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ハーバード大学・エリック・マズール教授による

ラーニングピラミッド

読書 10％

視聴覚 ２０％

デモンストレーション ３０％

グループ討議 ５０％

自ら体験 ７５％

他者に教える ９０％

授業で学んだ内容の半年後の記憶

National Training Laboratories 3

ラーニング・ピラミッドの数値
は、実際の調査としては整い
すぎていて、不自然です。
しかし、教員や学習者の実感
としては、納得する方も多いの
で、グループでの話し合いや
討議あるい他者に教える体
験なども取り入れながら進め
てまいりましょう。

学んだことが
頭から離れに
くい

学んでも頭に
残りにくい講義を聴くだけ ５％



社会そのものも変わって
きましたね。

どのような未来を創るのかは、
今からの教育にかかっています。

昔 今 未来

私たちが生きてきた
時代

その結果
としての

ところで、最近は

※ どのようなことが変わってきましたか。大きく変化したことを５つ以上考えましょう。
※ 次に、となりの席の人同士で、お互いに何を考えたか話し合いましょう。
※ その前に、お互いに挨拶をしましょう。一人30秒以内で自己紹介もしましょう。



交通

通信・情報

テレビ

少子化

食べ物

災害

世界状況

文化

気候

Ａ Ｉ

今ってどんな時代？

変化の激しい時代

グローバル化の時代

便利だけど危うい時代



グローバルし、激し変化する社会の中で、私たちの世界を

持続不可能にしかねない問題も起こってきました。

どのような問題があるでしょう。

※ 先ほどの話などをヒントにできる限りたくさん書き出しましょう。

（ポストイット用紙、1枚に一つずつ。問題を書きましょう。）
（先ほどの二人組で協力し合って進めましょう。3分以内）

※ たくさん書き出していただきましたが、それは、このような
ＳＤＧｓの一覧表と関係がありそうですね。





子どもたちの生きていく世界を

持続不可能にしかねない多くの課題

それを考え、取り組もうというのがＳＤＧｓであり、

その中でも、ひときわ重要なのがＥＳＤです

※ 先ほど皆さんのお書きになった世界的な課題
は、このＳＤＧｓの何番と関係が深いでしょうか。
検討して、カードの見やすいところに番号を書き

ましょう。ＳＤＧｓ１～１７のロゴの貼ってある模造紙に皆さんの見つけた課題を貼りましょう



「地球温暖化」っていう人がいるけど、

地球って、本当に温暖化しているの？

どのくらい温かくなってるの？

何が原因なの？

本当にそうなの？それだけなの？

温かくなっても、喜ぶ人もいるんじゃないの？

何が困るの。困らない人もいるんじゃないの？

ロゴ知ってればいいってもんじゃないよね・・・他人事！





そこの岡村さん！ 世の中の事、しっかり見て、
いい教育しないと、チコちゃんに叱られますよ。

はい、がんばってＥＳＤに取り組んでいきましょう！！



変化の激しい時代

グローバル化の時代

持続不可能？な世界

学力

読み、 書き、 そろばん
いままでの基礎学力
だけでは
不十分な時代です。



グローバル化 少子高齢化 技術革新

厳しい挑戦
の時代

予測が
困難な時代

http://www.irasutoya.com/2015/04/blog-post_90.html
http://4.bp.blogspot.com/-RYqBqPV5Kzw/Uf8zrI5pyqI/AAAAAAAAWvI/zZIY9SonmKo/s800/koureikasyakai.png
http://www.irasutoya.com/2015/08/blog-post_580.html


少しずつ成長する
穏やかな社会

２１世紀型教育２０世紀型教育

激変の時代
グローバル化の時代

正解のあった時代 正解がどんどん
変わる時代

This is a pen.

