、
“ohne Türen und Wände”という副題が付かなくなってきてます。この時
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代的な変化は大きいと思います。
「ドアと壁がない」ということの意図や教育学的意味を考えな
くてはならないと考えます。

（３）ドイツで最初に作られた森の幼稚園

2 人の女子学生がデンマークで読んだコラムに触発されて作った

最初にドイツで「森の幼稚園」を作ったのは、ジェブセンとイエーガー（K.Jebsen & P.Jäger ）
という女子学生でした。彼女たちは、自分たちが養成大学で学ぶ幼稚園教育は自分たちがやりた
いものではなかったそうで、そんな折りデンマークでの実践紹介を『遊びと学習』
（1991）の小さ
なコラム（
「ドアと壁のない幼稚園」
）の中に発見し、
「これだ」と直観し、デンマークに実際に見
学に行き、ドイツにも作りたいと考え、フレンスブルクで園を開設したということです。
ここから学ぶ大事なことは、日頃の学びの中にある疑問や違和感を大事に、その根源を探求して
いく営みが、学びの本質だと思うからです。誰でもが経験できることでしょう。

（４）ドイツの森の幼稚園のホームページ

契約上の問題も概念も意味も歴史も丁寧に書かれている

ドイツの森の幼稚園のホームページを読んで、日本の幼稚園や保育園のホームページと違うと
ころは、契約上の問題も、概念も、意味も、歴史も、本当に丁寧に書かれているところです。そ
れを感じます。だからホームページを勉強することは、とてもやりがいのある勉強の仕方ではな
いかと思います。
しかし実際は、ウルスラ・ズーベ（Ursula Sube）というんですが、彼女が 1968 年に初めてドイ
ツでこういうのをやったようです（ヴィースバーデン森の幼稚園）
。実際は、保育施設がないので
森に行ってやったらしいんですが、森の幼稚園にはそんなことが歴史的にはあったんです。

２ ドイツの幼児施設の設置状況と園数

年齢により入る施設が分かれている、州により異なるが、青少年福祉課が担当している園と学校教育
課が担当している園がある、園数は 2008 年から 2016 年にかけて 1,000 以上増加していて現在 3,139
園がある、森の幼稚園はそのうち 1,800 くらいある

ドイツの森の幼稚園の団体に加盟している園は 394 園です。実際は森の幼稚園は 1800 位ありま
す。
ドイツの幼児施設は先ほど言いましたように、保育所・幼稚園・総合保育施設・さっき言ったキ
タ、キンダー・ターゲスシュテーテ（Kita:Kindertagesstätte：子どもの昼間の居場所）
、子供が
いる場所という意味だそうで、キタ、キタ、キタとみんな言うんですが、それがあります。あと
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学童保育があります。青少年の福祉課が担当している州と学校教育課が担当している州がありま
す。ドイツは州の制度が非常に独立していて、ドイツ連邦の中には 16 州があります。また 16 州
の中には、ブレーメンとかハンブルグとかベルリンとか、独立した市もあります。ドイツは州・
市からなっています。
幼児施設は当然、ゼロ歳からあり、幼稚園、保育園がありますが、ドイツでは日本の理念的な制
度ではなく、年齢によって分かれています、0 から 3 歳までがヒュッペンと言います。幼稚園・
キンダーガルテンというのは 3 歳から 6 歳未満までの子が入るところです。しかしそれが最近は
年齢混合型になってきて、それがかなり増えてきているそうです。
これは 2016 年の資料ですが、2008 年か 2016 年にかけて 1000 以上増えています。今、全体では、
3139 園という数字があります。

３ ドイツの森の幼稚園の理念

（１）スローガン

ヴァルト・キンダーガルテン・フレンスブルクの森の幼稚園のホームページには「子どもたちに
自然を与えよ、彼らは自らのファンタジーを利用する」というスローガンがあります。これは最
初に言った「おもちゃは壊れる、体験は永遠」という文言と通じます。
余談ですが、体験（ピレジバーニ）というのは面白いなー、重要だなと思います。私は今、ロシ
アのヴァシリューク、去年亡くなった方ですが、彼の書いた「体験の心理学：危機的状況の克服
の分析」を訳しています。今、子どもたちの間にはいじめがあります。この間、数は少なかった
ですが、いじめによる自殺者数の報告がありました。考えてみれば、そうしたつらい危機的状況
をいかにして克服するか。それを克服する上でも体験が大事になります。体験は創造的意味を作
り出します。彼はクリスチャンなので、体験の中で「祈り」を大切にしているようです。体験は
我々の心の中に永遠に残り、我々を形作ります。

（２）問題意識

スライドはドイツの森の幼稚園の問題意識を整理したものです。当たり前のことだと思います
が、これにはいろいろな意識があります。

ア 子どもには静けさが少なすぎる

まず「静けさが少なすぎる」という問題意識です。日本はいろんなところに余分な情報があって
うるさいです。
「うるさい」という言い方は良くないですが、
「親切でありがたい」というときも
ありますが「静けさが少なすぎる」というのが何よりも問題で、子どもにとっては「静かである」
ことがとても大事です。静かであることによって、自然の音や川のせせらぎや様々な音を聞き取

54

● 講演 2 ｜ ESD の観点から見たドイツの 「森の幼稚園」

ることができます。静けさは自然の音を聴き取れる力にもなりますから、
「静かである」という状
況はとても大事だと思います。
ドイツの「森の幼稚園」に行き子どもたちが遊んでいる基地があるところから森の奥に入って
行ったことがありますが、そしたら奥は凄く静かです。子どもたちはそこで鬼ごっこをしていた
のですが、凄く静かで、私は怖くなって、子どもたちに近づいていきました。そこは「都市林」
のなかにあり、日本の森とはちょっと違いました。その違いは大きいと思いますが、
「森の幼稚
園」が開設されている森は、日常的に市民が散歩できるところで、安全なところが多いように感
じられます。

イ 子どもには自由決定権がない

次の問題意識は自由の裁量、自分で決定するということについてです。私はすごくそれが重要
だと考えています。子どもには自己裁量のきく関係があまりにも少なすぎるのです。そのことが
問題視されます。子どもは何事も自己裁量で決定することが意外と許されていません。その代わ
り周りが全てお膳立てをしてくれる、そういう状況に子どもは置かれています。それは凄く有難
いことですが、言われたとおりにやれば子どもは自分でちゃんとやっていけると思い込んでしま
えるところがありますから、お膳立てをする必要はありません。やがては自分で自分を決定して
いかなくてはならないのですから、子どもには自由な意思決定の空間がとても大事になると思う
のです。この自由な意思決定の空間は「森の幼稚園」では当たり前に保証されています。しかし
既存の幼稚園或いは保育園ではそんなに簡単なことではありません。日本の幼稚園では、自然体
験があまりにも少ないことは言うまでもないことですし、学術審議会なんかも、もっと自然体験
をやらなければならないと提言しているわけですが、このことに関してドイツの「森の幼稚園」
は問題がありません。

（３）コンセプト

次は「森の幼稚園」のコンセプトです。スライドは、ヴァルト・キンダガーデン・バッドリゼー
ブ"Waldkindergarten Bad Liebenzell e.V." という森の幼稚園が掲げているコンセプトです。
「こだわり」や「ファンタジック」なことがもの凄く大事なようです。

ア ファンタジックな世界（アニミズムの世界）が重要

幼児期或いは小学校教育においてファンタジーを通してものを考えることはとても大事です。
ファンタジーを利用するのはシュタイナーの考え方らしいのですが、言葉が介在することによっ
てファンタジー適性が潰されていくというか、削られていくことがあります。だからそうならな
いように、子どもたちがファンタジックな世界を見ていくようにする、或いは大人がそのように
育んでいくことが、とても大事です。
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ファンタジックな世界はアニミズムの世界です。理科教育の先生などには「アニミズムは自然
科学の知識が足らない結果の考え方だ」と一蹴されてしまいますが、本当はそう言う世界こそが、
ファンタジックな世界を作っていくうえで重要です。森の幼稚園では「ファンタジーは単なる空
想ではなく未来を見通す力でもある」と言っていると思いますが、アニミズムなども含めたファ
ンタジックな世界が子どもの教育にとっては凄く重要です。

イ 「こだわり」が重要

「こだわり」もとても大事なコンセプトです。一つのことにこだわっていくこと。
「こだわり過ぎ
ることは問題」という考え方もありますが、こだわらない限りまともなものにはなり得ないかも
しれません。否、まともというか、世の中に作り上げるものそのものがないかもしれません。こ
だわりは凄く大事な考え方、コンセプトだと思います。

ウ 四季を意識することも重要

四季を意識することなども重要なコンセプトです。一年には四季があり、それによって生活に
リズムが与えられますから、四季を常に意識しなくてはいけないわけです。四季がもたらす生活
のリズムが重要なコンセプトになります。
コンセプトはここに記したように、まだいろいろありますが、説明は、ちょっと飛ばします。

Ⅳ 森の幼稚園についての考察（論点）
１ 森の幼稚園は時空を仕切る壁を克服する

森の幼稚園を日本に最初に紹介した元大妻女子大学長・大場幸夫氏の考え

残念ながらもうお亡くなりになった元大妻女子大の学長であった大場幸夫先生がドイツの「森
の幼稚園」の日本への最初の紹介者であるかと思います。彼はとても素敵な先生で、
「これが絶対
だ」というのでなく、多様な考え方を受け容れる。ドイツは基本的には多様な考え方を認め、こ
ういう教育は駄目だ、ああいうことは駄目だということはないらしくて、極端ですが、ヒットラ
ーの考え方を持っている人たちが幼稚園を作ろうと思っても、それは認められていくところがあ
るようで、いろいろなやり方があることを認めることが大事であると大場先生は常に言っていま
した。
「森の幼稚園」について、何よりも最初に大場先生が言っていることは「時空を仕切る壁を克服
したい」です。私は、彼から時空を見る目を取り戻していくことを学びました。2 番目に言って
いることは、アルタナーティブ（英語ではオータナーティブと言います）です。
「変えよう」と彼
は言っています。優しい言葉に置き換えているわけですが、
「もう一つの選択」という意味になり
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ます。環境問題が出て来て、その問題を抜きにして、教育は出来ないという思いが、彼にはあっ
たのだろうと思います。

２ 「森の幼稚園」は自由を教えている

自分の思い通りにはいかない自然の中で自分自身をコントロールできることが自由であり、勝手にさ
せることや勝手にできることが自由ではない

先ほど言いましたように、私が「森の幼稚園」を大事にしたい、大事だなと思うのは、既成の幼
稚園とは異なるからです。自然の中における幼稚園と園舎の壁に囲まれた既成の幼稚園とはどう
違うのか。机というものの持っている意味、或いは教室というシステムそのものの意味を、皆さ
んは、考えたことがあるでしょうか。
机や教室が我々の行動を制御していることは言うまでもないことです。前に先生がいて、その
先生に向かって生徒の机があり、前から情報伝達が行われる。一世紀前から取り入れられている
方法ですが、中には円卓を囲んで行う場合もありますが、そうしたやり方と自然の中でやるやり
方とではどう違うのか。自然の中でやることはどういうことなのか。幼稚園、保育園には園舎が
ある。園舎があることに対して私はそれほど疑問を感じませんが、その園舎が小学校と殆ど同じ
かそれに準ずる形で作られていること、即ち、前に教卓があり、それに向かって生徒の机があり、
生徒の後ろには道具箱があるというスタイルの幼稚園をけっこう見ますが、そういう形で果たし
ていいんだろうか、という疑問を持つということです。モンテッソリーの「子どもには子どもの
椅子や机を」という考えや、オープンスペースを導入し、壁を取っ払ったオープン教育などを考
えると分かると思います。
最近 私は、自由の意味を考えなおす必要があると考えております。日本の「森のようちえん」
の中には、子どもの好きなことをやることが優先し、それが自由な教育の証であるかのように主
張されるのですが、果たしてそのことが大事なのだろうかと疑問です。自分自身を自分でコント
ロールすることが何よりも大切ではないか、私は、自分らがかなわないような自然のものの中で
自分自身をどうコントロールしていったらいいかは必然的にできるような気がします。それが大
事なんです。
「自由とは必然性の洞察である」とエンゲルスは言っていますが、その通りだと思い
ます。自由は勝手に生まれることはなく、必然性を理解してこそ、自由は活かされていくわけで
すから、そう言うことを考えなくてはいけないと思っているのです。

３ 「森の幼稚園」は自立と自己の行動に責任をとることを育む

高度化された教育環境（「森の幼稚園」）の中で行動すると、子どもたちは自分の行動に責任をとるよう
になる、また自分自身でいろんな事を考えるようになる
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ここでドイツの「森の幼稚園」のもっとも重要なこと考察してみたと思います。先に、ドイツの
「森の幼稚園」を紹介する際に、
「ドアと壁のない幼稚園」という副題の意味が大事と述べました
が、そのことを考えてみます。
既存の意図的に構造化された幼稚園と「森の幼稚園」の違いは、自然豊かな環境の中で保育を行
うかどうかだけにあるのではありません。多くの人は、そのように考えているように思われます。
しかし現象としては、そう見えるかもしれませんが、その教育の本質、その目指すこと、再考す
ることは異なっています。
意図的に構造化された幼稚園（
「既存の幼稚園」
）と自然に構造化された幼稚園（
「森の幼稚園」
）
が、教師や子ども達にどう影響を与えるのかという事を考察しなくてはなりません。教師のあり
方と子どもの立ち位置は、極めて関連しているでしょう。意図的に構造化された幼稚園では、教
師の役割は、環境設定に責任を持ち、指導者としての役割に徹し、それ故、
「強い行動指針や前も
って決定された学習モデルによる線形的因果的な考えかた」に偏りがちです。そういう関係の中
では、教師は、極端に言えば、
「全てお見通し」ということになります。結果を予想しているとい
うことです。一方、子どもはどうか、子どもは確実に「受容者の役割」
、あるいは「自己責任のな
い」立場に置かれます。自分で考え、判断し、行動する自立した子どもに育つのであろうか、置
かれた環境は、何よりも変えられないもの、自ら工夫しえない狭い行動範囲、なによりも得られ
る結果は、前もって予想されるという状況の中に置かれているわけです。ここにある線形的因果
論の考えから、非線形的な考えへ転換していく必要性があるわけです。まさに「森の幼稚園」の
実践は、こうした非線形的な考えに育む考えに基づいていると思います。フィンランドのエンゲ
ストロームは、これからの学習（学び）のあり方を議論しておりますが、従来のような、知識の
内面化・獲得という考えから、学習共同体に参加するという考え（ジーン・レイヴの「正統的周
辺参加」論）を越えて、
「拡張」という学習観を提案してます。
エンゲストロームは、学習とは、
「まだそこにないものを学ぶ」ということを一貫して主張しま
す。すでに知っていること、分かっていること、すでに結論のでていることを学ぶのではなく、
学習過程において、新たに発見することだと言うのです。
これからは創造性が大事だと言われますが、それを可能とするような教育実践はどんなものでし
ょうか、これが「森の幼稚園」を学ぶ理由の一つでもあります。

Ⅴ これからの森の幼稚園の課題
１ これまでの幼児教育の経過や課題の確認

先ほど言いましたように、日本では、歴史的に見ると、幼児教育が自然との関係を持つことによ
り子どもたちの成長が保証されてきました。その後、時代が下り 2000 年くらいには無藤隆先生
らが、自然と幼児教育の研究の中で、
「自然と遊ぶことが重要だけれども、これからは環境教育の
視点で幼児教育を考えなくてはいけない」ということを主張しました。そしてさらに、
「これから
は環境教育だけでは済まされなくて、ＥＳＤ的なものへ、持続可能な発展のための教育へと、変
わっていかなくてはいけない、発展させていかなくてはいけない」と考えられていて、私自身は
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そう言う方向で動いています。幼児教育は環境に関わっていくことが重要ですが、その環境が悪
いと幼児教育のやり方は難しくなっていくわけで、その場合、環境については柔軟な姿勢を保つ
ことが求められます。
保育学部を作った時、環境教育で有名な井上美智子先生をお呼びしようと試みました。しかし
専任になっては貰えませんでした。その井上先生は、環境教育について鋭い意見を述べています。
簡単に言えば、
「幼児期の環境教育では、幼児期という期間での目標を提示しながらも、その先に
持続可能な社会を形成する大人になることが最終目的としてある、その先には持続可能な社会を
形成する大人になることが最終目的として控えている」
「だから環境教育として自然体験をして
いるだけでは済まされないもっと大きな問題があることを考えねばならない」という主張です。

２ 日本の「森のようちえん」数の推移と「森のようちえん」を通した幼児教育の議論の可能性

ア 日本の「森のようちえん」数の推移

それでここからＥＳＤの問題に移りますが、日本の「森のようちえん」について取りまとめたも
のがこちらにあります。
これが全国の森の幼稚園の現状です。
（パソコンを掲げて園数の変化のグラフを見せる）
、
これも皆さん方の資料には載ってなくて、またスライドもお見せできないので、お話だけさせ
ていただこうと思います。
「森のようちえん」の全国調査がありました。自然学校とか民間学校の施設を入れますと、
「森
のようちえん」は現在、日本に 179 園あります。2015 年には 155 園でしたので、施設はこんな感
じで増えています（パソコン画面のグラフを再掲）
。

イ 幼児教育を「森のようちえん」を引用して語ることは難しい

「森のようちえん」の開催頻度は低く、それが幼児期の子どもにどれくらいの刺激となっているかは判
然としない

ところで私は、
「森のようちえん」を引用して幼児教育を語るのはちょっと難しいと思っていま
す。というのも、この調査でわかるのですが、
「森のようちえん」を通年でやっている幼稚園はそ
う多くはないからです。毎日か週 2 日間やっている幼稚園は多くありません。年間 30 日未満と
いうところが一番多いんです。そうすると、それが幼児期の子どもにどれくらいの効果をもって
いるのかと考えると、
「うーん、難しいよな」というのが私の感想です。
「森のようちえん」をや
っていることは、それはそれで重要なのですが、子どものことを考えた時に果たしてどうだろう
かと私は感じます。
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３ 環境教育に関する知見と理解

従来の環境教育とＥＳＤの環境教育、阿部治氏の見解

それで、これからの課題に関わることですが、従来の環境教育とＥＳＤの環境教育とはどこが
違うのか。推進会議の阿部治先生によれば、従来の環境教育は「個人の態度の変容を主張してい
る」
「個々の子供たちが環境教育の中でどういう風なことを学んだらいいかを主張している」
、し
かしそれに対しＥＳＤは「
（今日、世界は）経済構造やライフスタイルの転換を図らずにはいられ
ないから、
（その世界の）未来に向かってどういう風な大人になっていくか、行動する力をどうつ
けていくかが大事になっていると主張している」といい「そこが両者では違うのだ」といいます。
そしてまた、従来の環境教育は、
「トップダウンや結果重視で行われるが、ＥＳＤはボトムアップ
で行われる」と阿部先生はいいます。
なるほど、それは一般的に言われることですが、そして確かにＥＳＤの環境教育は従来の環境
教育でやってきたこととはもうちょっと視野の広い観点で見なくてはいけないことは言うまで
もないことです。

４ 幼稚園のユネスコスクールへの加盟の現状

ア 幼稚園はユネスコスクールになりにくい、ユネスコの活動を実践しにくい場ではないのか、それは
どうしてかがこれからの究明課題である

で、ユネスコスクールの問題ですが、ユネスコスクール数の推移のデータが先ほどありました
が、幼稚園はユネスコスクールには参加しにくく、ユネスコの活動を実践しにくい場なのかと私
は思っています。小中校以上には教科があるので、ＥＳＤを総合科目にして「持続可能な環境の
教育」という形で取り組むことは可能です。しかし幼稚園には教科がなく（5 領域というのがあ
りますが、5 領域は教科ではありません）
、それゆえ、一口で「持続可能な環境の教育」と言って
も、実践においては難しく捉えられる傾向にあります。しかしここでも総合的に指導するという
観点に立てば、むしろＥＳＤはすごくやりやすいはずですが、しかしその取り組みは十分ではあ
りません。
平成 30 年 10 月時点でユネスコスクールに加盟している幼稚園は日本では 21 園と書いたのです
が、
「幼稚園は、ユネスコスクールに意外と入れない」ということなのかもしれません。私自身は
それがちょっと残念だと思うよりも、そこが、これからの課題だと凄く思います。
これからの取り組みとして、プロジェクト方式で取り組まれることが望ましいのではないかと
考えます。SDGs：持続可能な開発目標（インチョン宣言）で挙げられている１７の課題すべてに
応えることは必要ないとしても、例えば、環境の問題を「プラスチック問題」との関係で考えて
みることはできます。

60

● 講演 2 ｜ ESD の観点から見たドイツの 「森の幼稚園」

イ ドイツのユネスコ委員会が募集したユネスコスクールにおけるＥＳＤに関する取り組み事例 513 例
中、しかし幼稚園の事例は多くはなかった

ドイツのユネスコ委員会がユネスコスクールにおけるＥＳＤに関する取り組みを募集したとこ
ろ、513 事例も集まりました。その取り組みの中にキタ（KITA）という幼稚園が出てきます。キ
タは先ほど言いましたように子どものいる場所という意味で、英語に訳せばデイケアセンターで
すが、幼稚園の実践は、そう多くはありません。
また取り組みには市ごとに参加していまして、
「森の幼稚園“妖精”
」とか「持続可能なディケア
センター」とか「幼稚園たんぽぽ」とか「ダーベゼインー幼稚園モデル」とかの取り組み例が挙
げられ、問題提起をしています。その取り組みに対し評価をするということです。
今、これらの取り組の事例分析をしておりますが、特に、
「知識の王国」
（Kenntnisreich;Berlin）
という取り組みからは、学ぶことが多いです。この取り組みは、
「教育学者、心理学者、経営者の
チームで持続可能な開発のための ESD に焦点を当てた革新的な幼児教育の概念を開発している」
と委員会においても高い評価がなされています。
「私たちの目標は、未来の意思決定者である子
ども達を教育し、環境に優しく、資源効率が高く、未来志向の社会を促進する上で自分たちの役
割を理解する自立した人々になることです。幼児教育は、その後のすべての教育プロセスの根幹
であるため、ESD は生態学的、経済的、社会的構造に対処するための根本的な再考のための決定
的な方法論的アプローチであると考えています」と述べています。

Ⅵ 結 論
１ 幼児教育は全ての教育の根幹、子どもたちが未来に向けてどういう力を付け、その力によってどう
いう社会をつくれるかが問われる

結局、私たちの目標は、未来の意志決定者である子どもを教育して、環境に優しい、そして資源
活用の効率化を図る社会への進展を促進することです。
幼児教育は全ての教育の根幹であり、自立した人々を育てることにあります。子どもたちが未来
に向けてどういう力を付けていくのか、そしてその力によってどういう社会をつくれるのかが私
にはとても大事だと思っています。

２ その力・態度とは―広島大学附属幼稚園で行ったＥＳＤについての取り組みから明らかにされた 5
つの力と 2 つの態度

これは広島大学附属幼稚園でやったＥＳＤについて研究したことを取りまとめたものです。こ
の時はまだＳＤＧｓの観点はあまり出ていませんが、今は「森の 1 日」を作りＥＳＤに取り組ん
でいて、その取り組みによって、そこに書かれている 7 つの力・態度を身に付けるようにしてい
るとのことでした。
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批判的に考える力、未来像を予測して計画を立てる力、多面的・総合的に考える力、コミュニケ
ーションを行う力、他者と協力する力、つながりを尊重する態度、進んで参加する態度。こうい
う力や態度を身につけることが、その後の目標の達成へとつながっていく、という感じの結論に
なっていきます。

３ これからの社会は「10 の姿」が目標になるだけでなくここに示した 5 つの力と 2 つの態度を必要と
する、この力と態度を身につけ幼児教育の質が高まる時、小学校との接続を考えればよい

こういうことをやってゆくことで幼児教育が質的に高くなるというのであれば、その時は、小
学校との接続も考えていったらよいと思います。新たに「10 の姿」というものを目標にするだけ
ではなくて、子どもたちがこれから生きていくであろう社会は、そうした力や態度を必要とする
社会であると考えています。

田宮のコメント
幼児教育の基本を理解し実践していればＥＳＤになるはずと思っているが、保育者へのＥＳＤやＳＤＧｓ
の理念が浸透していないこと。そこが課題だ

百合草先生、ありがとうございました。私どもの手違いにより、せっかく作っていただいた新し
いスライドを投影できなかったこと、また会場の皆様にも私どもの不手際により、百合草先生の
お話を十分にお聞きすることができなかったこと、あらためてお詫び申しあげます。
最後に日本の森の幼稚園についての現実にも触れていただきました。子どもの発達を促すとい
うことはどういうことなのか、環境教育とＥＳＤの違い、ＥＳＤには幅広い視野が必要だという
ことなど、とても大切なことをお伝えいただけたかと思います。
私自身は、幼児教育の基本（
「環境を通して行う教育」
、
「遊びを通して総合的に指導する」など）
を理解し、地域のよさや課題を意識した子ども主体のプロジェクト型の実践を行えば、ＥＳＤに
なるはずだと思っております。ただその理解が不十分な状況にあると思います。また、そこをク
リアしない限り、質の高い保育は望めない。と同時に、ＥＳＤやＳＤＧｓの理念についての保育
者の理解が、幼児教育の分野の喫緊の課題かと思いました。
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今、幼児教育で起こっていること

［本日のテーマ 1］

1

Evangelischer kindergarten haustetten schatzkiste und Waldkindergarten(Augsburg)

百合草 禎二（主体科学としての心理学研究所）

ESD(BNE)の観点から見た
ドイツの「森の幼稚園」

4

2

2016 Non-cognitive skills:UNESC

2000 PISA
2001 Starting Strong
2013 Hechman,J.J.
2015 Skills for social progress:OECD

『学校教育法』( 幼稚園を学校教育の始まりとする)
『人間発達教育研究センター』（お茶の水女子大学）
『発達保育実践政策学センター』（東京大学大学院教育学研究科
信州型自然保育認定制度
『幼児教育研究センター』（国立教育政策研究所）
「森と自然の育ちと学び自治体ネットワーク」設立宣言(長・広・鳥）
2019 『幼児教育無償化』

2007
2008
2015
2015
2016
2018

幼児教育を巡る状況の変化

“Think Globally, Act Locally”

「ESD、SDGsとは」「これからの課題をユネスコスクールの取り組みに見る」
＊「開発」か「発展」か？ Development, Entwicklung

三つ目、環境教育からESDへ、さらにSDGsへ、ドイツの
取り組みと日本のこれからの幼児教育の課題

＊「森の幼稚園」か「森のようちえん」か？

「環境教育」「アルターナティヴ教育」「自然体験」「問題点とこれからの課題」

二つ目、ドイツの「森の幼稚園」についての紹介、それと
の対比で、日本の「森のようちえん」の取り組みの現状

「保育の営みと自然との関わり」「幼稚園の学校化？」「問われるのは保育の質」
“Supprt, but not Control”

一つ目、日本の幼児教育の歴史を踏まえ、これからの幼児
教育の明日を考えるための現状分析

本日の話題提供の流れ
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5

Abecedarian Project
1972〜1977
1970.6.9

J. S. Bruner

東京大学大学院教育学研究科 附属発達保育実践センター 2015.4.1

Non-cognitive skills

Impact
2013

・幼児教育無償化
・臨界期＝感受期の承認
・科学的根拠に基づく幼児教育
幼児教育の「質」

（作成：百合草禎二 2018）

Non-cognitive skills = Social and Emotional Competence

&What should students learn for the 21st century? 2015
A Four-Dimensional Education(Center for Curriculum Redesign)

