
環境省 平成 25年度 ESD人材育成事業 レポート 

 

～EPO中部エリア～ 

中部地域は、富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、愛知県、三重県の 7県です。 

呉羽山、かぶら寿し、ビオトープ、奥山・里山、エネルギー、エコ調査活動、ギフチョウ…。 

各県の地域の素材を教材にして、地域とともに、多様な授業が展開されました。 

「わたしにできることはなんだろう」。 

関わった、つながった子どもも大人も、みんなが考える時間を持ちました。 

地域の未来、地球の未来に向けて…。



 

はじめに 

 

中部７県には、各地域の資源を活かした ESDに、積極的に取り組む学校や教育委員会、ESDを推進する教

育機関や NPO 等が存在しています。この可能性のある教育や学習主体をつなげ、子どもも大人も、学校も地域

も、それぞれの役割と強みを活かしながら、ボーダーレスに学びあう仕組みづくりを、実現できるポテンシャルがありま

す。 

 

環境省は 2013年度より「ESD人材育成事業」をスタートさせました。中学校と地域が協働しやすいスキームを

つくり、多様なステークホルダーによる ESDの実践、実践するしくみづくり、「つなぐ」、「つくる」、「つたえる」を可能にす

る事業です。 

 

各県で実践された ESD 授業は、その地域が持つ課題や資源をうまく「教材」にした、素晴らしいものばかりでした。

子どもたちに向き合う教員のまなざし、もっと知りたいという子どもたちの意欲、教員や子どもたちに寄り添う学校や地

域の人々、「やさしい空間」でした。教員も、子どもも、地域の人々も気づき、学ぶ時間でした。 

 

少しでも、その空間に触れていただきたく、このレポートをつくりました。子ども、学校、地域、未来には可能性があ

ふれていることを感じていただければ嬉しく思います。 

  

                          

 

 

 

 

 

 

   

 

 

〈環境省平成 25年度 ESD 人材育成事業とは〉 

平成25年度から環境省が文科省と連携し実施した事業。全国よりESD環境教育モデルプログラムを公募し、内20を選定。

全国各都道府県で 1校に選定されたモデルプログラムを地域化し実証授業（事業）を行い、評価検証する。中部地域では、

本事業を検討・評価する「中部 ESD形成推進委員会」、各県の実証校選定や実証プログラムの検討及び地域化プログラム

を作成、実証する「ワーキンググループ」を形成し、多様なステークホルダーを巻き込みながら事業を展開した。マスコミを活用し

た周知啓発、各県の成果を報告する発表会なども行った。中部地域では、映像教材を活用したESD授業・プログラムづくりを

行った。（受託団体 ㈱TREE （事業一部）NPO法人ボランタリーネイバーズ）



コンセプトは、学校と地域が連携する価値を見出し、連携のための仕組みを残す。 

最初に取り組んだのが、この事業を進めるための主体の形成で

す。各県のESD/環境教育の取組状況の共有や事業の課題を検

討する「形成推進委員会」を設置しました。そして各県の具体的

取組のエンジンになったのが、「ワーキンググループ」です。実証校の

選定や、実証校の授業案を基にした授業づくりと実践、発表会を

担いました。授業づくりは「地域や人々の思いを生で感じ、私には

何かができると『自分事』にし、行動意欲を育む」を重視して進めつ

つ、「地域らしさ」を感じられる授業にするため、各地域で撮影した

映像教材も活用しました。授業や発表会での児童生徒の発言から、授業の「質」を実感し、継続するための「学校を支える

仕組みづくり」が課題であるという共通認識を持ちました。課題改善のための主体形成に挑み始めています。 

 