記憶力・情報処理力
が問われていた

❔



今までの学校教育でいいの？

どのように改善・改革していけ
ばいいのでしょうか。
まずは、あなたの考えを短い言
葉でポストイットに書いてくださ
い。（字は大きく、一枚に一つ）
何枚書いてもいいです。



次は、班でカードの構成です。

・まとめたら見出しもつけて
・関連するところは線でつなぐ
・



班の教育改革案はまとまりましたか。そ
の案をどのように説明したらいいでしょう
か。1分以内で相談してください。次に、
・改革案の説明役を1人選んでください。

・では説明役の人を残して、あとの人は
学びの旅に出ます。
他の班の説明を順に聞いて回ります。
合図があったら移動してください



次は
フリーマーケットスタイルで
新しい時代の教育改革に使え
そうなキーワードを探します。

大事だと思う言葉には、傍に
シールを貼ってあげましょう。
つまり、「いいね」マークです。



見つけてきた
教育改革に生かせるキーワードは

自分のレジュメに書き出しましょう。

※ ここまでの活動は、グローバルで変化の激しい時代に向けて、どの
ような教育が必要か、自分たちなりの多様な視点を持つために行いま
した。 このような視点をもつことで、今回の学習指導要領改訂の要点
を「自分ごと」としてとらえたり、自分たちの気づかなかった「良さ」を捉
えたり、そこから学ぼうという意欲を高めることができます。



新しい学習指導要領では
どのように言っているでしょう

2020年から本格実施される学習指導要領の前文等を読んでみましょう。

この中で、今までにない、重要なことも言っています。

皆さんが考え・提案したキーワードも、どこかに活かされているでしょうか。

探して、下線を引きましょう。 で囲みながら探してもいいですよ。

時間は7分間しかありません。では始めてください。

今の活動は、指導要領を読み解くための意識や視点づくりだったのです。
視点や問題意識を持たずに資料を読むと、意味がわかりにくいのです。



児童の人間として調和のとれた
育成を目指し・・・（個性を生かす）

自分のよさや可能性を認識する とともに、 あらゆる他者を価値のある存在として

尊重し、多様な人々と協議しながら

様々な社会的変化を乗り越え、

豊かな人生を切り拓き、 持続可能な社会の創り手となる

ことができるようにすることが求められる

(資料の１５ページで確認しましょう。）

10年前の学習指導要領

新しい学習指導要領（前文）

この考え方は、ESDそのものです

個人の成長 社会人としての役割

個人の成長

※ ここからは、学習指導要領
の改訂についての解説です。



（厳しい時代をたくましく）

「生きる力」を育む ・思考力

１、課題解決に必要な ・判断力

・表現力

・主体的に学習に取り組む態度

・多様な人々との協働 コミュニケーション能力

２、豊かな心や創造性（道徳）

３、健康で安全な生活と
豊かなスポーツライフ（17ページ）

学習指導要領では具体的には 知識や技能だけでなく



それには、学んだ知識を活用し、

①教科横断的に学ぶ （18～19ページ）

（カリキュラム・マネジメント）
だけでなく

②主体的・対話的で深い学び

（問題解決的な学び）（22ページ）



前画面の①②について、
口で言うのも､文で書くのも簡単です。
しかし、実現するのはとても困難です。
しっかり理解して、きちんと自校の教育課程に
位置づけ、具体化していきましょう！

