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ESDでみるへき地教育の在り方
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1 はじめに

(1 )背景と目的

持続可能な社会をつくるには.人類の未来可

能性を減じないことが大切であるo 人類は多様

な自然環境に即した多様な暮らしの形をつくり

あげてきたが，地球的規模で社会経済活動の均

質・画一化が進み，地域多様性は急速に喪失し

ている(河本， 2011)。特に.世界的に都市の

肥大化が進み，多くの人々が都市的地域で暮ら

すようになっている点は大きな変化である。日

本でも.人口およびサービス供給の平地・都市

部への集中によって，そこから離れた農村地域，

とりわけ島しょ・山間地域において暮らしの持

続が困難化してきたo

こうした地域における医療や教育といった基

本的な公共サービスは 政策的には「へき地医

療J.rへき地教育J1)と呼ばれるo このうち.

本稿で扱うへき地教育は.基本的には 1954年

に制定されたへき地教育振興法の下で振興が図

られてきた。同法の制定に大きく関わり，その

後も全国のへき地教育に関わる動きを牽引して

きた全国へき地教育研究連盟(以降，全へき

連)は， r各都道府県へき地教育研究団体の活

動を促進し，関係機関団体との連絡を密にして，

へき地学校.小規模学校，複式学級を有する学

校，分校等の教育の充実をはかり，もってへき

地における教育の振興をはかることを目的Jと

している(公式サイト)。全国から市町村等に

至るマルチスケールの強固な組織力をもってお

り，全国研究大会や 地方プロック単位・都道

府県単位・市町村単位等の研究大会を毎年，地

域のローテーションにより開催している。これ

らでは.全体会(開会式.基調報告，記念講演

など)，課題別分散会，学校での分科会(公開

授業)などが行われている D しかし全国的な

学校の小規模化や統廃合の進行に伴い.へき地

とされる地域の学校は大幅に減少しており，全

小中学校に対するへき地指定学校の割合は

10%程度となっている(米津・御代田・富樫.

2019)。

こうした中.日本教育大学協会には2018年

に「全国へき地・小規模校教育部門」が設立さ

れた。この動きを主導した玉井康之氏による

「ご参加・ご協力のお願いJ(玉井， 2018)には，

全国的な少子化・過疎化・小規模校化の現状，

へき地・小規模校教育の独自性と可能性，人口

減少社会に対応した日本の教員養成とネット

ワーク化の課題，部門創設の意義と可能性の4

点が挙げられている D ここには，日本全体で人

口急減・少子高齢社会化が進む中，全国の学校

-91-



の小規模化が進んでおり，これまで例外として

扱われてきたへき地教育の研究の積み重ねが.