国立教育政策研究所 幼児教育研究センター(2016,4.1)
&Skills for social progress: The power of social and emotional skills)OECD,2015
&Non-cognitive skills:Deﬁnitions,measurement and malleability.UNESC,2016

James J.Heckman’s

Heckman, J. J.(2006) Skill Formation and the Economics of Investing in Disadvantaged Children

OECD (2001) Starting Strong ECEC
OECD (2004) Five Curriculum Outlines

1979

U. Bronfenbrenner

Lyndon B.Johnson «War on Poverty»
“State of the Union Address”

1964

Heckman, J.J., and Rubinstein, Y. '2001(The Importance of Noncognitive Skills

1962〜1967

Perry Preschool Project

Head Start Project

«The Elementary and Secondary Education Act»

1965

1968

1964

«The Economic and Opportunity Act»

8

6

「第16 健康上の効果」
「子どもたちの健康状態の非常に良好なのには驚いた。しかも概して都会人の子、すなわち虚弱の体質
をもっているにもかかわらず、発育の良好なのはふしぎなほどだ」（医学博士の感想）

「自然恩物法」（「野外遊戯の自然研究」）
「若い女性たちが、幼児と共に大自然の中を悠遊して、かわいい子どもたちを満足させるための工夫
や、幼児たちをよくはぐくむための作業として知らず知らずのうちに発見した自然物の取扱い方は、今
までの教育界に見ることのできなかった「自然恩物法」ともいうことができましょう」（62頁）

案であります」 （62-63）
「回遊の項目」
「石つみ、魚つり、水遊び、土掘り、草つみ、虫とり、鳥の声を聞く・・」

「回遊」
「この回遊と私の名づけておりますものは、幼児が大自然の中を縦横自在に歩き回ってその大自然を
通じた神の心に神の霊に達しさせよとするフレーベル氏等の提案を最も簡明に具体化した方法として尊
び用いようとする案で、川へ行けば水に遊び、石を積み、山には自然の音楽に耳をかたむけ、野には神
秘の妙景に目をよせて歌いながら歩きながら、自然の観察をあくことなしにさせようとする唯一の保育

「なまえなどはどうでもよいので、･･･強いて改めるなら『自然幼稚園』とか『大自然幼稚園』『野の幼稚
園』等がよろしかろうと思っています」（36）

「私の第一の希望は「家なき」というところにあって、『家』というような大人が工夫した建物から子
どもを解放することであると信じたからです」

「設立趣意書」
「家はなくても幼稚園はできます、生き生きした保育の方法を考えて行きましたら、家に囚われ
た幼稚園よりも、家のない幼稚園の方が幼児にとって仕合わせかも知れませぬ。家のあるために其の家
にばかり閉じ込められたり、函庭のやうな運動場にばかり追い込まれて、滅多に野へ出ることも山へ行
くことも出来ないやうな大阪あたりの幼児は不仕合わせです……」
（大正１１年池田室町で配布した趣意書から）

橋詰良一の「家なき幼稚園」（1922年大正11年）

日本の幼児教育の歴史に見る
自然と保育

［本日のテーマ ２］
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15

13

Zur Geschichte des Natur- und Waldkindergartens,Niedersächsisches Institut für
frühkindliche Bildung und Entwickelung (nifbe )

ウルスラ・ズーベと子ども達
（典拠：ヘルガ フォスマン）

����

ドイツにおける最初の「森の幼稚園」

ヴィースバーデン森の幼稚園

Alternativ！

 

その中の記事（次頁参照）に、自分たちの目指して
いた幼児教育の可能性を見いだした。

『遊びと学習』( Spielen und Lernen 1991 )

1991年に、彼らは養成大学の学びの中で、感じた
不満足、自分たちのやりたいこととは違う、これまで
の幼児教育のあり方でいいのであろうか？という疑問
に思っていた時に、出会った一冊の雑誌に啓発され
た。

ドイツの二人の女子学生

K.Jebsen & P.Jäger

フレンスブルク「森の幼稚園」の誕生について

16

14

531カ所
650カ所

2012年
2013年

Waldkindergarten-Datenbank
http://www.es-info.de/waldkindergarten/db-start.htm

Bundesverband der Natur- und Waldkindergärten in
Deutschland e.V.

Aktuelle Adressen und Kontakte der Natur- und
Waldkindergärten in Deutschland 2001- 2005

参考資料
Liste der bekannten Waldkindergärten
(Stand Freitag, 01. Mai 2009 10:15:32 )

特に、多いのはバイエルン州などの
高地ドイツ地方である。

1800カ所（HP Flensburg）

599カ所

2009年

2018年

394カ所

2001年

ドイツ国内における「森の幼稚園」の開設数

子ども達に自然を与えよ、彼らは、自らのファンタジーを利用する

ドイツにおける最初の「森の幼稚園」にようこそ

（Schleswig-Holstein州の最北端） １９９１年

ドイツにおける初めて公認された「森の幼稚園」

社団法人フレンスブルク森の幼稚園 HP

2020/1/17

19

17

ドイツ森の幼稚園
コンセプト

静けさ

全体的な教育

ファンタジー

こだわり

精神運動的な領域の促進

子どもの５つの全感覚

運動誘因・可能性の多様性

"Waldkindergarten Bad Liebenzell e.V."

人間の実存的な生活の基礎

社会的コンピテンス

障害児の受容

の行動の再構築

行動異常な子ども

ステムの強化」

子どもの健康と免疫シ

四季のリズム

「おもちゃは壊れる、体験は永遠である」

19

'Waldkindergarten Augsburg(

“ Spielzeug zerbricht –
Erlebnisse sind unsterblich ”

「子ども達に自然を与えよ、
彼らは、自らのファンタジーを利用する」

'Waldkindergarten Flensburg(

“ Gebt den Kindern die Natur,
so benutzen sie ihre Phantasie ”

ドイツ「森の幼稚園」のスローガン

20

18

元大妻女子大学長）

“Waldkindergarten Villingen18
Schwenningen e.V.”

さ”が少なすぎる

子どもには“静け

激に晒されている

子どもは多くの刺

りにも少なすぎる

量のきく関係があま

子どもには、自己裁

７、ドイツにおける「自然に帰る」という思潮とのつながり

６、子ども達の”静けさ”もしくは”沈黙”の意味を考える

８、ドイツにおける「変えよう（ Alternativ） という主張の強さ」

(1936  2011)

５、保育実践を支える地域のネットワークの重要性

４、子どもの体験そのものの根本的な捉え直しの必要

３、保育実践を見る枠組みそのものへの問い直し

２、その時代の”支配的文化・社会的規範”への問い直し

１、通常の幼稚園に見る時空の”仕切や壁”を克服したいと言う意図

（大場幸夫

画された時間がある

子どもにはあまりに
も多く組織され、計

題意識

幼稚園」の問

ドイツ「森の

物）があり過ぎる。

森の幼稚園の教育学的示唆

ぎる。

あまりにも少なす

決定の自由空間が

子どもには、自己

持たせ過ぎている。

子どもは、合理的で知的
な知識をあまりにも多く

なすぎる。

験や自然体験が少

子どもは、運動経

ちゃ、衣服、食べ

甘やかし（おも

子どもには、あまり
にも多くの物質的な
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2001)

日本の＜森のようちえん＞の実態と課題

21

2017 (



"

#%

#!

$

1、自然はともだち（自然の中で、子ども、親、保育者が、共に育ちあうこと。自然の
営みに合わせるということ。保育や福祉の仕組みを理解し、日本の保育や子育て全体
に貢献すること。）
2、いっぱい遊ぶ（自然の中で、仲間と遊び、心 と体のバランスのとれた発達を促す。)
3、自然を感じる（自然の中でたくさんの不思議と出会い、豊かな感性を育む。)
4、自分で考える（子どもの力を信じ、子ども自身で考え行動できる雰囲気をつくる。)

３、理 念（

1980年代から
2005年「森のようちえん」全国交流フォーラム
2008年「森のようちえん」全国ネットワークの設立
2017年「森のようちえん」全国ネットワーク連盟」（NPO法人化）

２、歴 史

１、名称と定義の問題
「幼稚園」が使えない訳・・「国家独占名称」・・「幼稚園教育要領」準拠
「自然体験活動を基軸にした子育て・保育、乳児・幼少期教育の総称」

「森のようちえん」とは何か

21

なぜ「森の幼稚園」なのかの視点 1 （イングリッド・ミクリッツ

24

【内 訳】
自然学校（60）
認可外保育施設（28）
保護者主導の自主保育（28）
青少年教育施設（23）
保育所（17）
幼稚園（14）
学童保育（4）
育児サークル（5）
ビジターセンター（5）
その他（9）
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24
第1回森のようちえん全国実態調査（2014年度実施）結果

平成26年度・27年度 公益社団法人 国土緑化推進機構
委託事業 「森のようちえん」等の社会化に向けた調査等

2001)

「森のようちえん全国実態調査の集計および分析結果について 」
【回答数】１７９カ所

22

なぜ「森の幼稚園」なのかの視点 2 （イングリッド・ミクリッツ

2020/1/17

「戦前からの保育の伝統……、子守や子守学校の「遊歩」
をはじめ、橋詰良一の「家なき幼稚園」、賀川豊彦の「幼
児自然教案」、東大セツルメント託児部の「転住保育」
等々、子どもたちが自然とかかわるなかで成長していくも
のである」 宍戸健夫『保育の森』（あゆみ出版）

27

﹇
明 「環境教育」から「持続可能な発展のための教育」へ
日
﹈

えるからです」 （井上美智子・無藤隆『発達』2003）

﹈ 自然とのかかわりには環境教育としての新たな役割があると考

直そうというのが私たちの起点でした。その理由は、幼児期の

現 かわらず、これからの幼児期と自然とのかかわりをもう一度考え
在

は昔からそれを認めて実践をつみあげてきました。それにもか

﹇ 「幼児期の子どもが自然と十分に遊ぶことは重要。日本の保育

﹈

過
去

﹇

25

第1回森のようちえん全国実態調査（2014年度実施）結果
図３

一年間の森のようちえんの活動日数（2014年度）

組織の活動目的について

28

26

About
Envíronment

環境について

幼児教育が目指す道

In
Envíronment

環境の中で

For
E n víronm ent

環境のために

今までの環境教育の三つの原則

zu Nachhaltige Entwicklung

これからの森の幼稚園の課題

von Alternativ！

［本日のテーマ ４］

2020/1/17

● 講演 2 ｜ ESD の観点から見たドイツの 「森の幼稚園」

69

70

31

29

2009

ESDで目指すことと「ユネスコスクール」

「人類が将来の世代にわたり恵み豊かな生活を確保できるよう、気候変動、生物
多様性の喪失、資源の枯渇、貧困の拡大等、人類の開発活動に起因する現代社会
における様々な問題を、各人が自らの問題として主体的に捉え、身近なところか
ら取り組むことで、それらの問題の解決につながる新たな価値観や行動等の変容
をもたらし、もって持続可能な社会を実現していくことを目指して行う学習・教
育活動です」

(BNE+Bildung für nachhaltige Entwicklung)

ESD
Eduction for Sustainable Development

参照：井上美智子「幼児期の環境教育研究をめぐる背景と課題」『環境教育』vol.19.1

「幼児期の環境教育を自然体験ととらえるだけでは、こうした実態は読み取れない．幼児
期の環境教育をどう定めるかによって実態把握も変わることになる。言い換えると、環境
教育とは何か、環境とは何か、自然とは何かを問うことなしに、環境教育を自然体験とい
うだけでは、実態把握も新たな実践のあり方の提案もできず、結果として反省も評価もで
きない」（p.104）

「幼児期の環境教育とは、「幼児期の発達理解を元に、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形成する営み」である。ただし、ここでい
う環境とは「自己（人間）を取り巻く外界（自然̶人̶生活）であり、その場合の自然は
「人間がその一部であり、人間の生存の基盤をなす存在であり、有限性・多様性・循環性
をもつ存在」を意味する」（p.104）

「幼児期の環境教育を保育に導入させるためには、環境教育とは何か、環境とは何か、自
然とは何かという本質的な議論がかかせない」（p.104）

「幼児期の環境教育では、幼児期という期間での目標を提示しながらも、その先に持続可
能な社会を形成する大人になることが最終目的としてある。保育に環境教育を導入するな
ら、環境教育としての最終目的を踏まえ、それを保育実践の中の具体的なねらいとして明
示する必要がある。そうした具体的な提案なしに自然体験や生活体験の必要性を訴えて
も、保育者にとっては幼児期の環境教育は今までの保育実践と変わらないもの、すなわ
ち、新たな課題性がないものとなってしまうであろう」

今までの幼児教育における環境教育の問題点と今後の視点

32

30

「持続可能な開発のための教育」推進の視点から見た環境教育推進法」から

村上千里・阿部 治「持続可能な開発のための教育の 10 年」推進会議

2020/1/17

583件
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・森の幼稚園“妖精” Kita (“Nachhaltige Kita”認定）：「エネルギー」「食べ物」「健康」など
・持続可能なデイケアーセンター（“Nachhaltige Kita”）：「エネルギー」「食べ物」「グローバル化」
・幼稚園タンポポ ：Kita（２つの保育園、３つの幼稚園、２つの学校）：「食べ物」「健康」「スポーツ」
・ダーベゼインー幼稚園モデル：より一体感、慈善、包摂的な社会のためのモデルプロジェクト：「世代間の
公平」「男女共同参画」「グローバル化」「文化の多様性」など
・デイケアーセンター（Kita）での持続可能なプロジェクト（Frankfurt）：エネルギー効率の高いパシ
ブハウスの保育、持続可能な資源管理が日常生活の中で定期的に行われる：「エネルギー」「食べ物」「世
代間の公平」「健康」「健康」「異文化学習」「文化の多様性」「持続可能な消費と生産」
・Kita L.i.n.O! e.V.：持続可能な開発のための教育コンセプトに基づいて、自然と森の教育学に焦点を当て
たデイケアセンターを運営することを目的に2009年に設立された。（審査員の評価）学習の場としてすぐ
れている。「組織全体のアプローチを成功裏に行い、ESDを構造的に実現することに成功している。」：
「エネルギー」「食べ物」「気候」「モビリティと輸送」「持続可能な消費と生産」
・知識の王国（Kenntnisreich;Berlin）:教育学者、心理学者、経営者のチームで持続可能な開発のための
ESDに焦点を当てた革新的な幼児教育の概念を開発している。私たちの目標は、未来の意思決定者である
子ども達を教育し、環境に優しく、資源効率が高く、未来志向の社会を促進する上で自分たちの役割を理解
する自立した人々になることです。幼児教育は、その後のすべての教育プロセスの根幹であるため、ESD
は生態学的、経済的、社会的構造に対処するための根本的な再考のための決定的な方法論的アプローチであ
ると考えています。：「エネルギー」「食べ物」「世代間の公平」など
・バイエルン州農林水産省（Projekgruppe Forstliche Bildungarbeit）:1992~
・エアフルト市ー「持続可能な教育環境の設計」（Landeshauptstadt Erfurt: Gestaltung einer nachhaltigen
Bildungslandschaft ）：
・ハンブルク市ー「ハンブルクは持続可能性を学ぶ」（“Hamburg lernt Nachhaltigkeit” (：「貧困撲滅」
・ロドガウ市ー「ロドガウは未来を作る」（“Rodgau bildet Zukunft ）
・ラール市環境局ー「黒い森」（“Schwarzwald  ）：「エネルギー」「異文化学習」「気候」など

ドイツ国内での取り組み（ネットワーク：実践者と実践現場）
取り組みの紹介、優先されるテーマ、評価

ドイツ・ユネスコ委員会 「ユネスコー世界行動綱領：持続可能な開発のための教育

33

行動綱領
1.どこでもあらゆる形態の貧困を終わらせる
すべての人に包括的から衡平な
2.飢を終わらせ、食料安全保障と栄養改善を達成し、持続可能な農業を促進する
質の高い教育と生涯学習を
3.すべての年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、幸福を促進する
4.包括的かつ公平な質の高い教育を確保し、すべての人に生涯学習の機会を促進する
5.男女平等を達成し、すべての女性と女児に力(empower, Selbstbestimmung ) を与える
6.すべての人々の水と衛生の可用性（availability , Verfügbarkeit ）と持続可能な管理を確保する
7.すべての人々に、手頃な価格で信頼性が高く、持続可能かつ近代的なエネルギーへのアクセスを確保する
8.すべての人々のために、持続的で包摂的で持続可能な経済成長、完全かつ生産的な雇用と適正な仕事を促進する
9.回復力のあるインフラストラクチャを構築し、包括的で持続可能な工業化を促進し、イノベーションを促進する
10.国内および国間の不平等を減らす
11.都市と人間の居住地を包括的、安全、レジリエントかつ持続可能なものにする
12.持続可能な消費と生産のパターンを確保する
13.気候変動とその影響と戦うために緊急の行動を取る
14.持続可能な開発のために海洋、海、海洋資源を保全し、持続可能な形で使用する
15.陸上生態系の保護、回復、持続可能な利用の促進、森林の持続可能な管理、砂漠化との戦い、土地劣化の阻止と逆転、生
物多様性損失の阻止
16.持続可能な開発のために平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に正義へのアクセスを提供し、あらゆるレベルで効
果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する
17.持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する

教育 2030
インチョン宣言

SDGs*持続可能な開発目標（インチョン宣言）
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ドイツ・ユネスコ国内委員会の資料
2010

・平成28年度 幼児教育研究会大会要項
「これからの時代を生きる子どもたち〜変わらず大切なものと、新たに求められるもの〜」
広島大学附属幼稚園・広島大学大学院教育学研究科幼年教育研究施設
平成28年10月27日（木）

・国立教育政策研究所「学校における持続可能な発展のための教育（ESD）に関する研究中間報告書」2011、10頁

日本の取り組み

「森は持続可能性に満ちている」
「森の幼稚園」の21プロジェクト

ESDへのドイツの取り組み

2020/1/17

● 講演 2 ｜ ESD の観点から見たドイツの 「森の幼稚園」

71

72

39

広島大学附属幼稚園「ESDの視点に立った幼児教育 

37

森の幼稚園の子ども達の姿を通して

」2019.2

出典 国立教育政策研究所「学校における持続可能な発展のための教育（ESD）に関する研究中間報告書」2011、10頁

ESDの視点に立った学習指導を進める上での枠組み

40

広島大学附属幼稚園「ESDの視点に立った幼児教育 

38
森の幼稚園の子ども達の姿を通して

」2019.2

（「III 持続可能な社会の担い手の基盤となる能力・態度について」で掲載されている図を修正した）

「持続可能な社会の担い手の基盤となる能力・態度について」(幼児版）

2020/1/17

講演３
地域と共に子どもを育む博物館
―沖縄の子ども博物館活動を中心に―
東京学芸大学教授・附属幼稚園園長 君塚 仁彦 氏

Ⅰ 講師紹介
１ 田宮による紹介

君塚先生の紹介をさせていただきます。君塚先生は博物館学をご専門にされております。
動物園は「いのちの博物館」とも言われておりますが、午後の日本平動物園の柿島園長のお話と
通底するお話が伺えるかと思います。
先生は東京学芸大学教授、また東京学芸大学附属幼稚園園長として大変お忙しい中、本日のフ
ォーラムの御講演を引き受けてくださいました。本当に感謝の一言につきます。ありがとうござ
います。
ご自身のご紹介につきましてはご講演の中でもお話していただけると思いますので、わたくし
からは本日に至るまでの先生の印象などを少しお話させていただきます。
君塚先生とは本日、朝、初めてお会いしました。今までは電話、メール等のやりとりだったので
すが、正直申し上げて、大変昔からの知り合いのような感覚を受けました。
電話・メールでのわずかのやりとりの中でも、先生の誠実なお人柄に触れることができました。
また今回はわたくしのパソコンがうまく作動しないのですが、今日は夕方まで先生のパソコンを
お貸しくださるという先生です。先ほど運営につきましては皆様の手で運営していくという話を
させていただきましたが、君塚先生は今日はそのお一人、私たちのお仲間ということで、一日過
ごしていただけるのかなと思っています。本日のご講演に対しましてはおそらく皆様も私と同じ
思いを抱かれるのではないかなと思います。
それでは君塚先生、よろしくお願い致します。
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２ 自己紹介

皆さま、おはようございます。ただ今ご紹介にあずかりました東京学芸大学の君塚仁彦と申し
ます。現在、東京学芸大学附属幼稚園の園長をしております。今年で２年目ですが、会場にも幼
稚園、こども園、保育所の園長先生がたくさんいらっしゃると思います。園長は何でもやらなけ
ればいけませんが、幼児教育の奥深さというのでしょうか、その魅力に今とりつかれているとこ
ろです。60 分間よろしくお願い申し上げます。
附属幼稚園長は大学教員との兼務です。同じキャンパス内にある園に園長として原則として週
２回勤務しますが、週２回というわけにはいかないこともあります。一昨日は子どもたちと保護
者 120～130 名とともに近くの都立小金井公園に行き、子どもたちと一緒に走り回りました。
専門は「博物館学」ですが、大学では博物館を支えていく人材を育てる授業を担当しておりま
す。大学に着任する前は、5 年間ほど東京都の豊島区立郷土資料館の学芸員をやっておりました。
小学校や中高の教員免許を持っていることもあり、学校教育との連携をする仕事も担当しており
ました。
大学に移って 1990 年代の半ばぐらいから美術館教育、それから学校教育との連携、地域博物館
における子どもの参加・参画を大切にする教育活動に着目して参りました。そして 2018 年の４
月から附属幼稚園の園長を兼務しております。附属幼稚園は小金井園舎と都心部の文京区に位置
する竹早園舎がありますが、2 つの園を管轄しております。幼稚園長という仕事は実際にやって
みるとなかなか魅力的です。大学の仕事との兼務はでかなり忙しいのですが、園では子どもの笑
顔がたくさん見られる。だからこそ、大学での仕事が続けられる、そんな感じがしています。

Ⅱ 問題関心と報告の骨子
１ 報告する内容について

今日の話の骨子、
「問題関心と報告のめあて」についてお伝えしたいと思います。まず、①附属
幼稚園長になって、②元動物園長から聞いたこと。このあと日本平動物園の園長先生のお話があ
りますが、私も博物館実習という授業の中で 10 年間以上、学生を動物園に連れて行っておりま
した。動物園は、大変、大切な場所だと思っておりますが、その動物園での話です。そして、③
博物館と子ども、④地域博物館の展示・教育活動とＥＳＤとの関連性、そしてメインテーマの副
題に付けましたが、⑤沖縄の子ども博物館活動についてお話させていただきます。また「結び」
ということで、⑥幼児教育におけるＥＳＤを基軸とする地域博物館の活用についてお話ししたい
と思います。
博物館を活用し、幼児教育と縦に横に斜めに関係のネットワークを結びつけることができるよ
うな、そのような方向性を目指すことができればと思っております。よろしくお願い申し上げま
す。なお、写真は撮っていただいてもかまいません。パワーポイントは 58 枚あります。
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● 講演 3 ｜ 地域と共に子どもを育む博物館 ―沖縄の子ども博物館活動を中心に―

２ 附属幼稚園の園長になって感じたこと・思ったこと

（１）博物館で行われる教育と幼児教育の動きは似ていると気づいた

附属幼稚園長になって１年半が過ぎましたが、博物館・美術館・動物園教育などが持つ本質と幼
児教育が持つ本質との類似性を日に日に強く感じています。幼稚園に勤務している時はだいたい
園門での朝のお迎えと挨拶が終わったあと、時間かけて 3 歳児、4 歳児、5 歳児の保育室を回り
ます。それが本当に楽しみです。先生方も教育目的と計画にそって保育活動をされていますので、
なるべく邪魔にならないように、陰からそっと見守ることを心がけていますが、それでも子ども
たちには見つかってしまうことがあります。子どもたちとの束の間のやり取りがありますが、そ
れも楽しい一面です。
私は、これまで専門領域の中で様々な博物館や美術館、動物園での子どもを中心にする教育活
動を各地で見てきましたが、その風景と幼児教育の中で展開されている子どもたちの動きや姿は
本当に似ている、かなり重なっているのではないか、と思うことが多々ありました。園長になっ
て、そういう気づきがわたくし自身の中にありました。
幼児教育にもプレスクール的なものも含めてさまざまな考え方がありますが、遊びの中の学び、
遊びを通して学んでいくというコンセプト、これは特に低学年の小学生を対象にした美術館教育
などでは一つの柱になっておりますし、現在の幼児教育の一つの流れになっております。
ものの名前を教え込むとか、何かの原理を教えるということよりも、遊びを通して、さまざまな
ことに気付いて学んでもらう、自主的に遊びを組み立てて学んでいく、子どもの主体性を大切に
するという点で、両者にかなりの共通点を見出すことができました。どう学ぶか、どのように遊
ぶか。遊び、学ぶプロセスを大事にする観点というのも、実はあとでお話する 1990 年代に台頭
してきた地域博物館論の持つ教育観とかなり重なり合う部分があるように思います。

（２）幼児教育の現場と博物館との心理的な距離は結構あると感じた

１年半前、園長として就任した時、園の先生方に自分の専門である博物館学をどのように説明
するのかやや苦心した覚えがあります。幼稚園は本当に良い方がたばかりで、優秀な先生方に囲
まれてとても幸せですが、やはり幼児教育の現場と博物館との心理的な距離は結構あるな、心理
的にも相当あるなと感じました。
１年目、園長のアイディアで近くにある東京都江戸東京たてもの園に、園外保育で子どもたち
と保護者の方がたと一緒に行く機会を持ちました。建築史的価値の高い、東京に縁のある建物を
展示するかなりの広さを持つ野外博物館ですから、展示内容を理解するということが目的ではな
く、ねらいは子供向けの「けんちく体操」でした。子どもから大人まで大好評の教育活動で、建
築物に親しみを持ってもらうことを目的に、建物の形に似せて体を動かし、体操し、表現すると
いうこの園独自の活動です。附属幼稚園としては、かなりチャレンジングな試みだったかもしれ
ませんが、園の先生方が、博物館を少し意識してくださったことは、非常に嬉しいことだと思い
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ました。ただ大人の利用を中心にしてきた博物館と幼児中心の幼稚園。両者の間にはかなりの心
理的な距離があるなと思います。

３ 元動物園長から聞いた話から考えたこと

（１）スマホの中のシマウマを見て知ったつもりになっている小学生がいることに驚いた動物園長の話

その点、意識が近いのは動物園です。動物園は園外保育で附属幼稚園でも近くの井の頭自然文
化園をよく使いますし、多摩動物公園に行くこともあります。ただし動物園の使い方、あるいは、
両者の関係の持ち方には少し工夫が必要ではないかと思うことがあります。その点でも、午後の
日本平動物園の園長先生のお話を楽しみにしています。
個人的に、動物園にはいろいろと関わりがあります。今日の報告の根底に流れるものという点
で少し話題を提供したいと思います。埼玉県子ども動物自然公園という、園名に「子ども」を冠
する珍しい動物園があります。日本で初めて子ども動物園活動を展開した上野動物園の遠藤悟朗
さんが最初の園長として赴任されたことでも知られている動物園です。大学の授業で、博物館見
学先としてこの園に学生をよく連れていきましたが、その際に大変お世話になった園長先生から
次のような話を聞きました。
園長が小学生を相手にシマウマの前で話をしたときのことです。園長は動物としてのシマウマ
の特徴だけでなくて、どういうところで生活していて、どういうものを食べているのかなど、い
ろいろなことを子どもたちに話します。大半の子どもは興味深く聞いてくれるそうなのですが、
その園長が「本当に驚いた」と言うのです。数年前のことですが、次のような話でした。
ある子どもが携帯を出して「園長先生、そんなこと知っているよ」
「これ、シマウマでしょ、全部
知っているよ、スマホで調べたもん」
「この中に動画が入っているから大丈夫なんだよ」と言っ
て、実際のシマウマをよく見てくれないというのです。
「これには私も驚いた」と園長は話し、私
も驚きました。しかしさらに子どもは「園長先生、シマウマは臭いよ」
「うんちをなんで片づけな
いの」
「僕のシマウマは匂いがしないんだよ」と言うのだそうです。そしてトイレに置く消臭剤が
あるから「それを置いたら」とアドバイスをしてくれたそうです。園長は発言に大いに驚き、そ
して若干ショックを受けたのだと思います。どうしたものかと相談してきました。