中部 ESD環境教育プログラム形成推進委員会（敬称略） 

地域 氏名 所属 

富山 松本 謙一 富山大学人間発達科学部教授 

石川 鈴木 克徳 金沢大学環境保全センター長・教授 

福井 前園 泰徳 福井大学教育地域科学部特命准教授 

長野 中澤 朋代 松本大学総合経営学部観光ホスピタリティ学科専任講師 

岐阜 巽 徹 岐阜大学教育学部教授 

愛知 千頭 聡 日本福祉大学国際福祉開発学部教授 

三重 松岡 守 三重大学教育学部教授 

各県ワーキンググループ構成メンバー 

地域 所属団体名 

富山 
富山大学、富山市立古沢小学校、富山市立神通碧小学校、環境教育ネットワークとやまエコひろば、富山県生活

環境文化部 

石川 金沢大学、金沢市立泉中学校、キゴ山少年自然の家、金沢エコライフくらぶ、石川県環境部 

福井 福井大学、坂井市立鳴鹿小学校、 NPO 法人エコプランふくい、ふくいユネスコ協会、福井県安全環境部 

長野 
松本大学、信州大学、松本市立源池小学校、中信地区環境教育ネットワーク、一般社団法人長野県環境保全

協会、体験創庫かけはし、長野県環境部 

岐阜 岐阜大学、岐阜市立長森南中学校、NPO法人 e-plus 生涯学習研究所、岐阜県環境生活部 

愛知 
日本福祉大学、東浦町立緒川小学校、NPO 法人もりの学舎自然学校、愛知県環境部、名古屋市環境局環境

企画部 

三重 
三重大学、名張市立薦原小学校、名張市教育委員会、四日市大学エネルギー環境教育研究会、四日市自然保

護推進委員会、三重県環境生活部  

 

つながりが生み出す「新しさ」 

多くの方に出会い、話し合い、作りあげることで、ESD 授業の

「質」が高まり、ESD 推進の仕組みづくりの一歩が進みました。その

ために、多様なステークホルダーに参画いただき、情報や知識、ノウ

ハウの持ち寄りと補完による「これまでにない ESD 授業づくり」を実

現できました。授業課題に応じ、ワーキンググループメンバー以外の、

地域の環境活動団体や事業者、専門家の協力を得て、児童生

徒の思考を揺さぶる内容になりました。このように、多くの人がつな                        

がることで、ESD 実践の拡大やさらなる質の向上を担保するために、

地域のシーズによる「ESD推進のための連帯」へと進化していきます。 



 

実施校 ：富山市立古沢小学校 

授業実施者 ：酒井 祥子教諭 

対 象：小学 4年生 14名 

プログラム名：ぼくらの里山『呉羽山』   

参考としたモデルプログラム 

「生き物たちとの持続可能な社会を考えよう」 

 

こんな授業です！                                     ＊プログラムの流れ＊（総時数 15時間扱い） 

学校の近くにある「呉羽丘陵」は自然豊かな里山

です。しかし児童の生活と里山との接点がなく、関心

がほとんどありません。この授業では、「里山の大切さ

を知り、できることをしよう」という意欲を育みます。ま

ず、里山に出かけます。次に、「里山ってどんなところ？」

「呉羽山の今と昔の違い」の映像で学び、地域のお年

寄りによる昔の里山と暮らしの話や、里山保全活動を

している人へのインタビューから、里山の良さと地域課

題を理解します。地域の竹伐り作業に参加し、自分

にできることを体験し、活動している人の思いに触れ

ます。最後に映像から、人と共生しながら守られてい

る世界の里山について学びます。時間軸、人、地域、世界のつながりから、「呉羽山」が近しくなりました。 

 

 

学びあい、育ちあう…。 

里山にはたくさんの生き物が生息し、生命が育まれていることを

知り、自分たちの身の回りの豊かな自然に気づき、大切にしていこ

うとする気持ちを育みます。里山や里山に生きる動植物を守ろう

と活動する人々の思いや努力を知り、「自分たちにできること」を考

え実行する力、自分達で問題意識をもって活動したり調べたりし

て問題を解決する力、積極的にフィールドワークに参加し、自分の

考えを表現すると共に他の人の考えをしっかり聞く力、を育みます。

また、自分が役に立てる、地域のために何かできるという自信、主

体性、意欲を高めます。 

 

 

 

