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ユネスコスクールとは？	 



　新学習指導要領　（2008年3月、2009年3月）	
	

　小学校学習指導要領の総則や理科、社会、中
学校学習指導要領の理科、公民、地理、高校学
習指導要領の地理歴史、公民などに持続可能な
社会の構築の観点が盛り込まれている	

　学習指導要領の改訂 （2008年3月公示）	



Ø 　今後５年間に総合的かつ計画的に取り組むべき施策	

　　  いつでもどこでも学べる環境をつくる	

　　  持続可能な社会の構築に向けた教育に関する取組の推進	

• 一人一人が地球上の資源・エネルギーの有限性や環境破　　　　　　

壊、貧困問題等自らの問題として認識し、将来にわたって安　心

して生活できる持続可能な社会の実現に向けて取り組むための

教育（ESD）の重要性について、広く啓発活動を行う・・・。	

• 特に、ESDを主導するユネスコの世界的な学校ネットワークであ

るユネスコスクール加盟校の増加を目指し、支援する。	

	

　教育振興基本計画の策定（2008年7月）	



Ø 　第1期教育振興基本計画に引き続き、ＥＳＤの重要性について明記　　	

　第２期教育振興基本計画（平成25年6月14日閣議決定）	

	
 第１部我が国における今後の教育の全体像	

 
　Ⅲ四つの基本的方向性	

　 
（１）社会を生き抜く力の養成～多様で変化の激しい社会での個人の自立と協働～	

　　（今後の学習の在り方）	
　　　　○持続可能な社会の構築という見地からは，「関わり」「つながり」を尊重できる個人を育成する「持続可能な開発のための 
　　　　　教育（ＥＳＤ）」の推進が求められており，これは「キー・コンピテンシー」の養成にもつながるものである。	

 
　第２部今後５年間に実施すべき教育上の方策	

 
　Ⅰ四つの基本的方向性に基づく方策	
 
　　１．社会を生き抜く力の養成	
　　　（４）生涯の各段階を通じて推進する取組	
　　　　　基本施策１１現代的・社会的な課題に対応した学習等の推進	

　　　　【基本的考え方】 
　　　　　○現代的，社会的な課題に対して地球的な視野で考え，自らの問題として捉え，身近なところから取り組み，持続可能な社　　　　 
　　　　　　会づくりの担い手となるよう一人一人を育成する教育（持続可能な開発のための教育：ＥＳＤ）を推進する。	
　　　　【主な取組】 
　　　　　１１－１現代的・社会的な課題等に対応した学習の推進	

　　　　　ユネスコスクールの質量両面における充実等を通じ地球規模での持続可能な社会の構築に向けた教育（持続可能な開発　　　 
　　　　　のための教育：ＥＳＤ）を推進する。		



Ⅱ　我が国のユネスコスクール	

ユネスコ憲章に示されたユネスコの理想を実現するため、
平和や国際的な連携を実践する学校 
	

参加資格	
	

就学前教育・小学校・中学校・高等学校・技術学校・	
職業学校、教員養成学校、特別支援学校等	
　　（国公私立を問わず）	

ユネスコの理念に沿った取組を継続的に実施	
　　していることが必要	



24校 (2007年) 

北海道/東北 
2校	 

近畿 
9校	 

中国/四国/九州 
5校	 

関東 
8校	 

中部 
0校	 

ユネスコスクール加盟校数の現況 
UNESCO associated schools	

北海道/東北 
１１４校	 

近畿 
１０２校	 

関東 
１０５校	 

中部 
１５８校	 

中国/四国/九州 
１３６校	 

６１５校 (2013年７月) 



ESDの推進のために	 
•  RCE： 

 ESDの推進のための地域拠点 
 
•  ユネスコスクール(UNESCO school)： 
　　ESDの推進・世界平和のための国際

 理解を目指した学校拠点 
       (ESD & global understanding for 

 world peace)	 





ESD  Rice  project	
The  ESD  (Education  for  Sustainable  Development)  Rice  Project,  “Regional  Initiative  
for  Cooperation  for  ESD  Promotion  Through  Rice,”  is  a  project  of  ESD  colearning,  
collaboration  and  networking,  where  schools  and  communities  in  the  Asia-‐‑Pacific  
region  gather  under  the  theme  of  “rice.”  It  aims  to  further  promote  and  improve  the  
quality  of  ESD  and  build  a  foundation  for  the  Asia-‐‑Pacific  regional  network  through  
action  and  constant  learning  to  work  for  sustainable  development.	 
	