（２）感性のアンテナを育てる場の一つとして幼稚園やこども園や保育園がある、博物館も実はそういう
場であると思ってもらえれば

その後、私は園長とそのことについて話をしました。その時、園長は盛んに「学校は感性のアン
テナを育てているのだろうか」と言っていました。小学生と幼稚園児とでは明らかに反応が違い
ますが、園長は「小学生のことを考えると、幼稚園でやることは大切だね」とその時、話してい
たのがものすごく印象的でした。
「知っている」とか「分かっている」という言葉を単に子どもから引き出すのではなく、レイチ
ェル・カーソンではありませんが（
「センス・オブ・ワンダー」は私の愛読書の一つですが）
、や
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はりなにかこうした、自然の胎動に接した時の驚きとか喜びとか、そういう心の中の感情が言葉
となって表される、それが引き出されることが教育では大切だと思います。デジタル技術がなけ
れば、こういうパワーポイントも使えないわけですから、デジタルがすべて悪いとは言いません。
しかし、それに頼りすぎるのはどうか。何か違うのではないか、と園長と話したことを思い出し
ます。
感性のアンテナを育てる場の一つとして幼稚園やこども園、保育園がありますし、博物館も実
はそういう場として認識をしていただきたいと思っています。その話をこれからしたいと思いま
す。幼児教育、地域博物館、ＥＳＤとの関連性をお互いに意識し合う、あるいは知り合う、その
きっかけになればと思っております。

Ⅲ

博物館と子ども

１ 博物館のイメージと場の特性

（１）日本では博物館は固定的なイメージで捉えられている、一方、国際的には美術館、科学館、動物
園、植物園、水族館等は博物館の一種と位置づけられている

「博物館と子ども」というパートに移ります。博物館という場の特性についてです。博物館は調
査研究や資料・作品の保管、そして教育の場でもありますが、遊ぶことを通して楽しむ場でもあ
ります。それが博物館のもう一つの目的になっています。日本人は博物館を非常に固定的なイメ
ージで捉えがちですが、国際的に見ると異なります。美術館、科学館、動物園、植物園、水族館、
科学センター、プラネタリウムなどは国際的には博物館の一種として位置づけられています。

（２）礼儀正しく静かに見ることを強要する施設、特に幼児は立ち入りにくく幼稚園と心理的に距離が開
くのは仕方がない面も

博物館は原則として見ることに特化する、視覚に限定する施設です。礼儀正しく見ることを柔
らかく強要される場所でもあります。「声を出しちゃいけない」「走り回っちゃいけない」。貴重
な文化遺産が展示されているわけですから、走り回るのは確かに危ない、してはならない行為で
す。しかし、無言で 1 時間過ごすのは大人にとってもきつい経験かもしれません。わたしは学生
に「博物館に行くのは健康維持のために 1 日２館くらいに」と言っています。博物館は文化遺産
がたくさんありますから、照度を落としてあり暗いですし、展示空間に座る場所があまりありま
せん。資料保存上、展示空間に飲食できる場所もありません。わくわくしたり、多くを学んだり、
楽しんだりもしますが、そういう場所を長い時間を歩くことになりますので、やはり疲れる場所
だと思います。
特に静かに見ることが鑑賞のルールとされております。それは他のお客様にご迷惑にならない
という上では大変大切なルールですし、重要なことだと思いますが、例えば、障害を持った大人
や子どもたち、それ以外の子どもたちにとっても、なにか拒否されたような気持になりかねない
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場所でもあります。ここ数年、日本の博物館は、様々な意味でかなり開かれてきましたが、いま
だ幼児が立ち入りにくい場所のひとつです。幼稚園と心理的に距離が空いていても仕方がないと
思う部分ではあります。

（３）博物館は日常的使用を目指しているが、図書館ほど日常的に使用される施設ではなく、日本では
博物館の楽しみ方や使い方を知らずに大人になっている人が大半

日本では、博物館はいまだ日常的に使用される施設ではありません。私たち博物館関係者は日
常的な利用を目指しています。ただ実際は図書館ほどではありません。社会教育の 3 つの柱とい
われる公民館・図書館・博物館ですが、その中で日常性から一番切り離れて、独自のアイデンテ
ィティを主張しているのが博物館です。非日常的な空間を演出することで存在意義を高めている
という特質もあるからです。
博物館について、子どもたちは図書館ほどその使い方を学校では教わっていません。たまの見
学で行くところですので、博物館の楽しみ方や使い方を知らずに大人になっている日本人が大半
で、私も同じでした。
そういうことですから、博物館は観光などで訪れる、一過性の見学で終わってしまうことがほ
とんどではないかと思います。観光は非常に重要だと思っています。そのプロセスで学ぶことも
たくさんあります。しかし、そういう意味では、博物館はたまの休日に行く遠足型の施設であっ
て、放課後型の施設にはなっていません。放課後、小学生がランドセルを置いて、博物館に行っ
てまたいろいろななこと学んだり、遊んだりする、そういう場所にはまだなっていません。
博物館は、珍しい宝物、希少価値の高いものが並んでいる所です。そういう非日常的な空間を楽
しみたいという欲求を満たすところです。仕事で疲れぎみの私にとっても、美術館で一人でポツ
ンとしているのは非常に重要な時間なのですが、それだけでは博物館や美術館の経営は成り立ち
ません。なるべく多くの人に使っていただくことがどうしても必要かと思います。幼稚園や小学
校では遠足の場として活用しますが、保育活動の一環としての日常的な活用、小学校では教科指
導の継続的な活用とまではまだいっていないのではないかと思います。中学校・高校などはなお
さらです。

（４）博物館はお祭り空間的場所、かつ利用者がやや固定しがちな場所

博物館の多くは都市圏に存在し、見世物的でアミューズメント的な「お祭り空間」的な場です
が、附属幼稚園を見ていると、色彩空間や幼稚園の保育活動、子どもたちが遊ぶ空間がバザール
のような感じがしてなりません。そういうところが何か博物館と似ているという感じがします。
そして博物館は年齢的に見て利用者層がほぼ固定化しています。特に日本はこの傾向が強くて、
だいたい学校単位での利用は小学生まで。そこから先、中学や高校では修学旅行などを除いてあ
まり利用しません。もちろん博物館や美術館・科学館がお好きなご家庭では、子どもをよく連れ
ていくということがありますし、夏休みの宿題対策で博物館を活用することもよく見られるよう
になりましたが、子どもが日常的に利用するような場所にはなっていません。大学では学芸員資

78

● 講演 3 ｜ 地域と共に子どもを育む博物館 ―沖縄の子ども博物館活動を中心に―

格が取るための科目があるので、それらを履修する。見学レポートが課され、改めて博物館の魅
力を発見するというようなパターンも多いような気がします。
私もそうでしたが、家庭を持ち、子どもを最初に連れていったのがやはり動物園でした。多分、
皆様方も、最初の博物館体験の一つが動物園だったということがあるかと思いますし、親になっ
た時に最初に子どもを連れて行く博物館として動物園や水族館を選択されるということがある
のではないでしょうか。そして博物館は、生涯学習施設としては人気があります。経済的、時間
的に余裕のある中高年層に多くの利用者があるという現実もあります。

２ ボストン・チルドレンズ・ミュージアム－子どもを対象とした博物館、館の考え方は、「聞いて、忘れ
る」、「見て、覚える」、「やってみて、理解する」

日本の博物館学の基礎を作った棚橋源太郎という方がいます。棚橋は国立科学博物館の父でも
ありますが、彼が 1930 年に出した『眼に訴える教育機関』という本の中で、アメリカ・ボストン
にあるチルドレンズ・ミュージアムを紹介したのが日本において児童博物館あるいは子ども博物
館が知られるようになった初めです。チルドレンズ・ミュージアムは 1980 年代半ばになって日
本に再紹介される動きがありましたが、私ははちょうどその時期に博物館現場におりました。
その時に聞いてびっくりしたのは、
「聞いて、忘れる」
、
「見て、覚える」
、
「やってみて、理解す
る」という、ボストン・チルドレンズ・ミュージアムの基本的な考え方でした。言い得て妙です。
「やってみて、理解する」というのは、私自身もほんとうに納得できることですし、接している
園児の中に、聞くだけですぐに何かを覚える、できる子なんていません。本当に見て、やってみ
て理解します。どちらかというと、私は見て覚えるほうですが、
「やってみて、理解する」は、な
るほどと思います。
もう一点、ボストン・チルドレンズ・ミュージアムで学んだこと、それは、
「博物館は人々に劣
等感を与える場所」であるという考え方です。なるほどと思いました。確かに博物館のキャプシ
ョンは難しいですね。特に科学博物館、歴史系博物館、美術館の解説は一定の知識がなければな
かなか読み解くことができません。なかなか難しいと思います。私は解説を書いていたほうで、
若い時の自分自身がいかにダメだったか、誰に読んでもらうためにこの文章を書いているか、そ
の配慮に欠けていたか。それを反省しています。
「博物館は子どもたちに自信を与える、そんな場
でありたい」というボストンの基本的な考え方がありますが、本当に大切なことだと思います。

３ 動きや遊びの要素を取り入れた調べ学習型の博物館教育活動を行った児童館

（１）1980 年代の地域博物館論、90 年代にかけての子どもを意識した動きの展開

先にもお話ししまましたが、1980 年代半ばに日本の博物館に子どもを意識した動きが広がって
いきます。恩師でもある伊藤寿朗は、地域博物館論あるいは第三世代の博物館論という説を唱え、
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日本の博物館にかなり大きな影響力を与えましたが、そこでもアメリカのチルドレンズ。ミュー
ジアムや子どもを意識した動きが紹介されています。
その後、現在に至るまで、子どもを意識した動きは、科学館とか動物園、自然系博物館、美術
館、あるいは歴史系博物館に広がっていきます。チルドレンズ・ミュージアムの考え方が再認識
され考察が深まっていった、何人かの研究者や実践家も輩出し、一つのムーブメントになった。
その影響は非常に大きなものがあったと思います。
そこでキーワードになったのが「参加・体験」です。スライドの一番下の行に書きましたが、
「動
きや遊びの要素を取り入れた調べ学習型の博物館教育活動」ということでした。ご承知かと思い
ますが、早くからそれを行っていたのが児童館です。

（２）事例 1、2―東京都児童会館、国立こどもの城・青山・初期の博物館

私は学生時代に恩師に連れられて児童館によく行きました。
「こういう視点がこれからの博物館
には大切なんだ」と教えられましたが、最初はピンときませんでした。その時の自分が持ってい
る博物館とはかけ離れていたからです。最初に行ったところが「東京都児童会館」でした。1964
年に開館し、残念なことに 2012 年に閉館しています。
それから、行かれた方もたくさんいらっしゃると思いますが、「国立こどもの城・青山」です。
これは 1985 年の国際児童年を記念して開館し、これも 2015 年に残念なことに閉館しました。遊
び場の少ない都心に住む親子にとって大切な場だったと思います。

（３）事例 3―東京おもちゃ美術館

親子で遊べる空間、くつろげる空間を提供する美術館

そしてもう一つ、紹介したいのが「東京おもちゃ美術館」です。これも幼児教育の世界では広く
紹介されております。私はここに博物館実習生を送りましたが、こういうところに行って学ぶよ
うにと積極的に勧めています。赤ちゃん木育広場があり、美術館の活動を通して子育て支援をす
る美術館ですが、このような美術館も出てき始めています。
おもちゃや木のぬくもりを通して遊びの空間、親子で遊べる空間、くつろげる空間を提供する
美術館です。廃校になった小学校を再利用することでも効果を上げていると思いますが、多世代
交流の館として、0 歳から 100 歳まで、様々な世代の方が、老若男女が、おもちゃを媒介に自然
と楽しいコミュニケーションがとれる環境を提供しています。

（４）心に銘記してほしいこと―博物館に親子のコミュニケーションを支援する機能を持たせる、幼稚園
等は保護者の子育て支援の機能を持っている

私は園長になって初めて、親と子どものコミュニケーションをより円滑にすることがいかに大
きな課題であるのかということに気が付かされました。幼稚園の仕事、保育園の仕事、こども園
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の仕事というのは、子どもたちの教育や保育ということだけではなくて、保護者の方の子育て支
援、これも本当に大切な仕事なのだということに気が付きました。さまざまな悩みを持つ保護者
の方と時間をかけて話すこともありますが、その大切さを強く感じています。
親子のコミュニケーションが上手くいかない、思う通りに子育てが進まない、子どもの育ちに
不安があるということがあるわけです。園では担任の先生方が保護者の方と時間をかけて話すこ
とが多くあります。情報化社会です。保護者がいろいろな知識を本やインターネットから得てい
て、
「このぐらいの時期だと、こうでなければいけないのではないですか？うちの子の育ちが本
当に心配なのです」というようなご相談です。もちろん、園でお受けできることと、お受けでき
ないことがありますから、大学にいる専門の先生方ですとか、園においでになる子育て支援員の
先生方にお任せすることも多々ありますが、孤立気味なお母さんにとってはこのような機能が大
変重要です。博物館や美術館はそういう機能までは持てませんが、それに類する、それに繋ぐ機
会を提供しこうとしている事例があることを覚えておいていただければと思います。

（５）事例 4－滋賀県立琵琶湖博物館

遊びながら学ぶ空間を提供している博物館

滋賀県大津市に自然史系を中心とする大きな県立総合博物館があります。アメリカの科学博物
館やチルドレン・ミュージアムの影響に受けて、ディスカバリールームが設置されています。写
真に相談コーナーのようなものが写っていますが、そこにミュージアムキットといってテーマご
とにさまざまな物や教材が入っている箱があります。自分の興味・関心に従って、キットやもの
を使って、教育専門員のアドバイス受け、館内の展示と行ききしながら、そして、遊びながら学
ぶ空間を提供している博物館です。

（６）事例 5－国立科学博物館・親と子の探検広場「コンパス」

遊びの要素の中に親子のコミュニケーションを促す仕掛けがたくさん用意され、そこでのやりとりを通じ
て知識だけでなく感じる力、考える力が養われる

それから、行かれた方もいると思いますが、東京・上野の国立科学博物館にある親と子の探検広
場「コンパス」です。ここは入場する際の条件があってが、大人一人では入れない施設です。東
京学芸大学附属幼稚園の前園長である岩立京子先生が監修に一関わっておられます。静と動の空
間、それが子どもの遊びと学びを促す。そんなコンセプトに組み込まれ、遊び場が組み立てられ
ています。東京においでの際は是非一度、足をお運びいただければと思います。
これは、国立科学博物館のホームページに掲載されている写真ですが、４歳から６歳までのお
子さんと、その保護者の方を対象とした展示室です。「私たちは何よりもお子さんが楽しいと感
じる展示を目指しました。展示は動いてくれない、動かないから、つまらない」ということです
ね。それで３Ｄ展示であるとか、さまざまなものが工夫されていますが、何よりお子さんが楽し
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いと感じるところが大切です。この展示空間は、驚きや発見を保護者の方と共感して貰うことを
大切に考えていて、遊びの要素の中に親子のコミュニケーションを促す仕掛けをたくさん用意し、
そこでのやりとりを通じて科学的な知識だけでなく、感じる力、考える力が養われることを目指
しています。
そして、共同、共有、身体的補助・接触の 3 つがコンセプトになっています。
「一緒に」という
ことと、触れあいながら子どもの動きをサポートしたり、子どもに手を引かれたりというような
動き。心に従ってしなやかに体が動くその動きを共有することがこの展示空間の目的の一つです。
本物を眼にしながら子供と一緒に感じたことや話したことを持ち帰ってほしいというのが、この
コンパスの一つの目的になっているということです。そのことを基礎に自然科学や博物館を身近
に感じてくれれば、というコンセプトで作っている展示空間ということになります。

（７）事例 6－北九州市立自然史・歴史博物館（愛称「いのちのたび博物館」）

命の大切さに気づき子どもたちの好奇心や感性が刺激される紙芝居を作る

もう一つ紹介したいのが北九州市立自然史・歴史博物館、愛称「いのちのたび博物館」です。こ
こも実際に行ってみて、とても感心した館です。2002 年に開館し、幼児教育担当のミュージア
ム・ティチャーを配置していることが大きな特徴です。同時に、保育者のための博物館利用の手
引き、それから情報誌「いのちのたび」の作成と、幼稚園、こども園、保育所への配布なども行
ってきました。そして、ミュージアム・ティチャーと学芸員、知識の種をまく人という意味の「シ
ーダー」
。その 3 つの職員が、三位一体となって子どもたちをお迎えします。
ここにあるのは、保育園、幼稚園、こども園の先生方のアドバイスを得て作った幼児向けの紙芝
居です。公私立の保育園保育士、それから幼稚園教師及び保険福祉局保育課、教育委員会指導部
の関係者が協力しあいながら作成されたものです。
「命の旅ってなあに？」という、この博物館のテーマは、幼児期の子どもたちにとって少し難
しい問いかけだと思います。小学校低学年でも「命が旅する」というのは抽象的な表現で難しい
と思いますが、この紙芝居を通して、子どもたちがそれぞれの思いの中から答えを見つける努力
をして、そして命の大切さに気づく、子どもたちの好奇心や感性が刺激される、そういうことを
目的につくられた紙芝居だということです。こういうような動きもあります。

４ 博物館展示の可能性と限界―滋賀県立琵琶湖博物館の展示例から

（１）琵琶湖の伝統料理、鮒寿司の展示―匂いを伝えることができない

さて、ここで一つ質問です。これは先ほど紹介した滋賀県立琵琶湖博物館の展示の写真です。こ
の博物館の展示は、次にお見せする写真もそうなのですが、デザイン賞をとっています。博物館
の展示がデザイン賞を取ることがあるのですが、一体、この展示は何なのでしょうか？琵琶湖の
伝統料理と書いてあります。展示キャプションの左上に、このお料理は「鮒寿司」とあります。
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鮒寿司、食べたことがある方はどのくらいいらっしゃいますか？少ないですね。この料理の何が
強烈かというと、その匂いですが、それがあってとても美味しく感じられるのです。博物館の展
示は視覚に特化していますが、食べ物そのものの展示はできません。それと、肝心な「匂い」が
伝わってきません。ここが博物館展示の限界の一つです。視覚効果には非常に優れているのです
が、
「匂い」が伝わってきません。
「匂い」をどのように展示するか、という研究は欧米の博物館
でも行われていますが、博物館では、やはり難しいものがあります。

（２）琵琶湖の環境展示―生活排水中に流れ込むごみは展示できても、臭いは展示できない

もう一つ、この展示をよくご覧ください。お世話になっていない人は誰もいないと思いますが、
これがデザイン賞を取った生活排水と水質環境に関する展示です。琵琶湖に流れ込む汚水、色ん
なものが混じって生活排水が流れ込んでいきます。どんなものが流れ込んでいるか、一目瞭然で
す。きわめて優れた展示だと思います。
学生と一緒に展示評価をする活動をやったりしますが、この展示を見た学生から出てきた指摘
は、すぐれた展示ではあるが音と匂いが伝わらないという指摘でした。
琵琶湖に流れ込む生活排水を一目瞭然で理解できる優れた展示であるにも関わらず、匂いはな
かなかクリアできない。博物館展示の限界の一つです。

Ⅳ 地域博物館
１ 地域博物館論を確立した恩師・伊藤寿朗と 2 冊の著書

先生のもとで、参加・体験の教育活動を軸にする第三世代の博物館像を学んだ

子どもと博物館を考えていくうえで、あるいは、ＥＳＤを考えていく上で、博物館学の領域の中
で見落とすことができないのが地域博物館論です。地域博物館論は、参加・体験型の展示や教育
活動（これらが地域博物館の主軸になるものですが）を世の中に広めたという意味でも意義があ
ります。
地域博物館論を理論的に確立した研究者として、わたくしの恩師でもあり、国立大学では初め
ての博物館学の専任教員でもあった伊藤寿朗先生という方がいらっしゃいます。先生は残念なが
ら 1991 年にお亡くなりになり、その後任として私が博物館から大学に異動したという経緯があ
ります。先生は『市民のなかの博物館』
（吉川弘文館 1991 年）
、
『ひらけ、博物館』
（岩波ブックレ
ット 1991 年）の 2 冊の本をお書きになりましたが、この 2 冊は博物館業界の中では有名で、多
くの学芸員に読まれました。
先ほど申し上げたように、地域レベルの博物館、主に市町村立の博物館は身近な存在であるは
ずです。そのような博物館における「参加・体験型」の教育活動には、幼児を含む子どもたちを
育むうえで、大きな可能性があると思います。ここでは、平塚市博物館、府中市郷土の森博物館、
そして沖縄の名護博物館を紹介致します。
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伊藤寿朗先生はそのような地域博物館を評価され理論化されましたが、後に、参加者が主体的
に活動する「参加・体験型」の教育活動を軸にする「第三世代の博物館像」を提起することに至
ります。教育活動を活動の軸にする博物館観ですが、これから紹介する地域博物館は、それに近
い博物館です。園長になってもあまり幼稚園に違和感を持たなかったのは、双方に子どもや教育
観をめぐる共通点がいくつもあったからだと思います。

２ 府中市の郷土の森博物館（事例７）

開館当初から活動する「こめっこクラブ」が米作りや自然観察の実施を通して五感を使う体験を提供し
ている

最初に東京多摩地域にある府中市郷土の森博物館を紹介します。この博物館は、屋外展示を併
設し、田んぼまで整備されている地域博物館です。この博物館には「こめっこクラブ」という子
どもを対象にした非常にユニークなクラブ活動があります。博物館の開館当初からお米づくりを
ずっとやっていて、もう 20 年以上の活動歴があります。博物館の中に田んぼがあります。附属
幼稚園にも小さな田んぼがありますが、これほど大きくありません。この「こめっこクラブ」は
小中学生が対象で、昔の農具、実物を使いながら実際にお米作りを体験します。
私が特に注目したのは、左下の写真にある光景です。田んぼの周りには草花が生えており、そこ
には虫がいます。カエルもいます。またたくさんの花も咲きます。そこで自然観察をするのです。
田んぼのあぜ道でカエルの声を聞く。それは今の子どもたちにはあまり体験できないことで、都
市化された府中市の子どもたちにはなかなかできない得難い体験だと思います。幼少期に埼玉県
蕨市に住んでいたことがあります。今でも覚えているのは、私が高熱を出して、夜、母親におん
ぶされてお医者さんに行く時に聞こえてきたカエルの鳴き声、大合唱です。あの大合唱が今でも
鮮明に耳に残っています。高熱にうなされていてその音しか聞こえていなかったのかもしれませ
んが、そのような「音の記憶」というのでしょうか、それがあります。
「音の記憶」も大切なこと
の一つです。

３ 平塚市博物館（事例８）

博物館で学び、育つ―市民による「漂着物を拾う会」の成果を展示するなどあるなど子どもをはじめと
した様々な人が成長してゆく場として博物館がある

地域博物館でモデルの一つとして、博物館業界でよく知られているのが平塚市博物館です。ガ
イドブックに出てくるような有名な博物館ではありませんが、子どもをはじめ様々な人が成長し
ていく場としての存在意義を高め続けています。
この博物館の活動で、私が皆さんに紹介したいものの一つが「漂着物を拾う会」という教育活動
です。平塚市は相模湾に面しておりますが、海岸にはたくさんの漂着物、ゴミが打ち上がります。
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その漂着物を地域課題としての環境問題を物語る資料として価値づけ、それを展示するという日
本でもきわめて珍しい博物館展示です。
腐らないプラスチック、ライターやスプレー缶などの危険な漂着物、いろいろな種類の木の根
っこなど、さまざまなゴミが海岸に流れ着きますが、これを特別なこととして企画展で取り上げ
るということではなく、日常的なこととして、市民の学習成果を常設展示室で展示していくとい
うスタイルは注目に値します。この活動は、市民と学芸員とが一緒に調査しながら行っている活
動なのですが、学習成果を展示で表現し、地域の環境問題として情報発信していく。これも地域
博物館の特色の一つなのです。
漂着物の中には外国語が記されている洗剤のプラボトルなどもあります。椰子の実も平塚に流
れ着きます。漂着物の展示を通して、海の環境変化や環境破壊、マイクロプラスチック問題など
を考えてもらうきっかけづくりをしています。ここには必要最低限の展示物しかありませんが、
こんな物が海の中に漂っているのかと展示を見る人は驚きます。その驚きをきっかけに、考えを
深めていく、環境問題への気づきや発見を促していくための展示なのです。
平塚市博物館は実は教育活動が非常に有名です。これは、平塚市博物館が 30 周年記念のお祝い
の時に、幼い時から博物館を利用してきた市民から寄せられた文章です。幼稚園の時に野鳥に出
会い、観察会で博物館の学芸員さんが指導してくださったことが自分の大人への成長につながる
大きなきっかけになったと書かれています。子どもの時に、多くの人と関わり合いを持つことが、
その人の人格形成やその後の人生に大きく影響します。それは本当に大切なことだと思いますが、
この方の場合、平塚市博物館が決定的な意味を持ったわけです。本当に大切な教育、それは、人
としての土台をつくる幼児教育だと私は思っています。

Ⅴ 沖縄の子ども博物館活動
それでは、最後のパートである「沖縄の子ども博物館活動」に移らせていただきます。

１ 博物館の沖縄での活動の大きな特色

（１）アメリカに支配されていた沖縄の独自の文化をいかに次世代に継承するか、継承の道具として博
物館を使う

沖縄県内の博物館には、独自に展開する「子ども博物館」活動があります。沖縄県内の地域博物
館に幅広く見られる活動で、これから紹介する名護博物館だけでなく、南風原（はえばる）町の
南風原文化センター、沖縄市の沖縄市立郷土博物館、本部（もとぶ）町立博物館、あるいは先島
諸島の石垣島にある石垣島の八重山博物館等の活動が有名です。
沖縄には「字」
（あざ）を核にした地域コミュニティ、強固な地縁・血縁組織があります。
「字」
を中心に公民館があり、その公民館を中核にした社会教育が盛んに展開されておりました。
しかし、敗戦後、アメリカに支配されていたことや復帰後の社会の変化により沖縄独自の文化
の継承への危機感が募っていきます。そのような経緯から、どのように独自の文化を次世代へ継
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承していくかという強い課題意識が沖縄にはあり、社会教育、公民館、図書館、そして博物館な
どで、次世代への継承、子どもに着目した活動が盛んに行われるようになったのだと思われます。
沖縄は、幼児も含めた子どもたちへの文化伝承、そして育ちへの支援に博物館を使っていくこと
が盛んに行われている場所なのです。