今後の学校や教育のあり方を考えるうえで汎用

性をもっ(玉井.2015)などの事実や考え方が

反映されている。

同年の同協会の研究集会では.文部科学省の

池原充洋氏が rr持続可能な社会の創り手jを

育成できる教員の養成」と題して講演した。新

学習指導要領の前文に.一人一人の児童生徒が

「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Jと示されたことを受けたものであ

り. ESD (持続可能な開発のための教育)や

SDGs (持続可能な開発目標)は，教員養成・教

員研修を担う教育大学関係者にとって意義深い

(宮下.2018)。

以上を受けて本稿では 持続可能な社会の創

り手を育むための日本のへき地教育の在り方を

示したい。

(2)構成と方法

第2章では，へき地教育と ESDの関係のこれ

までを扱う。まず，へき地教育振興法制定の直

後と近年とで，へき地教育をめぐる状況が大き

く変化していることを示す。そのうえで.学校

教育においてESDを実践展開する拠点とされ

るユネスコスクールとへき地学校との関係を確

認する。さらに，近年のへき地教育を対象とし

た，全へき連の「第8次長期5か年研究推進計

画J(2014 --2018年度)における ESD関連記

述と ESDとの関わりを把握する D

続く第3章では. ESDとしてのへき地教育の

在り方を探る。 ESDの視点からへき地教育を捉

えなおすことによって社会にどんな可能性が聞

かれうるのか，そのためには何が必要かを議論

するo その手段としてまず全へき連が2018

年に出した「第9次長期5か年研究推進計画J

(2019 --2023年度)におけるESD関連記述を

把握するo その後. ESDに関するグローパル・

アクション・プログラム (GAP)および rESD

for 2030J 2)における 5つの「優先行動分野Jと

へき地教育との関係を検討する D

第4章では.以上のまとめをおこなう。

2 へき地教育と ESDのこれまで

日本におけるへき地教育関連の動きの基盤と

なっているのは. 1954年に制定された，へき

地教育振興法である。同法は.r交通条件及び

自然的，経済的，文化的諸条件に恵まれない山

間地，離島その他の地域に所在する公立の小学

校，中学校J等を対象にしているo 同法の趣旨

について文部省(1981)は へき地における教

育は，教員の確保，施設・設備の整備，学習の

指導方法等各種の面について多くの困難な条件

を背負っているため，教育の地域的格差を是正

し，その水準の向上を図るべく.国および地方

公共団体が協力し総合的な施策を進めるとし

ているo この法とその施行規則には，へき地学

校の 1--5級および準級の級地指定(へき地等

級)の仕組みゃ，それに基づくへき地手当の支

給も含まれている。

へき地教育振興法は，へき地学校の教員の運

動によって制定されたものである(御代田・米

津・富樫. 2018) 0 1951年に岐阜県高山市等で

岐阜県教育委員会主催.文部省後援の「小さい

学校教育研究全国大会Jが聞かれたことが契機

になっているc 翌年には北海道帯広市等で「第

l回全国へき地教育研究大会J等が聞かれ，そ

の際に全へき連が結成されたD 当時のへき地教
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育の実態を示す文部省調査局調査課(1956)に

は.へき地学校指定基準やへき地手当支給の法

的根拠，へき地学校の教育状況(生徒数，学級

数，教員配置.児童・生徒の通学距離や疾病擢

患.学用品の不足.長期欠席者，上級学校への

進学.教員の学歴・免許状・勤務年数・住居形

態，学校の電気・電話・飲料水・図書・教材な

どの設備・備品等)へき地の文化状況(電燈・

ラジオ・電話・新聞の普及状況，新聞の遅配状

況.飲料水の利用状況 県教委所在地からの郵

便の到着日数，社会教育施設の状況)等が記さ

れている D

その後.へき地教育をめぐる状況は大きく変

化してきた。へき地教育実践の現代的課題を，

御代田・米津・富樫 (2018)は3点に整理して

いるo 第一に，都市部との文化的・教育的条件

としての格差がなくなりつつある一方で，地域

社会自体の存続という課題が学校の背景に存在

しているo 第二に. ICT利用や特別支援教育に

関する先行研究から.rインターネット等を通

じた接続は可能であっても，学校統廃合や公共

交通機関の減少等.過疎化が進行する中で，子

ども・父母・教師が直接に専門的知識・専門機

関と接することが困難になっている状況」があ

るD 第三に.地域に学校を存続させるために活

用されることが多い小規模特認校制度の活用の

在り方に触れているo

このようなへき地教育と ESDとをつなぐ研

究には. どのようなものがあるだろうか? 国

立情報学研究所の論文検索サービスCiNiiにおい

て「へき地 ESDJで検索すると，へき地小規

模校向けにフード・マイレージに関する ESD

教材開発を行った小野・菊地・簸ほか (2016)

のみヒットする o rへき地持続可能」では，

ESDでみるへき地教育の在り方

へき地小規模校を維持・発展させる教育システ

ムの事例を扱った河本・板橋・岩本 (2016)や，

地域の持続可能な産業の教材化と授業実践を

行った伊畑・高嶋・奥山ほか (2017)等があるo

「複式学級Jr小規模校Jr山間Jr離島Jといっ

た語と. rESOJや「持続可能」といった語を

ともに用いた文献を探すと 小野・伊藤・室貴

ほか (2008)や高野 (2013)のように離島や山

岡地を外部の者の学びの場とした実践事例や.

