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Abstract: 
In this article, I discuss several issues such as the relationship between Kyosei and 
SDGs/ESD, the relationship between new educational guideline that is open to society 
and education in cooperation with community that in based on active learning and ESD. 
I also describe good practices and their evaluation approaches of Project Based Learning 
& Problem Based Learning in the university, in the high school, and in cooperative 
education between university and high school as concrete cases of ESD and education in 
cooperation with community. 
In addition, I introduce new initiative of education in cooperation with community 
designed to SDGs and sustainable Kyosei, in which I consider how learners & 
practitioners can achieve “consciousness of diversity and social inclusion for others,” and 
how such learning & practices can “create shared values including Kyosei between 
learners and community.” 
In fact, I present how good practices, ESD and education in cooperation with community 
substantialize “consciousness of diversity and social inclusion for others,” and “creating 
shared values including Kyosei between learners and community.” 
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はじめに 

 本稿では、SDGs 持続可能な開発目標(以降、「SDGs」)にもとづいて持続可能な共生をす

すめる ESD 持続可能な開発のための教育(以降、「ESD」)・地域連携教育の新学習指導要領

の位置付け、実例と評価、その新しい試みについて述べる。 
 今まで、共生と ESD・教育について、これまで本学会の大会で報告してきた。「ESD と

復興−共生的人間関係へ−」(2015 年)では、ESD・教育によって共生的人間関係と創造的回

復力としてのレジリエンスをどう構築するか、「共生を築くイノベーション ESD -ESD と

復興 2-」(2016 年)では、共生を築くイノベーションの ESD・教育について述べた。さらに

「SDGs・ESD と共生教育」シンポウジウム(2017 年大会)1では、共生と SDGs・ESD を、

市民の共生への想いを基本に置きながら、「共生を科学する」立場から問題解決志向の知識

ベースと実践的なノーハウを構築するための論議を行った。 
 また、関係性の教育学会の研究プロジェクト 2 やフォーラム「国内におけるレイシズム・

排外主義に関する諸問題」、「フェイクニュース・ヘイトニュースとメディア情報リテラシー」

や一般社団法人アジア太平洋メディア情報リテラシー教育センター3 のユネスコ連携の「ヘ

イトスピーチ・ヘイトニュースとメディア情報リテラシー」、「ヘイトスペーチとメディアの

責任・メディアリテラシーの可能性」などでの論議を行ってきた。 
 
 本稿ではこれらをふまえて以下のように展開する。 
 まず、共生と SDGs・ESD の関係、新指導要領の社会に開かれた教育課程の児童・生徒

と学生の地域での主体的学び・アクティブ・ラーニングでの ESD にもとづく地域連携教育

について述べる。 
 次に、ESD・地域連携教育の具体的展開として大学の PBL と高校のプロジェクト学習と

高大連携の実践の研究報告と評価方法について述べる。 
 そして、SDGs・持続可能な共生をすすめる ESD・地域連携教育の新しい試みについて述

べる。 
 SDGs・ESD を「他者に対する多様性・包摂性」と「学習者と地域との共有価値の創造」

を軸に持続可能な共生社会・世界の形成には多様性・包摂性のある活動や多様性・包摂性の

ある ESD・地域連携教育がどのような役割を果たすかを述べたい。

 また、SDGs・ESD にとって学習-実践者がどのような「他者に対する多様性・包摂性」

を持ち得るか、また、その活動・学習が、どのような「学習者と地域との共生も含む共有価

値の創造」ができるかを述べる。つまり、「他者に対する多様性・包摂性の大切さや「学習

者と地域との共生も含む共有価値の創造」実際の活動や ESD・地域連携教育でどのように

実現しているのか実例の報告を行う。 
 
 持続可能な共生をすすめる ESD・地域連携教育には 3 つのタイプが考えられる。 
 ひとつは、「共生を守る」教育である。これはヘイトやヘイトスピーチに対抗して、これ
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を防ぎ「他者に対する多様性・包摂性」を育む教育・実践である。 
 これについては、関係性の教育学会で川崎や北海道などのヘイトやヘイトスピーチのカ

ウンターの活動・教育について研究してきたが、ここでは割愛する。 
 次に、「共生を築く」教育である。これは、地域において共生、多文化共生、多世代共生、

ダイバーシティなどの「学習者と地域との共生も含む共有価値の創造」の教育・実践である。 
 これについては、栃木と埼玉の地域連携教育の事例を述べる。 
 そして、「共生の学び(リテラシー)」であるが、これは共生のリテラシー(MIL メディア情