（２）恩師・伊藤寿朗先生は著書「ひらけ、博物館」の表紙に沖縄の子どもが稲を脱穀している姿を使い、
注目を集めた

先ほど紹介した恩師・伊藤寿朗先生が書かれた『ひらけ、博物館』は。国内の博物館に大きな影
響を与えました。この本の表紙が名護博物館の写真です。この本が出版されてほどなく、無念な
ことに先生は他界されました。なので、この本は最後の著書になってしまいました。
表紙は、名護博物館の「ぶりでぃ子ども博物館」活動に参加する子どもが、稲を脱穀している写
真です。今、子どもに脱穀する体験はなかなかありませんが、名護博物館ではそれを活動に取り
入れています。この本が出た時に話題になったことの一つが、博物館に関する本であるのに、表
紙に資料や作品ではなく、子どもの写真が掲載されていることでした。一般的に博物館という場
所は、ものが中心の世界です。そこに子どもが前面に出てきている。博物館と最も距離が遠いと
思われがちな子どもが表紙になっている。それが、この本が関係者に与えた衝撃の一つでした。
この本の登場により、地域博物館という博物館のあり方が広く知られるようになりましたし、幅
広い支持を集めることになりました。
しかし、内容についてはいろいろな意見がありました。
「子ども博物館」って何？博物館の中に
なぜ子どもが、というような率直な意見。何でも体験させればそれでよいのか？ 何でも触らせ
ればそれでよいのか？というよう素朴な疑問、さまざまな意見のやり取りがあった 1990 年代だ
ったと思います。しかし、この本が提起した博物館をめぐる考え方は、その後、国内で確固たる
ものになっていきました。

２ 名護博物館（事例９）

（１）旧名護市庁舎を博物館に転用

この写真が名護博物館の建物です。2014 年に「30 周年の歩み展」がありましたので見に参りま
した。これぞ博物館という建物ではありません。というのも、この建物は、旧名護市庁舎で、庁
舎を博物館に転用してできた博物館だからです。さすがに古くなりましたので、新しい館に移る
作業が進んでいますが、実はこの博物館、幼児から高齢者まで、専門家だけでなく様々な市民が
手作りで創り上げた博物館なのです。日本でもこういう歴史を持つ博物館はここだけだと思いま
す。
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（２）館のコンセプトは「ぶりでぃ」と「あじまぁ」

「ぶりでぃ」は「群れの手」、「あじまぁ」は「交わりの場」

当時の私は、名護博物館の活動やそれを支える考え方から影響を受けました。名護博物館の初
代館長でいらした島袋正敏さんは、「寄り合いとしての博物館、その志向性がものすごく強い」
「人が寄り合わないと博物館として意味がない」
「その軸となるのが体験学習」であるとおっし
ゃっていました。
ものと人、人と人との交差点としての「ぶりでぃ」
。
「ぶりでぃ」は「群れの手」の意味で「群手」
と書きます。つまり、
「ぶりでぃ」とは、さまざまな人の手が一緒になって一つの物事をやり遂げ
ていく、一緒にことを進めていくことを意味する沖縄の言葉です。それが名護博物館の教育理念
であり、それに加えて「あじまぁ」がある。人と人との交わりの場という意味です。この「ぶり
でぃ」と「あじまぁ」が縦糸と横糸をなしている。これらが名護博物館の基本コンセプトになっ
ています。

（３）子どもを大切にする博物館

在来の地域資源を活かしながら次の世代へ地域の文化を継承していく活動

名護博物館は、子どもを大切にする博物館です。地域の子どもを対象にした教育活動、
「ぶりで
ぃ子ども博物館活動」を長年行っています。この活動は、在来の地域資源を活かしながら次の世
代へ地域の文化を継承していくためのものです。島袋さんも「子どもは文化継承の主役」なのだ
ということを繰り返しおっしゃっていました。
博物館は、実際に足を運ぶと内容的に難しい展示があったりする。それが分からないと自分に
劣等感を抱くことがあるかもしれません。特に、子どもの質問ほど鋭いものはありません。この
前、国の科学博物館に行った時のことです。ある親子が展示を見ていました。すると子どもが「お
父さん、この化学式の意味を説明して」と言いますが、おそらくよく分からなかったのでしょう、
お父さんが「次に行こう」と子どもの手を引っ張って歩いていく光景を見ました。
私もかつて同じことをした記憶があります。子どもと科学館に行った時、子どもから「原子力っ
てなぁに？ 放射能はなんで危ないの？」と聞かれ、幼い子どもに説明する言葉に窮していた私
は「うーん」とうなり、
「もう昼だから何か食べに行こう」と言ってレストランのほうに連れて行
ったことがあります。子どもにその話をしても忘れていましたが、ストレートで純朴であるがゆ
えに、子どもの質問ほど怖いものないと思いました。

（４）何かを感知する力や感性を育むことができる博物館―ＥＳＤと重なる

生の本物を見て触ることが大事。島袋さんも同じことをおっしゃっていました。
「何かを感知す
る力とか感性を育む」ということを盛んにおっしゃっていました。そういうことができなければ、
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この博物館は存在意味がないのだということをおっしゃっていたのが、若かった私にはもの凄く
印象的でした。
館の基本構想には次のように書かれています。
「豊かな自然の中で、現代の大量消費社会が直面している環境や安全、教育における様々な問
題を考えるうえで貴重な手掛かりを数多く秘めていると言えます。自然や歴史文化を記録し、保
存・継承していくことの必要性がそこにあります。単に物を並べて保存するだけでなく様々な実
体験や学習を通して地域の資源を次世代に受け継ぐ、受け継がせる博物館の取り組みが明るい地
域づくりの一歩となります。先人たちの知恵や生き方から一人一人が未来を考えることができる
場所が博物館と言えるでしょう」と。この考え方、ＥＳＤと重なり合う部分がかなりあるな、そ
う思われませんか。

（５）寄り合いとしての博物館

いろいろな人達が出入りする博物館でなければ意味がない

これは、初代館長の島袋正敏さんが、地域の子どもたちと一緒に野外展示を作っている 1 コマ
です。名護博物館らしい 1 コマで、幼児から小中高の児童生徒が参加しています。
学校の先生、会社員、農家、地域のお母さん、おばあ、おじい、設計士など、地域の人たちに手
伝ってもらって手作りの展示を作る。設計士さんがいるのは強いですね。なので、初代の名護博
物館は、他の博物館に比べ低予算でできていると聞きました。まさに寄り合いとしての博物館、
子どもを大切にしている博物館を象徴する一コマだと思います。
『ぶりでぃ』と題された冊子、これが最初の年報です。表紙の絵ですが、島袋元館長がイメージ
する地域にねざす博物館の姿なのだそうです。地域の中に溶け込んでいる、いろいろな人たちが
関わっている、立派な建物でなくてもいい、学校のようでもあり、幼稚園のようでもあり、博物
館のようでもある。そのような博物館を志向して、いろいろな人たちに出入りしてもらいたい。
出入りしてもらわなければ意味がない。このような指向性は平塚市博物館も全く同じです。
建物の奥に倉庫か収蔵庫があります。ふつう博物館のパンフレットには、収蔵庫の位置を記し
ません。バックヤードは一般の方に入って来られると困る場所だからです。ですが、博物館とし
ては例外中の例外ですが、名護博物館も平塚市博物館も市民の人たちが出入りしています。学習
活動の一環として、あるいは、資料整理を手伝うボランティア活動ということで市民が収蔵庫に
出入りします。見学で学生を連れて行くと、まずそれに驚くのですが、しかし、それがあるがゆ
えに「自分たちの博物館資料」
「自分たちの博物館」なのだという意識が高まります。それがこの
名護博物館、平塚市博物館の強みなのかもしれません。もちろん、保管上、触ることのできない
ものもかなりありますが、この点は他の博物館から見ると一歩も二歩も踏み込んでいるように思
われます。名護博物館は今年３月 31 日から休館し、現在は新たな場所に開館する新館へのリニ
ューアル工事中です。
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（６）衣食住に関する臨場感のある展示、沖縄の地酒・泡盛も展示されている

これは、いろいろな講演会でも言い続けていることですが、私が日本で一番好きな展示空間で
す。この展示はたくさんのことをコンパクトに詰め込んだ展示で、やんばる名護の衣・食・住・
生活文化・宗教、そういうものを全部この一つ空間の中で表現しています。 衣・食・住につい
ては、時間が無くなって来たので少し説明を飛ばしますが、例えば左下です。これも島袋館長か
ら話を聞きましたが、
「匂いと味が伝わらないんだよ」と。やはりレプリカの展示では難しいので
す。これはレプリカですが、
「これを見終わったあと、食欲が出てきたら是非近くの食堂に行って
ほしい」「地域振興にも役立っている」というようなことをその時にお話されていたのを覚えて
います。
それからこれも大切な展示だと思いますが、人が用をたします。排せつ物が黒豚の餌、アグーの
餌になり、人間が飼育してアグーを食べます。食物の循環構造を見事に展示しています。そして
これは博物館の中というか外というか、
「寄り合い」の場所の一つだったところです。ここに泡盛
が展示されています。泡盛はご存知のように沖縄の地酒です。よーく見ると微妙に量が減ってい
ます。国内には酒造メーカーがやっている企業博物館がありますが、そこでは商品としてのお酒
を試飲することができます。しかし、地酒を飲むことができる公立博物館はここだけだったと記
憶しています。飲んで、しゃべって、楽しんで、学んでいるわけです。皆、飲みながら色いろい
ろな話をします。余談ですが、幼稚園の先生方もよく飲みますね。園の中では私が一番お酒に弱
いですね。

（７）博物館が子どもを育ててきた、この博物館を通過して大人になった、機関紙「ぶりでぃ」がそれを伝
えている

このぶりでぃ子ども博物館は、小学校の５年生を中心に多様な年齢の大人が関わる形で活動が
組み立てられています。幼児は主な対象にはしていませんが、活動はずっと続いています。名護
博物館は、今年で開館 35 年目に入りました。
「やんばるの暮らしと自然」というテーマが書いてあり、昔から使われている農業や漁業の道
具類、それから生活道具などがたくさん展示してあります。
「ぶりでぃこども博物館」活動は、古
い物から学び、将来の地域社会づくりに役立てていく、そのためにこの寄り合いがあるというこ
とを子どもたちに伝えて行く活動です。
この「ぶりでぃこども博物館」がいかに多くの名護市民を育てて来たか、この博物館を通過して
大人になった人たちがどれだけいるか、そんなことを思い知らされるアルバムがたくさんありま
す。その一つ一つをご紹介したいくらいですが、このような活動を継続的にやっているのです。
例えば、昔ながらの農耕機具を使って行う稲作、田植え。沖縄ならではの黒糖づくり、きびしぼ
り。塩田による塩づくりなどがあります。塩づくりも、今ではなかなかできませんが、こういう
体験を通して海水が塩になっていくプロセスを学びます。
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機関紙「ぶりでぃ」はこんなにたくさん発行されています、私が大好きな号は、表紙が子どもた
ちの手のひらでデザインされたものです。子どもたちの手のひらが押してありますが、子どもた
ちが主役、みんなで創った活動という意味がよく伝わってきます。

Ⅵ 結びに代えて
１ 園が行う幼児教育―家庭とは異なる経験をさせて子どもを育てる

園長になった時、
「感動する子ども、考える子ども、行動する子どもがうちの園の目標です」と
いう話を副園長先生から聞きました。その時「あれあれ、地域博物館が考えている子ども像と全
く同じだぞ」
「博物館教育と重なるぞ」と思いました。それで副園長先生に「博物館に行かれます
か」と尋ねると「あまり行きません」
「博物館と幼稚園とは結構、距離があります」というような
答えでした。先にもお話しましたが、それはそうだと思いました。そしてその時に、幼児教育に
おいて育みたい資質・能力について教えてもらいました。
これは文科省の資料ですが、
「幼児教育において育みたい資質・能力」の整理です。大切なのは
「何かに気付いたり、何かが分かったり、何かができるようになる」こと、また「どう考えたり、
試したり、工夫したり、表現したりするか」ということ、そして「いかにより良い生活を営むか」
ということで、
「それらを、遊びを通して全部をつなぎ合わせていくことが総合的な指導であり
保育活動である」と教えられました。そして改訂された幼稚園教育要領を穴があくほど読みまし
た。
しかしなかなか難しいのです。
「10 の姿」というのもなかなか難しいです。しかし、基本的なこ
とは「家庭とは異なる経験が子どもを育てていく」ということなのだと思います。うちの園でも、
名護市博物館でも、やっていることは、その点ではほぼ同じです。家庭では経験しにくいこと、
例えば飼育動物の世話をしたり、野菜を育てたりすることをやっています。昨年だったと思いま
すが、園のガラス窓にぶっかって死んでしまった鳥を子どもが見つけたので、先生が子どもたち
と鳥のお葬式をしていました、ただ、そこで、どうして鳥が死んだのかを子どもと一緒に考える
プロセスを大切にしていました。そして、その鳥を鳥に詳しい附属小学校の先生に来ていただい
て図鑑で一緒に調べていました。
「何でここに突っ込んで来ちゃったんだろう」と、周囲の環境を
考えながら皆で疑問を出し合う時間を持っていました。つくづく、大切な場を創っているなと思
いました。
雑草を使って遊ぶ。泥んこになって遊ぶ。裸足で遊ぶ。そんなことが子どもたちは得意です。そ
ういうことをおやりになっている園も多いと思いますが、やはり家庭ではなかなか経験しにくい
ことだと思います。今はフローリングが一般化していて畳の部屋も少なくなっていて、なんでも
ないところで転んでしまう子どもの数が増えているという話も聞きましたが、幼稚園で子どもた
ちがやっていることは、足の裏の使い方も含めて、いろいろなことに発展していくのかなと思い
ます。
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２ 今日の話のまとめ

（１）幼児教育と博物館教育をＥＳＤ・ＳＤＧｓを媒介に結びつけられないか

今日の話のまとめになりますが、ＳＤＧｓは、これまでご紹介させていただいたことと重なり
合う部分がかなりあるかと思います。特に、幼稚園・こども園・保育園での遊びを通した学び、
それから博物館での遊びと気づき、それから家庭での遊び、これらを上手く結びつけることが大
切だということです。これらを結びつけることを、ＥＳＤ、ＳＤＧｓを媒介にしてできないもの
かと思います。地域の中の様々なレベル、縦、横、斜めの交流とネットワーク、その接着剤とし
てＥＳＤとＳＤＧｓを意識できないかと思います。

（２）幼小接続の接着剤の役割をＥＳＤ・ＳＤＧｓが果たしてくれる

幼児期は学びの芽生えの時期です。周囲が学びや生活における自発的活動を援助します。自分
やお友だちとの関わりや自然や身の回りのものとの関わりの中で、子どもたちは遊びます。
「遊
び込み」ます。あるいは、附属幼稚園がよく使う表現ですが「遊びきり」ます。園の先生からは
反省会や職員会議の席で「今日の遊びは充実していた」という表現がよく出ます。それで「遊び
が充実していたって何なのですか？」と尋ねることがありますが、うまい言葉が返ってきません。
しかし私は、現時点ではそれでよいのだと、それが答なのだと思っています。無理に言葉にする
必要はないかもしれないと思っています。子どもの笑顔、満足げに腕をふりながらお家に帰って
いく姿、その姿が、遊びが充実していたことを代弁しています。
特に砂場の遊びは面白い。子どもたちは砂場で河川工学の勉強をしています。
「こっちへいくと
水が溢れちゃうよ、なんで？」は、もう立派な問いかけで、まさに学問の入り口です。そのよう
な遊びの体験を積み重ねていくことがものすごく大切です。五感を使って体験的な遊びを行い、
その経験知を積み重ねていくことが大切です。教師はそれを支援はするけれども、指示的に手を
出さない。何かを教え込まないということが大切だということも園の先生方から学んだことです。
幼稚園における自覚的な遊びと小学校の教科学習や総合的学習の時間とをつなぐ接着剤。その役
割をＳＤＧｓ、ＥＳＤが果たしてくれるのではないか。私はそう思っています。小学校低学年で
の遊びを通した学び、そこに繋がる幼児期の教育、幼少接続のキーが、このことではないかと思
っています。

（３）博物館教育には幼児教育とは違う教育力があるから、幼児教育を行う施設はこのことを再認識し
博物館、特に地域博物館とつながると良いのでは

博物館教育活動と幼児教育との連携はこれまで申し上げた通りですが、今日強調したいことの
一つは「博物館は人の育ちに必要不可欠だ」という考えかたです。しかしこの考えかたを、学校
の先生方や幼児教育の先生方にはなかなか持っていただけません。この考えはアメリカで聞いて
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きたものですが、
「博物館は人の成長に必要・不可欠だから、これだけの寄付をするのだ」という
ようなことも聞きました。
博物館には幼児教育とは違う教育力、実物を通した教育力があります。
「実物を通した」という
意味では幼児教育もほぼ変わりませんが、博物館には、本物というか、そのことの多様性という
か、幅広い専門家とバリエーションが存在します。幼稚園・こども園・保育園と博物館の共通点
や相違点を探り、博物館そのものを再認識することで、幼児教育の現場と博物館、特に地域博物
館との間に、これまでとは異なる次元での繋がり方ができるのではないかと思います。

（４）「10 の姿」に縛られない、一つの考え方として捉えるに留める

「幼児期の終わりまでに育ってほしい 10 の姿」について、園の先生方と話すことがあります。
私は、
「10 の姿」に縛られ過ぎて、それにあてはめていくような発想の保育になってしまうと幼
児教育の本質から外れるのではないかと思っています。幼児教育にほとんど経験のない私がこん
なことを言ってもいいものかどうか。そして、感覚的な物言いになってしまい申しわけありませ
んが、それらに縛られ過ぎるということではなく、やはりそれを一つの考え方として捉えること
に留めることが大切なのではないか。子どもの姿を分解せずに、全体として、
「人」として捉えて
行く発想が大事なのではないかと思っています。名護博物館の活動からもそのことを学びました。
結果として、そうすることが「10 の姿」を実現していくための方策を考えて行く一つのきっかけ
になるのではないかと思います。附属幼稚園での研究テーマもそうですが、このようなことを志
向する中で、
「10 の姿」についてうまく工夫しながら保育を展開ができないものかと思います。

（５）幼稚園やこども園で取り組んでいる子どもたちの身近な活動と博物館活動とをＳＤＧｓで価値づけ
て見直してみる

5 つ目は、幼稚園やこども園で取り組んでいる子どもたちの身近な活動と博物館活動とをＳＤ
Ｇｓで価値づけて、見直してみることです。もう実際におやりになっていると思いますが、ＳＤ
Ｇｓをフィルターにして、園での実践を意味付け、位置づけ直すことでいけるのではないかと考
えています。幼稚園での私自身の研究課題の一つにしよう思い、問題提起をさせていただきます。

（６）植物や動物、自然環境に対する子どもの驚きや気づきと感動、そこから出てくる言葉を大切にする
保育に心掛ける、そのために博物館の学芸員の力を借りる

6 つ目ですが、幼児教育の段階では植物や動物、自然環境に対する子どもの驚きや気づきや感
動、そこから出てくる言葉を大切にする保育を心掛けたいということです。
その際には、実物のある博物館をできる範囲で、入り口としてでも構いませんので活用してい
ただきたいと思います。博物館学芸員も、これまで以上に、幼児教育への理解を進めることが大
事です。学芸員は幼児教育のことを、私と同じでほぼ知らないと思います。学芸員時代、私が一
番困ったのが特別支援学校の子どもたちを迎える時でした。目の見えない子どもたちに、物をど
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ういうふうに説明するか、言葉の壁にぶつかりました。それは、資料や作品の向こう側にいる「人」
を、博物館は大切にしないといけないのだな、ということに気づかされることになった出来事だ
ったのですが、言葉がまだ十分に発達してない子どもたちにどのように伝えていくか、パフォー
マンスも含め「伝える力」が学芸員には必要だと思っています。
園側が博物館に行くだけではなく、学芸員にも幼稚園に来てもらってよいと思います。ものを
媒介にする保育活動に一緒に参加してもらうようにする。互いに学ぶことが多い場面が作れるの
ではないかと思います。持続可能な社会をつくる意欲、実践力、体力の育成を図ることが小学校
のＳＤＧｓ、ＥＳＤの目的の一つですが、幼児教育段階ではその基礎を育む自然環境に対する「し
なやかな心とその心に連動する体の動き」
、
「あっ、これ面白いから、拾ってみよう」という行動 、
そうしたことが育まれることが大切だと思います。

（７）何をどのように学ぶか、そのプロセスがＥＳＤであるか否かの鍵、幼児教育にＥＳＤが活用できるこ
とを再発見してほしい

最終的にはこれが結論なのですが、私はこのことを突き詰めて考えてきました。何かを「やって
いるからＥＳＤだ」
「こういうパンフレットを作ったからＥＳＤだ」というのではなく、あるいは
「ここに連れていったからＥＳＤ」というのではなくて、
「何をどのように学ぶか」というプロセ
ス、それこそがＥＳＤであるかどうかのカギではないかと思います。
ＥＳＤは幼稚園でも十分可能だと思います。それを再発見していただければと思います。遊び
を通して学ぶプロセスを大事にする幼児教育は幼稚園教育要領改訂でも一つの柱になっており
ますが、博物館教育との共通性を確認し、拙い話を終わりたいと思います。ご清聴ありがとうご
ざいました。
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講演４
日本平動物園が果たしてきた役割とこれからの役割
～動物を通して考えるＳＤＧｓ～
静岡市立日本平動物園 園長 柿島 安博 氏

Ⅰ 講師紹介
１ 田宮による紹介

開会行事でも紹介しましたが、11 年前より動物園とのかかわり中で、ESD に関する教員研修会
や研究活動をいたして参りました。また、飼育担当課長時代の柿島先生のバックアップにより、
科研費の生活科の動物飼育に関する研究も進んだと言ってもよいと思います。
今回のフォーラムもお忙しい中、おいでいただきました。ありがとうございます。
午前中までのフォーラムの企画は、どちらかというと教育の専門家向きだったと思います。関
係者ならば、わかる言葉での話だったかもしれません。柿島先生は、専門性を背景としながらも、
一般の方にもわかりやすい言葉でお話をしてくださいます。楽しんでお聞きいただければと思い
ます。
さて、講師紹介につきましては、毎日新聞の記事を参考に紹介させていただきます。
県内の高校卒業後、北海道の大学で獣医学を専攻、ホルモン代謝や消化酵素など生理学の研究
に尽力され、大学院修了後は静岡市役所に入庁。保健所に配属、2006 年の人事異動で日本平動物
園勤務。その当時は、40 代が半ばでの異動に「この年齢でいくのか」という戸惑いがあったと振
り返っておられました。趣味は、スキー、2009 アルベールビルオリンピックのスキー会場ヴァル
=ディゼールに１週間こもってスキーをなさるなど、上級者のスキルをお持ちと噂では聞いてお
ります。ただ、動物園に勤務されてからは、多忙のため「一度も行けていない」と新聞には掲載
されておりました。
柿島先生、ご講演、よろしくお願いいたします。
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Ⅱ 日本平動物園の歴史と特徴
１ 講演概要

私の話にはＳＤＧｓという言葉が出てこない、気づくところを感じてほしい

日本平動物園園長の柿島です。早速お話のほうをさせていただきます。講演と言ってもほとん
どが動物園の宣伝ですのでお気楽にお聞ききください。
タイトルは「動物園が果たしきた役割とこれからの役割～動物を通して考えるＳＤＧs」と、凄
いことが書いてありますが、ＳＤＧｓという言葉は特にこの中に出てきませんので、気づくとこ
ろを感じていただければと思います。

２ 静岡市立日本平動物園の歴史と特徴

（１）設立と再整備

昭和 44 年に市政 80 年周年記念として設立、平成 19 年から再整備を始め 25 年にリニューアルオー
プンし、今年で 50 年目を迎えた

まず日本平動物園の概要です。市内児童の１円募金から始まりました。市政 80 周年記念として
昭和 44 年 8 月 1 日にオープンし今年ちょうど 50 周年で、8 月 1 日に記念式典を行い、1 日、2 日
は無料の入園日としてお祝いしました。
今年１年は 50 年の祝いの年ということでいろいろなイベントをやっていますが、それについて
は、後ほどお話させていただきます。
園の再整備が平成 19 年から始まりました。静岡は地震が心配されていまして、園の耐震性能が
ずっと気になっていたところでしたが、政令市への移行にともなう合併特例債で国からたくさん
のお金を借りることができ、ようやく再整備にこぎつけ、平成 25 年 4 月にリニューアルオープ
ンしました。

（２）特徴

展示数は 151 種約 700 点、中規模でコンパクトな動物園

本年 9 月 31 日現在の展示数は 151 種約 700 点です。ほ乳類、鳥類、爬虫類で、爬虫類が多くは
虫類館がリニューアルしています。ＪＡＺＡ（日本動物園水族館協会）に加盟する動物園（91 園）
の中でこれだけの展示数を持つ動物園は決して広くない中で、10 何番目かというところで頑張
っている動物園になります。
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リニューアル後に行かれたことがある方、ちょっと手を挙げていただけますか。
(挙手を確認)
半分以上いますね。ありがとうございます。非常にコンパクトな動物園なので、1 時間から１時
間半で全部見て回れるという手軽さがあると思います。

Ⅲ 動物園の４つの役割
１ ４つの役割の概要

① 種の保存、②教育、③調査・研究、④レクレーション

動物園の４つの役割、これは全国共通というか世界中の動物園の共通の役割です。
まず、①種の保存、希少種の繁殖、自然保護、そして②教育・環境教育、動物通しての情操教育、
環境教育、③調査・研究、種の保存・環境教育のための調査・研究、そして④当然、レクレーシ
ョン。普段見られない動物園を見て楽しんでもらうということです。
当然、50 年前の開園当初の一番の目的が、レクレーションでした。子どもが非常に多くて、う
ちの動物園も開園当初の入園者数が一番多く 80 万人ありました。しかしそれからずっと右肩下
がりで、リニューアル前は 48 万人程度にまで下がってしまいました。リニューアルオープンし、
猛獣館がちょっと人気だったのそこで 160％アップ、72 万人ぐらいに回復しました。しかしその
後 65 万人とかを保っていたのですが、５年も新しい設備がないとまたちょっと下がりぎみで、
今はなんとか減少を食い止めようと、イベントなどのソフト面を、一生懸命にやっているような
段階になっています。
以下、４つの役割についてそれぞれ述べます。

２ 種の保存への取り組み

（１）血統登録と個体群管理

種の保存の取り組みは全国というか世界中の動物園で取り組んでいることです。血統登録と個
体群管理、種別計画管理を行っています。当園はレッサーパンダとオオアリクイの種別計画管理
舎を整備し、全国の動物園の同動物の管理をしています。
「種・個体群の維持」というのはちょっと分かりにくいですが、これはまた後で詳しく説明しま
す。
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（２）繁殖個体の野生復帰