こどもの思い 

●きんたろう倶楽部さんが大変な作業を笑顔でしていたので、すごいと思った。 

●竹きりや下草刈りなど、きんたろう倶楽部の人たちがしていることをしたい。 

●手入れをして、木が大きく育つようにして森の生き物がすめるようにしたい。 

●自分たちが森のために役に立つことができて、うれしい。 

子どもたちの呉羽山への思いの変化 

青：マイナスの思い    黄：何とも思わない 

赤：プラスの思い 

富山県 



 

実施校：金沢市立泉中学校 

授業実施者：浜中真希教諭  

ゲストティーチャー：谷敬子氏（青木クッキングスクール） 

対 象 ：中学 1年生 25名 

プログラム名：金沢の環境が育んだ食 

参考としたモデルプルグラム 

公園、探検・発見・ほっとけん！・・・誰が？ 

FOOD!～食を通して世界とのつながりを考える～ 

 

 

こんな授業です！                                    ＊プログラムの流れ＊（総時数 6時間扱い） 

日々の暮らしと疎遠になりつつある「伝

統食」を題材に、金沢の味に欠かせない

ものを考えて課題を設定し、校区内にあ

る金沢の食文化を受け継いでいる老舗を

見学し、インタビューを行います。また、調

味料の使い方、調理方法による味の違い

など実習にて学習します。金沢の食文化

を受け継いでいる人に出会い、伝統や文

化の価値に触れます。老舗見学時に撮

影した映像を保護者に視聴いただき、 

「食」についてのアンケートを依頼します。

その結果から、作り手と買い手がつながることによって地域の伝統食の価値が守られることを認識します。そして、金沢の食文

化や環境を守り伝えるために何ができるのか考え、地域社会への参画、行動を導く授業を行いました。 

 

学びあい、育ちあう…。 

施設見学や体験活動(調理実習)、専門家からの話を通して、金沢の食

文化を育んだ地域の環境、風土や歴史について学び、理解を深めるとともに、

守り伝える意識を育てます。調べ学習や体験活動を通して、地域の伝統を

守ることの価値や地域と自分の暮らしのつながり等を理論的、多角的に思

考する力、伝統的な金沢の食の良さを確認し、地域の環境、風土、生産と

販売、人々の視点から受け継ぐために自分にできることを考え実行する力を

育みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●生徒の思い 

私の生まれるずっと前から受け継がれていて、昔の人も今の人も同じ味の同じ物を食べていることはとてもスゴイこと

で、ステキなことだと思うので、私たちも受け継いで伝えていきたいです。 

●教員の気づき 

最初に「かぶら寿し」を食べた生徒の何とも言えない顔。老舗に訪問した際にいただいた時の「おいしい!」という声。そ

の違いに驚きました。作り手の思いと受け継ぐ価値が伝わったのでしょう。大切なことに気づかされました。 

 

石川県
県 



●こどもの思い 

ビオトープと鳴鹿を助けるために、活動に興味をもちました。 

みんなに自慢できる新しいビオトープを造る活動を続けたい。 

生き物がすみやすいように自然は大切。 

 

 

 

実施校：坂井市立鳴鹿小学校 

授業実施者：浅野正樹教諭  

ゲストティーチャー：前園泰徳氏 

（福井大学教育地域科学部特命准教授） 

対 象：小学 3年生 22名 

プログラム名：「ビオトープの再生を通して、地域の特性や 

持続可能性を考えよう」 

参考としたモデルプログラム：里山ビオトープから“いのちの輝き”伝え

よう 

 

こんな授業です！                                    ＊プログラムの流れ＊（総時数 12時間扱い） 

学校には約 10年前に造られたビオトープがあ         

ります。しかし、維持管理や調査活動が十分にさ

れなかったため、外来種が優先し、池の水も富栄

養化が進んでいます。また、児童は、ビオトープや

生物、地域の自然への興味があまりない状況にあ

ります。この授業では、ビオトープの再生を通して、

地域の自然の変遷を知り、地域全体で人と自然

の調和を目指すために、どのようなことが必要なの

かを、体験を通して学びます。具体的には、ビオト

ープの生物調査や地域の高齢者へのアンケート

調査等を行い、その結果と児童の提案を地域の

大人に発信することにより、地域ぐるみでビオトープ

を再生し、様々な世代との交流によって、地区全

体の持続可能性を高めます。 

 