お米プロジェクト	
（ライスプロジェクト）	 



タイ王国と日本  
お米を題材とした  

ユネスコスクールの交流事例	 

お互いに日本の収穫への祈りの踊りと	
タイのアユタヤの収穫祭の踊りを披露した．	 



2013年7月10日	
河北新報16面掲載	 

日本→タイの様子	 

タイ→日本の様子	 
2013年7月4日　アユタヤ  
ジラサート学校にて	 



事前準備	 
•  2012年1月　タイ，RCEトランから教員を宮城教育大学へ招聘 
•  2012年5月　大崎市教育委員会・NPO沼っこくらぶ戸島潤理事長，宮城教育大学（島野）タイ調査(RCE

トラン) 関係者と事前検討 
　　→交流が始まる（1）．お互いの季節や，農業管理などについてメッセージを送り合う． 
•  2013年1月　宮城教育大学（島野）アユタヤ県のジラサート小中一貫校で，事前検討．アユタヤ県庁関

係者，農業試験場などで，地域の稲作を調査（2）．タイ教育省，チュラロンコン大学との打ち合わせ． 
•  2013年2月　沼部小学校・大貫小学校児童のメッセージを持って，戸島潤理事長がジラサート小中一貫

校で授業（3）． 
•  2013年4月　沼部小学校・大貫小学校での，タイと日本の文化の違い，稲作形態の違いについての授業

が始まる（4）． 
•  2013年5月　宮城教育大学学生チーム準備開始（授業「フィールドワーク実験」履修者） 
•  2013年5月　沼部小学校・大貫小学校地域での稲作宿泊体験．生物多様性調査実習 
•  2013年6月　沼部小学校・大貫小学校での宮城教育大学学生による事前授業（顔の見える交流*を目指

す）（タイ米を持参，交流直前に調理）沼部小学校・大貫小学校の本格準備（5）． 
•  2013年7月2日　宮城教育大学学生チームタイに渡航．バンコクに宿泊． 
•  2013年7月3日　アユタヤ県に移動．ジラサート小中一貫校で，タイの米と日本の米，気候文化に関する

事前授業（日本の米を炊いて一緒に食べる） 
アユタヤの日本人街跡地を訪れ，600年前からの日本とタイの文化の交流について学ぶ．	 

•  2013年7月4日　ジラサート小中一貫校（それぞれ1クラス，合計2クラス）と沼部小学校・大貫小学校そ
れぞれ1クラスのスカイプ交流（それぞれ1時間） 

•  2013年7月5日　早朝，宮城教育大学学生チーム，トラン県に移動タイに渡航．トラン県のプリンセス・
チュラポーン高校と，事前授業．（日本の米を炊いて一緒に食べる）大貫小学校と，インターネットを
使った交流．	  

•  2013年7月6日-8日　100年前，タイ南部を貧困から救ったゴム畑やパームヤシ畑とその工場を見学し，
これまで教科書でしか知らなかった，東南アジアの経済について，ESDの観点から学ぶ．国立公園で熱
帯雨林の樹冠観察をおこない熱帯雨林の生物多様性についてESDの観点から学ぶ．帰国 

•  2013年7月10日　お土産のタイのキャンディーを小学校の児童達にプレゼントし，児童は大喜びだった．	 

顔の見える交流*とは，宮城県の小学校2校の児童の目の前で授業をした宮城教育大学の学
生が，実際にタイに行き，ビデオ会議の向こう側にいることによって，現実感を感じて交
流してもらいたいとして，学生から発案された．	 



May,  2012  Trang  City  hall  (RCE  Trang)	 



May,  2012	 



May,  2012  RCE  Trang	 



May,  2012	 



May,  2012	 May,  2012  RCE  Trang	 



Jan,  2013　チュラロンコン大学	 Chulalongkorn  University  Thailand	 

Prof.  Athapol  Anunthavorasakul:  ESDI  center,  
Faculty  of  Education,  Chulalongkorn  University	 

Dr.  Mario  Tabucanon:  UNU-‐‑IAS	
Emeritus  Professor,  Asian  Institute  of  Technology  
(AIT),  Thailand	
国連大学高等研究所	 	 



Jan,  2013　チュラロンコン大学	 Chulalongkorn  University  Thailand	 



Jan,  2013  タイ環境省環境教育	 Ministry  of  Environment  	
in  Thailand	 



大崎市立	 沼部小学校	
大崎市立	 大貫小学校	
（ユネスコスクール）	 

アユタヤ県	
ジラサート小中一貫校	
（私立・ユネスコスクール認定済）	 
	 

トラン県	
プリンセス・チュラポーン高校	
（公立進学校・ユネスコスクール申請中）	 

Skypeによるインターネット会議 



アユタヤ県	
ジラサート小中一貫校	
（私立・ユネスコスクール認定済）	 
	 

トラン県	
プリンセス・チュラポーン高校	
（公立進学校・ユネスコスクール申請中）	 

Skypeによるインターネット会議 

RCE  Trang	 



チュラロンコン大学　サポートチーム	
アニュンタボラサクル・アタボル教授  

(ESD  Innovation  センター)  と3名のスタッフ	
ESDI  center,  Faculty  of  Education,  	

Chulalongkorn  University	
※  宮城教育大学チームのサポート	

交通及び宿泊	

宮城教育大学　サポートチーム	 
島野智之（環境教育実践研究センター）  

10名の学生  
	

※  日本の小学校での事前授業/タイでの小学校の事前授業	
当日，スカイプ接続の通訳	

	 