報リテラシー・ESD)であるが、この内容とその試みを述べる。 
 
1.共生と SDGs・ESD と新学習指導要領 

 共生については、本学会が提唱している「共生」(Kyosei)の定義に準拠する。「共生」

(Kyosei)はインクルージョン概念も包括するものであり、持続可能性には「共生」が必要で

ある。 
 さて、SDGs は持続可能性を基本に「誰一人取り残さない」を目指して国連加盟国が定め

た目標である。 
 この「誰一人取り残さない」こそ、本学会が提唱している「共生」(Kyosei)と重なる部分

が多い。 
 また、SDGs とインクルージョン概念の関係だが、SDGs では、ソーシャル・インクルー

ジョンのリスボン戦略などは目標 16 の平和と公正の「持続可能な開発に向けて平和で包摂

的な社会の推進」に反映されている。 
また、インクルーシブ教育のサラマンカ宣言などを目標の 4 教育の 5 項の「2030 年までに、

教育におけるジェンダー格差を無くし、障害者、先住民および脆弱な立場にある子どもなど、

脆弱層があらゆるレベルの教育や職業訓練に平等にアクセスできるようにする」に反映さ

れている。 
 日本政府の SDGs 推進本部（本部長   内閣総理大臣）が私たち市民のネットワークや企業

と定めた日本の「SDGs 実施指針」では、政府に限らず、地方自治体、企業にいたるまで

SDGs を反映することが定められた。 
 また、SDGs の目標 4 の教育の 7 項に明示された ESD は、すでに第 2 次 ESD 国内実施

計画の段階に入り、新学習指導要領 4 においても ESD の理念が取り込まれ、ESD の視点

に立った学習がすすめられる。 
 また、新学習指導要領においてアクティブ・ラーニングともに地域と世界の持続可能にす

る ESD が明記された。 
 2005 年より筆者は第 1 次 ESD 国内実施計画(第 1 次)以前から ESD を推進してきた ESDJ
持続可能な開発のための教育推進会議(元理事)として、国内での ESD の普及等、及び、ESD
世界会合で提言を行った。 
 これらは 2015 年からの第 2 次 ESD 国内実施計画、新学習指導要領では、この ESD と
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ともに「3.社会に開かれた教育課程」が重点施策となっており、この「3.社会に開かれた教

育課程」の具体化として 2015 年には中教審 186 号「新しい時代の教育や地方創生の実現に

向けた学校と地域の連携・協働の在り方と今後の推進方策について」の答申がなされている。 
 しかし、新学習指導要領には多くの問題がある。この新学習指導要領を ESD や共生の理

念により再方向付けし、既存の「教育」を包括する ESD と共生にもとづく新学習指導要領

に準拠した教育の実施が必要とされる。 
 
2. ESD・地域連携教育と評価 

 

 新学習指導要領のアクティブ・ラーニングと社会に開かれた教育課程を実現する教育手法

が PBL5 である。 
 PBL は Project Based Learning(プロジェクト学習)と Problem Based Learning(問題解

決学習)の 2 つがあり、既存の初等中等教育でもプロジェクト学習として一部取り入れられ

ている。 
 この PBL、Project Based Learning(プロジェクト学習)と Problem Based Learning(問題

解決学習)を、ESD にもとづいて社会・地域に参画して行うものを「地域連携教育」とする。 
 この「地域連携教育」を自治体における市民のまちづくり・市民活動と大学の PBL、自

治体における市民のまちづくり・市民活動と高校のプロジェクト学習、そして高大連携・高

大接続の実践を述べる。 
 これは「共生を築く」教育、つまり、地域において共生、多文化共生、多世代共生、ダイ

バシティなどの「学習者と地域との共生も含む共有価値の創造」の教育の事例である。 
 大学の PBL・Project Based Learning(プロジェクト学習)として武蔵野大学の環境プロジ