学びあい、育ちあう…。 

学校で見られる生き物を通して、命のすばらしさ、生物同

士のつながり、人とのつながりを知り、生き物の生活と人間の

生活の調和を学びます。10年前に造られ、その後学習にお

いて十分には活用されなかった「ビオトープの再生」をテーマとし、

問題発見力、建設的意見、実現可能性を養います。ビオト

ープの生き物について学ぶ際に、地域の自然の変遷を知り、

理想のビオトープに近づけるための協働や、地域へのプレゼン

テーションの力を身につけます。活動を通して、人の話を聞く

力、重要なことを抜き出す力、書き取る力を身につけます。地

域の自然と人との関わりを通して、持続可能社会の実現に主体性を持ちます。 

 

 

 

 

 

福井県 



 

実施校：松本市立源池小学校 

授業実施者（ゲストティーチャー）： 

鈴木喜一郎氏（寿さと山くらぶ）  

石塚聡実氏（NPO法人やまたみ） 

藤村 哲氏（体験創庫かけはし） 

対 象：3年 2組 25名 

プログラム名：信州の山の中で暮らし、歴史、文化、自然を 

         学ぶ～里山から山岳の中で~ 

参考としたモデルプログラム 「生き物たちとの持続可能な社会を考えよう」 

 

こんな授業です！                             ＊プログラムの流れ＊（総時数 10時間扱い） 

山に囲まれた地域に暮らしていながら、「山」

を身近に感じられない児童がいます。この授業

では、「山を大切にする」気持ちを育むために、

「奥山」「里山」をテーマに、山と人間のつなが

りについて学習します。里山での体験、奥山の

様子や里山での保全活動の映像、山岳ガイ

ドや里山保全活動をしている人の話から理解

を深めます。里山の歴史や災害等を学び、「ど

んな里山だったらいいだろう」、奥山については

「山道はなんのためにあるのだろう」と投げかけ、

自然と人間の共生について話し合いをします。

暮らしを取り巻く山の全体像を学習し、意見を

引き出しながら「山を大切にするために必要なこと」を考え、全校児童、保護者、地域の人に発表しました。 

 

学びあい、育ちあう…。 

里山での体験を通して、山のよさ・豊かさ・働きを知り、自然と人間、

動植物が共存していることに気づき、相互につながって生きていること

を学びます。グループでの話し合い活動を通して、多様な意見や違い

を認めつつ、自分の意見を発言する力、他の意見を受容する力を育

みます。発表会に向けて、発表内容の作成における協力する力、共

感を得るためのプレゼンテーション力を育みます。生態系の大切さを

理解し、人間もその一員であるという意識を育て、多様な視点から奥

山・里山を考えることを通して、持続可能な社会づくりに取り組む姿

勢、行動意欲を育みます。 

 

 

 

 

 

 

●こどもの思い 

間伐材を使った小屋を作って泊まってみたい。 

作家になって里山の素晴らしさを伝えます。 

自分の子どもを里山につれて行って、自然を感じさせたい。 

自然いっぱいの里山を未来に残したい。 

僕は里山を何兆年も守りたいと思う。大人になったらずっと里山に住みたい 

 

長野県
福井県 



 

 

実施校：岐阜市立長森南中学校 

授業実施者：小柳栄教諭  

ゲストティーチャー：小林由紀子氏 

              （NPO法人 e-plus生涯学習研究所） 

対 象：1年 4組 34名 

プログラム名：温暖化・エネルギーについて学び、何ができるか考えよう 

参考としたモデルプログラム  

地球温暖化を学び学校の省エネを考える「フィフティ・フィフティ」プロジェクト 

 

 