繁殖個体の野生復帰ということで、カンムリシロムクやコウノトリ、ライチョウやトキなどの
野生復帰の管理をしています。
うちの園の熱帯鳥類館にカンムリシロムクがいますが、このカンムリシロムクの繁殖センター
が横浜にあって、そこで繁殖させてバリ島に返すという事業をやっています。一時、カンムリシ
ロムクはバリ島で十数羽まで減ってしまい絶滅寸前だったので、そこで保護活動が始まりました
が、日本の動物園でも、特に横浜動物園を中心にジャイカと連携して保護活動が始められました。
うちの園でもカンムリシロムクは、過去には繁殖個体を横浜に返し、横浜からバリ島へ返したと
いう経緯もあります。
とても白くてきれいな鳥でペットとして乱獲されてきた鳥です。当然インドネシアの保護政策
も今進んでいまして、保護区では数百羽のカンムリシロムクが飛び回っている様子が見られると
ころまで回復しています。これも動物園の協力によって行われている例です。
コウノトリとかトキもよく新聞記事になっていますが、コウノトリは兵庫県のコウノトリが有
名です。トキは、動物園で言うと、石川動物園とか多摩動物公園が頑張って人工繁殖をさせてい
ます。トキはご存知のように日本の種は絶滅しましたので、中国からペアを取り寄せそこから人
工保育で繁殖が始められました。昨年あたりは繁殖個体がもう 400 羽以上、飛び回っている姿が
確認できていると言います。これは野生復帰の成功例で、この取り組みも動物園では行っていま
す。
ただすべて動物園で繁殖ができるわけではなく、得意不得意もあり、また飼育スペースの関係
もあって、何ができるは検討しながら取り組んでいます。

（３）地域の動物保護への取り組み

ア サンショウウオ

地域の動物保護への取り組み。例えばサンショウウオですが、広島市の安佐動物公園などはオ
オサンショウウオの繁殖が、動物園の中では唯一できている動物園です。オオサンショウウオを
全国の動物園が飼育していますが、全てこの安佐動物公園から行ったサンショウウオです。ペア
リングが難しくて、動物園の中ではなかなか繁殖させることができない動物です。清流などの良
い環境がないとできないので、どこでもできるという動物ではありません。

イ ツシマヤマネコ

ツシマヤマネコは絶滅危惧種ということで、これは津島のほうで、九州の動物園が中心になっ
て繁殖事業を行っています。あとニホンライチョウ、これは時々、新聞に載るんですが、乗鞍の
大町市博物館とか石川動物園、また上野動物園、富山市動物園とかも、その辺が中心になって今、
繁殖事業に取り組んでいます。繁殖事業は環境省がバックアップして行う事業です。
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スライドの写真はオオサンショウウオの卵です。ここにいるのがツシマヤマネコです。当園に
ツシマヤマネコはいませんが、亜種でツシマヤマネコに非常に近い種類のアムールヤマネコはい
ます。ツシマヤマネコの繁殖を、実験的にといったら言葉が悪いですが、アムールヤマネコの繁
殖を基に進めていくこともあります。
ちなみにニホンライチョウの繁殖も、ニホンライチョウの卵をいきなり山から持ってきて繁殖
実験をやるわけにはいかないので、ノルウェーのスバールバルライチョウの飼育を何年か研究し
て、その繁殖した成果をもってニホンライチョウの繁殖に取り組むという方法を取るので、実際
に繁殖できるまでには数年の長い年月かかっています。
動物園の「種の保全と取り組み」という一つの役割は、絶滅の恐れがある希少動物を増やすこと
です。

（４）血統登録・種別計画管理の詳細（レッサーパンダを例に）

ア 個体ごとに番号を付け親が分かるように血統登録をする

血統登録、種別計画管理について、レッサーパンダを例に、簡単に説明します。
種別計画管理は希少動物の繁殖をコーディネィトすることです。まず個体番号を付けます。例
えばお父さんが 11 番でお母さんが 22 番とすると、その間に生まれた子に 95 や 96 という番号を
付けます。レッサーパンダは通常 1 頭か 2 頭、子を生みますが、国内ではレッサーパンダの飼育
園がどんどん増えていて今、65 園ぐらいあります。そして繁殖個体は 265 頭いて、順調に繁殖に
成功し増えている種になります。今、県内でも続々増えていて、シャボテン公園さんとかも最近、
飼い出しましたし、富士サファリさんも飼っています。近隣だと豊橋動物公園さん、名古屋の東
山動物公園さん、そのへんも今年飼い出したところです。

イ 繁殖は他の園から血の離れた個体を借り入れて行う、また他の園に自園の個体を貸し出す（ブリ
ーディングローンという）

さて、11 番と 22 番と番号を付け血統登録した親、このペアの繁殖が順調にいっている場合はい
いのですが、だんだん高齢化して来て、次の世代の更なる繁殖を目指そうという時は、その子ど
もの相手を他の動物園から探してきます。血統的に近いところは当然、困るので、離れた血統の
個体を連れて来ます。
他の動物園から繁殖目的で借り受けることをブリーディングローンと言います。繁殖のため行
う貸し出し契約を我々は「ＢＬ」と言っていますが、ＢＬは通常 5 年ぐらいの契約です。例えば
こちらのペアを上手く繁殖させようと思ったら、同じく他の繁殖させたいペアがいる園にブリー
ディングローンで貸し出します。飼育スペースがたくさんあり飼育員がたくさんいるところでし
たら、
「この個体も繁殖させたい」
「あの個体も繁殖させたい」と、幾つも獣舎を作ってやりたい
ところですが、現状はそういうわけにはいきません。それなので、飼育したい種をどんどん増や
し他に貸し出して繁殖に貢献してもらう、これが種の保存に繋がるということになります。
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ウ 良いペアは毎年子を産むがその場合貸し出す個体が同じ血統になるという弊害があるから、種別
計画管理者はそうならないように繁殖調整を行う

ペアの間に生まれた子どもに番号を付けます。レッサーパンダの場合、上手く行くと毎年繁殖
できます。なので子どもを育て離乳もし、1 歳ぐらいになると他の動物園に貸し出し、またこの
同じペアで次の繁殖を目指していく形になります。良いペアは毎年のように子ども産んでくれま
す。しかし弊害があります。というのも、日本国内の他の園に貸し出す動物がみんな同じ血統に
なってしまう、同じ血統ばかり増えても困ります。そこである程度、繁殖調整をしなければなり
ません。他の血統を見て、このペアの血統が日本国内に広がってもいいとみられれば、このペア
の繁殖を頑張って推進する形をとります。そういう調整をすべてやるのが種別計画管理でそれが
管理者の仕事になります。

エ 日本平動物園のレッサ―パンダたち、他園に貸し出すときは家系図を示している、個体により性格
が違う、千葉に行き有名になった風太、千葉から来た風太の孫で好奇心旺盛なスミレ、動物交換でア
メリカから来たホーマー、その子のホーリー

これがうちの園のレッサーパンダの家系図です。ここに風太（♂）がいます。風太の名前はご存
知だと思いますが、千葉に貸し出して、2 本足で立ち上がる姿で大ブレイクし、向こうで大人気
になりました。風太の孫が今、戻って来ています。スミレという個体です。スミレは２、３年前
の暮れに脱走しました。職員全員を呼び出して捜したところ、裏山の 30ｍぐらいある竹の一番上
につかまって笹を一生懸命食べていました。ものすごく好奇心旺盛で、隙あらば逃げようという
個体です。５年くらい同じところで飼っていましたが、他の個体は一切そんなことはなかったの
ですが、この子を入れたら逃げ出しました。その後も危うく逃げ出すところまで行ったことがあ
ります。それ以来、この子には天井がない展示室に入れるのは無理だとなって、今は残念ながら
天井を囲った網の展示室に展示しています。
個体によって性格がものすごく違います。全部違います。もの凄くおとなしい子からとても好
奇心旺盛な子までいます。あとでちょっと出てきますが、このホーマーという子はアメリカから
来た個体です。動物交換できています。レッサーパンダは国内産の個体をずっと繁殖して来てい
るので、アメリカの血が入るのはこの子が初めてです。この子との間に生まれた子がホーリーで
す。
今、名前を募集している子がいます。双子で生まれたのですが、1 頭は弱くて生まれて直ぐに亡
くなってしまいました。今この子を公開して名前の募集をしています。生まれて 3 か月ぐらいに
なります。
こんな家系図作って、色んな動物園に見て貰い、貸し出しています。
貸し出したり他の動物園から来たりと、こういう形で、繁殖個体を全国の動物園に動かして調
整しています。
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３ 教育

（１） 教育

ア ふれあい動物園では情操教育に力を入れているーウサギを抱いたりヤギにエサをやったりしても
らう

当園は、幼児動物教室やふれあい動物園に力を入れています。幼児動物教室・ふれあい教室は小
動物とのふれあいを勧めるところです。ウサギを抱っこしてもらったり、ヤギに餌をあげたり、
ポニーに乗馬したり、というようなことをやっていまして、年間 150～160 回行い、年間 4,500～
5,000 人に来ていただいています。情操教育に力を入れています。
幼児・子どもだけでなく一般の方ももちろん触れ合うことが出来ます。動物に触れ合うことは、
動物の福祉の面からは長々とやることはできませんので、午前中 1 時間、午後 1 時間と、時間を
限ってやらせていただいています。ふれあい館にはタッチコーナー、ホールドコーナー等があり、
ふれあうことができます。
これはカビバラです。50 周年記念ということで、羊舎を改修して、冬は温泉になるプールを作
り、ここに 4 頭のカピバラを入れて今、展示しています。

イ ふれあい動物園は動物園の中のもう一つ別な動物園

野生の動物は基本的には決して触ることができませんが、このふれあい動物園は別な動物園と
いう考え方を我々はもっています。家畜とかペット系の動物に触れあっていただき命のぬくもり
を感じてもらえる動物園ということで、動物園の中に 2 つの動物園があるという感覚で運営して
いますので、カピバラに関しては今、直ぐには触れられませんが、凄くおとなしい動物なので、
やがては触っていただいたり、餌をやっていただいたりするということを考えて展示しています。

（２）環境教育

諸種の環境問題と環境教育、学校は環境教育を行うが動物園は環境問題に気づきの場を提供する

次は環境教育です。生物多様性の危機、この辺のことを来園者に伝えたいと思い、わたしが講演
するときは必ずお話をさせていただいています。
人間活動による 7 つの脅威、種の絶滅の原因になることですが、当然、人間活動によって多く
の生物が絶滅しかかっています。➀生息地の破壊、②生息地の分断化、③生息地の悪化と汚染、
④地球規模の気候変動、⑤生物の乱獲、⑥外来種の移入、あと⑦病気・疾病です。
生態系の危機は皆さんご存知のように森林伐採であったり、土壌・海洋汚染、乱獲、密漁、外来
種によって固有種が絶滅してしまうとか、あと地球温暖化の危機は、猛暑、ゲリラ豪雨、最近来
ている大型の台風とか、オゾン層の破壊などから来ています。あと資源浪費による危機、化学物
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質、ゴミ問題、今とても話題になっている海洋プラスチック、マイクロプラスチックの問題、そ
れとエネルギー消費、開発途上国の環境問題、有害廃棄物の越境問題などがあります。
動物園が取り組む環境教育としては、当然、生物多様性、生態や生息地の問題、この辺が話しや
すいので、我々はこの辺を中心に話をさせていただいております。
動物園の任務は本来、環境教育ではなく、我々は気づきの場を提供しているところです。環境教
育を詳しく行うところは学校なので、この辺の教育には学校にしっかり取り組んでいただきたい
と思っています。

人間による 7 つの脅威

ア 乱獲や密猟―トラ、ゾウ、サイの骨やキバ（象牙）や角の密猟、背景に貧困がある

人間による７つの脅威としてまず、乱獲や密猟があります。毛皮とか装飾品、薬として動物の命
が奪われます。昔は 10 万頭いたトラも今は 3,000 頭で、絶滅の危機となっています。この写真
はゾウの象牙です。アフリカゾウは昨年度は２万頭が密猟で殺されているといわれています。あ
とサイの角です。サイの角やトラの骨などは薬になるということで密猟されています。サイの角
は現地の人にとっては１個売れば１年間生活できるほどの高価な値が付くので密猟が減らない
原因にもなっています。ワシントン条約（絶滅のおそれのある野生生物の種の国際的取引に関す
る条約）による取り締まりが非常に強化されて研究目的でないと輸出入はできないという状況が
ありますが、それだけに野生生物には付加価値がついて価値が上がり、かつては 1 個売れば 1 月
生活できたのが、今では 1 年生活できるようになっています。そして密輸の方法も段々込み入っ
て見つかりにくくなっている状況も出ていることがあるようです。
写真はヨウムです。オオムの中でも一番よく喋る賢いオオムでペットとして乱獲され絶滅の危
機になっています。あとはホウシャガメとか。こういうものの乱獲は減るどころか、どんどん増
えています。これは生活の貧困、その格差から来るものの一つです。

イ 環境破壊―焼き畑による森林（生息地）の分断とオランウータンの絶滅の危機、土壌汚染・海洋プ
ラスチック問題など

これは焼き畑の写真です。パーム油を取るために、アブラヤシの畑の開発を焼き畑をして行っ
ているところです。焼き畑によって森林が減ってしまっています。スマトラ島やボルネオ島が知
られています。それによって森林が分断され、オランウータンの絶滅に繋がるということが起き
ています。生息地の分断化です。
これは土壌汚染、海洋汚染などです。ウミガメがネットに絡まっています。これはプラスチック
ゴミです。５㎜以下のプラスチックをマイクロプラスチックと言いますが、5 ㎜以下どころか髪
の毛よりも細いマイクロプラスチックは今、もの凄く問題になっています。今まで確か 83 億ト
ンほどのプラスチックが生産され、その内の 70％、53 億トンが、地球上にまだ残っている状態
だそうです。
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ウ 外来種―カメ、アライグマ、ブラックバス、ホテイアオイ、海外が困っている日本から行った外来種・
ワカメ

これは外来種です。アメリカ、ミシシッピアカミミガメ（ミドリガメ）です。下はアライグマ、
これも特定外来種です。ブラックバス、これも特定外来種です。あとホテイアオイ、これもそう
です。
日本の亀の固有種というとイシガメだけでしたが、今は国内にいろいろなカメがいます。クサ
ガメははるか昔に中国・大陸から来たといわれていますが、日本固有種であるイシガメの生息数
はかなり減っています。アカミミガメは普通の外来種で特定にはなっていないのですが、皆さん
よくご存知のカミツキガメとかワニガメは特定外来種で駆除の対象なっています。問題は特定外
来種になっていなくても今だにアメリカから輸入されているミドリガメです。昔、お祭で売って
いて、ペットとして飼われていましたが、これが大きくなり飼えなくなって川に捨てられ、川で
一番多く生息してしまっています。これが非常にグレーゾーンで今、問題になっています。
日本国内の外来種とは逆に海外で外来種として困っているのはワカメです。日本人でしたら大
喜びでとって食べると思いますが、ヨーロッパなどでは絶対に食べないのでただの外来種で、問
題となっています。船のバラスをとる必要から、日本の海から海外の海に持ってゆき、これが非
常に繁殖してしまって外来種となっている例です。こんな逆の例もたくさんあります。

エ 地球温暖化―ホッキョクグマとワモンアザラシの捕食関係〜氷が溶けホッキョクグマはワモンアザ
ラシの狩りができなくなっている

地球温暖化、これは二酸化炭素の滞留、排出の温暖化現象です。これはちょっとデータ的に古い
かもしれませんが、北極の氷がどんどん溶けているという写真です。温室効果ガス、200 年前の
地球はここで熱吸収をしていましたが、いまは吸収されなくなって地上にまで届いてしまってい
るというしくみになりました。
よく温暖化の象徴になるのがホッキョクグマです。ホッキョクグマが絶滅しかかっていること
と地球温暖化とがどういう関係にあるかというと次の通りです。
ホッキョクグマのエサはアザラシです。実際にエサになっているのはワモンアザラシです。ア
ザラシは哺乳類で肺呼吸をしますので息継ぎをします。30 分以上、水の中に潜っていると言われ
ますが、息継ぎのために氷の空気穴から顔を出します。ホッキョクグマはとても鼻がいいのでア
ザラシの臭いを感じて、アザラシが呼吸するために頭をこの穴からポッと出すのを待ち伏せてい
て、出したところをガツンと一振りしてアザラシをしとめます。アザラシはそれでのびてしまい
ます。そうやって狩りをするといわれています。
ちなみに、当園の猛獣館の２階にアザラシの体験コーナーがあります。行ったことのある方い
ますか？若干いますね、是非、猛獣館の２階に行ってみてください。２階のブースでホッキョク
グマがアザラシの狩り方の解説もしています。ホッキョクグマは氷が溶けてしまうとアザラシの
狩りができなくなってしまうわけです。もちろん泳ぎは得意ですがアザラシの泳ぎに敵うわけは
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ありません。どう考えてもホッキョクグマは氷の上に寝そべっているアザラシを狙おうとします。
ホッキョクグマは気配を消してそろそろと泳いでアザラシに近づいて行きます。ロッシーが背泳
ぎをしているのを見たことがありますか。泳ぐのが大好きで鼻先だけを出して泳いで行くのです
が、そういう泳ぎ方をして姿を見せずに息継ぎしてそうっと近づいて狩りをする。アザラシも気
がついてパッと逃げます。狩りの成功率がなかなか上がらないということで、餓死してしまうホ
ッキョクグマが増えているわけです。結構、ガリガリに痩せたホッキョクグマの映像があります
が、そういうところが大きな原因なっています。猛獣館の１階のコーナーでは、ホッキョクグマ
と地球環境についてまとめた 5 分ぐらいのビデオをいつも流しています。まだ見ていない方がい
たら是非このビデオ見てください。完結によくまとまったビデオだと思います。猛獣館を開園し
た時からの映像でデータ的にはちょっと古いですが、内容的にはなんら変わっていません。

４ 調査・研究

（１） 大学と連携して行う

調査・研究を大学と連携して行っています。動物園独自でやるのはなかなか難しいことです。残
念ながら人もたくさんいません。獣医も何名かいますが、動物病院で飼育動物の世話とか、怪我
をした野生の動物を県から委託を受けて治療して返すというような野生鳥獣の保護の仕事もや
っていますので、なかなか手がまわらないところがあり調査研究は大学と連携してやっています。
繁殖サイクルが解明されたことや人工繁殖技術が進歩したので、今まで繁殖が難しかった小動物
の繁殖について取り組もうといまやっています。
繁殖はホッキョクグマがとても難しいです。サイもそうです。オランウータンもそうです。レッ
サーパンダは最近、飼育園館も増え人工保育のミルクも開発され、整ってきて成功率がかなり上
がっています。

（２） 調査・研究対象

ア 尿・便中のホルモン検査

何をやるかというと、尿・便中の性ホルモンの検査です。人間みたいに毎月採血して数値を測る
ことができればいいのですが、そう簡単にはいきません。ホッキョクグマなどの身体検査を行う
時は通常、麻酔をかけて倒してから行わなくてはなりません。ただこれは今ちょっと進んでいま
して、一番最後に話しますが、ハズバンダリートレーニングを行って採血する方法がどこの園で
も今、取り組まれています。 今はサンプルを大学に送って、尿とか便中のホルモン量を分析して
もらう方法がほとんどです。
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イ 卵子・精子の凍結保存

希少動物の配偶子回収、卵子・精子の凍結保存もやっています。例えばゴリラとかオランウータ
ンとかホッキョクグマとか、非常に希少な種、どんどん絶滅していって、この先、地球上からい
なくなってしまう可能性が高い種です。動物園で飼育しているそういう動物については、卵子と
か精子を回収し、液体窒素で、マイナス 186 度で凍結保管します。牛の人工授精なんかでもよく
やる精子を液体窒素で保管する方法を小動物にも適用してやっています。亡くなった飼育個体の
ものはすべて保管してあります。万が一地球上で絶滅した時に、その方法でその種を復活させる
ことができます。動物園の中で保存してあった精子と卵子を人工授精させることによって本物が
生き返るわけですから、こういうことで、将来のこと、50 年、100 年先を考えて、こういう取り
組みも今は行っています。

（３） ホルモン調査と行動

行動と関連したホルモン調査を行っています。当然、ホルモンと行動は密接に関係しています。
動物の発情期というのは行動でも分かります。多くの動物の場合、発情期の行動とこのホルモン
の数値はリンクするので、適正な交尾時期であるとか出産時期を判断していけます。こういう関
係を調べて、繁殖に活かします。
今ホッキョクグマの雌はお客さんには見られない状態です。繁殖準備ということで閉じ込めて
あります。これはバニラですが、バニラの便を回収して今、岐阜大の先生に頼んで数値の変化を
みてもらっています。ホッキョクグマやレッサーパンダには偽妊娠があります、偽妊娠は人間の
偽妊娠と同じですが、もっとリアルで、ほんとにお乳がはってお乳が出たり、ほんとに産むよう
な行動をとったりしますが、空振りという場合も多いです。ホッキョクグマの場合は、そんな偽
妊娠もあるので、そういう時にもこのホルモン調査を行って本当に妊娠しているかどうかを調べ
ることができます。ただ偽妊娠の時もホルモン数値は上がりますので、偽妊娠かほんとの妊娠か
は分かりません。しかし全く生む気配がない場合はホルモン値も全く上がらないので、その区別
だけはつきます。ただ、ホルモン値が上がったからといって、ほんとの妊娠であるか偽妊娠であ
るかの区別はつきません。

（４）展示動物の維持

ア 国内―ブリーディングローンによって他園と協力しながら維持する

展示動物の維持については先ほどちょっとお話ししましたが、ブリーディングローンで、国内
だけでなく海外の動物園とも連携して動物を導入し、繁殖によって個体数を維持する取り組みで
す。繁殖のための貸し出しもブリーディングローンです。例えばうちもオオアリクイをやってい
ますが、昔はもちろんうちにもいたのですが、亡くなってからは、雄は東山動物園さんから、雌
は沖縄の動物園から借りた繁殖個体です。今、こういうことで、他の動物園から借り受けてやっ
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ているのが 25 種 25 点あります。そして他方、26 種 64 点を国内の動物園に貸し出しています。
お互いにそういう協力をしながら展示動物の維持をしています。

イ 海外―国の保護政策や検疫の問題で動物を入れることは難しくなっている

高齢化が各動物園で問題になっていますが、免疫の問題とかワシントン条約の問題があって、
海外からなかなか動物が入りません。また安易に動物を出さない原産国の保護政策が勿論ありま
す。動物園の場合は調査・研究・繁殖が目的なのでワシントン条約などは勿論クリアする場合が
多いのですが、その国の事情によって出せない、或いは検疫の問題があって出せないという場合
が非常に多いです。今、豚コレラとか鳥インフルエンザとか、いろいろ家畜の病気が問題になっ
ていますから、そういう検疫上の問題からも、おいそれと出したり入れたりすることはできなく
なっています。特に日本国内が清浄国だったりすると、動物を入れること自体が非常に難しいで
す。そういうことで、なんとか国内と連携しながらやっています。
先ほど、ホーマーは動物交換でアメリカから来たといいましたが、これは当園の雌の個体とア
メリカの個体を動物交換によって、新しい血を入れたということです。これはオオアリクイです
が、今年生まれている「ブンバ」というオスの子は、人工保育になってしまいました。レッサー
パンダですが、これがちょうど巣箱から出てきたときの写真です。今はもう３カ月以上経ってい
ますのでお母さんと一緒に懸命にじゃれています。是非見に行ってあげてください。名前を募集
していますので、この子に良い名前つけてあげてください。

Ⅳ 再整備した動物園
1 再整備の概略

ここからは再整備した動物園についていろいろな写真をお見せします。
６年間かけて再整備しました。概略を申し上げると、21 年に猛獣館を作り、22 年にフライング
メガドームと爬虫類館、そのあと 23 年にエントランスゲート、ふれあい動物園、24 年にレッサ
ーパンダ館、ペンギン館、ビジターセンター、オランウータン館…と、整備しました。

２ 展示のコンセプト

（１） 迫力としなやかさを間近で見て貰い、驚きと感動を与える展示（ジャガー・ピューマ）

見ていただければ分かると思いますが、猛獣館なんかもガラスやフェンス越しにまじかに見て
貰うようになっています。展示のコンセプトとしては、上からとか下からとか、色んな角度から
動物を見て貰います。生息環境もできるだけ再現した作りになっています。
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ジャガーは木の上にいるので、擬木を這わせて、お客さんが下から見上げる形にしてあります。
と同時に、ジャガーにとっては、木の上から獲物を狙っている作りになっています。ピューマは、
岩場のジャンプを見て貰うような作りをしています。

（２） 隣接飼育し捕食関係を理解してもらう展示（ホッキョクグマとアザラシ）

ホッキョクグマとアザラシです。捕食の関係を見て貰いたかったので、ガラス一枚越しにアザ
ラシとホッキョクグマを展示しています。これは国内で初めてやったことだと思います。でも残
念ながらホッキョクグのエサであるワモンアザラシが手に入りませんでしたので、ゴマﾌアザラ
シを展示しています、ゴマフアザラシは実際にはかなり温かい海域に生息しているのでエサには
なりません。それで表示は「ゴマフ」を省いて、ただ「アザラシ」という表現にさせていただい
ています。
最初、アザラシを入れた時は大丈夫かな、ストレスになるんじゃないかなという心配がありま
した。当然そういう話もあったのですが、最初の 1 週間ぐらいアザラシはかなり警戒していたん
ですが、ガラス越しに見ても安全だと分かったあとは、何のこともなく普通に、お互いに生活し
ています。ロッシーがアザラシを襲うような素振りも全く見せません。もしなにかあったら、い
つでも塞ぐことはできるので、塞ぐことを覚悟でこうしたガラス展示にしました。しかしそうい
う心配もなく、エサ食いも普通になりましたので、この展示を続けさせてもらっています。

（３）行動展示（アザラシ、ホッキョクグマ）

あとは行動展示です。
「生態行動学展示」というような表現をしますが、写真にあるような展示
方法です。アザラシは垂直で 50ｍほど潜ります。本来が縦の泳ぎをすごくします。それで魚を獲
ります。今まで浅いプールにいて背中しか見えないような展示の仕方をしていたのですが、深い
プールを使うことで、こういう展示にしています。プールの深さは６ｍあります。
これは水中トンネルです。これはいろんな角度から見られます。ホッキョクグマのお腹も見ら
れます。
「にっきゅきゅう」というのは、
「肉球」と「にくくう」をかけた言葉です。肉球がどこ
の、どの動物も近くで見えるというところです。

３ 施設紹介

（１）猛獣館～ネコ科ゾーン

ネコ科ゾーンです。アムールトラはロシアのアムール森林地帯、寒いところにいるトラです。日
本の夏は非常に熱いので、夏は苦手です。35℃になると必ずプールの中に入りますので、大きな
プールを作ってあります。
ジャガーは木の上から獲物を狙いますので、擬木をいっぱい這わせてこの中で行動させるつく
りにしてあります。
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これはピューマです。岩から岩へ飛ぶようなジャンプ力が魅力だということで、それがわかる
展示をしています。
ライオンは雨が大嫌いです。濡れるのを嫌がります。それで雨の日に来るといつも近くで見る
ことができるとピーアールしています。
雨になると動物園はお客さんが激減してしまいます。どうして建物内の施設にしたかというと、
天候に左右されずにお客様に来ていただけるからです。館内は空調が効いています。夏は涼しい
風が吹いています。冬は下は床暖房です。ネコ科の展示室は全部、床暖房とエアコンがついてい
て快適に過ごせる高級マンションなみのつくりをしています。ライオンもお客さんが側にいても
全く安全だということにもう慣れてしまっているので、平気でゴロゴロ寝転んでいますから、近
くで見ていただけるのではないかと思います。
ミーヤキャットがライオンの横にいますが、これも捕食の関係をみてもらう展示です。ミーヤ
キャツトは直ぐに慣れ、ライオンとの距離が１ｍにも満たないところで平気で昼寝をしています。