では具体化の方策をお示しします。

指導要領でいうＥＳＤの教育って、具体的には
こういうことです。

まずはカリキュラム・マネジメントから



深い学び

総合的な学習の時間

カリキュラム・マネジメント
するということは、

生活科

従来、教科・領域ごとバラバラ
で指導・評価してきたを内容を

を創ること
深い学び

生活科

総合

特活

道徳
各教科

外国語

特別活動

特別の教科道徳
各教科

つながりで
学ばせることで



教科領域 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

国語

算数

理科

社会

総合

英語

特活

道徳
音楽

図工

体育
家庭

八名川まつり

環境の教育 多文化理解 人権・命の教育 学習スキル

長く続いた戦争と
人々の暮らし

世界が１００人の
村だったら

① SDGsの視点か
ら未来について、自
分の考えをもつ

⑤ これからの
日本について
考える

② 戦争中
の生活や人
々の願いを
知る

③ 将来の夢に
ついて考え、
自分を見つめる

⑥ 自分がなりたい
職業を選び、実現へ
の道筋を調べる ⑦ 調べたこと

を地域・保護者
に発表する

④ 将来の自分
の姿を想像し、立
体作品を作る

⑧ 世界の現状
を見つめ自分の
生き方・学び方に
ついて考える

新しい日本、
平和な日本へ

未来がよりよく
あるために

第６学年 「未来にはばたけ」学習カレンダー 江東区立八名川小学校

カリキュラム・
マネジメント

未来に
はばたけ！

１２年後の私

？
カリキュラム・
マネジメント

従来の教科分断的な
発想から、教科横断
的な発想への飛躍が

必要！



持続可能な世界のための4つの視点

（教科領域の学びをつなぐ4つの視点）

環境の問題は自分たち
だけが取り組んでもだめ
です。国際的な協力の
システムが必要です。

人が人として生きていくには
環境が重要です。

この４つの視点は、相互に
関連し合っているのです。

国際的な協力のためには、
お互いの国の文化や生き方
を尊重できなくては、協力
なんてできません。

いろいろな国の文化や
生き方を知る土台には、
人間として尊重し合う
信頼関係が大切です。

持続可能な世界のための4つの視点

（教科領域の学びをつなぐ4つの視点）



教科領域 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

国語

算数

理科

社会

総合

英語

特活

道徳

音楽

図工

体育

家庭

第6学年　ＥＳＤカレンダー 江東区立八名川小学校

八名川まつり

環境の教育 国際理解や協力 人権・命の教育 学習スキル

自然に学ぶ
暮らし

ようこそ私
たちの町

古きよき心

未来がよりよ
くあるために

日本とつなが
りの深い国々

日常の食事と

調理の基礎

世界の未来と

日本の役割

これから
の自分

１２年後の私

江戸の文化をつ
くりあげた人々

長く続いた戦
争と人々の暮

らし

電気の性質とはたらき大地のつくりと変化

病原体と体の抵抗力 喫煙・飲酒・薬物

俳 句 づ く り

江戸・深川のまちを語ろう

同じ地球
の子どもた

ち

世界が１００
人の村だった

ら

資料の調べ方

未来に
はばたけ！

私たちの願い
を実現する政

治

ホワイトハウ
スにできた柔

道場

世界が１００人の村
だったら

２８年度版

これは、ＥＳＤカレンダーといって、教科横断的な学習指導のイメージマップなんですよ。



ＥＳＤカレンダーと、この具体的な指導計画が上下のセットになっていることが重要です。



江東区立八名川小学校の取り
組みについては承知している。
ＥＳＤカレンダーは、ユネスコ
スクールだけでなく全国の学校
教育に広めていきたい。

平成２６年１０月８日 参議院予算委員会にて（ＮＨＫ国会中継画面より）

持続可能な開発のための教育を
視野に、ＥＳＤカレンダーの
活用をしてはいかがか。

（公明党荒木参議院議員）



◎主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善 を
通して、生きる力を育むことを目指す。

・基礎的・基本的な知識・技能の習得 と活用
・思考力・判断力・表現力等の育成
・主体的学習態度や多様な人々との協働
・豊かな心や創造性の涵養

などが、どうしたら自然に身についてくるの。
詰め込み教育をすると主体性も、豊かな心も育ちにくい。
別々にやろうとしても時間ばかりかかる！

だから

問題解決的な学習過程を重視
して、その中に、対話的な
協働場面を位置づけること。

ＥＳＤカレンダーを工夫して、

その中で学習をつなげカリキュ
ラム・マネジメントすること。

今度はこちらです



    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

６．指導計画  第６学年 総合的な学習の時間 

 
 

学習活動①  

将来の夢を見つめる。自分の夢を実現するために何をどのよう

にするのか考えさせる。具体例を書く。 

 
子ども自身が学びの過程を記すノートづくり  ・課題→見通し→自力解決→学び合い→まとめ             評価  ・ノート（思考の過程、学びの変容） ・毎時ごとの座席チェックシートの活用 