学校の維持・統廃合・小規模化や学校運営に関

わる研究が出てくるo しかし ESDを意識して

へき地教育の今後を見据えた研究は見られない。

へき地学校には. ESDを意識した教育実践が

どの程度みられるだろうか? 文部科学省およ

び日本ユネスコ圏内委員会が学校教育における

ESDの推進拠点として位置付けているユネスコ

スクールについて確認する。 1953年に国際理解

教育のための世界的な学校共同体として創設さ

れたユネスコスクールのネットワーク (UNESCO

Associated Schools Project Network (ASPnet))は，

加盟校が世界で約 l万校を超える世界最大規模

の学校閲ネットワークである(小林.2014)0 日

本では 1，116校 (2018年10月現在)の幼稚園，

小・中・高および教員養成学校が加盟しているo

全国のユネスコスクール認定小学校572校の

5.8% (33校).同中学校359校の4.2%(15校)

がへき地学校等であるc これらはいずれも一貫

校等の場合には該当年次を考慮して算出してい

るo また，へき地学校等の1.5%がユネスコス

クールであるo 文部科学省の平成30年度学校

基本調査(速報値)によると.2018年5月1日

現在，全国の小学校と義務教育学校の合計は

19，974校.中学校と義務教育学校の合計は

10，352校である o それらに占めるユネスコス
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クールの割合はそれぞれ2.9%と3.5%である。

このことから.へき地にはユネスコスクールと

して認定されている学校が相対的に少ないこと

がわかる。

続いて.全へき遠の「第8次長期5か年研究

推進計画J(2014年度-2018年度)Jを確認す

る。 rESDJゃ「持続」という語は挙げられて

いないが. ESDに未来志向の要素が多いことを

考慮して「未来」で検索すると. 5つ見つかるo

第一は.r美しい自然と温かい郷土に守られす

くすくと育つ児童生徒には未来があります」と

いう会長の言葉である。第二・第三は.r第4

次長期5か年研究推進計画J(1994 -1998年)

の研究主題であった「郷土の未来を拓き，たく

ましい実践力をもって主体的・創造的に生きる

心豊かな子どもの育成Jで.2か所に掲載され

ているo 第四は.r第8次長期5か年研究推進

計画の全体構造」の図の中に「今後の教育の動

向Jとして挙げられている「第2期教育振興基

本計画案 (H24.8. 24) Jの基本的方向性のひと

つである r2.未来への飛躍を実現する人材養

成」である。第五は. r子どもと地域の未来を

ひらくーへき地・小規模校教育の可能性-Jと

題する玉井 (2006)の参照である D 以上から.

全へき連の推進計画は.ESDに関して明示的で

はないが，子ども(児童生徒)および地域(郷

土)の未来をつくる姿勢は読み取れる状況に

あったと言えるo

3 へき地教育と ESDで拓く未来

本章では2つの資料を用いて.ESDとしての

へき地教育の在り方を探る。その全体像を図 1

にまとめているので.適宜参照しながら読んで

ほしし」

(1 )全へき連の新しい研究推進計画にみる

ESD 

2018年に出された「第9次長期5か年研究

推進計画J(2019 -2023年度)には，前章で

f及ったひとつ前の5か年研究推進計画と同様に

rESDJという語は記されていない。しかし

「持続Jは.r第3期教育振興基本計画案Jの基

本的方針のひとつである「②社会の持続的発展

を牽引する力の育成Jに登場しているo ただし，

これは中央教育審議会によるものの引用である。

「未来」は. 10か所に登場する D 研究主題が

「ふるさとに夢や誇りをもって，未来の創り手

となる子どもの育成」になったことが大きく影

響している 3)。会長の挨拶に r9次長計では学

習指導要領の完全実施に向けて. r生きる力の

育成Jという理念を継承しつつ，未来の創り手

となるために必要な資質・能力を育む『社会に

聞かれた教育課程Jの実現を強く願っていま

す」とあるo また. rr未来の創り手jとはJと

いう項目には，社会の変化や新学習指導要領を

ふまえた形で.rこれからの社会を生きる子ど

もたちには，幅広い知識と柔軟な思考力に基づ

く判断が一層重要になる。また， 自ら課題を発

見し解決する力，コミュニケーション能力，物

事を多様な観点から考察する力.様々な情報を

取捨選択できる力などが求められる。このよう

な次代を担う f生きる力』を. rふるさとjで

培った力を礎にして 21世紀の我が国を切り

拓いていく人間力を育むことも期待しているo

今や fへき地に光をjではなく. rへき地から

光をjの時代であると言われている D 新しい時

代を切り拓く子どもたちの育成はへき地教育を

抜きに語ることはできず.時代の要請にあった

教育の実現には，へき地・複式・小規模校が積
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み重ねてきた実践に期待するところが大きい」