ェクト、PBL・Problem Based Learning(問題解決学習)としての大阪国際大学のひと・ま

ち・つくるプロジェクト、城西大学と地域の協働の休耕地活用プロジェクト、麻布大学の学

生・教員と地域のあざおね社中などを当事者や教員と研究してきた。 
 この中から地域連携教育としての自治体の市民活動センターでの大学のゼミのプロジェ

クトの事例としての城西大学勝浦ゼミについて述べる。6 
 大学のゼミは研究と教育のためであり、ここで取り上げるのは研究と教育のためのゼミ

に加えて地域参画のプロジェクトを実施しているものである。全国にはゼミで研究と教育

の一環として地域参画をはかっている事例は多いが、多くは専攻や教員の専門に依拠せざ

るを得ない。 
 勝浦ゼミでは専攻に限らず学生が主体的にテーマや団体を決め、複数の地域のプロジェ

クトや問題に参画し、行政の市民活動センターである鶴ケ島市市民活動推進センターで

NPO や団体などと取り組んでいる。 
 この中で、多文化共生プロジェクトを紹介する。発端は日系外国人が高齢者からガイジン

は怖いと言われて悩んだことを学生たちが受け止めて、日系に限らない外国籍市民と地元
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市民の相互理解、交流を目的として「つるがしマルシェ〜若葉インターナショナルフェステ

ィバル」を企画・実施している。国際理解や多文化共生の専攻ではない経済学部生が学び、

考え、試行錯誤して、いろいろな地域の人たちに怒られ、励まされて、共生を目指すつるが

しマルシェを定期的に開催している。 
 ここでは、課題として与えられる「多文化共生」や「異文化理解」から発するのではなく、

日系外国人の想いを学生たちが受け止めて、「多文化共生」や「異文化理解」も含む持続可

能な地域の問題解決を目指した「学習者と地域との共生も含む共有価値の創造」が行なわれ

ている。 
 高校のプロジェクト学習の事例としての栃木県域の 3 自治体がユースの参画施策として

行っている「高校生まちづくり」について述べる。7 
 そのひとつの栃木市の「とちぎ高校生蔵部」は、市の地域参画として栃木市教育委員会に

事務局を置く、栃木市に所在する高等学校のメンバーを中心に、学校の枠組みを超えて蔵の

街とちぎの街づくりに取り組む活動である。(2014 年設立) 
 この「高校生まちづくり」は、宇都宮大学教育学部陣内研究室の支援を受けて鹿沼市から

始まり、栃木市、日光市で行われており、高校生が行政だけでなく、まちづくり・市民活動

を行う市民とともに多世代共生のまちづくり活動を行っている。 
 ここでも、まちづくり、まちという場が与えられるのみで、自ら問題解解決を目指した「学

習者と地域との共生も含む共有価値の創造」が行なわれている。 
 この「高校生まちづくり」を支援している宇都宮大学教育学部陣内研究室の取り組みから、

高校生を大学生をサポートする形の高大接続がみえてくる。 
 大学生がアクティブ・ラーニングの自ら学ぶ、共に学び合う、そして、高校生の学びと参

画をサポートするという PBL である。 
 また、これは社会に開かれた教育課程に必要な地域の人的・物的資源を活用し社会と連携

するコーディネーター(ESD コーディネーター)の教員の養成になると考えられる。 
 言うまでも無いが、高大接続は単なる入試改革や選抜方法の変更ではなく、高校での学び

と大学での学びを接続させていくものである。 
 また、地域で持続可能な共生をすすめるには、これらの事例のような自治体における市民

のまちづくり、市民活動と高校のプロジェクト学習と大学の PBL を高大で接続させていく

ことに意義があると考える。 
 そして、高大接続が初等・中等教育の学びと高等教育の学びの接続と学びの継続・発展の

ことであるから、今後は大学等の PBL も小中高の探究型 PBL を経てきた学生と行うこと

が前提となる。 
 新学習指導要領では、アクティブ・ラーニングと社会に開かれた教育課程の実現として探

究、探究型 PBL が開始されるが、その探究のプロセスとは「日常生活や社会に目を向け児

童・生徒が自ら課題を設定」し、以下のような探究の過程を経由する。（①課題の設定 
②情報の収集 ③整理・分析 ④まとめ・表現）」ことである。8 10 
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 育てようとする資質や能力及び態度として「学習方法に関すること・自分自身に関するこ

と・他者や社会とのかかわりに関すること」の 3 つの視点が考えられる。 
 このように、新学習指導要領の「探究」、探究のプロセスは探究型 PBL そのものである。 
 大学等の PBL と小中高の探究型 PBL の学びのつながりを考える場合は下記が考慮され

る必要がある。 
 

1.大学等の PBL 実施にあたって小中高の探究型 PBL で養われた学生の資質や能力及

び態度をいかしたプログラムの設計 
2.高大接続によって大学等の PBL と小中高の探究型 PBL の接続 
3.小中高の探究型 PBL の学習プロセス「動機付け⇒ 方向付け⇒ 内化⇒ 外化⇒ 批評⇒ 

