ユネスコスクール（ASPnet）

ユネスコスクール年次報告書

報告期間：２０１２年４月～２０１３年３月
国 名： 日本
※今年度の年次報告書は担当者の名前、メールアドレス、添付資料を除き、ＨＰ等で公表
します。また、ユネスコスクールの質の確保の観点から、報告書の内容が一定の基準に満
たないもの、報告書が未提出の場合には、ユネスコスクールの認定取消を勧告させていた
だきますので、あらかじめご了承ください。

１．学校概要
学校名
玉川大学 教育学部
種別
□保育園・幼稚園
□小学校
□小中一貫教育
□中学校
□高等学校 □中等高等学校
■教員養成
□技術/職業教育
□その他（
）
住所 〒１９４－８６１０
東京都 町田市 玉川学園 ６－１－１
Website： http://www.tamagawa.jp/
合計 1399
児童生徒数：男子 490 名 女子 909 名
児童・生徒の年齢
18 歳～ 25 歳
２．担当者

３．実施活動（複数選択可）
■ 地球規模の問題に対する国連システムの理解
■ 国際理解
■ 世界遺産
■ 平和・人権
■ 環境
□ 気候変動
□ 生物多様性
□ エネルギー
■ 防災
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名

□
■
■

食育
伝統文化
そのほか（「東アジア共同体」形成に向けたアイデンティティ教育）

４．活動概要
１年間の主な活動内容について簡単に記載願います（欄が足りなければ、添付
資料をつけていただいても構いません）。
① 『ユネスコスクール研修会 in 多摩』 （平成２５年 1 月１９日） の開催
２００９年度から文部科学省受託事業「日本／ユネスコ パートナーシップ事
業」の一環として、３年間にわたり実施してきた『ESD 地域推進フォーラム』の
実績をふまえ、とくに多摩市との連携とユネスコスクール地域ネットワーク構
築の一つの成果として、２０１３年 1 月１９日（土）に、ユネスコスクールで
ある多摩市立多摩第一小学校を会場として、
『ユネスコスクール研修会 in 多摩』
を開催した。本研修会には学内外の教育関係者１７２名の参加があった。日本
ユネスコ国内委員会、近隣地区（多摩市、稲城市、横浜市）のユネスコスクー
ル関係者と教育委員会、全国的なユネスコスクール地域ネットワークのモデル
地区である岡山・奈良・宮城から ASPUnivNet 加盟大学の担当者、玉川大学のユ
ネスコスクール関係者が集い、地域特性を活かした ESD の新たな実践の可能性
とユネスコスクールの地域ネットワーク構築に関する研究報告および事例報告
が行われた。
具体的には、午前中の３・４校時に、多摩市立多摩第一小学校における ESD の
公開授業見学が学年ごとの学習テーマで行われた：１学年･２学年〔生活科 お
もちゃランドで遊ぼう〕、３学年〔総合的な学習の時間 わたしたちのまちを調
べよう〕、 ４学年〔総合的な学習の時間 WEB 会議で他校に発信しよう〕、５学
年〔総合的な学習の時間 世界の米料理を調べよう〕、６学年〔総合的な学習の
時間 エネルギーを考えよう〕。
午後の公開シンポジウムでは、まず「ESD 授業実践の全国展開」というテー
マで、ユネスコスクール地域ネットワークのモデル地区である奈良、宮城、岡
山における ESD 実践の最前線が、奈良教育大学副学長の加藤久雄氏、宮城教育
大学准教授の川崎惣一氏、岡山大学教授の住野好久氏からそれぞれ報告された。
また「多摩地域での ESD 授業の取組み」として、横浜市立永田台小学校の住田
昌治校長と清水沙織教諭、稲城市立稲城第四中学校の杉本真紀子校長、多摩市
立多摩第一小学校の森田啓子研究主任、そして玉川学園の石塚清章教学部から
それぞれ地域や学校の特性を活かした ESD 実践の成果と課題についての報告が
なされた。これを受け、
「ESD の授業実践から考える 2050 年の大人づくり」をテ
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ーマとしたパネルシンポジウムが開催され、玉川大学教育学部教授の小林亮の
司会のもと、多摩市長の阿部裕行氏、日本ユネスコ国内委員会広報大使の平野
