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ESDの概要と経緯

○ ESDは、「持続可能な開発のための教育」
（Education for Sustainable 
Development）の略称。

「一人ひとりが世界の人々や将来世代、また
環境との関係性の中で生きていることを認識
し、持続可能な社会の実現に向けて行動を変
革するための教育」をいう。

（国内実施計画、2006）

○ 日本の政府とNGOが2002年(平成14年)９
月のヨハネスブルク サミットにおいて「ESDの
10年」を提案した。同年12月の国連総会にお
いて全会一致で採択され、2005年（平成17年
）１月 １日から「国連持続可能な開発のため
の教育の10年」（UNDESD: United Nations 
Decade of Education for Sustainable 
Development）が世界各国でスタートした。

1982 日本がナイロビ会議において、WCED（国連環
境と開発に関する世界委員会）の設置を提案
1987 国連のWCEDが『われら共有の未来』発表
1992 国連環境開発会議（地球サミット）の成果文書『
アジェンダ21』で「持続可能な開発」が提起
2002 国連持続可能な開発会議（ ヨハネスブルグサミ
ット）で日本が国連ESDの10年（UNDESD） 提案
2002 国連総会でUNDESDが満場一致で決議
2003 持続可能な開発のための教育の10年推進会議

（ESD-J）発足
2005 UNDESD開始 、UNESCOが関係国連機関等

と協力して 国際実施計画を策定 、 UNDESD
関係省庁連絡会議設置

2006 UNDESD国内実施計画の決定（日本政府）
2008 UNDESD円卓会議設置
2009 ESD世界会議（ドイツ・ボン） 2014年に日本での
国際会議開催を決定
2011 UNDESD国内実施計画の改訂
2012 国連持続可能な開発会議（リオ＋20）

成果文書の中で、2014年以降のESDの推進を
明記。
2014 UNDESD最終年。 ESDに関するユネスコ世界

会議の開催 （日本： 名古屋市、岡山市）
2015 国連総会SDGｓの採択
2016 ESD国内実施計画の改訂
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持続可能な社会への転換が不可欠

持続可能性
（サステナビリティ）
持続可能な開発

（サステナブル・デベロップメント）
持続可能な社会
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Sustainable Development
持続可能な開発

持続可能な開発とは、将来の世代のニーズ

を満たしつつ、現在の世代のニーズをも満

足させるような開発。

※ただ、日本では“Development”の翻訳としての開発・発展が一面的に 捉えら
れており、誤解を生じている。

(WCED “Our Common Future “1987)
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国連持続可能な開発目標（SDGｓ）
17分野169目標

1.貧困撲滅
2.飢餓撲滅、食料安全保障、栄養改善、持続可能な農業の推進
3.健康な生活の推進と福利の向上
4.教育と生涯学習 （4.7に「持続可能なラフスタイルやＥＳＤなどを通じて、ＳＤの推
進に必要な知識と技能の習得を推進する」）
5.ジェンダー平等と女性のエンパワーメント
6.水と衛生
7.エネルギー
8.持続可能な経済成長、雇用
9.柔軟なインフラ、持続可能な産業化と革新
10.国家内、国家間の不平等
11.安全で柔軟かつ持続可能な都市と居住地
12.持続可能な生産と消費
13. 気候変動とその影響への緊急的行動
14.ＳＤのための海洋資源、海洋と海の保全
15. 陸上生態系の持続可能な利用の促進、持続可能な森林の管理、砂漠化・土地
の劣化・生物多様性損失の阻止
16.ＳＤのための平和的かつ包摂的な社会を促進し、すべての司法へのアクセスを
提供するために、すべてのレベルで効果的な責任のある包括的な制度の構築
17.ＳＤのための実行手段の強化とグローバルパートナーシップの構築

（国連SDGｓOWG国連最終報告 2014.７、阿部治訳) 4



持続可能な社会の視点
“WANTS(欲しい物）”

から

“NEEDS（必要なもの）”

への意識の転換

3つの公正（種間、世代内、世代間）の課題

自然との関係

他の人々との関係

未来の人々との関係

他者に対する気づき・想像力
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技術開発

法制度の整備

意識改革

↑

環境教育

持続可能な開発のための教育（ESD）

環境コミュニケーション

持続可能な社会のための方策
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日本の環境教育の流れ
1960年代 環境教育の黎明：公害教育、自然保護教育

1970年代 環境教育の導入：環境科学教育、環境研究

1980年代 環境教育の定着：日本環境教育フォーラム、
日本環境教育学会

自然教室、自然観察の森

1990年代 環境教育の発展：
環境教育指導資料、生活科
自然学校、水辺の学校、田んぼの学校
子どもエコクラブ

2000年代 広義の環境教育（ESD）の登場：
総合学習、ESD（持続可能な開発のための教育）
環境教育推進法、CSR、持続可能な地域づくり
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環境教育の内容の変化

