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ESD学校教育研究会

ESD 授業デザインプロジェクト
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ESD学校教育研究会は学校教育でESDをすすめるための研究会です。地域活動や国際活動に実際に携わっている教員
と大学教員を中心につくられました。
主に、ESD 授業デザインプロジェクトとして教員の場づくり、教材開発、そして進め方の検討などを行います。
◆提 供：教員や NGO の作成した教材の紹介
◆研究会：教員や NGO の授業デザインの検討
◆フェスタ：教員や NGO の授業デザインの共有
◆共 創 ：コンテンツの活用の授業づくり
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◆２００９年度の活動◆

(敬称略 肩書きは当時 ＊は会員)

■ESD 授業デザインプロジェクト公開研究会 2009 Vol1 東京
【日時】６月２１日 【場所】アカデミー茗台
「福祉を学ぶことの意義について考える（実践的活動を通して）」神奈川県立七里ガ浜高校渡辺岳教諭
「持続可能な社会をつくる『ふくしと教育』」日本社会事業大学の田村真広准教授
記事 http://www.news.janjan.jp/culture/0906/0906225604/1.php
■ESD 授業デザインプロジェクト公開研究会 2009 Vol2 岩手
【日時】７月４日 【場所】 岩手大学
「持続可能な未来を作る教育の１０年の授業とは」岩手大学教育学部梶原昌五准教授
「授業作りは、つながりづくり」宮城県気仙沼市立鹿折小学校教諭阿部正人
「持続可能な未来をつくる創る授業展開の工夫・持続可能な社会の構築に向けての学習全体計画の策定」
北海道教育大学附属旭川中学校松田剛史教諭
「ＥＳＤと平和教育」東海学園大学人文学部淺川和也教授
「持続可能な未来をつくる多様な教育と授業デザイン」持続可能な開発のための教育の１０年さいたま 代表
長岡素彦
記事 http://www.news.janjan.jp/culture/0907/0907066459/1.php
■ESD 授業デザインプロジェクト公開研究会 2009 Vol3 名古屋
【日時】７月２０日 【場所】名古屋 東海学園大学
「ＥＳＤについて－ＥＳＤ持続可能な開発と多文化共生」東海学園大学人文学部淺川和也教授
「持続可能な未来をつくる授業と授業デザイン－ＥＳＤといろいろな教育・福祉教育、教科との関係」持続可
能な開発のための教育の１０年さいたま 代表 長岡素彦
「ＥＳＤ的取組みの自分の実践例から」愛知県立蒲郡高等学校山方元教諭
「ＥＳＤで世界の地域をつないでいこう！～国連大学「ＥＳＤ地域拠点」計画の紹介～」 中部大学中部高等学
術研究所古澤礼太
「地域の人々の連携による環境学習２」名古屋市立日比津小学校牧宏教諭
「不二聖心の教育活動とＥＳＤ」不二聖心女子学院中学・高等学校加納健介教諭
記事 http://www.news.janjan.jp/culture/0907/0907237602/1.php