啓子氏、伊豆市教育委員会指導主事の大塚明氏、ユネスコ・アジア文化センタ
ー参与の渡辺一雄氏、多摩市立多摩第一小学校校長の棚橋乾氏がパネリストと
して長期的展望に立った ESD の課題とそれに向けての学際的地域連携のあり方
についてかなり突っ込んだ議論が行われた。
最後にユネスコ・アジア文化センター参与の渡辺一雄氏による講評と総括が
行われ、玉川大学教育学部教授の寺本潔氏による本事業の今後の展望について
の表明がなされた。
今回の「ユネスコスクール研修会 in 多摩」は、ユネスコスクール地域連携の
ひとつの目に見える成果として、多摩市立多摩第一小学校を会場として行われ
たことが特筆に値する。また何よりも、午前中に、多摩第一小学校での実際の
ESD 公開授業が行われたことは、午後の公開シンポジウムにおける ESD をめぐる
議論の確かな根拠を提供する体験学習だっただけに、まさに理論と実践の両面
を綜合したプログラムとしての意義を鮮明にするものだったと言える。最後の
パネルシンポジウム「ＥＳＤの授業実践から考える 2050 年の大人づくり」では、
日本ユネスコ国内委員会広報大使の平野啓子氏をはじめ、各方面で ESD の展開
に指導的役割を果たしているパネリストから、今後の ESD のあり方と課題につ
いて多角的な視点からの話題提供と議論を頂いた。とくに多摩市長の阿部裕行
氏が本シンポジウムにパネリストとして参加し、将来に向けた多摩市の ESD ビ
ジョンを表明したことで、ひとつの自治体が行政の主導のもと、大学、学校、
NPO、企業を含む多様なセクターの関係者や専門家と連携して、どのようにユネ
スコスクール地域コンソーシアムを構築してゆくのかの一つのモデルを内外に
提示することができたと考えている。
今回の「ユネスコスクール研修会 in 多摩」で明確に示されたように、多摩地
域において、多摩市教育委員会と玉川大学教育学部、そしてユネスコスクール
加盟校や地域コミュニティーとの間の緊密な連携によって、次第に「ユネスコ
スクール多摩地域コンソーシアム」が実体性を帯びた ASP ネットワークへと成
長してきている。２０１３年１１月３０日～１２月１日に多摩市で開催が予定
されている「第５回ユネスコスクール全国大会」を次のステップとして、２０
１４年秋の ESD 最終年会合（愛知・名古屋）およびユネスコスクール世界大会
（岡山）に向け、関係者間の多角的な連携と協同を強め、多摩の地域特性を活
かした教材作成と ESD カリキュラム構築、そして玉川大学教育学部と多摩市教
育委員会との包括協定を視野に入れた ESD 教師教育の体系化を勧めてゆきたい
と考えている。
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② 「ユネスコスクール多摩地域ネットワーク」ホームページの開設
多摩市や稲城市、川崎市、横浜市など近隣自治体とのユネスコスクールにお
ける連携を強め、ASP地域ネットワークとしての機能を拡充するために、WEB上
のホームページ「ユネスコスクール多摩地域ネットワーク」
（http://unesco-school-tama.jp）を開設した。
このホームページは、ユネスコスクール多摩地域コンソーシアムの構築に向
けて、多摩地域のユネスコスクール関係者同士の情報共有のフォーラムとして
作成されたものである。多摩市や稲城市など関連自治体におけるユネスコスク
ールのリストと代表的実践の紹介、また多摩地域におけるユネスコスクール関
連行事の広報と参加申込みなどの目的で活用されている。個々のユネスコスク
ールの学校紹介については、ユネスコ・アジア文化センター（ACCU）が運営管
理する全国版「ユネスコスクール公式ウェブサイト」
（http://www.unesco-school.jp）とリンクしており、学校名をクリックすると
全国版ウェブサイトでの詳細な学校案内が閲覧できるようになっている。
今後は、当ホームページ「ユネスコスクール多摩地域ネットワーク」に参加
する自治体を増やし、また内容的にも、ユネスコスクールにおける優れた教育
実践（GP）をより積極的に紹介していくことで、多摩地域におけるユネスコス
クールおよび ESD 関連の情報共有の場としてその機能を一層高めていくことが
期待される。