単元名 「未来にはばたけ！小学校卒業研究」   １0時間 

① 事実への当面 

学習活動③④ 

「夢を形に！ ジュニアセミナー」を行う。体育館でブースを作り、児童

がグループ毎に聞いて回る。 

保護者の方や地域の方、教員の知り合いを招いて、それぞれの職業につい

て説明をしてもらう。 

（職業の具体的な内容、職業に就くための資格や学歴、職業に就いてから

気づいたこと、職業に対する誇りや自負、現在も努力しているこ

と等） 

学習活動⑤ 

「夢を形に！ ジュニアセミナー」で聞いた説明を振り返り、自分の

夢に繋がる研究のテーマを決める。 

T：グループに分かれて、ブースごとに職業の説明を

聞きます。一定の時間になったら合図をするの

で、順に回ります。 

T：メモを取りながら、話を聞きます。質問してもい

いですよ。 

C：このような職業があることを知りませんでした。 

C：職業に就くために、たくさんの選択があることが

分かりました。 

C：個人的なやりがいがあって、今も努力し続けてい

ることに驚きました。 

学習活動⑦、⑧  

調べたことをまとめて、発表の準備をする。 

 

T: 皆さんの将来の夢は何でしょう。そのために何
をすればよいか知っていますか。 

C:サッカーを習っているのでサッカー選手になり
たいです。上手な子は、セレクションを受けて
チームに入っています。 

C:将来の夢は農業です。 
C:まだ、はっきり決まっていません。 

 

T：自分の将来の夢について研究テーマを決めましょう。 

C：まだ、不確かだった将来の夢を具体的に決めます。 

C：「サッカー選手」という夢は自分の希望であって、職業として

成り立つかどうかはっきりしないことに気づきました。 

C：「医者」になりたいと思っていましたが、内科、外科、眼科等

によって選択する大学が異なることに気が付いたので、具体

的な計画を考えてみたいと思いました。 

T: 八名川まつりに向けて、「未来にはばたけ！小学

校卒業研究」を各自がまとめましょう。 

C：発表の準備をします。 

C：発表の仕方を工夫します。 

 

 
＜ポイント＞ 
具体的な内容について、自分の将来の夢と照らし合
わせながら説明を聞く。 

 
＜ポイント＞ 
自分が描いている将来の夢に対して、具体性の薄さ
に気づかせる。 

 
＜ポイント＞ 
漠然とした夢ではなく、職業とはお金を稼ぐことで
あり、生活を維持していくものということを理解さ
せ、具体的に考えさせる。  

 
＜ポイント＞ 
今までの学習の成果が、生かせるような発表の仕方
を見つけさせる。 
 

T: どのように取材したり、調べたりするのか計画を
立てましょう。 

C：専門職なので、どのような資格が必要なのか調べ
ます。 

C：「保育士」になるには、専門学校、短大、大学など
の選択があるので、内容について具体的に調べ違
いを明らかにしたいです。 

C：もっと、詳しい内容を知りたいので、インターネ
ットで調べてみます。 

C：行きたいと思っている大学に入学できるようにす
るために、必要な学力について調べます。 

 
＜ポイント＞ 
次時から、調べ活動や取材ができるように具体的な
学習計画を立てさせる。 

T: 八名川まつりで発表しましょう 

C：自分の夢を実現するために具体的な計画を作成

し、自分の未来が想定できました。 

C：新しい職業ではないけれど、昔から続いている

商業を守っていきたいと思いました。 

C：働く全ての人に敬意をもつことができました。 

C：夢を実現させるために努力していきたいです。 

 
＜ポイント＞ 
今までの６年生の発表や深川江戸資料館での発表経
験を思い出させ、自分たちの「卒業研究」を発表させ
る。 
また、他の人たちの発表を聞いて、他の職業を新しい
視点で見られるようにする。 

学習活動②  

職業のあり方の変化について知らせる。アメリカの論文を読み、今後残

るであろう職業、失われる職業について知る。 

 

  
＜ポイント＞ 
従来の職業に対する意識の変化に気づかせ、大人に

なった自分をイメージさせる。 
活動を「小学校卒業研究」と位置づけ、課題に対す

る意識を高める。 
「未来にはばたけ！小学校卒業研究」 

T： この論文を読んで、自分の将来の夢を実現させ

るために大事なことは何ですか。 

C：良い大学を出たから、良い職業に付けるとは限

らないようです。 

C：近未来、どんな職業が新たに生まれるのか分か

らないです。 

C：自分で新しい職業を切り開かなければならない

のかもしれません。 

 