と記されている D

研究主題のうち， r未来の創り手となる子ど

もの育成Jは新学習指導要領等をふまえており，

rr未来の創り手jとは」に記されている内容は

学校教育における ESDとして全国的な汎用性

をもっo 他方で， rふるさとに夢や誇りをもっ

てJの部分は必ずしもそうではない。ここにへ

き地教育ならではのESDの特徴をつくってい

くことが大切と考えられる o rふるさと」は生

まれ育ったローカルな地域を指す概念であり，

へき地教育の場合には対象となる小中学校の学

校区を指すと考えるのが自然である。 rrへき地

から光をjをスローガンにとどまらせず具現化

するには.rrふるさとjで培った力を礎にJす

ること.言い換えれば学校区をはじめとした地

域(ふるさと)学習をベースにしていかに資

質・能力を伸ばせるかが鍵になると言える。

世界・日本

地域(ふるさと)

ESDでみるへき地教育の在り方

(2) GAPの「優先行動分野」とへき地教育

ESDに関するグローバル・アクション・プロ

グラム (GAP)は.r全てのレベルの行動によっ

て持続可能な開発のための教育 (ESD)の可能

性を最大限に引き出し，万人に対する持続可能

な開発の学習の機会を増やす」べく「行動を生

み出すためのものJであるコ本節では，その中

の5つの「優先行動分野Jをヒントにして，へ

き地教育の在り方を考えるo 図lではそれらを

①~⑤として位置付けた。

第一の「政策的支援 (ESDに対する政策的

支援)Jについては，既に法制度にもとづく組

織的・継続的な活動がおこなわれているo また，

全へき連の2018年の研究推進計画では前述の

とおり「未来の創り手となる子どもの育成Jが

掲げられているo さらに.そこにも大きく影響

する新学習指導要領では.全学校種の前文で

「持続可能な社会の創り手となることができる

へき地学校等ー一一

地鼠(ふるさと)を基盤とした ESDの展開 、¥、

…地場学習を核にレた形で、 、
ESDで育みたい資質・能力を書えた体系的な力リキコラムと ④ユース
それを支える体制を構築 ・学続以外でのESD学習援会

-地経活動への容画体制

・へき地外での出身者の活躍

⑤地域コミユニディJ
・無理のない連携・協働

③教員養成・研修 ・宋来志向の主体との出会い①政策的支援 連携・交涜

既存の法制度 -相互支鐙

+巴Dを基盤とした学びへの対応 ・情報発信

-地主ま学習の体系化 ・地主主表現力の向上

-ユネスコスクール対応

-ローカルとグローバルをつなぐ

-へきt也教育対応

• ESD理解

・地縫理解

-地媛学習の体制整備

へき地を活かす社会づくり

図1 ESDとしてのへき地教育の在り方の全体像
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ようにするJなどの表現が用いられ， ESDが教

科等の枠を超えた基盤的な理念とされている

(石丸， 2018)。全国と同じくへき地教育におい

ても ESDを展開しやすい状況になっている

この状況をへき地で活かすには，へき地にお

ける ESDを基盤とした学びへの対応が具体的

に進むような政策的支援が大切であるo 例えば

第一に，前節で導出された「学校区をはじめと

した地域(ふるさと)学習をベースにしていか

に資質・能力を伸ばせるかJという観点からの

支援が考えられる。小中一貫教育の検討の機会

などを活用し，カリキュラム等を ESDで求め

られる資質・能力の観点から体系化させること

が考えられる。第二に，人的余裕のあまりない

へき地小規模校がユネスコスクールとしても動

いていけるよう.英語対応などの外部支援をお

こなうことが考えられる。

加えて.へき地のローカルな実態をグローパ

ルな動きと結びつけるという発想と手法を，政

策的に支援したほうがよい。へき地の地域課題

は「持続可能な開発の重要な課題」であるが，地

域(ふるさと)学習は往々にしてローカルな学

びにとどまる。 ESDにおける「地域」は，ロー

カル(コミュニティ)スケールを軸に，ナショ

ナルスケール，グローパルスケールとのつなが

りを意識するのが望ましい(河本.2015)とさ

れる。世界の開発問題は日本国内の地域の問題

でもあるという一体的な視点が重要である(山

西・上保・近藤編， 2009)。日本のへき地には，

少雪化やダム建設.港湾整備.森林の質の変化.