③ 『第４回ユネスコスクール全国大会』 への参加
２０１３年１月２６日（土）に開催された『第４回ユネスコスクール全国大
会』
（会場：奈良教育大学）および１月２７日（日）に開催された『第３回世界
遺産学習全国サミット in なら』
（会場：奈良市教育センター、なら 100 年会館）
参加し、各地域におけるユネスコスクールの教育実践を学ぶと同時に、ESD の推
進に向けて学校、大学、行政、地域社会をつなぐ学際的アプローチの可能性と
課題について、関係者と議論を深めた。とくに奈良教育大学の関係者とは、多
摩市で開催される『第５回ユネスコスクール全国大会』における大学の関わり
方について協議を行った。

④ ユネスコスクール支援大学間ネットワーク（ASPUnivNet） の活動
ユネスコスクール支援大学間ネットワーク（ASPUnivNet）の加盟大学とし
て、以下の「日本／ユネスコ パートナーシップ事業」ASPUnivNet 連絡会議に
参加し、加盟大学間のネットワーク強化と共同事業の展開に向けた提案と協議
を行った。また宮城教育大学が中心となり ASPUnivNet としてフラッグシップ
事業に向けて提唱している「お米プロジェクト」（Rice Project）の具体的展開
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の見通しと参加方法について協議を行った。さらに ASPUnivNet への加盟を検
討している埼玉大学に対して情報提供等の支援を行った。
a) 「平成 24 年度 日本／ユネスコ パートナーシップ事業」
第１回 ASPUnivNet 連絡会議（東京秋葉原 UDX、２０１２年７月１４日）
b) 「平成 24 年度 日本／ユネスコ パートナーシップ事業」
第２回 ASPUnivNet 連絡会議（東京秋葉原 UDX、２０１１年１０月６日）
c) 「平成 24 年度 日本／ユネスコ パートナーシップ事業」
第３回 ASPUnivNet 連絡会議（奈良教育大学、２０１３年１月２５日）

⑤ 平泉スタディツアー （2012 年 8 月 23 日～25 日）
玉川大学ユネスコクラブは、２０１２年８月２３日～２５日にかけて、昨年
度に世界遺産に登録された奥州平泉にスタディツアーを行った。平泉ユネスコ
協会の支援を得て、中尊寺、毛越寺をはじめとする奥州藤原氏の「浄土思想」
にもとづく文化遺産を見学し、古代と現代をつなぐ文化伝統のつながりを体験
学習した。また平泉文化遺産センターを訪問し、平泉がユネスコ世界遺産に登
録されるまでの経緯や、ユネスコのボコヴァ事務局の来訪の趣旨や意義につい
て、平泉ユネスコ協会との合同セミナー等を通じて学習することができた。こ
の平泉スタディツアーの成果については報告書を作成した。

⑥ 横浜市立永田台小学校との 『エコプロダクツ 2012』 での共同出展
昨年度、ユネスコスクールの加盟校である横浜市立永田台小学校との間で、
「武家の都」鎌倉をテーマとした小大連携の世界遺産学習プログラム「いざ鎌
倉プロジェクト」を行い、一定の成果を上げたことを受け、２０１２年１２月
１３日～１５日に東京国際展示場（東京ビッグサイト）にて開催された「エコ
プロダクツ２０１２」に、ESD 教育実践（世界遺産教育、環境教育、国際理解教
育）をテーマにした永田台小学校との共同出展を行った。

⑦ 多摩市のユネスコスクールとの支援・連携プロジェクト
本年度も前年度に引き続き、近隣地区の中でも特にユネスコスクール活動お
よび ESD 実践の盛んな多摩市との連携強化と協同プログラムの開発が、本学の
大きな活動テーマとなった。具体的には、多摩市立多摩中学校と英国サウスエ
ンド市のユネスコスクールとの国際交流プログラム「テムズ川プロジェクト」
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において、玉川大学ユネスコクラブの学生が、中学生のメール通信における英
語翻訳指導と、テレビ会議におけるファシリテーターを務めた。また玉川大学
の教員養成プログラムの一環として、教育学部学生の多摩市内のユネスコスク
ールにおける教育実習と ESD 研修を実施すること、現職教員の ESD 訓練プログ
ラムの共同開発を行うことについて、包括協定の締結に向けて合意が形成され
た。さらに、２０１３年１１月～１２月の「第５回ユネスコスクール全国大会」
（多摩）および２０１４年１１月の「ユネスコスクール世界大会」
（岡山）に向
けて、玉川大学教育学部と多摩市教育委員会が協同で実施できるプログラムに
ついて、「日本／ユネスコ パートナーシップ事業」への申請内容の検討をはじ
め、プロジェクトを具体的に計画、準備、実施していく作業チームの結成が合
意された。
多摩市立多摩中学校では、2012 年 8 月 30 日に、教職員を対象とした「多摩市
夏季ネットワーク研修」にて ESD 講演とワークショップを行い、また生徒を対
象に 2012 年 11 月 5 日に文化遺産をテーマとした ESD 出前授業を行った。
また２０１２年１１月２３日にパルテノン多摩で開催された「ユネスコスク
ール地域交流会 in 関東」および２０１３年３月９日に多摩永山情報教育センタ
ーで開催された公開シンポジウム「2050 年の大人づくりを目指して」に参加し、
多摩市および全国のユネスコスクール関係者との情報交換と協同プログラムに
向けての協議を行った。