■ESD 授業デザインフェスタ 2009
【日時】８月１６．２２日 【場所】アカデミー湯島
８月１６日 ESD 授業デザインフェスタ 2009 「ＥＳＤとユネスコスクール」
「ＡＣＣＵ ESD 教材活用ガイドブック」東京学芸大学 成田喜一郎教授
ワークショップ・検討会
８月２２日 ESD 授業デザインフェスタ 2009 「ESD カリキュラム検討会」
「持続可能な社会の構築に向けての学習全体計画の策定」北海道教育大学附属旭川中学校松田剛史教諭
「乳幼児のためのＥＳＤ、保育士を目指す学生のためのＥＳＤ」宇都宮大学教育学部 陣内雄次教授
ワークショップ・検討会
記事 http://www.slowtimes.net/2009/09/07/2009010
■日本国際理解教育学会「ESD と学校教育」実践研修会＋ESD 授業デザインプロジェクト公開研究会
【日時】１０月３１日 【場所】名古屋 東海学園大学
セッション１「地球的課題とよりよい未来と国際理解教育･ＥＳＤ」ワークショップ
ＮＩＥＤ・国際理解教育センター伊沢令子
「国際理解教育とは」日本国際理解教育学会 会長 多田孝志目白大学教授
「ＥＳＤとは」持続可能な開発のための教育の１０年さいたま 代表 長岡素彦
セッション２「実践から学ぶ国際理解教育･ＥＳＤの可能性」
伊賀市立友生小学校オチャンテ・ロサ非常勤講師
三重県名張市桔梗が丘小学校山本郁子教諭
豊田市立小清水小学校浮洲京子教諭
記事 http://www.news.janjan.jp/living/0911/0911062753/1.php
■「ESD カリキュラム・学習計画検討会」
新学習指導要領において明記された「持続可能な社会」に向けての中学校の各教科・領域における学習
全体計画づくりについての考え方とその例示について検討・提案を行った。
８月２２日 第１回 ESD カリキュラム検討会
９月２６日 第２回 ESD カリキュラム検討会
１１月２８日 第３回 ESD カリキュラム検討会
■年報「ESD 授業デザイン 2008」
年報「ESD 授業デザイン 2008」は、ESD を授業や学校づくりの生かすもので ESD 授業実践」や 2007 年の
ESD 学校教育研究会の公開研究会の活動報告などが掲載されています。
目次 http://esd.weblogs.jp/esd_/ESDS08.pdf

◆２００８年度の活動◆

(敬称略 肩書きは当時 ＊は会員)

■ESD 授業デザインプロジェクト公開研究会 2008

Vol1 「持続可能な社会をめざす環境学習」

【日時】６月７日 【場所】東京 品川区環境情報活動センター
「持続可能な社会をめざす環境学習」 新しい環境学習をつくるネットワーク 代表 羽角章ほか
記事 http://www.news.janjan.jp/area/0806/0806099134/1.php
■ESD 授業デザインプロジェクト公開研究会 2008 vol2 「ＥＳＤワークショップ グローバル・クラスルーム」
【日時】１１月１６日 【場所】 東京 文京区アカデミー千石
「ＥＳＤと『グローバル・クラスルーム』の「つながり」の視点」常磐大学人間科学部 教員 小関一也
「地域と地球をつなぐワークショップの実践」 北海道教育大学附属 旭川中学校 教諭 松田剛史 ＊
ＥＳＤワークショップ グローバル・クラスルーム
■ESD 授業デザインプロジェクト公開研究会 in 名古屋 2008 Vol3
【日時】１２月７日 【場所】名古屋 東海学園大学
事例発表－中部地区などの団体や教員による発表
「開発教育（国際理解教育）支援事業について」 JICA 中部
「地球環境を考える生徒の取り組み」 東邦高等学校 教諭 稲葉益夫
「小学校外国語活動での多文化理解」豊田市立小清水小学校 教諭 浮洲京子
「長く続いた戦争と人々のくらし」名古屋市立常磐小学校 牧宏
「気軽にできる ESD」南山大学大学院総合政策研究科博士前期課程 加納健介
ESD 授業デザインワークショップ 持続可能な開発ための教育の１０年さいたま代表 長岡素彦＊
記事 http://www.news.janjan.jp/living/0812/0812113316/1.php
■ESD 授業デザインフェスタ 2008
【日時】8 月 8.9 日

【場所】東京地球環境パートナーシップブラザ

詳細はサイト内に報告書があります。 http://www.e-tiiki.net/ESD/doc/ESD08REP.pdf
■第 26 回開発教育全国研究集会

【日時】８月２ 4 日 【場所】東京 東京外国語大学

第 26 回開発教育全国研究集会（開発教育協会）にてラウンドテーブル「ESD 授業デザインプロジェクト －『グローバル・ク
ラスルーム』」を行った。
記事 http://www.news.janjan.jp/culture/0808/0808265571/1.php
■年報「ESD 授業デザイン 2007」
年報「ESD 授業デザイン 2007」は、ESD を授業や学校づくりの生かすもので ESD 授業実践」や 2007 年の ESD 学校教育
研究会の公開研究会の活動報告などが掲載されています。
目次 http://esd.weblogs.jp/esd_/files/ESDD.pdf