こんな授業です！                             ＊プログラムの流れ＊（総時数 7時間扱い） 

地球温暖化やエネルギー問題を「自分ごと」に

し、省エネ行動や再生可能エネルギーの利用が

その解決につながることに気づき、行動へと結び

つく授業を行います。エコワットを使った省エネ調

査、どちらが省エネ製品かを問うゲーム等を体験

し、省エネを意識すると電力使用量が変わること

を学びます。学校に設置されている太陽光発電

の見学や発電状況の把握から、また、小水力発

電事業を実施している人のインタビュー映像から、

再生可能エネルギーの特徴や可能性、地産地

消エネルギーの存在を知ります。「今後どのような

工夫や行動をするか」「どのようなエネルギーを選

択すると持続可能であるか」についてディスカッションをし、行動につなぎます。 

 

学びあい、育ちあう…。 

地球温暖化やエネルギー問題の情報を集め、様々な視点から自分

の意見をまとめ、発言し、行動する態度を養います。学校及び家庭での

身近な省エネルギーの方法の体験を通して、自ら実践する力、実践の

結果等を他者に伝えるためのコミュニケーション力を育みます。エネルギー

問題を地域の課題として捉え、活動している人のメッセージを受けて、「ど

んな工夫や選択ができるのだろう」など問いかけ、行動の変化と地域社

会への参加意欲を高めます。日本におけるエネルギー事情や発電のしく

み、そのメリット・デメリットなどを学び、どのような供給源としくみが今後の

日本社会に必要かについて、批判的かつ多面的に考える力を育みます。 

 

 

 

  

 

 

●生徒の思い 

再生可能エネルギーは他県にどれくらい設置されているか、知りたい。 

日本の自然を発電に生かせることを知った。 

再生可能なものは再生して新しくして使いたいです。 

僕も自分で電気をつくって生活してみたいと思った。 

 

 

岐阜県
ぇ野県
福井県 



●こどもの思い 

「ざんねんエコ」をもっとさがして「ざんねんエコ」を緒川小の「エコじまん」にしたいです。 

朝のつどいで緒川っ子に伝えたら電気を消してくれる学年がふえた。 

エコは地球を支えている。 

学校もエコになれる。 

世界に ECO を伝えたい。 

 

 

 

実施校：知多郡東浦町立緒川小学校 

授業実施者：原 伊津子教諭 

ゲストティーチャー：浜口祐子氏（NPO法人森の学舎自然学校） 

対 象：4年 2組 39名 

プログラム名：環境問題について考え、地球にやさしい活動をしよう  

参考としたモデルプログラム レッツゴー!エコキッズ 

 

 

こんな授業です！                           *プログラムの流れ* （総時数 44時間扱い） 

「環境」をテーマにした 4年生の総合的な学

習の時間での授業展開です。「学校エコ調査

隊チェックリスト」を作成し、校内のエコ調査活

動を行います。「緒川小エコじまん」と「ざんねん

エコ」を決定し、「ざんねんエコ」の改善計画を

立て、活動をします。「CO2へらすぞ！緒川小

チャレンジ～校内エコ活動報告会」では、これ

までの活動を映像でふりかえり、エコ活動を家

庭や地域に広げることや、そのために何を伝え

たらよいのかについて意見交換します。映像ク

イズ「どっちがエコかな？」では、家や地域でで

きるエコ活動について考えます。「わたしのエコ

宣言」を作成して行動に結び付けます。学校

の次年度の環境活動目標にし、新４年生に申し送りをします。 

 

学びあい、育ちあい…。 

身近な地域の環境や環境問題について調べて、多様な人々の活

動や思いに触れ、自分たちにできることを考える態度を育みます。環

境を大切にする気持ちを持ち、環境問題を解決するのは私である、

という「当事者意識」を育みます。校内でのエコ調査活動を通して、改

善すべき点を発見し、その改善策を考え、行動する「課題を解決する

ための力」や「実践する力」、学校内で実施したエコ活動が家庭や地

域に広がったり、さらに充実したりするための提案づくりを仲間と共に行

うことで、「多面的思考力」「未来志向力」を育てます。学習プロセスや、

実践による効果などを他者に伝えるコミュニケーション力、参加意欲を高めます。 

 

 

 

 

 

 

愛知県
阜県ぇ
野県福
井県 



 