C：ロボットが増えて働く人の仕事をとられてしまう。 

 

予定している職業 

・ミュージシャン・ピアノ講師 

・オリジナル Tシャツ製造販売 

・エステティシャン 

・歯科医 

・がん患者支援・治験支援 

・大学院生 

・バレエ講師 

・神職（巫女） 

・ネイリスト 

・弁護士 

・栄養士 

・イラストレーター 

・薬剤師 

・カウンセラー 

学習活動⑥ 

各自がどのように取材したり、調べたりするのか計画を立てる。 

学習活動⑨ 

八名川まつりで発表し、友達や他の学年に伝える。 

学びに火をつける

この部分をしっかりやらないと
結局、最後まで教え込みで授業
しなくてはなりません。



「計画する→調べる」と
いうステップ。予想を立
て、何時間で、どんな方
法で、だれに聞いて、ど
こに行って、どうやって
調べるか、どのようにま
とめ、それを誰に伝える
かなど

ポートフォリオ等を活用
しながら、効率よくまとめ
る。
発表練習では、助言カー
ド等を活用する。友達と
練習の交流をさせること
で、説得力のある結論が
導き出せる。

○○報告会、八名川
まつり（ＥＳＤ学習まつ
り）など、子どもたちが
、学年や学校・地域を
越えて発表したり、行
動したりする場を設定
する。自ら考えたことを
進んで実行させる。

単元全体に関わる大き
な問題意識を共有する
ことが重要。目標に向
けて、教師の仕掛ける
能力が成否を分ける。
下に示した「火をつける
３つのステップ」を意識
して指導する。

【学びに火をつける】 【調べる】 【まとめる・実行する】 【伝え合う】

①体験活動や資

料をもとに基本的

な事実と出会い, 

共有する

②多様な気づきや

感想を共有する

①教師が提示したり、

子どもが調べたりし

て出合った矛盾す

る事実や意表をつく

話や資料等から疑

問を感じ、書き出す

１, 出 会 う ２, 気 付 く

①グループや学級

全体で疑問を出し

合い、分類・整理し

て学習問題化する

②問題について予

想をする

３, 問題意識をもつ
単元の初めの所で、子ども
の学ぶ心に火をつけない限
り、調べることも、まとめるこ
とも、伝え合うことすら教師に
言われるからやるだけになっ
てしまいます。学びに火をつけ
られる教師になりましょう。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

全校でESD（持続可能な開発のための教育） 

に取り組む八名川小学校 
や  な  が  わ 

 

私たちは今、
どういう世界に生きているのだろう。

そして、どういう世界を
生きていくのでしょう？？？

江東区立八名川小学校 ５年

教育課程に位置づけて
教科横断的に
行政・企業・地域・家庭と連携し
主体的な学びとして実践し
世界に向けても発信！！



教科領域 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

国語

算数

理科

社会

総合

特活

英語

道徳

音楽

図工

体育

家庭

第５学年　ＥＳＤカレンダー 江東区立八名川小学校

八名川まつり

環境の教育 多文化の理解 人権・命の教育 学習スキル

地震だ！こんなときどうする！

流れる水のはたらき

おいしいね毎日の食事

「Hello!」「 I'm happy.」

もったいない 地球温暖化

森が消えていく

チョモランマ

清掃登山隊

米づくりのさかんな

庄内平野

環境を守

る私たち

自然災害

を防ぐ

これからの
食料生産と
わたしたち

天気を予想する１００年後の

ふるさとを守る

けがの防止

単位量あたりの大きさ

ポスター

学校の歴史を知ろう

植物の発芽・成長

次への一歩

活動報告書

百分率とグラフ

カーボンマイナスこどもアクション 環境の視点で工業を見直そう

わたしたちの生活と

工業生産

明日をつくる

わたしたち

俳 句 づ く り

わかりやすく伝える

情報を生かす

わたしたち

ESDカレンダーは
低炭素社会に向けた

学びの設計図

この視点から教科横断的に学びをつなげ
教育課程に位置づけるのがESDカレンダー



江東区では、区内の
小学５・６年生の全てを
対象にカーボンマイナス
こどもアクションへの
参加を働きかけています。

江東区温暖化対策課の
取り組みです。

行政・企業と連携



取り組む意味がわからないままに
ＣＯ２を減らさせても、

主体的な学びにはなりません



私たちは今、
どういう世界に生きているのでしょう。

そして、どういう世界を
生きていくのでしょう？？？

主体的な学びのために、プレゼンで

問題意識を持たせます

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JvW2XxCTpVa2UAoHuU3uV7/SIG=12hjaqkf0/EXP=1429953393/**http:/farm2.static.flickr.com/1271/1232145942_70d3d7f940.jpg