◆２００７年度の活動◆

(敬称略 肩書きは当時 ＊は会員)

■ESD 授業デザインプロジェクト公開研究会 2007

Vol1 2007/5/12 さいたま市内

「グローバル教育にみる参加型教材」淺川和也 東海学園大学人文学部教員 ＊
「県立高校における教科「環境」の授業実践」松本浩一 埼玉県立高校教員 ＊
「高大連携・公民館－大学地域連携」村山史世 麻布大学環境政策学科教員 ＊
「自然を感じる授業」河野磨美子

環境ＮＰＯ

「ＥＳＤの教科の位置づけ」長岡素彦 持続可能な開発ための教育の１０年さいたま代表 ＊
■ESD（持続可能な開発のための教育）授業デザインフェスタ 2007/8/18.19 さいたま市内
【ずっと地球と生きる】学校プロジェクト 日本ユネスコ協会連盟
「環境パッケージ教材 シリーズ・プラネット」座波圭美 ユネスコ・アジア文化センター
「スウェーデンの学校教育に参加して」中富千尋 宇都宮大学教育学部環境教育課程４年
「持続可能な開発のための教育の授業デザイン」 淺川和也 東海学園大学人文学部教員 ＊
「グローバルな教育(開発教育・国際理解教育)とローカルな教育(まち学習)を一緒にデザインするーまち学習について」
陣内雄次 宇都宮大学教育学部教員 ＊
ESD 授業デザインワークショップ 長岡素彦 持続可能な開発ための教育の１０年さいたま代表＊
■ESD 授業デザインプロジェクト公開研究会 2007 vol2 2007/11/11 大東会館
「地球データマップ－ＥＳＤとテレビ番組」窪田栄一 NHK 制作局第１制作センター ディレクター
「メディアリテラシーと ESD」小山紳一郎 武蔵大学非常勤講師・国際交流団体職員
「対話プロジェクト・“どこでもドア”を教室に」渡辺裕一 対話プロジェクト
菅間正道 自由の森学園社会科教諭 渡辺恭子 同卒業生 小野崇 桐朋学園小学校教諭
■ESD 授業デザインプロジェクト公開研究会 2007 vol3 2007/12/2 宇都宮大学
「ＥＳＤについて」長岡素彦 持続可能な開発ための教育の１０年さいたま 代表 ＊
「栃木県における環境学習の取組について」今井清人 栃木県環境森林部環境森林政策課課長
「宇都宮市におけるＥＳＤの可能性について」根本泰昌 ワイズティーネットワーク株式会社
「スウェーデンの環境教育とＥＳＤ」中富千尋 宇都宮大学教育学部環境教育課程４年
「オーストラリアにおける環境共生の暮らし（パーマカルチャー）現地調査の報告」 陣内雄次宇都宮大学教育学部教員 ＊
「持続可能な社会のあり方を考える授業展開の工夫 ～映像資料を用いた取り組み～」
松田剛史 北海道教育大学附属旭川中学校教諭 ＊
ESD 授業デザインワークショップ 長岡素彦 持続可能な開発ための教育の１０年さいたま代表＊
■第 25 回開発教育全国研究集会 ラウンドテーブル 2007/8/4

横浜市アースプラザ

「ESD 授業デザインプロジェクト －グローバルな教育(開発教育)とローカルな教育(まち学習)を一緒にデザインする」
■協働と学びで拓く未来 2007/12/9 和光市中央公民館

「持続可能な開発のための教育の１０年」

■開発教育研究フォーラム「開発教育」と「環境教育」の融合 2008/2/24 拓殖大学 ESD 学校教育研究会分科会
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ESD 学校教育研究会 ESD School Net (通称 S ネット）
代表 淺川和也
事務局 〒350-1174 川越市かすみ野２－８－４
TEL 049-257-9000

事務局長 長岡素彦
持続可能な開発のための教育の 10 年さいたま内

FAX 049-233-0402 info-lab@cyber.email.ne.jp

『こどもと地球の平和な未来のための教育』 http://esd.weblogs.jp/

研究会のサイト

http://www.e-tiiki.net/ESD
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