統制」などのプロセスの共有 
 
 新学習指導要領の探究や探究型 PBL は、今までの「知識伝達型」の教育から、いろいろ

なことを探究し、実行する「探求型」の教育への転換のである。 
 この中で「他者に対する多様性・包摂性の大切さ」や「学習者と地域との共生も含む共有

価値の創造（CSV）」を従来の社会から閉ざされた教育課程の「知識伝達型」の教育やシュ

ミュレーション・ロールプレイで行うのでなく、「開かれた教育課程」で地域での共生を目

指して問題を解決する PBL が必要である。 
これらを評価するためにはアクティブ・ラーニングと社会に開かれた教育課程と地域の

評価が重要であると考えられる。 
 教育・PBL の評価としては新学習指導要領の 3 観点評価、質的評価の 3 つの評価手法が

ある。 
 教育・PBL の評価では新学習指導要領にもとづく「知識・理解」・「思考・判断・表現」・

「関心・意欲・態度」の 3 観点評価がある。3 観点評価とは初等・中等教育で主に授業の評

価に使われるもので何をどのくらい学べたのかを評価するものである。しかし、PBL のよ

うな行動して何を学んだかの評価には適しているとは言い難い。 
 学んだ内容の質的評価の手法としてはポートフォリオ評価、パフォーマンス評価、ルーブ

リックがある。ポートフォリオ評価は学習者が自らのが作成した作文、レポート、活動の様

子なと゜をまとめたものを評価するもの、パフォーマンス評価はプレゼンテーションなど

の実技・実演を評価するもの、そして、ルーブリックは自由記述やパフォーマンスなどで質

のレベルを規定する基準を使うものである。 
 このように、初等・中等教育ではアクティブ・ラーニング・探求の評価として 3 観点評価

の導入や探究型 PBL の評価としてポートフォリオ、パフォーマンス評価など学びの成果を

可視化する手法があるが、大学では PBL 実践の学びの成果を可視化する手法の導入が必要

である。 
 この評価についての研究・実践を現在まとめている。 
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3.共生の学び(リテラシー) 