漁獲量の変化など，身近な暮らしと自然との関

わりを通じて気候変動や生物多様性を学べる事

例が多く存在する D また.先述のへき地教育推

進法の制定された時期におけるへき地教育を取

り巻く状況は，現在の開発途上国・地域の抱え

る状況と類似している o SDOsを効果的に活用

するなどして，身近な地域の課題やたどってき

た過程をグローパルな課題と結びつけることが.

ESDとしてのへき地教育には求められる D それ

は， r過去から現在への地域の実情をふまえて.

持続可能性に向けた未来の地域のビジョンを共

有することで，持続可能な地域づくりへの道筋

が明らかになるjとする岩本 (2014)に通じるo

ローカルな地域をグローパルな視点で相対化す

ることが， rグローカ JレJに行動する人材を育

成するうえで有効と思われるo

この点に関連して.国際協力機構 (JICA)

は高知大学および北海道教育大学と協力し，

「日本のへき地教育の取組，特に法/制度整備，

就学支援，施設改善，教員確保.学校/授業改

善等の経験を学び.それらを応用することで開

発途上国のへき地教育問題の解決に貢献するこ

とを目的Jとした研修を実施している(独立行

政法人国際協力機構， 2018) 0 途上国のへき地

教育にも日本の経験は生かせるo 世界のへき地

の交流は.新たな社会の創造につながるo

第二の「機関包括型アプローチ (ESDへの

包指的取組)Jは.学校の場合には学校全体と

してESDに取り組むホールスクールアプロー

チが該当するo へき地小規模校では「チーム学

校jが機能しやすいし.地域社会の各種主体と

の緊密な連携もとりやすい。こうした条件を生

かし，教育委員会や校長がESDをよく理解し.

ESDに関心のある教員が各校・各地域で動き

やすくすることが大切であるo ユネスコスクー

ル認定が機能発揮に効果的であれば， 目指すと

よいc

ここには，既存の関連機関同士のネットワー
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クを活用した相互支援と取組の認知度向上も挙