NGO沼っこくらぶ　サポートチーム	
戸島潤理事長と2名のスタッフ	

	
※  当日，小学校でのスカイプ接続のケア	

学校への事前サポート	

（１）タイのアユタヤ県のジラサート小中一貫校と，大崎市の小学校の事例	

アユタヤ県アユタヤ市	
ジラサート小中一貫校	

宮城県大崎市	
沼部小学校・大貫小学校	



ワッタナパット病院　サポートチーム	
リーラワット・ビット博士	
（前トラン市長特別顧問）	
と　2名のスタッフ	

※  宮城教育大学チームのサポート	
交通及び宿泊	

宮城教育大学　サポートチーム	 
島野智之（環境教育実践研究センター）  

10名の学生  
	

※  日本の小学校での事前授業/タイでの小学校の事前授業	
当日，スカイプ接続の通訳	

	 

NGO沼っこくらぶ　サポートチーム	
戸島潤理事長と2名のスタッフ	

	
※  当日，小学校でのスカイプ接続のケア	

学校への事前サポート	

（２）タイのトラン県のプリンセス・チュラポーン高校と，大崎市の小学校の事例	

トラン県のプリンセス・
チュラポーン高校	

宮城県大崎市	
大貫小学校	

RCE  Trang	 



アユタヤ県のジラサート小中一貫校と	
沼部小学校のビデオ交流の様子　	
通訳は，宮城教育大学の学生	 
	 



アユタヤ県のジラサート小中一貫校と	
沼部小学校のビデオ交流の様子　	
タイと日本の教科書の比較	
通訳は，宮城教育大学の学生	 
	 



アユタヤ県のジラサート小中一貫校と	
大貫小学校のビデオ交流をしたBクラス	 



アユタヤ県のジラサート小中一貫校と	
宮城教育大学の学生　	
日本の稲作の収穫の踊りの披露	 
	 



トラン県のプリンセス・チュラポーン高校	
　　　　　　　　　　　　と宮城教育大学の学生	 
	 



トラン県のプリンセス・チュラポーン高校	
　　　　　　　　　　　　と大貫小学校との交流	 

カメラ	 



トラン県のプリンセス・チュラポーン高校	
　　　　　　　　　　　　と大貫小学校との交流	 

カメラ	 



トラン県のプリンセス・チュラポーン高校	
　　　　　　　　　　　　と大貫小学校との交流	 



トラン県のプリンセス・チュラポーン高校	
　　　　　　　　　　　　と宮城教育大学の学生	 
	 

お互いに日本の収穫への祈りの踊りと	
タイの南部のトランの収穫祭の踊りを披露した．	 



交流開始(ジラサートの報告書より)	 

鹿島台第2小学校の観察をジラサートに
送ったものが，掲載されている．	 



交流開始:	 

ジラサートの報告書に掲載されている．	 

宮城教育大学（島野）アユタヤ県のジラサート小中一貫校で，事前検討．アユタヤ県
庁関係者，農業試験場などで，地域の稲作を調査（2）	 

県知事との打ち合わせ	 

国立農業試験場との	
稲作の管理手法に	
ついて討議	 

ジラサートでの	
打ち合わせ	 



交流開始:	 

戸島さんの沼部小学校と大貫小学校から
の手紙を用いた授業	 

沼部小学校・大貫小学校児童のメッセージを持って，戸島潤理事長がジラサート小中
一貫校で授業（3）	 

集合写真	 
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事前準備  (5:  直前@小学校)	 

大貫小学校　4時間の発表準備	 沼部小学校　6時間の発表準備	 



学生の成長	 
•  　宮城教育大学から，タイに行った学生10名は，
日本のお米と，タイのお米の違いを，タイの子
供達に知って貰おうと，2ヶ月まえから入念に準
備を重ねた． 

•  　最初は，英語を全く話せなかった学生たちも，
英語の授業を自分たちで作り，練習を毎日重ね
ることで，次第に英語が自然に口から出てくる
ようになり，タイと大崎市のビデオ会議では，
通訳を務めるなど，その成長ぶりは目を見張る
ものがあった．	 