⑧ ユネスコスクール加盟支援
ユネスコスクール申請に向けた関係小中高等学校への支援として、富士市立
岩松北小学校、稲城市立若葉台小学校、稲城市立稲城第六小学校、稲城市立稲
城第七小学校、横浜市立幸ケ谷小学校、横浜市立平尾小学校、湘南学園中学・
高等学校、静岡市立玉川中学校、稲城市立城山小学校の加盟申請書に対するチ
ェックとアドヴァイスを行った。また多摩市教育委員会、稲城市教育委員会、
川崎市教育委員会、横浜市教育委員会、多摩市立多摩中学校、多摩市立連光寺
小学校、静岡県天城中学校、町田市立小山田小学校、世田谷区立中里小学校の
ESD 活動推進に向けた教育活動（出前授業等）、教材開発面での助言を行った。

⑨ 韓国ユネスコスクール調査旅行 （2013 年 2 月 24 日～28 日）
宮城教育大学からの依頼により、２０１３年２月２４日～２８日に、ユネス
コスクール「RICE プロジェクト」に関する日韓交流の促進のための予備調査と
パートナーシップ協定の準備のため、多摩市立教育委員会の山崎智明指導主事
とともに、韓国金海市のユネスコスクールをはじめユネスコスクール関連機関
を訪問調査した。とくに、日本のユネスコスクールとの交流を強く希望してい
る韓国金海市のユネスコスクールと、多摩市のユネスコスクールとの日韓交流
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プログラムの可能性、計画およびテーマについて具体的に話し合った。
この調査旅行での訪問先は以下のとおりであった：
A）ユネスコ・アジア太平洋国際理解教育センター（APCEIU）
B）慶尚南道金海市のユネスコスクール３校
（月山小学校、栗下高等学校、石峯小学校）
C）金海市教育委員会
D）韓国ユネスコ国内委員会
E）韓国ユネスコクラブ協会連盟
今回の韓国出張は、「RICE プロジェクト」を中心テーマとする日韓のユネス
コスクール間交流の促進にむけた調査と準備が目的であったが、訪問した５箇
所のユネスコ関連機関はいずれも日本との交流に積極的で、とくに金海市の教
員研究会「ESD 教育研究グループ」を中心とするユネスコスクール地域ネット
ワークとは、多摩市の連光寺小学校と金海市の月山（Weolsan）小学校とのテレ
ビ会議を使った交流授業（２０１３年３月８日に実施）をはじめとする具体的
な交流プログラムの準備に入ることができた。今後は、学校間交流から地域間
交流へと拡大してゆく方向で、日韓のユネスコスクール間の交流と協同を積極
的に進めてゆきたいと考えている。

⑩ 世田谷区へのユネスコスクール支援活動
世田谷区教育委員会の依頼により、世田谷区の学校教員を対象とした世田谷
区 ESD 夏季研修会を２０１２年８月２２日に世田谷区立中里小学校を会場に実
施し、学校現場での ESD 実践の導入の仕方と課題について講演とワークショッ
プを行った。
また世田谷区立中里小学校の依頼により、２０１２年６月１３日に開催され
た校内研究会にて講師として、小学校における ESD 実践の可能性と課題につい
て講演と授業評価を行った。
今後は、世田谷区教育委員会とより密接に連携して、世田谷区におけるユネ
スコスクールの拡大と ESD 教育実践の支援を進めてゆきたいと考えている。