 

実施校：名張市立薦原小学校 

授業実施者：松田淑子教諭  

ゲストティーチャー：伊賀ふるさとギフチョウネットワーク 

対 象：4年生 21名 

プログラム名：「見つめよう わたしたちの自然」 

～ギフチョウから考える薦原の自然と未来～  

参考としたモデルプログラム 「生き物たちとの持続可能な社会を考えよう」 

 

こんな授業です！                             ＊プログラムの流れ＊（総時数 40時間扱い） 

豊かな自然環境の中で生活している児童には、

当たり前にある自然の素晴らしさを実感することがほ

とんどありません。その価値や大切さに気づくため、ギ

フチョウをテーマに授業を行います。春には生息地

（市が指定した保護区）で観察などを行い、ギフ

チョウの生態や、なぜ薦原地域に生息するのかを学

びます。違う視点で地域を見ることで、豊かな自然

が人によって守られ、自然と人とのバランスよい共

存が自然環境を作っていることに気づかせます。ギフ

チョウの保護区には工場等が隣接しており、「開発」

に脅かされています。ギフチョウか人間か、児童に問

いかけ、自然と人間が共存するために何ができるの

かを考えます。地域に愛着と誇りを持ち、行動する

力を育む授業です。 

 

学びあい、育ちあい…。 

ギフチョウを通して、自分たちの住んでいる地域を見つめ直し、ギフ

チョウが生息できる地域の自然環境の希少さに気づき、愛着と誇りを

育みます。自然環境を脅かす開発、ギフチョウと人間、開発と自然環

境が調和する地域づくりのために、自分たちに何ができるのかを考え

ます。学んだことをまとめ、理由を明確にしながらお互いの考えを出し

合い、発信します。地域の状況や課題を「自分ごと」として捉え、地

域の人との出会いや自然観察会を通して、地域の未来をどうしていき

たいかを考え、行動する力を育みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●こどもの思い 

一匹一匹にちゃんと命がある。 

人間の命が大切なのと同じように、ギフチョウも命があるから大切だと思います。 

いろいろ自然を守る、手伝いや、自分にできる事をしてみたい。自分のためにも生き物のためにもなるから。 

人間も生きていかないといけない。 

してみたいではなく、ギフチョウがすめる所にしていきたいと思いました。 

 

三重県
阜県ぇ
野県福
井県 



中部 7県のこどもと教員の学びあいが、新聞に掲載されました。 

●富山県 北日本新聞（10/29）    ●石川県 北國新聞（1/11）    ●福井県 福井新聞（1/25） 

 

 

●長野県 信濃毎日新聞（12/18） ●岐阜県 岐阜新聞（1/15）   ●愛知県 朝日新聞（11/21） 

 

 

●三重県 朝日新聞（1/23） 

 

 

 

 

 

        

 

 



 

おわりに 

 

「学校と地域が離れつつある今、子ども、教員、地域住民のつながりが切れ始めているこの状況を結びなおし、 

子どもを取り巻く大人が、「学ぶことの本質」に触れ、「学びあい、育ちあう」空間、コミュニティ形成の作り手になる」 

その可能性を検証することがこの事業の「EPO として」の目的でした。 

 

事業を進めるなかで、大切にしたことは、「参加」です。色々な場面で、子どもたちの参加、地域の人々の参加、関係

者の参加を可能にする設計の支援をしてきました。 

 

そのことによって、授業を実施した教員やゲストティーチャー、授業を受けた子どもたち、授業づくりや授業発表会に参

加した地域住民は、「地域の子どもは地域が育てる、地域の学校は地域が支える」ことの重要さに気づいたと思いま

す。 

 

もっと多くの教員や学校、地域の人々に、「この大切さ」に気づいてほしい。 

 

そのためには、気づいた人々が「実践をしやすくなる環境」をつくること、まだ気づいていない人が「気づく環境」をつくるこ

と。そのための課題も見えてきました。その課題をどう改善していくかについて、今後関係者との対話を深め、具体的行

動に移していきたいと考えています。 

2014年 3月 
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