げられているo 相互支援としては，へき地教育

では学校の枠を超えた合同学習等がすでに各地

で行われている。へき地教育の研究大会や研修

会も数多く実施されており，こうした場を参加

者相互の出会いの場にできるなら相互支援の幅

は確実に広がる。加えて，取組の認知度向上の

ためには，地域内外の社会教育機関や企業等と

の連携や，海外のユネスコスクールとの交流に

積極的になり，情報発信を進めたい。そこでは

ICTの活用が効果的である。たとえば遠隔シス

テムやスカイプ等を用いた他地域の学校(大学

も含む)との合同学習で，地域学習の成果を発

信するとよい。へき地では学習成果を地域内部

の多様な主体に発表する機会が多いが.r地域

の中に学校がある」状況にあっては言語表現力

が不十分でも暗黙の了解で通じる面がある。へ

ESDでみるへき地教育の在り方

践事例があり.特に川前 (2015)で扱われてい

る北海道教育大学の事例は体系的なものとして

参考になるロ多くの学生はへき地の実情をあま

り知らない状況であるので 学部生などの段階

から積極的にへき地およびへき地学校を訪ねる

フィールドワークを実施し へき地の条件を活

かした学びの可能性を探ることが重要であるo

その際，少人数・複式学級等への対応に終始す

るのではなく，地域を見る目を養うことを意識

し地域資源を効果的に活用した教育ができる

ようにしたい。

このことは，現職教員向けの研修にも共通す

る。ただし現職教員にはESDの理論を学ぶ

機会をつくる必要があるロ先述のホールスクー

ルアプローチにも通じるが学校長がESDの

重要性を理解し.ESDに取り組もうとする教員

を支援したり校内研修を実施したりすることで，

き地教育のネットワークを活用して，地域学習 学校でのESDは大きく普及する(中津.2018)。

と言語活動とを連動させる手立てを工夫したい。 学校でのESD推進に際しては，学校関係者向

これには当然，外国語の活用も含まれる。へき地 けの推進の手引の改訂版(文部科学省国際統括

小規模校ではALT(外国語指導助手)と教職員・ 官付・日本ユネスコ圏内委員会. 2018)が参考

児童・生徒との日常的な親密な関係が築かれる になる。同時に，へき地の現職教員には，自ら

ことが多いので，母国に帰った元ALTとICTを の勤務する地域(主に学校区)をしっかりと歩

通じたやりとりをしている例もある。 ICTの活 き 地域に関わる人々と出会ってもらわねばな

用以外にも，たとえば修学旅行先で地域産品の

販売を行ったり，交流先の学校等で地域の紹介

をしたりして，地域を表現する力を増すことが

できる。こうした取組は，学校全体の理解が

あってこそ実現する D

第三の「教育者 (ESDを実践する教育者の

育成)Jについては，教員養成系の大学・学部

等でESDとしてのへき地教育に積極的な人材

を育む必要がある。へき地教育に対応できる教

員の養成は，これまでにも全国各地の大学に実

らない。へき地においても，近年は教職員住宅

に居住したり休日を勤務校のある地域で過ごし

たりする教員は減っている。交通手段はほとん

ど自家用車である。教員の大半は20歳代等の

若手で，多くはへき地外の出身である。おまけ

に教員の多忙さはへき地学校等にも共通する。

充実した地域学習を実施するには，教員個々が

積極的に地域を知ろうとすることも必要である

が.r地域コミュニティJの箇所で後述するよ

うな体制構築が欠かせない。
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第四の「ユース (ESDへの若者の参加の支

援)Jにはまず，学校以外における ESDの学習

の機会充実を図る必要性が述べられている。へ

き地から，都市部で聞かれる ESDの学習機会

に出かけていくことは難しい。双方向遠隔シス

テム等を用いるとともに，へき地を題材に都市

部等の学習者も学べるESDの学習機会を設け

ることで.両者ともに社会の未来を構築するた

めの選択肢を拡大することができる。また.

「変革を進める人としてユースが行動するため

の参加型技能が(中略)教育プログラムの明確

な焦点となること」も強調されている。へき地

では若者が地域の活動に大人とともに参画する

機会が数多く存在するが.活動自体の存続が危

倶される状況も多い。若者がこうした地域活動

の持続可能な形を主体的に考え試行できるよう，

そして若者から新たな地域づくりのプロジ、エク

トが立ち上がってくるよう 上の世代や周囲は

若者に任せる部分を決めて邪魔せず見守ること

が大切であるo へき地に関心をもっへき地以外

の地域の若者が地域活動に参画できる体制も整

えたい。

さらに，へき地以外の地域でへき地出身の若

者がへき地での経験を活かしで活躍できるよう

支援することも考えたい。例えば，教員養成・

研修の場でへき地出身の若者に地域について

語ってもらったり 義務教育段階の社会科や理

科や総合的な学習の時間において，同一市区町

村・都道府県内のへき地を積極的にとりあげた

り，高等学校段階の授業において.へき地出身

の子どものもつ，都市部では得難い経験・知見

を活かしたりといったことが考えられる。

第五の「地域コミュニテイ (ESDへの地域コ

ミュニテイの参加の促進)Jに関しては，重視

したほうがよい点が3つある o 1点目は，無理

のない連携・協働である。へき地小規模校では

学校と地域の協働的な関係が強い(玉井.2017)0 

学校の周りに地域があるのではなく.地域の中

に学校があるという表現が合う事例が多い。し

かしその状況が教職員と地域住民の双方に

とって負担感の大きいものであってはならない。

学校と地域の役割を整理し.へき地学校等に多

い若手教員でも無理なく対応できるようにする

必要があるo

2点目は，地域づくりや社会形成に積極的な

未来志向の人々や組織と.教職員や子どもたち

とが出会う機会を意識的に設けることである。

へき地における地域コミュニティは. U' 1・J

ターン者など.地域外での生活も経験したうえ

でその地域を選んで暮らす少数の人が主体にな

りつつある。その中には，地域おこし協力隊員

や出身者，起業者.社会教育関係者や医療・福

祉従事者など多様な人々が含まれる。先祖代々

の土地に暮らしてきた住民が地域組織の中枢を

占めている場合であっても，こうした人々との

出会いをも重視することで，多様な価値観や生

き方に触れることができるo

3点目は，地域学習を無理なく安定的に実施

する体制整備であるo 地域学習のカリキュラム

構築とそのマネジメントは.地域に対して熱い

思いを抱く地域コミュニティと.育みたい資

質・能力という視点をもっ教員との協働により

行い.対話・試行を繰り返しながら改善しては

どうか。その際，地域コミュニテイ側に学びの

受け手・相談役としての地域コーデイネーター

を置くのも一案である。地域の誰がどの学習場

面でどう活飽するかを整理しそれらを各学

年・教科等の年間指導計画に位置付け，育みた
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い資質・能力を考えた体系的なカリキュラムと