（２）フライングメガドーム

ここは池を巨大なケージで覆ってしまいました。これは全国一大きなウォークインタイプのフ
ライングケージになっています。ここのテーマは羽ばたく鳥を見たいということです。今までも
フライングゲージはありましたが、小さくて、鳥は殆ど木にとまっているばかりで、飛んでいる
姿をなかなか見られませんでした。なので、大きく飛べるようなスペースを作りました。
これは常に飛んでいる鳥でインカアジサシ、カモメ科の鳥です。ホバリングします。常に飛び回
っている鳥もここに入れています。これがカンムリヅルです。翼を広げると２ｍになる大きなツ
ルです。この鳥も飛び回っています。これがフラミンゴとペリカンです。ここに持ってきていま
す。フライングキャッチといって毎日、エサやりのイベントもやっていますが、これはインカア
ジサシがエサをもらっているところです。
フライングメガドームのこの広さと自然の植物の繁茂のおかげで、毎年繁殖が順調にいってい
ます。ショウジョウトキは、今まで 14 年間繁殖が全くなかったのですが、それには人との距離
も近いという狭さが理由としてあったと思いますが、フライングメガドームを作ってからは、自
然に植物が生い茂げりましたので、２年目からは順調に繁殖しています。インカアジサシもショ
ウジョウトキもそうです。鳥にとって、このような繁殖環境がすごく大事だというのを痛感させ
られた施設になっています。

（３）は虫類館

は虫類館です。最初、上の展望広場にありましたが下に降りて来ました。種類がちょっと減って
しまっていますが、その分見せ方を工夫しています。リクガメのゾーン、温帯ゾーン、乾燥帯ゾ
ーン、水中ゾーン、日本産ゾーンとゾーン分けしています。これは日本一大きなオオアナコンダ
です。７ｍあり、お腹を見て貰うという工夫です。
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（４）ふれあい動物園

これはふれあい動物園です。馬場があります。これはふれあい館の中です。動物とのふれあいを
楽しんでもらっています。

（５）レッサーパンダ館

これはレッサーパンダ館です。レッサーパンダ館の中には運動場が外に２つ、中に 1 つありま
す。レッサーパンダ館の横にレッサーパンダの飼育棟があります。ここのガラス越しに生まれた
子どもとお母さんのレッサーパンダ見ることができます。ここは飼育棟ですが繁殖棟でもありま
す。この奥に産室を４つ完備しています。普通の部屋も６個あって、全部で 10 個の寝室と、裏
側に運動場があります。血統登録をやっている以上、種の保存、繁殖に貢献したいということで
この施設を作ってもらいました。そうすることによって何ペアかをペアリングして増やすことが
できます。それと同時に高齢になった個体が裏の運動場も使いながらそこで余生を過ごすという
扱い方をしています。動物も同じで高齢になってくると抜け毛があったり足腰が弱くなったり動
けなくなったりします。他の動物園のことですが、飼育スペースが凄く狭い所に２頭の姉妹、お
ばあちゃんの個体でしたが飼育されていたケースがありました。高齢となり動きもかなり悪くな
ってきてしまったので、その２頭をこちらの棟に引き取り、空いたそこには新しいペアを入れて
繁殖に貢献しもらうというようなこともやっています。そのためにちょっとお金をかけてつくら
せていただきました。
こういう形でどこの動物園も血統登録をやっている動物に対して、そういう考えをもってやっ
てもらえれば、今後の繁殖、種の保存にどの園も貢献できるかと思います。ただお金と人手が当
然かかってくるので、そこが一番難しい部分です。

（６）ペンギン館

ペンギン館は水を循環して非常に綺麗です。更にこの水を冷やすチラー（循環冷却装置）を付け
ています。屋外のプールで水を冷やすチラーを持っているのは２カ所しかないと思います。室
内プールの水を冷やすことができる施設は多くありますが。
これはフンボルトペンギンです。フンボルトペンギンはチリとかペルーなど熱いところで生息
していて、日本でも非常に飼いやすいということで、国内に 2,000 羽以上います。どこの動物園
でも水族館にもいるペンギンです。なので静岡の気候でも、水さえ冷たければ特に問題はなく大
丈夫です。フンボルト海流は冷たい海流ですが、そこには豊富なエサがあるのでそこで生息して
いるわけで、そういう環境をつくってあげています。
実は直射日光が当たるので可哀そうと思いここに日よけを作りましたが、５年経っても一度も
その下に行ったことがありません。暑い時には巣穴に潜るか水の中で泳いでいます。そういう動
物です。なのでこの冷たい水は非常に良いと思います。ここにお金かけてもらいましたが、動物
の福祉にとってもこれはとてもいい作りだと思います。以前のプールは井戸水を使っていたので
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水温は 17℃ぐらいありました。いくらかけ流しにしても、35℃の気温の中では水温も同じように
35℃近くまで上がってしまいます。水が常に出ている側にいればいいのですが、そうではないと
ころでは水温は上がってしまいます。かつてのプールと比較すると、ペンギンたちは夏場、とて
も快適に泳いでいます。
この小さな窓は、泳いでいるペンギンが空を飛んでいるように見えると、その様子を見て貰い
たいと思い作ったものです。
これは毎日やっているエサやりのイベントです。これもペンギンを身近に感じてもらいたい、
まじかで見てもらいたいという思いがあってやっているイベントです。これはエサをやっている
ところです。

（７）ビジターセンター

これは新しいビジターセンターです。情報発信の場ということで作っています。
園で亡くなった動物のはく製、骨格標本を常設展示しています。
この中で企画展をやっています。動物園の歴史の展示もありますが、あとは先ほどお話したよ
うな動物園の４つの役割であるとか繁殖についての展示をさせてもらっています。
これが今までやった企画展です。今年は 50 周年ということで、年４回、頑張って企画展やって
います。１回目は伝説のスターたちということでやりました。２回目は帰ってきたウンコ展。先
ほど言ったうんこ展をやったのはビジターセンターができた時で、４年ぐらい前の企画でしたが、
第２弾としてこれをまたやりました。
あとセミナーとしては「地球が壊れる前」にという映画を上映しました。ご覧になった方はいま
すか。環境問題に興味ある方は是非ご覧なっていただきたいのですが、西原智昭先生に来ていた
だいてこの映画の上演と講演をやっていただきました。これは環境問題を深く考えさせられる映
画ではないかと思います。是非ご覧なっていただければと思います。西原先生には以前もゾウの
関係で来ていただき、講演していただきました、ＮＧＯの国際野生保護団体に所属されている方
で、アフリカのコンゴで調査研究をされている先生です。
50 周年記念では、皆さんご存知の、爬虫類ハンターの加藤先生にも来ていただいて行った講演
もあります（2019 年 8 月 4 日 主催：静岡トヨタ自動車株式会社、協力：静岡市環境創造課）
今やっている企画展が「ＺＯＯしずおか＆でっきぶらし展」です。こちらは 12 日からやってい
ますので是非ご覧なってください。これは「しずおかでっきぶらし」
（注）です。昔懐かしい動物
のはく製など、普段見られないようなものを今、展示しています。
また動物園まつりということで、可愛いレッサーパンダも見られますので是非お越しください。
ということです、宣伝させていただきました。
（注）でっきぶらし:日本平動物園のニュースペーパー（動物園日誌）
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（８）草食獣舎

草食獣舎、バーバリーシープとかワラビーがいるところです。バーバリーシープなども繁殖し
ています。これが獣舎のあるエリアの修景です。こういう岩場も駆けあがります。これはちょっ
と前に生まれた赤ちゃんですが、今はまた新しい個体が来て繁殖を期待しているところです。

（９）オランウータン館

これはオランウータン館に下げられているロープです。環境エンリッチメンﾄというのがありま
すが、動物を考慮して、具体的な方法として、動物の行動に見合った展示を行うことですが、オ
ランウータンは樹上生活をして一度も地面には降りません。木に掴まって移動する動物ですので、
こういうロープをいっぱいたらしています。飼育環境に対して行っている工夫です。

（10）不思議な森の城

これが不思議な森の城です。上の山頂広場にあります。昔、爬虫類館がありましたが、それが下
に降りてきて、子どもたちが遊べるスペースを作っています。これも行かれたことのない方は１
回、覗いていただければと思います。

（11）エサやり体験

これはエサやりです。こういうものを毎日、開催しています。ペンギンへのエサやり、アザラシ
へのエサやり、インカアジサシへのエサやりなどです。これは猛獣へのエサやりです。これは毎
日のようにはできませんが、こういうことをやっています。
エサやりを通して、まじかに動物の凄さを見ていただければと思います。ジャガーが本気で唸
ると怖いです。凄く近い距離なので大人でも腰を抜かすことがあります。

（12）ＺＯＯスポットガイド

ＺＯＯスポットガイドというのを毎月第 1、第 3 日曜日にやっています。飼育員がそれぞれ、担
当動物の解説をするというコーナーです。是非これも見に行っていただければと思います。

（13）当動物園の学習プログラム

これは日本平動物園の学習プログラムです。園児を対象にしたもので、
「どうぶつえんでビンゴ」
というプログラムがあります。このプログラムは動物園のホームページからダウンロードできま
す。昨日、この会場にパンフレットが置いてあったと思いますが、来園した時に、こんなプログ
ラムを使って楽しく勉強してもらえばと思います。
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小学校低学年からは動物エコクイズがあります。これは静岡市の環境創造課さんとコラボして
作らせてもらっているものです。これも環境をテーマにしたクイズです。
これも同じく環境創造課さんの協力で作っている学習プログラで、中学生以上を対象にしたも
ので、絶滅危惧種であるピューマ、アムールトラ、フンボルトペンギンなどをテーマにしている
クイズです。

Ⅴ 開園 50 年・愛される日本平動物園を目指して
１ 当園の将来ビジョン―４つの使命

開園 50 周年を迎えました。これからも愛される動物園を目指していきます。ということで当園
のビジョンを簡単にまとめました。

（１） 種の保存

種の保存は当然やっていきます。希少動物の繁殖ももちろん今後も目指していきます。それ以
外にも、地域在来動物の域外保全とかを動物園としては進めて行く必要があるというようなこと
を書かせていただいています。

（２） 教育・環境教育

教育・環境教育は、一つはふれあい動物園の充実です。既にカピバラを導入しました。講演会、
企画展の開催。今年は講演会をもう２回やり、また企画展も数を増やしました。そういうガイド
にも力をいれていきます。特に幼児動物教室の開催、ふれあい動物園での教育事業、それと講演
などです。動物園は環境の専門家ではありません。動物園に来て動物を見てもらい、動物の生態
ってどうなっているんだろうと動物に興味を持ってもらう。動物を通して地球の環境を考えても
らう、そういう場にしたいと思っています。

（３） 調査・研究

次は調査・研究です。先ほどもお話ししましたが、今はやはり、動物の福祉を考慮した飼育展示
を進めなければなりません。行動を分析する調査・研究を行い、その辺の科学的データを蓄積し
いく必要があると思っています。また健康管理のためのハズバンダリングトレーニングの手法を
確立させていく必要があると思っています。
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（４） レクリエーション

４番目がレクリエーションです。民間活力の活用ということで、今、トヨタさんとコラボしてい
ろいろなプログラムを行っています。また園内のイベントは、ＮＰＯ法人やいろんな団体とも協
力して行ったり、ノルディック・ウオーキングなども開催したりしています。

２ 健康管理のためのハズバンダリートレーニング技術の確立

最後に、その中の課題の一つ、健康管理のために行うハズバンダリートレーニングの様子を紹
介します。ハズバンダリートレーニングとは採血や検温や投薬をしやすい体勢を取ることを動物
たちに覚えさせる訓練です。動物たちにこの馴致トレーニングを行っています。
これはレッサーバンダですが、先ほど述べたように偽妊娠もありますので、エコーをあてて妊
娠診断します。ここではまずお腹を触っています。触られることを嫌がらないように、こういう
馴致から始めて、最終的にはエコーをあてるようにします。この訓練は順調にいっていまして、
今回エコーを直ぐにあてることができ、お腹に子どもがいることが分かりましたので、今、巣箱
や産室の準備を始めました。
これはホッキョクグマのロッシーです。ロッシーは魚脂、魚の油ですが、大好きで、これをなめ
させるとなめるのに夢中になり手をケージから普通に出してくれます。これを行うにはいろいろ
順番がありますが、また個体にもより２カ月くらいでできる個体と半年かけてもなかなか上手く
いかない個体とがいます。バニラの場合は警戒心が強くて全然、うまくいっていませんが、ロッ
シーの場合は食い意地がはっているので、なめている間は手を出してきます。最初は爪楊枝で手
を刺激しています。ちょっとした刺激から始めて最終的には採血に成功しました。ホッキョクグ
マにとってこんなに細い針が刺さったぐらいではたいして痛みもないと思うんですが、これによ
り採血できることによって健康管理ができます。人間は当然のようにやっていますが、野生動物
の場合はこれが出来ないと麻酔をかけて倒して血液をとることしか方法がありませんので、この
技術を確立していろんな動物に対してもやっています。
これはキリンの経静脈に針をさして採血しているところです。
これはオスのライオンです。オスよりもメスのほうが警戒心が強くて寄ってこないので、寄っ
てこさせるところからトレーニングを始めなければなりませんので、１年、２年かかる場合もあ
ります。
受診動作がとれるまでの時間の長短には個体差が大きいですが、できる個体から少しずつやっ
ていて、健康管理にも力を入れているところです。
ということで、ちょっと長くなりましたが、ご清聴ありがとうございました。
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トークセッション
発達段階に応じた多セクター連携
～学校・家庭・地域の立場から～
静岡市立東豊田中学校校長

青山 貴弘 氏

静岡市立東源台小学校 PTA 会長 深澤 邦洋 氏
静岡市立日本平動物園園長

柿島 安博 氏

静岡大学教授

田宮 縁（ファシリテーター）

Ⅰ トークセッションの進め方と前提
（静岡大学教授・田宮 縁 ファシリテーター）

１ 進め方案

（１）２つの意味でチャレンジングなトークセッション

皆様、大変お待たせいたしました。最後のプログラムとなります。ただ今より「発達段階に応じ
た多セクター連携～学校・家庭・地域の立場から～」のトークセッションを始めます。こういっ
たトークセッションやパネルディスカッションは普通、登壇者が顔をあわせて事前に打ち合わせ
をするものですが、このトークセッションはそれを一度もやっていません。ご登壇の先生方は、
それぞれのことはご存知だとは思いますが、今日、初めて会い、先ほど名刺交換をしたというと
ころです。実際に話すのは多分これが初めてになると思います。私も登壇者 3 人の先生方には非
常にいろいろなところでお世話になっておりよく知っていますが、一同に会するのは初めてです。
そういった意味でもチャレンジングな企画と言えます。
もう一つのチャレンジは、教育関係の人はご承知と思いますが、2017 年改訂の幼稚園教育要領、
そして小中高の学習指導要領には、初めて前文が付けられました。内容は全校種、同じです。ポ
イントは 1 つ目として ESD、2 つ目として社会に開かれた教育課程、3 つ目としてカリキュラムマ
ネジメント、4 つ目に学校種間の接続です。発達段階という縦のつながりと地域という横のつな
がりをいかに意識しながら実践を行なっていくか、それが、課題となっているように思います。
今回のトークセッションでは、同じ地域に位置する学校、家庭、地域というそれぞれがいかに連
携を図っていくか、多セクター連携とサブタイトルは大げさですが、多セクター連携を考えるき
っかけとなるセッションとしていきたく思います。
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時間も１時間強と限られておりますが、会場の皆様にもご意見・感想を頂戴しながら進めていき
たいとい思います。

（２） 東豊田中学校区の学校・家庭・地域の３者が主体的に集まる

教育関係の研修会は通常、学校種別に行われます。それは、子どもの発達段階そして教育内容の
共通性をベースに議論を進めていくということを目的としていて、大変に理にかなっていると思
いますが、学校種間の接続に関わる教育の質を高めていくためには、それぞれの学校の実態、そ
して子どもの発達段階、そして発達段階における教育方法や教育内容を、深く広く知る必要があ
るのではないかと思っております。
それでおそらく東豊田中学校区では、近隣校研修など学校種間の接続の研修会というのは開か
れているとは思いますが、実際にこのように、先生方、地域の方、そして家庭の方が主体的に集
まって行う研修会というのはなかなかないのではないでしょうか。
主体的に集まって行う研修会というのはなかなか少ないですが、ＥＳＤの研修会とか、コンソ
ーシアム事業で行っている研修会、そしてこの午後の会議運営をしてくれている静岡県生活科・
総合的学習教育学会の仲間たちと行っている研修会は全て主体的な集まりですし、また学校種間
を超えた集まりとなっております。今回、このような機会をいただき、ＥＳＤという共通な言葉
で関わり合う場が設けられたわけです。
で、本教育セッションでは東豊田中学校区を対象としております。その中で学校教育の立場か
ら東豊田中学校長の青山先生、そして家庭教育の立場から東源台小学校ＰＴＡ会長の深澤さん、
そして社会教育の立場から日本平動物園の柿島園長、この 3 者で進めて行きたいと思います。

２ トークが前提としているもの

地域の特徴をどのように教育活動の中に活かしていくかが公教育に求められている、質の高い公教
育が地域の活性化に繋がっていくことが期待されている

このトークセッションのサブタイトルに、学校、家庭、地域とありますが、ＥＳＤのコンセプト
でもあるシンクグローバリー・アクトローカリーということ考えた時に、地域をどのように捉え
るかという命題があります。地域にはいろいろな捉え方がありますが、今思うに、教育界の中で
は非常に曖昧な言葉が氾濫しております。それをどういう風に具体的に語っていくか、そのとこ
ろが教育の質を高めるものではないかと思っています。抽象的な言葉というのは人によってそれ
ぞれ解釈がかなり違います。そこのところをすり合わせていく作業が必要なのではないかと思っ
ています。
で、まず地域をどのように捉えるかということは学校種間の接続のキーになっていくものでは
ないかと思います。それぞれの地域の特徴的な人、自然、産業、そして施設、それらを、それぞ
れの発達段階の教育の中にどのような形で取り入れていくのかという点について系統性を持た
せて考えていく時期に来ているのではないかと思います。
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教科学習につきましては、発達段階に応じて内容が配列され、そして系統性が保障されていま
す。これから幼・小・中のグランドデザインを作成していくことになるのですが、形式的に整え
るだけでよしとせずに実質的なものにしていくためには、地域の環境を活かした系統性のあるデ
ザインにしていくことが必要ではないかと思っております。特に静岡市においてはそれぞれの地
域性が色濃く出ています。それぞれの地域の特徴をどのように教育活動の中に活かしていくのか、
それが公教育に求められていることだと思いますし、更に質の高いその公教育を通して地域の活
性化にも同教育が繋がってくるのではないかと思います。この点については後半に、フロアーか
らの質問やご意見をいただきながら進めて行きます。
ただこのトークセッションは、最後に何かまとまった方向性を示すということではなく、オー
プンエンドの形で、それぞれの人たちが考えるきっかけを作っていくという会にしていきますの
で、ご協力のほどお願い致します。

３ ファシリテーターから登壇者への要望

まず登壇者には、ご講演していただいた実践報告の補足説明をそれぞれお願いしたいと思って
おります。またこちらのトークセッションでお願いしたいことですが、個人的な考えを述べてい
ただけるとありがたいと思っています。というのも、会場に来られた方は、立場でのお話を聞き
たいわけではなく、それぞれの個人の考えを聞きたいと思い集まってきていると思いますので、
ご自分のそれぞれの立場のことはちょっと置いておいて、お考えを述べていただけると嬉しいで
す。
なおこのフォーラムの報告書を後日、テープ起こしをして作成します。報告書になった時差し
さわりがある発言は報告書でカットしますが、昨日、青山先生とも打ち合わせをしたことですが、
ここでは、本音をバンバン出していただければと思っております。

Ⅱ トークセッション
1 東豊田中学校校長・青山貴弘氏
１ ファシリテーターから発言に対する要望

2008 年に出された学習指導要領に「持続可能な社会の構築」という文言はすでに書かれており、現行
の高校の教科書にはＳＤＧｓに関わる内容が網羅されている、では、中学ではＳＤＧｓやＥＳＤに関わる
学習活動をどのようにされているのか、また、これからどんな学習をしていきたいのかを語ってほしい

（静岡大学教授・田宮 縁 ファシリテーター）
それでは最初に私から青山先生へのご質問から入らせていただきいただきます。
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私は個人的には、中学生が動物園を訪問して学習することを想定しておりません。先ほど柿島
園長のお話にもあった通り、それぞれ扱っていく内容によって、動物園でできる教育というのは
違うと思うからです。
幼児期、児童期には直接体験に基づいた学習が中心になってきますが、10 歳前後から抽象的な
学習期に移行していくと考えられています。例えば教科学習で言えば、理科では、6 年生は「生
物の暮らしと環境」
「生物と水との関わり」
「人と環境」を学びます。5 年生は「雲と気象、雲と
天気の変化」
「流れる水の働き」
「食物連鎖などの生態系に関わること」を学習していきます。
現行、2008 年の学習指導要領の解説には、理科だけでなく他教科でも、持続可能な社会の構築
という文言が出ています。そして高校の「現代社会」の中では（
「現代社会」という公民科の科目
があります）
、ＳＤＧｓに関わる内容が網羅されています。私はびっくりしたのですが、昨日から
今日にかけてずっと話をしている内容が高校 1 年生の資料集に全部出ているんです。ですから、
青山先生には、中学校では動物園を訪問しないまでも、どのようにＳＤＧｓやＥＳＤに関わる学
習活動をされているのか、またこれからどんな学習をしていきたいか―について、教えていただ
けるとありがたいです。お願い致します。

２ 登壇者・青山貴弘氏の発言

（東豊田中学校校長・青山貴弘）
（１）これからの子どもたちを学校の中だけで育むのは片落ち、社会と関わって教育を行わないと自立
できる子どもは育たない

田宮先生のお話を聞いてほっとしました。私も話をしていると延々と続いてしまい時計が壊れ
ちゃう方ですから。昨日も田宮先生と 5 分 10 分の打ち合わせのつもりが 2 時間も語り合ってし
まい、私が一番、勉強させていただくことになり申しわけないと思っています。
さて先ほど、教育指導要領の前文に「持続可能な社会を作りたい」という文言が書かれていると
のご説明がありました。この考えは、幼も小も中も高も全部に網羅されるということです。今ま
でもこの考えはありましたが、前文にそういうことを打ち出し明記していただいていることを、
非常にありがたく思っています。
学校はこれからの社会の中でよりよく生きていく子どもたちを育まなければなりません。これ
からの社会は今までのように安定型の社会ではありませんから、そういう子どもたちを育むこと
を学校の中でやっているだけでは片落ちだと私は思っています。やっぱり社会にどんどん出てい
くことが必要である、或いは社会からどんどん入ってくださることが必要だ、と思っています。
中学生は「教室でやっていることって、社会にあってはこういうことだったのか」という実感を
持つことがあります。また「社会は僕たちが考えたこととなんか違っている」という発見もして
います。そういう風に社会と関わって教育をやっていかないと、社会の中で自立できる子どもは
絶対に育たないと思います。
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（２）学校はもはや文化の中心地ではない、教育は変化の速い地域、企業と連携して行わなくてはなら
ない

それから、学校は、以前は文化の中心でした。文化の最先端の地でした。そこで学んで社会に出
ていくようになって今の社会が作られてきました、だけど今は学校よりも地域社会の方が進んで
います、企業のほうが変化が速くなっています。そういう意味では、どんどん地域の方と、企業
の方と、連携しながらやっていくことが大事になっていると私は思います。

（３）理科や数学などの教科とアーティスト的な教科とを関連させ汎用的にやっていくところが弱いから
「総合」が核となり関連させていくことが必要である

私は中学校畑でずっと来ましたが、中学校での課題は、教科目をこなすことです。たとえば数学
や理科の科目のテストがあると、テストまで時間がなくなって困ったなと言って、中学生は試験
勉強をやっています。だが、そこのところを、他のアーティスト的な科目と関連させてやること
はできないか。いろんなアーティスト能力と関連させて、汎用的にやっていくことができないか。
そういうところがまだまだ弱い、と私は思っています。そういう面では、やっぱり「総合」が一
つの核になって、そのところを関連させていくことだと思います。

（４）関連させていく学習を進めていくと、子どもの心に「よっしゃあ！」とスイッチが入り子どもは腰を上
げ前に進む、そういう状態に導くことが教育である（河川の浄化活動での子どもたちの話し合いの事例）

これは小学校での事例、郷土の河川の浄化に絡む事例です。そこを関連させてゆく事例です。
小学生が河川の浄化についていろいろ意見を言うんです。
「川の周囲のごみは拾えるけど、川に
沈んでいるごみを拾うのは無理だよ」
、
「自転車なんかも捨ててあるんだよね」
、
「回収を市に協力
してもらったらどうだろうか」
、
「ごみを捨てる人に罰則を作ったらどうだろうか」とか。面白い
ですよね。そういうことを、小学生が言っています。
「そりゃ無理だよ」、
「じゃあ、ポスターを作って捨てるなといったらどうだろうか」
、
「そんな
こと言ったって、60 年かかって汚くなっちゃったんだよ。だからキレイになるには 60 年かかる
よ」って。すごい面白い議論です。小学生は小学生で考えていますよ。
そうすると次の子が、3 分ぐらい沈黙したあとにポツンと、
「どれくらいの汚れだったんだろう
ね」って言うんです。決して思考が止まっているわけじゃなくて、考えはくるくる回っているん
です。
するとまた次の子が「じゃあ、調べてみよう」と言います。そしたらまた次の子が「水質調査に
ついてこの前、勉強したっけね」と言い、そして次の子が「勉強で覚えたことを活かして水質調
査をしてみよう」と続いてゆき、腰を上げます。これです。子どもの心の中に「よっしゃあ！」
ってスイッチが入った時、座っていた子どもの腰が浮く。そういう状態になった時、子どもはど
んどんどんどん前に行くんですよ。
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「ここでこうしなさい」
「ああしなさい」という、そんな予定調和的な計画はいらないんです。
いや、計画は大事ですが、じゃあ、次にどうしようか、どうしようかと、子どもたちと一緒にや
っていくことが大事ではないかと思います。

３ ファシリテーターに届いたこと

子どもたちのやる気・意欲をどう捉え教科と結びつけるか、また学校が外から先進的文化を取り入れ
ることが重要と指摘された

（静岡大学教授・田宮 縁 ファシリテーター）
ありがとうございます。昨日の話の中にも「予定調和的な」というキーワードがたくさん出てき
たと思いましたが、子どもたちのやる気や意欲をどんな風な形で捉えていくか、それを更にどう
いう形で教科と結びつけていくかがこれからの課題かと感じます。
また今お話の中で、かつては学校が文化の中心でしたが、今では逆に外の企業とか地域の方が
時代に合った形になっていたりするので、外から先進的な文化を取り入れることが重要、という
ご指摘がありました。

2 日本平動物園園長 柿島安博氏
１ ファシリテーターの日本平動物園の注目点と園長への質問

（１） ＳＤＧｓの看板を掲げればそれでやった気になっている企業や団体が多い中、日本平動物園は
組織の改革を先進的に進め、ＳＤＧｓの理念について学べる施設となっている