◎「地球シミュレータ」の温暖化予測によると、 2010年には地球の気温は1900年と
比べて1.4度高くなる。地球の平均気温が1度上昇すると、世界各地の珊瑚礁がこの白化
現象を起こし、珊瑚は死滅してしまう。

私は２００８年の春にインターネット上で、このような資料を見てから、
ESDの必要性を強く感じるようになりました。



氷河なくなる

水不足になる病気が増える

氷がとける

砂漠化 植物の変化

サンゴがなくなる

巨大化する台風 水没する島

「地球温暖化による環境の変化

http://weekly.ascii.jp/elem/000/000/355/355289/


@mikotchanさん
pic.twitter.com/4SFRj73g2f

しも さん
pic.twitter.com/aI7HDA6h6a

２０１３年９月２日
埼玉県南部で竜巻発生

地下鉄入り口に迫る水
9/4、17：10名古屋市全域に避難準備情報

http://t.co/4SFRj73g2f
http://twitter.com/mikotchan
http://t.co/4SFRj73g2f
http://t.co/aI7HDA6h6a
http://t.co/aI7HDA6h6a
http://t.co/X0rzbsxeSK


◎気温が２度上昇すると、海面の上昇によって、標高の低い沿岸地域で洪水や
高潮の被害を受ける地域が拡大する。南アジアや東南アジアを中心に、世界で
２千６百万人が被害を受けると予測されている。



IPCC

（別の導入案）



2050年
2050年の私は、きっと・・・・

このような活動を通じて、2050年と自分の人生の重なりを意識しないと番組を見ても無意味！



IPCC

（別の導入案）



プレゼンの詳しい内容は省略します。
世界各地で進む環境の変化や、その
影響について事実を知らせます。

児童は心配なことや疑問を書き出し、
カードを操作して学習問題に
まとめます。

このようにして「学びに火が付き」
主体的な学習が始まるのです。

「2050年の天気予報」で検索するとユーチューブで番組を見ることができます。



カードで問題意識を集約
・疑問をカードに書き、構造化する。



温暖化比較実験
（企業との連携）

温暖化とCO２の増加の相関関係を確
かめ、CO２削減の重要性に気づく。



温暖化とCO２の増加の相関関係を確かめ、全員に、
Co２削減の重要性に気づかせる。



江東区との連携
カーボンマイナスの取り組み方
について説明を受ける

伏せ字を使って短時間で確認



子どもたちは、家族に協力を呼びかけ、６月１日から

１ヶ月間、ＣＯ２削減に取り組みました。それは

・誰もいない部屋の電気を消す。

・給食【昼食】を残さない

・エレベーターを使わずに階段を使う

・シャワーの使用を１分間短縮する

・水を出しっぱなしにしない

・冷房の設定温度を２８度Ｃにする



こどもたちは本気になって、家族に
働きかけて、ＣＯ２削減に取り組みます．
そこに学ぶ価値があるのです。



国際連合 教育科学文化機関 UNESCO には
Education   for  Sustainable  Development
とういう教育課題があります。

児童は努力し、その
（ＣＯ２削減量という）

成果に満足
していました。しかし、

自分たちが努力したのに

世界の現実を

大きく変えることはできて

いない事実を知ります。

家族と一緒に
取り組んだのに・・・



国際連合 教育科学文化機関 UNESCO には
Education   for  Sustainable  Development
とういう教育課題があります。

そこで新たな学びを進め



国際連合 教育科学文化機関 UNESCO には
Education   for  Sustainable  Development
とういう教育課題があります。

温暖化の課題をもっと
調べることにしました。



棚橋 乾 先生

壁新聞にまとめたり
それを使って・・・



世界に向けても発信！



国際連合 教育科学文化機関 UNESCO には
Education   for  Sustainable  Development
とういう教育課題があります。

ユネスコやＮＨＫとの連携で実現



5th grade ＥＳＤ calendar Yanagawa elementary school in Koto-
ku

subject Apr. May June July Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar.