して整備したほうがよい。子どもが学校教育の

課程において関わる地域行事等については，

ESDで育みたい資質・能力で位置づけ，吟味・

精選する必要がある。こうすることで，地域コ

ミュニティと教員の双方が納得感をもって未来

志向の地域学習を展開できるし着任したばか

りの教員にも扱いやすい体制になる。

4 おわりに

本稿の目的は.持続可能な社会の創り手を育

むための日本のへき地教育の在り方を示すこと

であった。まず，これまでにESDとへき地教育

を組み合わせた研究はほとんどなく.ユネスコ

スクールとして認定されているへき地学校等は

少なく，全へき連でも ESDはほとんど意識され

てこなかったことがわかった。

へき地では，地域(ふるさと)を基盤とした

ESDの展開が重要となるo へき地の強みは，そ

こで育つ者が人生の基盤となる地域を容易に持

てることである。このことは，全へき連の新し

い研究推進計画に指向性として読み取れる。し

かしこれまでにも行われてきたような地域素

材の活用や地域行事への対応だけでは，それは

達成できないc 地域学習を核にした形で. ESD 

で育みたい資質・能力を考えた体系的なカリ

キュラムとそれを支える体制を構築する必要が

ある D

もうひとつ重要なのは，へき地を活かす社会

づくりという考え方である。図 lに示した.ESD 

としてのへき地教育の在り方の全体像を見ると，

GAPの「優先行動分野jから導出された要素

の多くが，へき地学校等とへき地の外との連

携・協働であることがわかるo しかしへき地

ESDでみるへき地教育の在り方

教育に対する社会的認識は，その組織的・継続

的な動きの蓄積のわりに薄いと言わざるを得な

い。その理由としては へき地で生まれ育つこ

と自体が僅少で触れる機会も少なく自分事にな

らない人(教員も含む)が多いことや.学校教

育においても例外的な存在とされることが多

かったことが考えられる。この状況では連携・

協働は十分に生まれないし「へき地から光を」

が実感できる人々も生まれない。本稿で挙げた

連携・協働については へき地以外の人や組織

にとってメリットが見えるようにし持続可能

な体制をつくりあげていく必要がある。

本稿では，これまであまり論じられてこな

かったへき地教育と ESDとの関係について.

展望を述べた。冒頭でも触れたように，持続可

能な社会をつくるには，多様な自然環境に即し

て人類がっくりあげてきた多様な暮らしの形を.

大切にしていく必要があるo そのためには，へ

き地に対する他地域からのまなざしを積極的な

方向へと変容させ，へき地が人の暮らす場とし

て存立していく必要がある。持続可能な社会の

創り手を育む場としてのへき地の姿をもっと前

面に出し，選ばれるへき地教育を目指したい。

とはいえ，本稿で得られた「地域学習を核に

した形で， ESDで育みたい資質・能力を考えた

体系的なカリキュラムとそれを支える体制を構

築する必要があるJという点については.理念

的に示すだけでなく，現場での実践の具体例を

整理して示す必要があるc へき地学校等には.

地域学習(ふるさと教育等)の中核にESDの

理念を据えて実践・研究している事例が散見さ

れるし ESDという言葉を使っていなくても実

質的にそれが意識されている場合もある。これ

らの事例研究が必要である D また.本稿ではへ
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き地において育まれやすい資質・能力とは何か

を議論しきれていない。へき地以外の人々がへ

き地について自分事として学ぶ意義の切実性と

その手立てについても議論の余地が大いにあるo

以上は今後の課題としたい。

註

1)へき地教育.へき地学校(へき地校)等の

用語における「へき地」は「僻地」を指す

ものであり.一般にマイナスのイメージを

喚起させる。しかし へき地教育を「小規

模校」等の語を用いた表現に置き換えると

都市部も含まれて属地的な意味合いがなく

なるし.r山間地J. r離島jといった表現

では全体を捉えにくい。へき地教育振興法

や全へき連等の存在を考慮し.また積極的

な印象や実態をへき地教育に今後つけてい

きたいとも考え.本稿では括弧なしに「へ

き地」という語を用いるo また.へき地学

校(へき地校)という表現は厳密には「へ

き地手当j支給校のみに用いられるもので

あり，へき地教育も本来はそれらを対象と

したものであるが.対象校の減少が進んで

いる D そのため全へき連では，小規模校や.