「共生の学び(リテラシー)」である。これは、共生の学びをリテラシー・メディア情報リ

テラシー・ESD として実施するものである。 
 現在のヘイトスピーチなどの行動は学校以外のメディアやインターネットなどから得た

情報にもとづいている。その情報の多くはフェイクニュースやヘイトニュース 10 で構成さ

れている。 
 若者にとってこれらの情報・知識は複合的情報環境 9においては、学校で学んだ知識より

も身近でわかりやすいものとなっている。 
ここにおいても、メディアリテラシー、情報リテラシー、ICT リテラシーが必要とされて

いる。10 
 近代の読み書き能力としてのリテラシーは印刷メディアとオーラルで成り立っており、

この読み書き能力としてのリテラシーはこの複合的情報環境に対応していない。また、メデ

ィアリテラシー、情報リテラシー、ICT リテラシーは、リテラシーとして相互に関連付けら

れることなく、独立して形成されている。 
 近代の読み書き能力としてのリテラシーが、現在ではメディアリテラシー、情報リテラシ

ー、メディア情報リテラシーや身体的リテラシーをも包括した統合的な「リテラシー」とし

て再創造する必要がある。(知識基盤社会化と持続可能な開発) 
 これらを統合的に捉えるものとしてユネスコのメディア情報リテラシー(以下 MIL と略

す)が提案されている。「MIL はメディア・リテラシーや情報リテラシー、視聴覚リテラシ

ー、デジタル・リテラシー、コンピュータ・リテラシー等さまざまなリテラシーを統合した

ものであるが、単なる技術的なスキルではない、すなわち、メディアの活用ではなく、むし

ろ理解、批判的読解、分析や論理的思考力、社会参加、人間関係、記号的・文化的コードと

コンベンションの活用」11 さまざまなリテラシーを統合したものではなく、「批判的思考、

メディアの掌握(メディアを創造のために意図的に使いこなすこと)、公共圏への介入と参加

(公的な議論やメディアを通した社会活動のための市民参加)」であり、社会や世界を築くた

めの教育である。 
 MIL の「批判的読解」「分析や論理的思考力」などのスキルが ESD 持続可能な開発のた

めの教育の「批判的に思考判断する力」「未来像を予測して計画を立てる力」「多面的総合的

に考える力」「コミュニケーションを行う力」「他者と協力する態度」「つながりを尊重する

態度」12 と共通するばかりでなく、両者は「社会参加」「人間関係」などの社会や世界を築

くための教育プログラムである点でも一致している。そして、MIL は国連文明の同盟

(UNAOC)の共同プログラムとしても実施され、ESD と同じく平和で共生的な社会と世界を

築く教育である。 
 多様なリテラシーを包括した「リテラシー」はコード(CODE)の習得やコーディング

(CODING)ばかりでなく、「批判的思考、メディアの掌握(メディアを創造のために意図的に
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使いこなすこと)、公共圏への介入と参加(公的な議論やメディアを通した社会活動のための

市民参加)が必要となる。 
 このリテラシーのための試みとして、これまで実践してきた活字メディアでのメディア

情報リテラシー実践としての「新聞」プログラムと映像メディア、情報、ICT メディアでの

メディア情報リテラシー実践としての「デジタルストリーテーリング」プログラム（Digital 
Storytelling.以下 DST と略す)について述べ、現在開始した「福島と世界を結ぶ ESD・MIL
実践」について述べる。 
 メディア情報リテラシー実践としての「新聞」プログラムについては、千代田区でのこど

もまちの記者プログラム、鶴ヶ島市などでのこども記者プログラム、ネットメディアや八王

子市、鶴ヶ島市などでの市民記者プログラムや「ユース with シニア」プログラムを行って

きた。 
 「ユース with シニア」は、学生と市民が、共同で取材し編集して埼玉新聞の 1 面をつく

るものである。この過程で理解、批判的読解だけでなく、「公的な議論やメディアを通した

社会活動のための市民参加」を行っている。 
 また、映像メディア、情報、ICT メディアのメディア情報リテラシー実践としての「デジ

タルストリーテーリング」については、住民ディレクタープログラムや「我がまちの魅力発

見隊」などのプログラムを行ってきた。 
 「我がまち発見映像塾」は埼玉県との市民協働事業で、市民が自分で取材し、映像を作り、

ケーブルテレビなどで公開するものである。この過程でこの過程でメディアやネット・情報

の仕組みや表現の理解と、「公的な議論やメディアを通した社会活動のための市民参加」を

行ってきた。 
 「共生の学び（リテラシー）」の学校での試みとして、「福島と世界を結ぶ ESD・MIL 実

践」13 がある。 
「福島と世界を結ぶ ESD・MIL 実践」は、ユネスコ日本国内委員会・文部科学省の ESD

コンソーシアム事業をもとに、私たちが提案し、自ら実施しているものである。これは福島

各地と原発被災地域における ESD 地域学習支援を学校、地域、NPO と大学と行政が行う

もので、上記の新聞プログラムや DST プログラムを生かし、それを ESD・MIL として行

うものである。 
「本プロジェクトでは、只見町の朝日小学校の只見学 ESD と須賀川市の白方小学校の未来

探求学習による地域・環境創造 ESD に対して、未来をつくるデジタルストーリーテーリン

グを実施することで、児童・生徒のメディア情報リテラシー能力、グローカル人材、ICT 能

力の養成を行う。」 
 須賀川市立白方小学校と大地震によって大きな被害を受けたネパールのチャンディカデ

ビ小学校との DST のビデオレター交流プロジェクトは同じ震災を経験した児童がビデオレ

ターを交換した。 
 このことによって、ESD の「多面的総合的に考える力」「コミュニケーションを行う力」
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ばかりでなく、「他者と協力する態度」「つながりを尊重する態度」を身につけた。14 

 
おわりに 

 このように複合情報環境下の社会や東日本大震災後の現状では、多様なリテラシーを包

括した「リテラシー」による ESD を進める必要がある。 
 ESD・地域連携教育によって社会に開かれた教育課程を実現するということは、単に学

生生徒が地域や社会、企業の馴化するためでも、それらを学習に活用するものでもなく、地

域や社会に参画し、学び合い、地域や社会を持続可能で共生できるものにしていくことであ

る。 
 これらは、持続可能な世界を目指して、無理解や紛争や対立を、教育(ESD.MIL)と行動に

よって変えるものである。それは、持続可能なメディア情報リテラシーにより、批判的読解、

分析や論理的思考力、社会参加の能力と態度を身につけ、現実を調査し、考え、伝えること

で、未来を変えていくことである。15 
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