（静岡大学教授・田宮 縁 ファシリテーター）
今回、日本平動物園の柿島先生にご講演をお願いしました。私自身は日本平動物園とは非常に
深い関わりを持ちながら研究活動をさせていただいておりますが、私自身が注目しているのは、
日本平動物園は組織としての改革が非常に進んでいるのではないかというところです。ＳＤＧｓ
の理念には「誰一人取り残さない」
、そして世界の変革「持続可能で多様性と包摂性のある社会の
実現」―がありますが、
「誰一人取り残さない」というところには動物もその「誰も」の中に入っ
ています。そして世界の変革というのは、人々の価値観の変革、一人一人の変革でありますが、
それ以外に組織の価値観の変革も含まれています。即ち、組織の価値観の変革がない限り持続可
能な社会は築けないということです。
しかし世の中を見ると果たしてどうなのか。
今、
「ＳＤＧｓウォッシュ」という言葉があることを皆さん、御存じでしょうか。ＳＤＧs とい
う看板だけを掲げて事足りている風潮。ＳＤＧs を看板に掲げるだけで、現代的な課題に取り組
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んでいるつもりになっている風潮があります。このような思考をしている企業や団体も少なくあ
りませんが、その点、日本平動物園は違っています。
事業面に関する諸種のサービスについてのいろいろな話が今日ありました。サービスもリノベ
ーションが進んでいますし、外部との関連性、外部と連携することについても、かなり進んでい
ると思います。また広報とかブランディングについても、リニューアルオープンを機に変革を成
し遂げたと思って注目しています。そして今回のご講演では、人間活動による７つの脅威につい
て述べられ、その中で、動物園の動物との関連性、動物を取り巻く脅威についてお話していただ
きましたが、日本平動物園は、包括的にＳＤＧｓの理念について学ぶことができる施設だと思い
ます。

（２）園長は講演の中で「ＳＤＧｓ」について触れることがなかったがどうしてなのか、園長の考えを聴き
たい

ところで、今回、演題の副題には「ＳＤＧｓ」の文言がって入っていましたが、お話の中ではＳ
ＤＧｓについて触れられることはありませんでした。ＳＤＧｓにはあえて言及されなかったのか
もしれませんが、その文言は冒頭に一度出てきただけで以後は全く使用されませんでした。何故、
「ＳＤＧｓ」の文言を使用されなかったのか、使用されなかった理由はどんなところにあるのか、
その辺りのお考えをお聞きすると、柿島園長が「ＳＤＧｓ」についてどう考えておられるのか、
その考えが深まる可能性あります。お願いします。どうして使わなかったのか、教えてください。

２ 日本平動物園園長・柿島安博氏の発言

（１）動物園のことしか分からない私にとってこの教育フォーラムの場は場違いに感じている

（日本平動物園園長・柿島安博）
ちょっと難しい質問をされてしまいましたが、深澤先生にも青山先生にも今回初めてお会いし
ました。この教育フォーラムは、実は自分の立場的に言うと、ちょっと場違いんじゃないかなあ
と思っていて、今、どぎまぎしているんです。私は動物園のことしか分からないので、動物園の
立場でのお話しかできないので、そういうお話をさせていただいています。

（静岡大学教授・田宮 縁 ファシリテーター）
個人の立場で、どうですか。

（２）ＳＤＧｓという言葉をあえて使わなかったのは動物園の存在自体がもともとＳＤＧｓに関与している
からだ、動物園の役割を普通に話してゆけばＳＤＧｓつながっていく

（日本平動物園園長・柿島安博）
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そうですね。ＳＤＧｓは静岡市が、市長が、率先して今、謳っているものですので、動物園とし
ては、あえて「ＳＤＧｓ」を言うというよりも、動物園の存在自体がもともとＳＤＧｓに関与し
ていますので、動物園の役割を普通に話してゆけば当然ＳＤＧｓにつながっていくと思っていま
したので、あえて申し上げませんでした。それにちょっと自分の感覚的には「ＳＤＧｓ」って堅
苦しいし、17 の項目を自分が全部言えるわけではないものですから。

（３）ＳＤＧｓはべースに環境がありその上に社会がありまたその上に経済があるというつながりになっ
ているが、動物園・動物に関係することでし、13 番の「気候変動」、14 番の「海の豊かさを守ろう」、15
番の「陸の豊かさも守ろう」である

ＳＤＧｓのバッチを深澤先生がもっており、静岡市が作ったみたいですが、このＳＤＧｓを見
ていくと、まずベースとなる部分に環境があり、その上に社会があり、その上に経済があるとい
うようなつながりになっていると思います。17 全部は覚えていませんが、動物園、動物に関係す
ることで言えば、やっぱり 13 番の気候変動であったり、14 番の海の豊かさを守ろうであったり、
そして動物園にとって一番重要なのは 15 番の陸の豊かさも守ろうですか。これらの言葉は動物
園の者にとっては一番関心の高い心に引っかかるものですから、普通の話をしていけば、当然そ
ちらにつながるのかなと思っています。

（４）動物園はレクリエーションの場として出発し運営されてきているが、動物園は「いのちの博物館」で
あり、種の保存が昔からのテーマである、今、動物の置かれている立場について話をしていけばＳＤＧ
ｓの環境のテーマにつながるし、動物の命を奪う密猟に注目すれば、「誰一人取り残さない」「貧困をな
くそう」のテーマにつながる

こういう講演は随分、昔から当然やっています。今日の講演の中でもお話ししましたが、そもそ
も動物園はレクレーションの場として運営されています。動物園は 91 あるとお話しましたが、
市立の動物園がほとんどです。政令市は直営の動物園が多いです。うちも直営ですが、東京都や
横浜市など大きいところは指定管理になっています。県立の動物園は現在、石川県と愛媛県の２
園だけです。あと、民間の動物園が 30 くらいあります。ですから、動物園はもともと市立の動
物園として作られてきています。
日本平動物園は静岡市役所の一課です。一つの課にすぎません。当然市の事業を推進していく
立場でもあります。ただＳＤＧｓを意識しなくても。動物園の役割や今日講演した内容を行って
いけば、当然ＳＤＧｓにつながっていきます。
昔はレクリエーションでスタートしたといいましたが、種の保存は、最近の話ではなく 20 年も
昔から、否もっと前から、メインでクローズアップされて行われてきています。またＪＡＺＡ（ジ
ャザ）といいますが、ＪＡＺＡは「いのちの博物館」というところをテーマにもっていまして、
このテーマは全国の動物園に共通したものです。今日はあえてその辺を詳しくお話しませんでし
たが、動物園はそういうテーマでやってきています。
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今これだけ環境問題が騒がれる中で、アムールトラなり、ホッキョクグマなり、オランウータン
なり、その動物が今置かれている立場を考える時、そういう話をしていけば、当然ＳＤＧｓの環
境のテーマに繋がっていきます。なんで密猟があるのかっていったとき、ＳＤＧｓにもある貧困、
「誰一人取り残さない」っていうところにおのずとつながってゆきます。そういうところを気づ
いていただきたいと思います。

（５）小学校などに行って講演する動物園の飼育員は喋れない動物の代弁者である、代弁を仲立ちに
動物の置かれた立場に気付いてもらうことにつながればよいから動物園は気づきの場であり気づかせ
る力を持っている

動物は絶滅危惧種になっていてもしゃべれません。飼育員もよく我々は「動物の代弁者」と言い
ます。会社の講演会や小学校に行って出張動物ガイドをやっていますが、そういう中でも飼育員
が行って絶滅危惧種の話をよくやっています。そういう話をすることによっていろいろ気づいて
もらうことに繋がればいいのかなと思っています。動物園は気づきの場です。講演の中でも言い
ましたけども、環境の専門家ではないので詳しいデータ的なものは持っていません。新聞に載っ
たり、例えばナショナルジオグラフィックに載ったり、自然保護基金のペーパーなどに情報がよ
く載っていますから、そういうものを見たりして勉強していますが、そういうところを伝えるこ
とができるのは、やっぱり動物園の力ではないかなと思っていますので、そういうことを、積極
的に発信していきたいと思っています。

３ 動物園とＳＤＧｓの相互関係に対するファシリテーター・田宮の考え

動物園はＳＤＧｓに環境から入るが、経済活動や平和にも関わっていくから、包括的な施設であると位
置づけている

（静岡大学教授・田宮 縁 ファシリテーター）
ありがとうございます。今、３つのゴールについての話が出ました。それが、直接的なものです
が、オランウータンが何故、絶滅危惧種になっているかと言うと、思うに、人間の行動が原因に
なっているからです。先ほど貧困という話もされていましたが、アフリカゾウから獲る象牙を売
って得た収益は、テロや戦争の資金源にもなっています。要はそれだけでは済まなくなっていま
す。その動物に何故注目しているかというと、環境問題だけでなく、それが何故引き起こされて
いるかという根本の問題にも注目しているからです。全ては人間の欲望から来るもので、欲望が
その問題の元凶になっているのではないかと思います。
動物園はＳＤＧｓに環境から入っていくわけですが、それ以外のところでも、経済活動の部分
にもかなり関わっていきますし、平和など社会活動にも関わっていきますからで、動物園は包括
的な施設であるという風に位置づけております。
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3 静岡市立東源台小学校ＰＴＡ会長 深澤邦洋氏
１ ファシリテーターからの登壇者への要望

青山・柿島の両登壇者は午前中の君塚先生の話を聞いていないので、同先生が語ったことなども含
めて話をしてほしい

午前中の君塚先生の講演の中でも動物園のことが出ました。青山先生と柿島先生は、午前中、参
加されてなかったので、深澤さんからその辺りも含めてお話をお願いできるでしょうか。

２ 登壇者・深澤邦洋氏の発言

（１）東豊田中学校区について紹介

（静岡市立東源台小学校ＰＴＡ会長 深澤邦洋）
よろしくお願いします。遠くからいらっしゃっている方もいると思いますので、初めに、東豊田
中学校区についてご紹介させていただきます。
先ほど、取組みを紹介してくださった東豊田こども園はグランシップの 10 階展望フロワーから
直ぐ下に見えます。その手前に東豊田小学校があります。もうちょっと東に行くと私がＰＴＡ会
長をやらせていただいている東源台小学校があり、その隣に東豊田中央こども園があります。そ
の向かいが東豊田中学校です。そんな配置で 3 校 2 園が位置しています。10 階の展望フロアーか
ら全体が見えますのでご覧ください。で、日本平動物園は日本平に行く途中にあります。グラン
シップからは見えません。

（２）君塚先生が幼稚園の子どもについて「感じる・考える・行動する―が凄く大事と話したことと、青山
先生が中学生について「基礎的な知識も大事だけどその知識を使って行く時に必要となる思考力・判
断力・表現力が一番大事ではないかと思う」と言ったことがなにか似ていて、そのままつながっていくよ
うに感じた

で、先ほど君塚先生が、幼稚園の子どもについて、
「感じるとか、考えるとか、行動するという
ことが凄く大事なんですよー」
、
「幼稚園児・未就学児の教育・保育は、そういうところを大事に
しているんです」というお話を紹介してくださいました。そのお話と、今、青山先生がお話して
くださったのとがなんか似ているなと感じました。
青山先生は、
「基礎的な知識とかも大事なんだけど、その知識を使っていく、いわゆる思考力、
判断力、表現力というものが一番大事ではないかと思う」と言ったのですが、それが学びに向か
う姿勢の部分に関係する力ですが、その 3 つと、午前中、君塚先生が話してくださった小学校に
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入る前の子どもたちに対して育んでいきたい大事な要素とがなんか似ているな、もしかしたらそ
のままつながっていくのかなと、ちょっと感じました。

（３）小さな子から小学生、中学生へと縦につながる 1 本の柱があるといい、いろんな価値観を持つ親
がいるが子には一つの流れで繋がっている、君塚先生のお話と青山先生のお話にも接点があった

そして、その辺り、縦につながっていく、小さな子から、小学校、中学校の子たちへとつながっ
ていく、そういう何か 1 本の柱というか、そういうものがあるといいな、ということを親の立場
でも思います。
だいたい親には、自分が通い過ごした幼稚園の思い出、小学校の思い出、中学校の思い出、高校
の思い出があります。あともう一つ、学校について、子どもが今通っている学校がどうなのかな
という思いがあります。親たちはなんとなく、今ぐらいしかを見ていませんが、役員をやってい
るといろんな親の声を聴くのですが、共通しているなと感じられるところは部活のこと。そして
子どもに対して自分と同じかそれ以上の豊かな暮らしをしてほしいと思っていることです。大体
この辺は共通していると思います。自分と同じかそれ以上の人とのつながり、世の中とのつなが
り、楽しさとかそういうものを味わうような、体験するような、そういう生き方をするような成
長をしてほしいという部分です。そしてあともう一つ、みんな共通しているなと思われるところ
は、自分より長生きしてほしいと思っていること、自分の寿命がもし 80 歳ぐらいだったら、子
どもには 90 歳とか、そのくらい長生きしてほしいと思っていること、少なくとも俺より先に死
ぬなよなっていうぐらいですか。
あとはなんというかいろんな親がいて、いろんな価値観があるのですが、よく考えて見ると、ち
ゃんと縦に一つの流れで繋がっているといいなと思います。
先ほどの君塚先生のお話、青山先生のお話を聞いていて、なんかそこにも接点があるのかなとい
うことを感じました。

３ ファシリテーターからの提案、子どもは地域でどのように育まれていくのか

（１）提案―子どもと地域とのかわかりについて、東豊田学区で育った子どもに発言してももらう

（静岡大学教授・田宮 縁 ファシリテーター）
ありがとうございます。今、保護者の立場からということでお話をいただいたわけなんですが、
実はわたくし事ではありますが、東豊田中学校区で保育園から中学校までお世話になり、現在、
ＳＤＧｓの先進都市と言われている北九州市で大学生活を送っている子どもがフォーラムのた
めに帰省しています。東豊田中学校区では中学校までどんな風に地域との関わりの中で過ごして
きたかを話してもらえればと思います。というのは、静岡を離れてから、あらためて自分の育っ
てきた地域のことを雑談で話をしてくれるようになりました。その中に子どもの「真正の学び」
に関わるヒントがあるように思えた方です。
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幼児期は比較的、子どもと先生と親との関わりが強いのですが、上に行けば行くほど、地域で子
どもたちはどのように生活をしているのか、実は学校の先生たちは見えていないんです。ちょっ
とそういう話をしてもらえればと思います。私的な関係者で申し訳ありませんが、どうぞ。

（２） 北九州市立大学２年の田宮佳奈さん

ア 自身が学ぶ北九州市立大学でのＳＤＧｓへの取組みの紹介

ａ 大学の地域共生センターが行うプロジェクトに参加し放置竹林問題に取組んでいる

（北九州市立大学法学部政策科学科 2 年・田宮佳奈）
北九州市立大学法学部政策科学科 2 年の田宮佳奈です。お話するのがへたで申しわけありませ
んが、まず北九州市立大学でのＳＤＧｓの取り組みについてお話しします。
北九州市立大学には地域共生教育センターというものがあり、地域のＮＰＯと協力し、地域の
課題解決を目指す活動を行っています。そのセンターにプロジェクトが幾つかあるんですが、私
は青空学プロジェクトというところに所属しております。青空学プロジェクトはＮＰＯ団体の里
山を考える会と連携し、本年は「ＳＤＧｓを一般の人に身近に感じてもらう」をテーマに、放置
竹林について取り組んでいます。放置竹林問題は日本全国でとても深刻になっており災害などを
引き起こすこともあります。具体的な活動としては竹林整備に実際に参加し、取ってきた竹を使
い、竹のチェロ、バイオリン、ウクレレ、パーカッションを作りました。そして 11 月 23 日、24
日に北九州市で行われるエコライズステージでそれを使って演奏いたします。

ｂ ＳＤＧｓシネマを見る活動にも参加している、活動を通して基礎教養を養っていくことが学校教育で
は大切だと思っている

この他にも、私たちが一緒に活動おこなっている里山を考える会では、ＳＤＧｓシネマという
のを月 1 で行っていますが、それを北九州市が後援しています。この間、私たちもそれにボラン
ティアとして参加し、シリアの内戦に関するドキュメンタリー映画「アレッポ最後の男たち」を
見ました。それは一般市民の方も参加できるんですが、それを見た後で皆で意見交換しました。
今日は教育のことについて皆で話をしていると思いますが、教育について大切だと思ったこと
は、例えばこのドキュメンタリー映画を見てそれについて話し合う時に、それが例えば「アレッ
ポ最後の男たち」であったら、シリアの内戦が何故起きているかやそれを取り巻く世界史につい
て知らなければ何も話し合うことができないから、そういう基礎教養を養っていくということが
学校教育では大切なのではと思いました。
また、動物園と学校教育とのかかわりについてですが、北九州市立大学では動物園の授業があ
ります。文学部の竹川大介教授、人類学の先生ですが、
「動物のみかた」という授業を行っていま
す。私は履修したことはないんですが、その授業は教養科目で誰でも取ることができます。シラ
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バスでは、到津の森公園という動物園でのフィールドワークを中心に動物園学などを行うとなっ
ているそうです。持続可能な社会を考える上で、大学教育の中でも動物園に着目をしています。

イ 東豊田中学校区での地域との関わりと地域に対する評価
大学生である私は小学校・中学校時代の経験がとても大切だったと実感している、東豊田中学校区に
は美術館や動物園など文化資本がたくさん集まっていて学校教育ではその活用が重要になると思っ
ている

私は先ほど紹介にありましたように東源台小学校、東豊田中学校で育ちました。小学校時代は
ゲーム機もなくお金もないので、ゲームセンターなども行けず、友人と学区内にある県立美術館
にいっていました。中学校時代は学区が広がったため動物園によく行っていました。現在私は大
学生ですが、小学校、中学校の頃の経験がとても大切だったと実感しています。例えば大学の友
人は美術館や動物園等に行ったことがないのでそれを見る意味が分からないと言っていました。
子どもの頃のこの経験がなければ、例えば美術館や動物園に行くという文化的活動を自分の中で
価値づけられないのではないかと思いました。そういう意味では、東豊田学区には文化資本が沢
山集まっていて良い地域だと思うので、その活用が重要になると思います。以上で話を終わりま
す。

４ 「主体的・対話的で深い学び」についての議論

（１）ファシリテーター・田宮教授―授業はきっかけにしか過ぎない、授業の先に主体的、対話的、深い
学びがある、その学びでは、感じ、考え、そして行動することが求められている

（静岡大学教授・田宮 縁 ファシリテーター）
学校教育の中では「主体的・対話的で深い学び」というセンテンスを知らない人はいません。も
う当たり前のように言われています。今、話を聴きながら思ったことは、やはり授業はきっかけ
にしか過ぎないのではないかということです。授業の先に実は「主体的・対話的で深い学び」が
あるんです。こういう声をもっと、もっと発する若者がいてもいいと思います。学校の先生にな
られた方もかつては子どもだったわけです。自分の学びをもう一度省察してみる違った角度から
教育を考えることができるのではないでしょうか。
「主体的・対話的で深い学び」は授業の中だけ
に止まらない。否、
「深い学び」は、授業の枠を超えて、感じる、考える、そして行動する中にあ
ると思います。
深澤会長と私はかつて同じマンションに住んでおり、昔から知っている仲ですが、いかがでし
ょうか、家庭の立場からみて。

（２）深澤邦洋東源台小学校ＰＴＡ会長―繰り返し学ぶことを学校が設定してくれることは有難いことだ、
他方、学校以外に学びの場を求めることも重要で、その場合、横のつながりを視野に入れて学びのき
っかけ作りを学校がやってくれたらいい

145

（静岡市立東源台小学校ＰＴＡ会長 深澤邦洋）
佳奈ちゃん久しぶり。
「佳奈ちゃん」って小さい頃から呼んでいましたが、久しぶりに会ってみ
て、
「おいおい、おまえ、訛ってるじゃん」
、
「ちょっと言葉のしゃべりぐあいが変わったなあ」っ
て思いました。どうでもいい話で、すみません。
さて、東豊田中学校区の 3 校 2 園が静岡市の指定を受けて一貫教育を始めていくことになって
います。今、田宮佳奈さんから、この学区には文化資本というか利用できるものが豊かにあるか
ら「そういうものをうんと活用したらいいと思う」という発言がありました。またファシリテー
ターの田宮さんからは「学校の教室の中での勉強は」
（或いは外で行う体験もそうですが）
「深い
学びの出発になる」という指摘がありました。
繰り返さないと見落としてしまうかもしれませんし、見ていても見えてなかったりすることは
あるわけですが、そこを、そうならないようなきっかけを、学校が一生懸命設定してくれるのは
有難いなと思います。教室の中の 1 回の授業で完結するわけではなく、この地域の中で、という
んでしょうか、そういうようなところに、学校以外の場にも学びを求める、体験を求める、或い
は、逆に外からの風を教室の中に吹き込んで来る、という点では、さっき東豊田小学校の都築先
生が紹介してくれてましたが、とにかく、これでもかこれでもかというぐらい、そのきっかけづ
くりを行う。縦の連携もありだと思いますが、横の連携も視野に入れて、そのきっかけづくりを
やってくれたらいいなと思いました。

Ⅲ 会場参加者との質疑
1 ファシリテーターが会場の参加者に意見・感想・質問を求める
（静岡大学教授・田宮 縁 ファシリテーター）
ありがとうございます。今、きっかけを作るということに関して、横のつながり、縦のつながり
があるがそこをどんな風に行っていくか、という問題提起がされましたが、ここで少し会場の方
からご意見、ご感想、ご質問などがありましたらそれを出していただき、それを受けながらこの
後を進めていきたいと思います。
実は昨日も「繰り返しの活動で気付きの質を高めていくんだよね」
、
「幼児教育も小学校の生活
科の総合も気づきの質を高めるということでは繰り返しの活動がとても重要なんじゃないか」と
いう意見が出されていました。
日本平動物園は東豊田中学校区にあるので、多分、こども園では何度も動物園に行っているし、
また小学校も行っています。動物園での学びが、おそらくもう少し、抽象度の高い学びに変わっ
ていくのではないかなと思います。
それでは、会場から、ご発言をお願いします。
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２ 質疑 1
―スローロリスの違法輸入とＳＤＧｓの 17 のパートナーシップ
１ ２つの質問

（１）多セクター連携がテーマなのに登壇者たちの話にはパートナーシップが出てこなかったが…

（東京都・中川政隆）
東京都の中川です。御三方への質問になりますが、このトークセッションのテーマが「多セクタ
ーの連携」とあるのに、17 番のパートナーシップが出てこないのはどうしてか、また御三方のこ
れからの役割はなにか―です。

（２）スローロリスを違法輸入した業者の摘発と違法輸入されたスローロリスの保護に関係機関と連携
し関わったことがあった、そこにはどんなパートナーシップがあったのか

それからもう一つ、特に柿島先生に関わることですが、海外からの動物の違法輸入に関するこ
とです。実は私は去年、文化庁に出向しています。芸術系科目が文科省本体から文化庁に移管さ
れましたので、美術の授業を見に行ったことがありましたが、その時、スローロリスを一心に描
いている子がいました。ちょっと発達障害気味の子でありましたが、
「これどこに行って描いた
の？」と聞きましたら、私たちは「どこの動物園に行って描いたの？」というイメージで聞いた
のですが、そしたら「隣町のペットショップで」と言われて「えっ？」と驚きました。それで「ち
ょっと悪いけどその店を紹介して」と言って見に行くと確かにいるんです。本来、ペットショッ
プの中にいるわけがないスローロリスがいたんです。それで野毛山動物園の飼育員さんのところ
に行って「それは輸入個体だと思うか、それとも飼育個体だと思うか？」と聞いたら「輸入だと
思う」と言うので、この子の中学校の先生にお願いして、その絵を描いた生徒さんと飼育担当で
その店に行って写真を撮ってきてもらい、撮った写真をもって親元である（出身母体の）環境省
に行き「これ、許可書、出ているか？」と聞いたら「出ていない」
「これは刑事事件になる」とい
うわけです。このスローロリスは輸入個体ですから、雑菌がついちゃっていますから元の国へは
返せません。どこかの動物園に引き取ってもらわなきゃいけないということで、その時は農水省
経由で引き取ってくれる動物園を探し、スローロリスは今、その動物園で生きています。
そんなことがあったのですが、今、自分のやったことってなんだったんだろうと、思っていま
す。中学生と飼育員さんをおとり捜査に使い、ペットショップの店主は摑まり、店はつぶれまし
た。そこに、どういうパートナーシップがあっただろうと考えています。柿島先生にお答えいた
だければと思います。
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２ 質問に対する処理・回答

（１）スローロリスの違法輸入事犯について専門家の立場から解説してください（ファシリテーター）

（静岡大学教授・田宮 縁 ファシリテーター）
中川さん、ありがとうございました。かなりマニアックな質問だったかと思います。それが多セ
クター連携や 17 のパートナーシップにどのように関わることかどうか、ファシリテーターとし
て、今の段階では理解できませんでした。申し訳ありません。柿島先生から今のスローロリスの
件について、専門家としてのお話をしていただけるとありがたいです。フロアの他の方々の意見
や質問も重視していきたいので、ここでは、柿島先生のみとさせていただきます。柿島先生、お
願い致します。

（２）日本平動物園園長・柿島安博氏の解説

違法輸入された動物は環境省と経産省とＪＡＺＡが連携し、全国の動物園が手分けして保護・飼育でき
る体制を作っている

（日本平動物園園長・柿島安博）
ありがとうございます。スローロリスですね、ワシントン条約違反ということでよく空港でも
捕まります。環境省と経産省とＪＡＺＡが連携していまして、空港で捕まった場合はＪＡＺＡの
ほうに情報が入り、ＪＡＺＡから飼育可能かという問い合わせが来ます。うちの園も違法で捕ま
った個体を飼育展示しています。違法で捕まる動物では、爬虫類とかも凄く多いです。今、お話
にあったように、空港で捕まったからといって元の国に返すことはできません。希少種なのでそ
もそも密輸されてしまうので、そのまま見殺しにするわけにもいかないので、全国の動物園で手
分けして引き取っています。経産省としてもＪＡＺＡと連携して、微々たるエサ代ですが、飼育
にかかる費用を委託料として支払っています。動物園としても、極力飼えるような体制づくりを
しています。それが確かにパートナーシップと言えるでしょうか。
ＳＤＧs のベースには環境があるといいましたが、元を追っていくと当然全てにつながっていき
ます。ただこの 17 個全部に動物園がちりばめられてもしょうがないので、動物園は使いやすい
ところから知って貰うということで、あえてその３つが、一番深く関係し、言葉が出てくるとこ
ろだと思っていますので、そこは見ています。しかしつながりは当然、全てあります。
で、話は戻りますが、そういう形で、違法飼育の関係は、経産省がＪＡＺＡを通してダイレクト
にやっています。ＪＡＺＡからは、飼えませんかというような問い合わせもあったりします。そ
れで極力飼えるような体制を作っています。どこの動物園もそういうことをやっていますし、そ
の中で繁殖する個体も勿論います。それは今、講演の中でも話したようにブリーディングローン
という形で各園と連携して行い、同じような飼育動物として扱い繁殖させて種の保存に貢献して
います。
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（３）スローロリスの違法輸入事犯の話から動物園と他機関との連携については、理解できたが、これ
が 17 のパートナーシップといえるのかは今後の課題（ファシリテーター）

（静岡大学教授・田宮 縁 ファシリテーター）
ありがとうございました。スローロリスの違法輸入については、他機関との連携の中で動物園
の果たしている役割が、大きいことがわかりました。絶滅危惧種の命を守ること「陸の豊かさも
守ろう」ということに貢献しているわけです。一般の方々への講演会ではなかなか聞くことので
きない話題に触れていただき、非常にありがたく思います。ただ 17 のパートナーシップにあた
るかどうか、生態系の部分では、スローロリスの命は守られましたが、
「社会」や「経済」の部分
が解決しない限り、同じことが繰り返されると思います。
このセッションで「多セクター連携」や「17 パートナーシップ」という言葉についてのイメー
ジや定義が曖昧だったことが中川さんの質問から明らかになりました。ビジネスの言葉で語るの
ではなく、それぞれの発達段階の子どもを中心に考えた教育の分野での「多セクター連携」や「17
パートナーシップ」を、実践をもとに議論や研究を深めていかなければならないと感じました。
時間も限られております。今後の課題としていきたいと思います。