• 環境保全についての理解を深めるための教
育及び学習

（環境保全活動及び環境教育の推進に関する法律 第2条、2003年）

• 環境教育とは持続可能な社会の構築を目指
して、環境と社会、経済及び文化とのつなが
りその他環境保全についての理解を深める
ための教育及び学習

（環境教育等による環境保全の取り組みの促進に関する法律 第2条、
2011年改正）
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環境教育（人と自然）＝ESDの土台

から

ESD（人と自然、人と人、人と社会）

へ
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持続可能な社会を目指す教育
ー個別の課題教育からESDへー

地球環境問題の顕在化以前 地球環境問題の顕在化以降

かか
か

環境教育

平和教育

人権教育

開発教育

多文化共
生教育

民主主義
教育

ジェンダー
教育

福祉教育

〇〇教育
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ESDとは
●持続可能な社会の担い手を育てる教育・学習

●つながり教育・学習、関係性教育・学習

●２つの「そうぞうりょく（想像力、創造力）」を育み、
持続可能な未来をつくる教育・学習

●持続可能性にかかわるあらゆるテーマ、ステーク
ホルダーをつなぐ装置

●持続可能性にかかわる多様な主題（環境や経済
、社会、文化など）を人と人とのつながりや、他地
域・世界とのつながりの中で総合的にとらえ、互
いに学びあうプロセスがＥＳＤである。
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ＥＳＤの教育/学習としての役割

• 「生きる力」を学ぶ＝問題解決のスキルを学ぶ

• 知識や体験を探究的活動を通じて、統合かつ総合化する
ことで、持続可能な社会に向けた基礎リテラシーを育む。

• 社会の当事者・主体者として社会への参加を促す＝参加
型民主主義（市民性教育）を学ぶ。

• 主体的に持続可能な社会のビジョンを描き、創造する力
を、多様なステークホルダーとともに、実践的に学ぶ活動
を通じて育むことで、未来を肯定的にとらえる。

• 学校教育と学校外教育（フォーマル・ノンフォーマル・イン
フォーマル教育）の垣根を外した学び。
⇒新たな学びの手法

21世紀型学力 能動的学習（AL)と価値観
「総合的学習の時間」との高い親和性
先行き不透明な社会・正答のない社会
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国連・持続可能な開発
のための教育の10年

（2005～2014年）

＜政府による推進事業＞
・ユネスコスクール（文科省）
・ESDの10年強化事業
（環境省）

・環境人材育成コンソーシア
ム（環境省）/＋ESD

＜教育機関のネットワーク＞

・ユネスコスクール支援大学
間ネットワーク（
ASPUnivNet）
・大学ネットワーク
（HESDフォーラム）

＜官民の協議の場＞
・ESDの10年円卓会議
（内閣官房）
・ESD地域推進協議会
（岡山市、北九州市など）

＜民間のネットワーク＞

・「持続可能な開発のための教
育の10年」推進会議（ESD-J）
・CEPAジャパン（国連生物多
様性の10年推進組織）
・ESDの10年世界の祭典推進
フォーラム
・日本環境教育フォーラム
・開発教育協会

・ユネスコ・アジア文化センター
（ACCU）
・日本ユネスコ連盟

・学会（日本環境教育学会、国
際理解教育学会、他）
・民間企業（CSR）

＜国会議員のネットワーク＞

ESD推進議員連盟
＜国際的なネットワーク＞

・ESDの地域実践拠点（
RCE）（国連大学）

・アジア環境大学院ネット
ワーク（ProSPER.Net）

日本のESD推進組織・ネットワーク

＜政府による推進の仕組＞
・ESDの10年関係省庁連絡
会議
・日本ユネスコ国内委員会
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国連ESDの10年（２００５－１４）の到達点

• 法律の整備

• 官民の推進組織の発足

• 学校教育（初等・中等・高等教育）での展開

• 持続可能な地域づくりにつながるESDの展開

• 多様な主体（MSH)の連携・協働によるESD
の展開

• ESDを通じた教育の質の見直し

• 国際的イニシアティブの発揮
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ポスト国連ESDの10年

• SDの主流化に伴うESDの主流化

＝ESDによる国連SDGｓの達成

• グローバル・アクション・プログラム（GAP)

（１）政策的支援、 （２）包括的取組、 （３）教育者の育成、

（４）若者の参加の支援 、（５）地域コミュニティの参加の促進

• 多様なステークホルダーによる取り組み

⇒ESD全国支援センター

• ESDによる持続可能な地域づくり（ESDによる地域創生）

• グローカル人材の育成（シチズンシップ教育×グローバルシチ
ズンシップ教育）

• 学校におけるESDの推進
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