複式学級を有する学校.へき地学校に準じ

る学校も，類似の課題を有することから加

盟校としている。本稿では.へき地教育を

これらをも含む幅広い意味で捉えるo また.

全へき連の加盟校(同連盟のウェプサイト

にある「全国へき地・複式・小規模等リン

ク」に2018年11月30日現在掲載されてい

る2，942の公立の小学校・中学校・義務教

育学校)に対しては.へき地学校等という

表現を用いるo

2) グローパル・アクション・プログラム (GAP)

は. DESD (国連持続可能な開発のための

教育の 10年.2005-2014年)の後継プログ

ラムとして.20日年の第37回ユネスコ総会

および2014年の第69回国連総会で採択さ

れたo ESDの取組みの推進・拡大をめざし

20日年から 2019年までの5年間を実施期

間とする行動計画である。日本ユネスコ圏

内委員会 (2019)では. GAPの後継とし

て r2030年のための持続可能な開発目標の

ための教育:SDGs達成に向けて (ESDfor 

2030)Jが検討されている。優先行動分野

は r2030年までにSDGsで設定されたア

ジェンダを達成するために.5つ全ての活

動分野でさらなる努力が必要」なため引き

継がれる見込みであることを示している。

3) r研究主題の解説」には.rこれまで.へき

地・小規模・複式学級を有する学校として.

fゆとりjの中で f確かな学力Jr豊かな人

間性Jr健康・体力jのバランスの取れた

f生きる力jを育成することを目標にへき

地教育に取り組んできた。今後.第7次長

期5か年研究推進計画の成果と課題を積極

的に受け止め.21世紀を生きる児童・生徒

に.地域の一員として fふるさとjから学

び. rふるさとjを誇りに思う.人間力豊

かな子どもたちに育って欲しいとの想いで.

上記の研究主題を設定したoJと述べられ

ている D

付記

本稿の作成にあたり.へき地教育やESDに

関わっておられる多数の皆様にお世話になりま

した。厚くお礼申し上げます。なお.本稿の内

-100-



容の一部は， 2018年8月18日の日本ESD学会

第 1回大会(於:奈良教育大学)，及び2018年

11月26日のICLEEOntemational Consortium of 

Landscape and Ecological Engineering) 第9回大

会(於:台湾の朝暢科技大学)で発表しましたo
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百leldeal Fonn ofEducation in Remote Rural Areas of Japan in Tenns of 

Education for Sustainable Development 

KOI品t10TODaichi 
(Nara U凶versityofEducation) 
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ESD (education for sustainable development) 

Abs廿act and local communities， and construction of a sys旬m

Education in remote rural紅白sofJap叩 isexamined to stably implement locallearning血roughcooperation 

from the viewpoints of education for sustainable are important.ηle development of learning under the 

development (ESD). The results can be summarIzed keyword “Glocal" is effective. In addition， improving 

in the following three points. First， there have been language expression by establishing oppo此unitiesto 

few studies combining education in remote rural connect with 0出ersoutside the area is necessaI)'. Third， 

areas and ESD， and there are few remote rural schools it is important to share the concept ofbuilding a society 

certified出 UNESCOAssociated Schools. Moreover， that makes the most of remote rural areas. We need to 

ESD has attracted little attention from the Japanese create opportunities to learn about the importance of 

Federation for Education in Remote Rural Areas regional diversity仕'Omyoung people's local activities 

Research. Second， ESD based on local町'ealearning etc. in teacher training and classes， thereby transforming 

needs to be systematic， organizing the qualities and the view of other regions toward remote rural areas in 

abilities to be developed. Creating a curriculum is a positive direction. 

necessary. Organizing cooperation between schools 
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