３ 感想等
１ 竜洋西小学校・伊藤教諭の感想

繰り返し行うことが大事、繰り返し行えば、今まで気づかなかった魅力に気づくことができる、自分の勤
務している学区にも魅力的なものがあるだろうから、そういうところをどんどん見つけていきたい

（静岡大学教授・田宮 縁 ファシリテーター）
限られた時間ではありますが、大勢の方がフロアーにいらっしゃいますので、いろいろな声を
お聞きしたいと思います。素朴な質問でもいいです。これだけの人数がいるとなかなか質問しに
くいかと思いますがいかがでしょうか。
伊藤さん、いかがですか。ちょっと話したそうなサインを私に送ってくれましたが。

（磐田市立竜洋西小学校・伊藤寛記）
磐田市立竜洋西小学校の伊藤寛記と申します。お話のあった東豊田小学校や中学校やこども園
のある東豊田中学校区はとてもいいところだなと思う一方、自分が勤務している竜洋地区もとて
もいいところで決して負けないぞと思いながらお話を聞いていました。
繰り返し関わるということは自分も大事にしております。他の授業も進めなければいけないの
で、それだけの時間や労力を十分につぎ込めないところもあるわけですが、でも本当にそこが大
事なところだと思っています。
自分の娘は今５歳になりますが、幼稚園で何回も野菜の収穫をしています。そういうふうに手
がけてやることが凄く大事なところだと思います。繰り返しやらなければその魅力を見逃してし
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まったりします。通学路にあるけれども、普段その魅力に気づかないまま、認知することなく通
り過ぎてしまっていたものを改めてそこで見つけることは心がワクワクするというか楽しいこ
とであると思います。東豊田中学校区には動物園や美術館があるわけですが、なんというか、自
分も勤務している学校区に、そういうところを、そういうものを、見つけて行けられたらいいな、
そういうところをどんどん見つけて行きたいなと、感じました。

２ 修善寺の小学校・矢野教諭の感想

生活科・総合的学習の場を見ることができ楽しかった、また子どもたちの活動を見て主体的に学んで
いたのではないかと感じた、ホッキョクグマの話を聞いたが、動物たちの置かれている現状を知ること
で物を見る目の視野が広がると思った

（静岡大学教授・田宮 縁 ファシリテーター）
伊藤先生ありがとうございました。それでは他の方でいかがでしょうか。本当に感想で結構で
すので、修善寺からいらっしゃっています矢野先生、お願い致します。きっと生活総合の仲間に
なってくださるだろうなって思います。よろしくお願いします。

（伊豆・修善寺の小学校教諭・矢野淳一）
伊豆の修善寺から来ました矢野淳一と申します。小学校の教諭です。今日は本当にありがとう
ございました。動物園と連携する生活科、また総合的な学習の場を見させていただき、本当に楽
しかったですし、勉強もさせていただきました。また子どもたちがボランティアで調べたことを、
地域の人や家族、また他の学校の人や園児に紹介している姿を見ることは凄く楽しくて、子ども
たちもきっと主体的に学んだのではないのかなと感じました。
先ほど動物園の園長さんが言われたホッキョクグマの環境、それについて書いた本を子どもた
ちと読んだこともあります。北極の氷が解けたために何キロもホッキョクグマが海を泳いでいる。
ホッキョクグマの体はやせ細ってしまっている。そういう写真付きの本を読みましたが、そうい
う現実の状況から、今の切実な地球温暖化の問題だけではなく、環境問題だけでなく、いろんな
問題があるということを思います。
先ほど田宮佳奈さんが言われたように、現状を知るというか、動物たちが今困っていることや
苦しんでいることにも目を向けられたなら、また違った意味で、もっと視野が広がってくるのか
なと思いました。

３ 浜松市の保育士の感想と田宮教授の想い

（１）保育士―こうした取り組みをしていることが浜松まで届いていないが、どうしたら浜松まで輪を広げ
られるのか
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（静岡大学教授・田宮 縁 ファシリテーター）
ありがとうございました。はい、どうぞお願いします。

（浜松市・保育士）
浜松市から来た保育士をしている者です。今回、私はＳＤＧｓのワードを知っていて、興味をも
って２日間参加させていただき、すごく感銘を受けましたし、いろんな発見がありました。つな
がるものもいっぱいあったなと思っています。
この会についての回覧が園でまわって来て、私は参加しようと思ったのですが、参加者は私だ
けでした。会場に来て、他の参加者の顔ぶれを見ても、浜松市の人はあまりいないなと思ったと
ころです。凄く素敵で大事な会なのに、あまり広がっていないのが現状だなと感じました。浜松
市のほうにもっと知ってもらうためにはどうしたらいいか。私一人が発信しても力不足で、どう
したらもうちょっとこの輪を広げられるかという課題があること思いました。

（２）ファシリテーター・田宮教授―ＥＳＤ・国際化ふじのくにコンソーシアムや静岡県生活科・総合的教
育学会の活動も同様の事情にある、輪を広げていくことが今後の課題である

（静岡大学教授・田宮 縁 ファシリテーター）
ありがとうございます。それはＥＳＤ・国際化ふじのくにコンソーシアムの活動においても同
じで、やはり手が届いていない部分で、つくづく反省して思います。静岡県生活科・総合的教育
学会も、実は浜松市からいらっしゃっている方は少なくて、どうしても県中部地区がメインにな
ってしまっています。今回の場合、修善寺から矢野先生がコンタクトを取って来てくださりまし
たが、徐々に全県に広めていけたら、広がっていくと、いいなと思っています。
発言はいただいておりませんが、今日も御殿場市や小山町からも参加していただいていますし、
県外から参加くださった方もおります。少しずつ広がっています。昨日、ここまで来るのに 11 年
かかったというお話をさせていただきましたが、実際に浸透していくには時間はかかるかなと思
っています。
先ほどＳＤＧｓウオッシュといいましたが、流行だからやるというのではなくて、きちんと足
元を見ながら踏み固めてやっていくことの方が絶対に長続きするかなと思います。ですから、ま
た何かお手伝いできることがあったらいいなと思いますし、私自身ももう少しいろいろなところ
で広報させていただける機会があるといいなと思っています。

４ 静岡市子ども園課課長・安竹純一氏の感想

東豊田学区はまとまりがあり上手く取り組めているがそうではない地区がまだ多い、幼小接続でこども
園から小学校に近づこうとしているが、小学校が取り合ってくれない話が実はまだたくさんある、ＳＤＧｓ
を浸透させなくてはならない状況は浜松市と同じで頑張らなくてはならない、いろいろ吸収できた 2 日
間でこの成果を園長に伝えていけるといいなと思う
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（静岡大学教授・田宮 縁 ファシリテーター）
静岡市が進んでいるかどうか分かりませんが、市の安竹こども園課長には２日間、始めから最
後まで出席していただきました。トークセッションだけでなく昨日からのフォーラム全体のこと
でも結構ですので、一言、いただけるとありがたいです。お願いします。

（静岡市こども園課課長・安竹純一）
静岡市役所のこども園課の課長しております安竹といいます。よろしくお願い致します。
昨日と今日、このフォーラムに参加させていただきました。先ほど柿島園長から話があったと
おり、市自体がＳＤＧｓの推進、ということで取り組んでおりますけれども、今回、ＥＳＤとい
う形でそれを掘り下げ、自分の中で吸収した２日間であり、とても大きな成果だったなと自分な
りに思っています。先生方に感謝しております。
先ほど浜松の保育士さんが「浜松ではなかなか浸透してない」という話がありましたが、静岡市
でもそれは同じなのかなと思っています。昨日、今日と、わたくしどもの園の職員がいろいろ発
表しましたが、市内には 63 園あるのですが、全てが今みたいな話で上手くいっているかという
とそうではないんです。そういう中では、今日も話されていて思ったのが、東豊田の学区はとて
もまとまりがあって上手く取り組めているな、ということでした。しかしそうではない地区がや
っぱりまだまだ多くあります。
こども園では幼小接続ということで、小学校に近づこうと小学校にお願いにあがるのですが、
なかなか小学校が、校長先生が取り合ってくれないという話が実はまだまだたくさんあって、状
況は浜松市と同様、静岡市も頑張っていかなきゃなんないのかなという風に思っている次第です。
そういう中で、この２日間、勉強して吸収したものを、我々としては、うまく園長に伝えていき
浸透させていけるといいなと思いました。

（静岡大学教授・田宮 縁 ファシリテーター）
突然コメントを求めまして申しわけございませんでした。ただ今、大変、心強いお言葉をいただ
いたなと思います。このフォーラムを、このように全体で取り組んでいきましょうとなったのも、
安竹課長が後押しをしてくださったからです。長い時間をかけてここまでバックアップしてくれ
る体制を整えてくださったので、このフォーラムもどうにか開催にこぎつけたのだと思っており
ます。これからのことについても非常に心強いお言葉をいただきましたし、またＥＳＤだけでは
なく幼・小の連携のことも含めて、これから全体で取り組んで行くんだというようなお言葉だっ
たかなと感じました。本当にありがとうございます。

Ⅳ 登壇者等の最後の言
（静岡大学教授・田宮 縁 ファシリテーター）
最後に先生方に一言ずつメッセージをいただきたいと思います。
青山先生からは今後、必要なこと、深澤さんからは学校や地域への期待、そして柿島先生からは
フロアの皆さんへのメッセージを伝えていただきたいと思います。
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それではお願い致します。

１ 東豊田中学校校長・青山貴弘氏

（１）大人の市民意識が教員に必要、地域にあるいろいろなものを見ることが大事

（東豊田中学校校長・青山貴弘）
田宮先生から「今後、必要なことを」と求められたのですが、私は「教員には大人の市民意識が
必要」ということに尽きると思います。大人が「やっぱりこれは大事だな」
「これは楽しいな」っ
て思う意識を、教員である私たちも、一般市民として持たなきゃいけないと思うんです。そうい
うことに関し今、いろんな方からお話がありましたが、私はやっぱり管理職の責任って大きいと
思うんです。持続可能な社会といわれているわけですから、じゃあ、それへと、ちゃんと、きち
んと、どうやってシフトさせていくのか、ということを、私は、やっぱり管理職がちゃんと示し
ていかなきゃいけないと思うので、私はその責任を感じています。
それから地域に何もないように見えても、新しい学校に行って何もないように見えても、地域
の中を歩きまわってみるといろんなことがあるわけなんです。何もないように見えること、それ
も校長の責任かなと私は思っています。

（２）子どもとの対話が大事、早く大人になって地域のために活躍したいという子どもを育てていくことが
大事（校長室友の会の話）

それからもう一つ私は対話がやっぱり大事だと思います。対話に尽きると思うんです。教育は
対話だし、ＳＤＧｓも対話なくしてなんのＳＤＧｓかと思います。
私は個人的にですが、うちの学校に「校長室友の会」というのを作っています。これは勝手に作
ったもので、こんなことをやると言うと怒られてしまうかもわからないですが、学校中を歩き回
り「校長室では校長先生は一人で寂しいから遊びに来て下さい」とお願いして回っているんです。
そしたらうちの子どもたちは本当に優しいというか、覗いてくれて、
「校長、さみしそうな顔をし
ているな」と言って来てくれるんです。初めてきた子に、
「じゃあ、校長室友の会の会員ナンバー
あげる」と、ふざけてやっているんですが、これが 54 になりました。
校長は毎日、結構忙しいです。そういうなかで子どもと本当に話をしているんです。２、３日前
にきた子とちょっと話したらビクッとしました。というのも、その子が「僕は校長先生の前で申
しわけないけど、大人って信用できない」というんです。これどう答えますか？ 僕はこの子の
言ったことに注目しました。僕も十字架を抱えていますが、私たちの大人の仕事は、子どもに対
し「大人の世界ってまんざらじゃやないぞ」「大人ってステキだ」ということだと思うんです。
「早く大人になりたいか」なんて聞けません。だけど私は、
「早く大人になって地域のために活躍
したいよ」っていう子を育てていくことが私たち大人の責任じゃないかなと自身を持って思いま
す。私はこの子に「また来週、おいで」と言ってあって、この子とどんな内容の話ができるか、
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3 年生の子ですけど、楽しみにしています。私はそれもＳＤＧｓの大事な一歩かなと思っていま
す。うちの職員にも対応できることをやっていきたいと思っています。

２ 静岡市立東源台小学校ＰＴＡ会長・深澤邦洋氏

（１）良い事を行いその姿を子どもに見せることが大事、地域の自慢は人、私は人と人をつなぐ存在で
ありたい

（静岡市立東源台小学校ＰＴＡ会長 深澤邦洋）
今、校長先生が生徒に会員ナンバーを振っていると言っていましたが、うちの娘は中学 3 年生
で会員番号を振られています。早いです。しかも 1 桁です。
で、私は今は小学校の会長ですが、以前は中学校の会長をしていました。中学校の会長をしてい
た時、役員さんの中に「雑紙回収を中心に活動してみましょう」という提案をしてくれた方がい
ました。それで「じゃあ、やりましょう」
、校長先生にも「いいですよね」というと「面白いから
やりましょう」
、
「良いことなんだからやりましょう」
、
「良いことをやっている姿を子どもに見せ
ましょう」
、
「子どもたちが協力してくれるなら『ありがとう』と言いましょう」と言って、そん
な取り組みをしました。
さっき田宮佳奈さんが「東豊田学区は地域資源に恵まれていると思います」と言っていました。
それから浜松の保育士さんが「なんで静岡は上手くいっているのかな？」とおっしゃいました。
私も住んでいて、ある意味、
「ある程度、うまくいっているんだな」と思います。それで、じゃあ
何故？ 上手くいっているのか―というところですが、私自身が一番感じるのは、例えばランド
マーク的なものがあるとか、特産品があるとかというような分かりやすい村自慢、地域自慢は、
実は東豊田にはないということです。ＰＴＡの集まりなんかで聞いてみても「何にもない」とい
うのが実は東豊田です。しかし私はそこを、
「自分の自慢は人です」というんです。私は「人をつ
なぐような人」という存在であろうと思います。先ほど中川さんから「この先、何をやりたいの？」
と聞かれたので「人をつなぐ存在でありたい」
、自分に何ができるかできないかではないですが
「そうありたい」と思っています。

（２）学校は人が縦に横に放射状に繋がる拠点であってほしい、地域の学校は校種の別を問わず、目
指す方向、価値観を共有できたらいいなと思う

学校にはさきほどリクエストしましたが、人が縦につながる、或いは横につながる、或いは放射
状につながる、そういう拠点に学校がなってくれたらいいなと思っています。
東豊田こども園はユネスコスクールです。３校２園のうち、東豊田こども園はユネスコスクー
ルですから、それを看板に掲げながら、意識的な取り組みをされていると理解しています。で、
私は実は高校の教員で駿河区内にある高校に勤務していますが、そこもユネスコスクールです。
そしてこの駿河区内にある静岡大学教育学部はＥＳＤを進めていこう、或いはＳＤＧｓを意識し
た取り組みをサポートしようという組織で ASP.UnivNet に入っている全国でも数少ない大学の一
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つで、こども園から高校、大学とユネスコでつながっているのですが、切れているのが小学校、
中学校です。つながっていません。ユネスコスクールになれといっているのではありませんが、
目指す方向性みたいなものを、一つの価値観を共有できたらいいなあと思っています。

３ 日本平動物園園長・柿島安博

（１）野生動物の違法輸入 1 頭の陰で 30 頭、50 頭の個体が現地で殺されている、これは犯罪であるこ
とを伝えておきたい

（日本平動物園園長・柿島安博）
時間がありませんが、3 点ほどお話したいことがあります。先ほど輸入のスローロリスのお話を
していただいた中川様にちょっと補足説明をしておきたいと思います。絶滅危惧種であるスロー
ロリスがなぜ密輸されるのか。鳴かないからです。爬虫類もそうです。鳴かない動物は密輸され
やすいです。しかも現地ではもの凄く高価に取引されているので、パチンコで撃ち落とすという
話を聞いたことがあります。それで現地では、1 頭を得るために、おそらく 30 頭くらいはトータ
ルで死んでいます。パチンコで撃ち落とした個体のうち元気なものを密輸します。ただそんな獲
り方をしていると密輸の段階で死にます。50 頭向こうで撃ち落としても実際に日本に入って来
る元気な個体は１、２頭だけです。実際はそれだけの数の絶滅危惧種が死んでいるということで
す。密輸は犯罪なんです。だから中川様はとてもいいことを見つけてくださったなと思っていま
す。
この間、カワウソが密輸されたという話もありました。お金になるからやるんですが、小さい赤
ちゃんのカワウソを密輸で運びます。大きなのはとても運べません。小さいから運ぶんです。ス
ローロリスもそうです。爬虫類もそうです。小さいうちに運ぶんです。というのは親を殺して子
どもを獲るということです。６、７頭子どもがついています。全部、親を殺して獲っています。
これは犯罪です、ということをお伝えします。

（２）動物園は地域との連携だけでなく市外の人とも幅広く大きく連携して行きたいと思っている

あと、東豊田こども園さんや小学校の方には動物園を利用していただいて本当にありがたいと
思っています。来てくださっていることは勿論、承知はしていますが、学校側でどういうことを
やっていたのかというお話を今日は聞けてとてもよかったと思っています。動物園は地域との連
携だけではなくもっと開かれた動物園であることが望まれます。例えば幼児・子ども教室など、
御前崎のほうから来るなど、市外からも数多く来ていただいています。市立の動物園ですが、県
内でも有数の動物園として、本当に幅広く、大きな連携で、これからもやっていきたいと思いま
す。

（３）野生動物の命をつなぐことは、人と人をつなぐこと、人と動物をつなぐこと、人と環境をつなぐことに
他ならない、動物園は持続可能な地球環境をつなぐ施設である
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そして、あと一つ、深澤さんが最初に言ったキーワードがちょっと気になったというかピンと
きたというか、気づき、考えて行動するというキーワードですが、これはまさに動物園でいって
いる言葉です。動物園というフィールドをそういう場として使ってもらいたいということです。
命をつなぐ、次世代につなぐ、ということを、基本理念として、50 周年誌に書かせていただきま
したが、野生動物の命をつなぐことは、人と人とをつなぐということ、人と動物とをつなぐとい
うこと、人と環境をつなぐということです。つなぐというのはいろんな部分での連携ですので、
ＳＤＧｓ的な言葉で動物園について言えば「持続可能な地球環境をつなぐ動物園」―これが全て
の動物園の、世界中の動物園のテーマだと思います。こういうキーワードを、動物園というフィ
ールドで、伝えていきたいと思います。

４ ファシリテーターの最後の言等

（１）最後の言
動物園に行くこと自体が SDGs に貢献することとなる、できるところから、実践していくことが大切

（静岡大学教授・田宮 縁 ファシリテーター）
ありがとうございました。青山校長のお話を深澤会長がつなげ、深澤会長の話を柿島園長がつ
なぎ、まとめていただきました。それぞれの琴線にふれたところをつなげていく。これがまさに
連携なのではないでしょうか。このセッションでは、
「つながり」というワードが何回も登場して
きました。質の高い教育を可能にするキーワードです。
もう一つ、東豊田学区で育った子どもに、地域での学びを省察してもらいました。学校は子ども
の学びの扉を開くきっかけであることも語りから見えてきたように感じます。授業後に地域で、
「主体的・対話的で深い学び」が存在すること、そこでの学びは人生を豊かにするものであった
こと、つまり教室内という限られた空間と時間の中で真の学びは完結しないのです。教育関係者
はそれを意識していくことが必要なのではないでしょうか。
今回は、私自身がその中にどっぷり浸かっていた地域を対象にセッションを企画しました。フ
ロアの方々の発言から、それぞれの地域、それぞれの立場でセッションの内容を受け止め、考え
ていただけたと思います。
最後に、柿島園長の最後のお話は「ＺＯＯ静岡」の巻頭言にもあります（同冊子を掲げて）
。皆
様の手元にもあると思いますが、こちらには今やっている特別展、そして秋の動物園祭りのチラ
シも、２日目に参加された方の冊子には、入れてさせていただきました。
「デッキブラシ」にはと
ても楽しいことが載っていますので是非、お読みください。
ＳＤＧｓに向けてのまずはできるところから行動を起こす。動物園に行くこと自体がＳＤＧｓ
に貢献することになります。是非、皆さん、動物園に行ってください。
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● トークセッション ｜ 発達段階に応じた多セクター連携 ～学校 ・ 家庭 ・ 地域の立場から～

（２）補足―遊びと生活展の紹介

（静岡大学教授・田宮 縁 ファシリテーター）
時間が超過していますが、最後にもう一つだけ宣伝をさせていただきます。
「ユネスコスクール
の遊びと生活展」について、責任者の芳賀からご案内をさせていただきます。
（芳賀）
今日、1 日お疲れ様でした。時間がだいぶ超過して申しわけありませんが、宣伝させていただき
ます。
「ユネスコスクールの遊びと生活展」
、今回で４回目になります。
「ユネスコスクール」と書いて
ありますが、静岡の市内のこども園、年々、参加園が増えています。今年は 11 月 29 日～12 月１
日（金～日）の３日間行います。最終日 12 月 1 日は３時で終わりますのでちょっと気をつけて
いただければと思います。会場は静岡駅の南口、徒歩１分、
「るくる」の向かいで反対側の場所で
すが、非常にアクセスの良い所ですので、もし時間がありましたら足を運んでいただければと思
います。また静岡ホビースクエアのチラシ等もアップしましたので、また来ていただければなと
思っております。よろしくお願い致します。
（静岡大学教授・田宮 縁 ファシリテーター）
幼・小の連携、また幼・小・中の連携というところでは、小学校の先生方には、こちらをご覧に
なっていただくと、幼稚園でどのような生活や遊びをしているかを実際に体験できますので是非
いらしてください。
今回は、こども園の前園長がＥＳＤコーディネィターとして講演してくれます。
ファシリテートが下手で時間を超過してしまいましたが、それでは 3 人の先生方、フロアの発言
者の方々に、もう一度拍手をお願い致します。ありがとうございました。
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当日の様子
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● 当日の様子
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東豊田中学校区グランドデザインについて報告者
全体会・分科会・ポスターセッション発表者

東豊田中学校区グランドデザインについて
静岡市立東豊田中学校校長 青山 貴弘 氏
静岡市立東豊田小学校校長 都築 一晃 氏
静岡市立東豊田こども園副園長 丸岡 美矢子 氏

全体会
・戸田 拓人（羅臼町立羅臼幼稚園）知床の自然から学ぶ、羅臼町の良さ
・山岡 仁美（静岡市立久能こども園）自然の営み・地域とのつながりを重視した保育
（由緒ある梅を通して）

分科会
・市川里江子（富士市田子浦幼稚園）紙のあるまちにある幼稚園として
未来につなげていくもの
・原 法子（静岡市立由比こども園）由比の宝 由比で育まれる由比の子ども
・中野早好子（静岡市立和田島こども園）ディスカバー両河内
楽しい・大好きを積み重ね、つなげる
・三川 聖子（名古屋市立神の倉幼稚園）育てよう小さな命、探そう自然の不思議
・関山 隆一（NPO 法人もあなキッズ自然楽校）
・槙山 草介（東京都市大学）
ケアリング論からみる、森のようちえんの実践「感じる」という知り方
・富永 純子（静岡市立清沢こども園）四季の変化と命を実感できる保育
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● 東豊田中学校区グランドデザインについて報告者／全体会 ・ 分科会 ・ ポスターセッション発表者

・本間 展子（奈良市立六条幼稚園）地域を誇りに思い、未来へつなごう
～菜の花プロジェクトを通して～
・丸岡美矢子（静岡市立東豊田こども園）みんな仲良し 多文化共生

ポスターセッション
・市川 里江子（富士市立田子浦幼稚園）紙のあるまちにある幼稚園として
未来につなげていくもの
・溝口 寿子（富士市立岩松幼稚園）表現豊かな子を目指して
・澁谷 珠路（静岡市立井川こども園）子どもの興味から広がる体験
・山村 仁美（静岡市立久能こども園）自然の営み・地域とのつながりを重視した保育
（由緒ある梅を通して）
・原 法子（静岡市立由比こども園）由比の宝 由比で育まれる由比の子ども
・中野 早好子・川口 郁恵（静岡市立和田島こども園）ディスカバー両河内
楽しい・大好きを積み重ね、つなげる
・伊藤 寛記（磐田市立竜洋西小学校）一人一人が自尊心をもち、
自信をもって活動できる学級、学年、学校をめざして
・水野 大輔（静岡市立北沼上小学校）地域とつながる探求的な学習づくりの実践
・長田 真奈美（静岡市立清水不二見小学校元教諭）自分の成長を実感し、自ら学び始める１年生
をめざして スタートカリキュラム~学校探検~ようこそ！年長さんの実践を通して
・戸田 拓人（羅臼町立羅臼幼稚園 ）知床の自然から学ぶ、羅臼町の良さ
・三川 聖子（名古屋市立神の倉幼稚園）育てよう小さな命、探そう自然の不思議
・富永 純子（静岡市立清沢こども園）四季の変化と命を実感できる保育
・丸岡 美矢子（静岡市立東豊田こども園）大好きな 動物園
・関山 隆一（NPO 法人もあなキッズ自然楽校）
・槙山 草介（東京都市大学）
ケアリング論からみる、森のようちえんの実践「感じる」という知り方
・京井 麻由・岩瀬満・山形由美（静岡市認可外保育施設 野外保育ゆたか）
森のようちえん野外保育ゆたかにおける日々の保育実践と考察
・矢野 涼（志摩市立浜島保育所）
・田宮 縁（静岡大学）
アンカーポイントとしての子ども園の役割―清沢こども園の実践から考察してー
・山本 陽介・田中 千陽・加藤 悠汰（静岡大学教育学部池田ゼミ）未来につながる防災教育
～教科横断的な授業の構想～
・田宮 佳奈（北九州市立大学法学部地域政策科学科 2 年・申東愛ゼミ）
教育と地域―過疎地域のまちづくりにおいて教育が担う役割―
・本間 展子（奈良市立六条幼稚園）地域を誇りに思い、未来へつなごう
～菜の花プロジェクトを通して〜
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・山本 敬生・山口 直子・伊藤 さおり（静岡市立東豊田こども園）みんな仲良し多文化共生
・八木 勇輔（静岡市立由比こども園）子どもたちの主体性を育む実践記録
～ワクワクドキドキの海賊たち～
・矢野 淳一（伊豆市立修善寺東小学校）生活科と SDGｓ４教育を結びつけた対話型授業
～小学２年『大きくなった自分のことをふりかえろう』～
・加藤 賢一（富士市立富士中央小学校）ＵＤの視点でヒト・モノ・コトを捉え、誰でも過ごしや
すい社会の実現を目指す実践～子どもの思考に沿った魅力ある単元構想～
・深澤 邦洋（静岡県立駿河総合高等学校）総合学科高校におけるユネスコスクール活動
―生徒がつくる授業（第２弾）ビブリオバトルー
・水野 春希（静岡北高等学校高校生・ボーイスカウト清水第 17 ベンチャースカウト隊）
世界文化遺産「富士山」構成遺産、我らの「三保の松原」を守れ
・薮内 央子（焼津市立静浜幼稚園）
・田宮 縁(静岡大学)うさこちゃんシリーズから見る子ども
を取り巻く環境と子どもの成長―ブロンフェンブレンナー生態学モデルに基づく分析―
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