Japanese

Arithmetic

Science

Social
studies

General
studies

Special
Topics

English

Social
Morality

Music

Art

PE

Home
economics

Yanagawa
Festival

Environmental 
education

Multicultural 
understanding

Human rights &the 
value of life

Study skills

Work performed by flowing  water 

「Hello!」「I'm happy.」

Waste not  
want  not

Global warming 
&

The disaster 
forests 

Cleaning party on 
Chomolungma

Rice of the fertile 
Shonai Plain

Our future  eating
habits

Preventing 
natural
disaster

Using 
Information

Forecasting the 
weather

Our town 100 years 
From now

Injury prevention

The sizes of units

Protecting the Earth by ourselves 

Poster

Generation and  
growth of  plants

The next 
step(project 

report)

Percentages  & 
graphs

Earthquake! What to do

Learning  school  history

Protecting the
environment

Investigating on 
the Internet

Delicious daily food



１０月頃には工業の学習ともつなげて企業を見学し

味の素



１２月にはエコプロダクツ展でも調べ



１月の八名川まつりで、企業の取り組みについて発信



本校の発信と、姉妹校（グリーンスクール）の連携で

インドネシア政府も、ESDカレンダーをもとに
ＥＳＤの推進をすることに！

インドネシア版ESDカレンダー

インドネシア政府に説明するSONI校長



１年 秋のおもちゃの店

２年 うごくおもちゃ大しゅう合

３年 八名川タイムトラベル

４年 やさしさパワーアップ大作戦

５年 今やろう！
地震から身を守る備えを！

６年 未来にはばたけ！
～小学校卒業研究～

第7回八名川まつり発表内容

キャリアの視点から将来設計と学び方を語る

保護者や地域の方と備えを語る

妊婦さん・外国人・お年寄り・・・・

町の史跡や道具を調べて語ります。

ゴムで、風で、坂道で・・・いっしょにあそぼ！

ドングリやまつぼっくりで楽しもう

第8回八名川まつりは平成31年２月１６日（土）の午前です。内容は、子どもたち
が決めますので変わっていると思います。午後は、研究発表会になります。



◆子どもたちが生きていく時代を踏まえた社会的な課題 何を学ぶか



最近、ＳＤＧｓのロゴを目にするようになりました。そのこと自体は悪いことではないのですが、
ばらばらに、部分的な取り組みを、コンクールや競争的に進めても、ダメなのです。



ちょっと取り組んで達成できるような甘いものは一つもありません。そこには、深い理解や
学びを通じた、本気で考える人づくりが欠かせないのです。全国の学校でやらないとだめです。





さて都や市や区、あるいは学校の教育方針には、
ＥＳＤで目指す学びの姿が具体的に書き込まれ、
推進されているのでしょうか。

そして、皆さんの地域（市町村等）の教育委員会はどのよう
に、指導を進めようにしているのでしょうか。

また、今後、どのように変わっていくでしょうか。

（もう少しで相当に優れた教育施策になるのに、少し
残念という例を紹介します。）

教師には行政の施策の良さも課題も見抜く目が必要です。
次の時代を拓くのは、皆さんですからね。





〇〇







愛知県の教育ビジョン2020は、
学習指導要領の改定案が示される以前の2016年に示され、2020年度まで
使用するつもりでいたからこそ、このような視点のずれが起きているのだと、
理解しましょう。

でも、法的拘束力のある学習指導要領の主旨と異なっているとしたら、放置
できない、重要かつ緊急性のある課題です。

各学校の教育を掌る校長先生方としては、まず、自校の教育課程が、
学習指導要領の主旨をどこまで踏まえて創られているか、ご確認ください。

また、年度末における教育課程編成に向けて、職員の学習指導要領の
主旨に対する理解を徹底させ、新しい時代を創るための教育理念や、
その実現に向けた指導方法改善についての共通理解を図ることが重要
かと考えます。