⑪ パリ・ユネスコ本部へのユネスコスクールと ESD に関する調査旅行
ユネスコスクールの現在の世界的な動向と、２０１４年に最終年会合を迎え
る ESD のさらなる展開とも関連したユネスコスクールの将来展望について調査
をするため、２０１２年８月２日～６日に、ユネスコ本部、ユネスコ日本政府
代表部、フランス・ユネスコ国内委員会を訪問した。
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ユ ネ ス コ 本 部 で は 、 ユ ネ ス コ ス ク ー ル 国 際 コ ー デ ィ ネ ー タ ー （ ASP
International Coordinator）のリヴィア・サルダリ（Livia Saldari）氏と ESD
課長（Chief of ESD Section）のアレクサンダー・ライヒト（Alexander Leicht）
氏からそれぞれユネスコスクールと ESD の世界的動向について話を伺った。フ
ランス・ユネスコ国内委員会では、ユネスコスクール国内コーディネーターで
あるベアトリス・デュプー（Béatrice Dupoux）氏と会見し、フランスにおける
ユネスコスクールの現状と課題について伺った。またユネスコ日本政府代表部
を訪問し、木曽功特命全権大使の謁見を賜った。木曽ユネスコ大使からは、ユ
ネスコスクールと ESD の今後の展開と、それに対する日本の貢献のあり方につ
いて御講話を伺った。
全体として、今回の訪問調査で、以下の点が明らかとなった：
１）２０１４年以降の ESD の枠組み作り（グランドデザイン）が現在、世界規
模での焦眉の急を要する課題であること。
２）平和、人権および持続可能性を中核とするユネスコの価値教育をユネスコ
スクールの教育内容としてどのように取り込み、カリキュラム化していくかが、
ユネスコスクールにおける教育の質の保障（Quality Education）をしていく上
で極めて重要な課題であること。
３）加盟各国に存在し活動しているユネスコスクールの国内ネットワークを、
地域ネットワークさらに世界的ネットワークとして真に機能させてゆくために、
ユネスコスクールの国際間の交流や学び合いの「仕掛け作り」をより体系的に
促進していく方略が求められること。
今回の調査で得た情報と知見を生かし、今後のユネスコスクール（ASPnet）
および ESD に関する研究活動につなげていくと同時に、高等教育に携わる立場
から、日本のユネスコスクールの地域連携（ユネスコスクール地域コンソーシ
アムの構築）と国際交流の促進（たとえば日本の ASPnet とフランスの ASPnet
との定期的交流など）、ESD 教師教育カリキュラムの構築、さらに「東アジア共
同体」など歴史的和解や平和構築に向けてのアイデンティティ教育とユネスコ
スクールの枠組との統合モデルの形成といった教育課題に一層の工夫と熱意を
もって取り組んでゆきたいと考えている。

⑫ 日本ユネスコ国内委員会への傍聴参加
２０１２年９月１３日に開催された第１３１回日本ユネスコ国内委員会総会
および２０１３年２月１３日に開催された第１３２回日本ユネスコ国内委員会
総会に傍聴参加した。また２０１２年１２月２７日に開催された日本ユネスコ国内
委員会第４８７回運営小委員会に傍聴参加した。これらの傍聴参加は、玉川大学教
育学部がユネスコスクールとして、またユネスコスクール支援大学間ネットワーク
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（ASPUnivNet）の一員として、ユネスコスクールや ESD をはじめとする国内外のユネ
スコに関わる諸課題と現状、展望について、最新の情報を得、ユネスコスクール支援
の活動の質を向上させてゆくための研修的意味合いを持つものであった。

活動時間について（下記から選択して下さい。）
■ 通常の授業時間を使用（総合的な学習の時間を含む）
■ 時間外活動の時間を使用
■ ユネスコクラブの活動として実施
■ その他（文部科学省委託事業「日本／ユネスコ パートナーシップ事業」
による「ユネスコスクール研修会 in 多摩」等の行事の実施）

活動の内容を補完する以下の資料があれば添付願います。
□ 紙媒体の参考資料（新聞、出版物など） □ CD-ROM
□ 写真
■ その他（２０１３年１月１９日開催の 『ユネスコスクール研修会 in 多摩』』
報告書。別途、日本ユネスコ国内委員会宛にご送付させて頂きます。）
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