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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
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2012 年度の活動◆

(敬称略 肩書きは当時 ＊は会員)

ESD と復興 報告書参照
1.「ESD と復興 宮城」
2.「ESD と復興 岩手/ユースフォーラム岩手大学」
3.「ESD と復興 岩手 災害と学校教育」山田町・大槌町
4.「ESD と復興 栃木」
5.ESD ワークショップ「震災・復興と居住」in 宇都宮大学
■「ESD 防災教育・復興教育プロジェクト公開研究会」vol1
【日時】 3 月 4 日 【場所】東京都 東京ウィメンズプラザ
「気仙沼教育委員会気仙沼市教育研究員の ESD 防災教育」
ESD 学校教育研究会 長岡素彦
参加者各人の教育支援、調査、体験の報告、「ESD と復興」報告
記事

http://www.slowtimes.net/2013/03/14/20130304/

■ESD（持続可能な開発のための教育）フォーラム I 地域と教育
【日時】 2 月 2 日
【場所】東京都 大東文化会館
「ともに支えあう学校 コミュニティのちから」
板橋区成増小学校支援地域本部・地域コーディネーター 白鳥円啓
記事

http://www.slowtimes.net/2013/02/02/2013202/

■ESD（持続可能な開発のための教育）フォーラム II
地域と教育
【日時】 2 月 24 日
【場所】品川区環境情報活動センター
「学校におけるソーシャルワークを考える」
神奈川県立高校教諭・社会福祉士 渡辺 岳
記事

http://www.slowtimes.net/2013/02/28/20130224/

＊

■ESD 学校教育研究会
東日本大震災後の ESD～持続可能な地域をつくる ESD コーディネーター・開発ファシリテーター
第 30 回開発教育全国研究集会（主催 特定非営利活動法人開発教育協会）
【日時】 ８月 4 日 【場所】JICA 地球ひろば
「未来コーディネーター」 循環型社会形成共同研究チーム田中広氏
「地域共創コーディネーター」
ESD 学校教育研究会 長岡素彦 ＊
記事

http://www.slowtimes.net/2012/08/04/20120804/

2011 年度の活動◆

(敬称略 肩書きは当時 ＊は会員)

■ＥＳＤカフェ at ソノツギ 持続可能な社会づくりのための学び合いのために ESD
【日時】12 月６日 【場所】ソノツギ
宇都宮
「もがみエリアキャンパス」宇都宮大学修士課程渡邊真弓
「学生の緑地保全活動」千葉大学修士課程高瀬唯
記事

http://www.slowtimes.net/2011/12/08/20111206/

■ESD 授業デザインプロジェクト公開研究会 2011
【日時】3 月 18 日 【場所】浦和コミュニティセンター
「見沼田んぼと世界からの学びで未来を考える」
見沼・風の学校
■ESD 学校教育研究会
東日本大震災以降の教育・ESD・開発教育
第２ 9 回開発教育全国研究集会（主催 特定非営利活動法人開発教育協会）
【日時】8 月 6 日
【場所】JICA 地球ひろば
「東日本大震災以降の社会のための ESD」 ESD 学校教育研究会 長岡素彦 ＊
「開発教育・国際理解教育について」
ESD 学校教育研究会 松田剛史＊
「ESD とまちづくり学習ー After 3.11」宇都宮大学修士課程渡邊真弓、宇都宮大学教授陣内雄次＊
記事

http://www.slowtimes.net/2011/08/08/201108061/

◆2010 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 2010 Vol1 東京
【日時】６月２１日 【場所】さいたま市大宮中部公民館
「地球温暖化に関する「ホッキョクグマとの約束」の実践報告岩手大学教育学部
記事 http://www.slowtimes.net/2010/09/28/20100926/

准教授梶原昌五*

■ESD 授業デザインプロジェクト公開研究会 2010 Vol2
ESD 体験学習が拓く未来
【日時】10 月 30 日 【場所】 東京の JICA 地球ひろば
「体験的学習から得られるもの―ストリート・チルドレン体験を通して― 」
長野県駒ヶ根市立赤穂東小学校原郁雄

「外部講師人材の活用について～青年海外協力隊経験者の立場から～」
社団法人 青年海外協力協会は、増田勇希
記事 http://www.slowtimes.net/2010/10/31/20101030/
■ESD(持続可能な開発のための教育)授業デザインフェスタ 2010
持続可能な未来のために育みたい力と地域
ワールドカフェ・ESD 学校と地域でつくる未来
【日時】8 月 21 日 【場所】東京都 大東文化会館
ラウンド 1「ESD・未来をつくる授業・実践」-育みたい力と全体計画」ESD 学校教育研究会 長岡素
彦＊
ラウンド 2「消費者市民社会の実現に向けた開かれた学校づくり」帝京大学教職センター・教職大学
院 専任講師 魚山秀介
ラウンド3 「ESD とまち学習ー縮退社会における持続可能性」宇都宮大学 教育学部 教授 陣内雄次
ラウンド4「ESD 多摩市教育委員会の取り組み」 多摩市教育委員会 参事 千葉正法
ラウンド5「ESD 成増小学校の学校・地域の連携」 板橋区立成増小学校 校長 清水哲也
全体会議(ハーヘスト)「持続可能な未来のために育みたい力と地域の力」
記事

http://www.slowtimes.net/2010/08/21/20100821/

■ESD 学校教育研究会 ハンドブック「ESD・未来をつくる授業・実践」
第２ 8 回開発教育全国研究集会（主催 特定非営利活動法人開発教育協会）
【日時】８月 7 日
【場所】JICA 地球ひろば
「ESD・未来をつくる授業・実践」 ESD 学校教育研究会 長岡素彦 ＊
「ESD と新指導要領」
ESD 学校教育研究会
松田剛史＊
記事

http://www.slowtimes.net/2010/08/09/20100808/
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ESD 学校教育研究会
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『こどもと地球の平和な未来のための教育』 http://esd.weblogs.jp/
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