そして新たな教育課程の実現に向けて、先生方が、ご自分の取り組みに価値
を感じながら、日々の授業改善を進められることにより、愛知県の子どもたち
の学びが一層豊かで価値あるものになるよう期待しております。

愛知県の教育ビジョン2020は、
学習指導要領の改定案が示される以前の2016年に示され、2020年度まで
使用するつもりでいたからこそ、このような視点のずれが起きているのだと、
理解しましょう。

でも、法的拘束力のある学習指導要領の主旨と異なっているとしたら、放置
できない、重要かつ緊急性のある課題です。

各学校の教育を掌る校長先生方としては、まず、自校の教育課程が、
学習指導要領の主旨をどこまで踏まえて創られているか、ご確認ください。

また、年度末における教育課程編成に向けて、職員の学習指導要領の
主旨に対する理解を徹底させ、新しい時代を創るための教育理念や、
その実現に向けた指導方法改善についての共通理解を図ることが重要
かと考えます。

そして新たな教育課程の実現に向けて、先生方が、ご自分の取り組みに価値
を感じながら、日々の授業改善を進められることにより、愛知県の子どもたち
の学びが一層豊かで価値あるものになるよう期待しております。

○○県の教育ビジョン2020は、
学習指導要領の改定案が示される以前の2016年に示され、2020年度まで
使用するつもりでいたからこそ、このような視点のずれが起きているのだと、
理解しましょう。

でも、法的拘束力のある学習指導要領の主旨と異なっているとしたら、放置
できない、重要かつ緊急性のある課題です。

各学校の教育を掌る校長先生方としては、まず、自校の教育課程が、
学習指導要領の主旨をどこまで踏まえて創られているか、ご確認ください。

また、年度末における教育課程編成に向けて、職員の学習指導要領の
主旨に対する理解を徹底させ、新しい時代を創るための教育理念や、
その実現に向けた指導方法改善についての共通理解を図ることが重要
かと考えます。

そして新たな教育課程の実現に向けて、先生方が、ご自分の取り組みに価値
を感じながら、日々の授業改善を進められることにより、〇〇県の子どもたち
の学びが一層豊かで価値あるものになるよう期待しております。



今後は、成長し、変容する子どもたちの姿を通じ、

保護者や、地域の理解・納得、そして協力を得ら

れるよう、実践を重ねていかれますことに期待し

ています。

さて、最後に資料の紹介をいたします。

※ 教育委員会の作成する「教育振興基本計画」や「教育綱領」の
問題点を見抜き、改革への方針作りに役立つ資料は、手島の
ホームページ④の「議員さん出番ですよ」の中に、強烈なのが
入っています。ご活用ください。



活用できる江東区立八名川小学校
ＨＰデータの紹介

ＳＤＧｓアワード特別賞受賞関連資料
・・・提出資料、関連資料

国連広報センターブログ
・・・八名川小学校訪問記

（八名川まつりの良さが自然に伝わってきます。）

「ユネスコスクール」・・・（8年分の校内研究全ての）
指導案・カレンダー等、
博報賞記念講演VTR、
世界発信資料、

活用できる江東区立八名川小学校
ＨＰデータの紹介

ＳＤＧｓアワード特別賞受賞関連資料
・・・提出資料、関連資料

国連広報センターブログ
・・・八名川小学校訪問記

「ユネスコスクール」・・・指導案・カレンダー等、
博報賞記念講演VTR、
世界発信資料、



関係資料の紹介です。
図書館等でご覧ください。
書籍の中の全図版をカラーで
公開しました。校内研修等でご
活用ください。 ○○

○○出版



「ＥＳＤって私の学校でも取り組まないといけないんですか？」
「持続可能な社会の創り手って、どうやったら育つのですか？」

教育出版社の
「学校発・ＥＳＤの学び」関連コラム



○○県教育委員会主催

「平成30年度 ＥＳＤ推進指導者研修会」

～なるほど、納得！ＥＳＤ～

平成３０年８月６日
江東区立八名川小学校 前校長
ＥＳＤ円卓会議委員
日本ＥＳＤ学会副会長
日本持続発展教育推進フォーラム理事

手 島 利 夫


