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ユネスコスクール・ネットワーク
 －持続可能な社会を作るために－

戦争は人の心の中で

生れるものであるから、

人の心の中に平和のとりでを

築かなければならない。

Since wars begin in 

the minds of men, 

it is in the minds of men 

that the defences of 

peace must be constructed

ユネスコ憲章前文（Preamble to the 

Constitution of UNESCO, 1945）より
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Diversity & Inclusion

多様性とインクルージョン
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ご挨拶

東海大学の教養学部では、2015年に ASPUnivNet（ユ

ネスコスクールを支援する全国 20の大学のネットワーク）に加盟す
るにあたり、国際学科内に UNESCO ユース事務局
を立ち上げ、在学生、卒業生が協力して様々な活動
を実施してきました。メインとなる活動は、「UNESCO

ユースセミナー」という、高校生や大学生、教員を集
めた年に一度の合宿セミナーですが、セミナーを通じ
て知り合った人たちと交流すべく、ユネスコスクール
やその他様々に特色のある学校や教育活動を訪問す
ることも続けています。

今年で第 3号となる本誌『ユネスコスクール・ネットワー
ク』では、それらUNESCO ユースチームの活動や
本学の ESD への取り組みをご紹介するとともに、今
年から大きく変更となったユネスコスクールへの加盟
申請の新しい手続き方法についてもご案内いたします
（p.9-11）。

私たちの今年度のテーマは「多様性とインクルージョ
ン」 でした。UNESCO ユースセミナーでは、カナダ
大使館 から講師を迎えてこのテーマについてお話をう
かがいました。ユネスコスクールのプログラムが 1953 

年に始まった当時、「多様性」は国と国の間に存在す
るもののように思われていました。国と国の間の違い
を理解しようと生まれたのが「国際理解教育」でし
た。今日、「多様性」は一つの国や社会の内側に広
がるものとしても理解されなければいけません。文化
や宗教、言語だけではありません。ジェンダ―、性の
オリエンテーション、世代や年齢、障がい、 異なった
信条……、様々な違いが織りなす多様性のネットワー
クとしての社会。UNESCOは、今、この多様性を尊
重すること、そして多様性から学ぶことこそが持続可
能な社会づくりの基礎であることを訴えています。

私たちのユネスコスクールのネットワークが、多様性
から学び、豊かで隔てのない平和のネットワークとな
ること、そのためにも、ますます多様な学校を包摂で
きるようになっていくことを願っています。

東海大学 教養学部 

ユネスコスクール・チーム
東海大学 

UNESCOユースチーム

Forward

As the School of Humanities and Culture of Tokai 

University joined the ASPUnivNet (a group of 20 

universities giving support to UNESCO Associated 

Schools in Japan) in 2015, the UNESCO Youth 

Team was established within the Department of 

International Studies. The members of the team 

consisting of Tokai's students and graduates have 

worked together to carry out several activities. 

Our central activity so far has been what we call 

"UNESCO Youth Seminar", in which high-school 

and college-age youths as well as teachers gather 

to spend two days studying and discussing ESD. As 

we make new friends through the seminar, we visit 

their schools and educational institutions to learn 

about their special activities.

 

This is the third edition of our annual 

report, The UNESCO Associated Schools Network. In 

this edition, we would like to present the activities 

of our UNESCO Youth Team and the ESD-related 

curriculum of Tokai University as a whole, as well 

as explain the new procedure for Japanese schools 

to join the network of UNESCO Associated Schools 

(pp.10-11).

This year, our theme was "Diversity and Inclusion". 

In our Youth Seminar, we had a lecturer from 

the Embassy of Canada in Tokyo give a talk on 

this topic. When UNESCO started its Associated 

Schools Project in 1953, "diversity" was understood 

as existing among nations. "Inter-national 

understanding" was born as an effort to learn from 

the differences among countries. However, today, 

"diversity" is seen as existing within a nation or a 

society. Not only the cultural, religious or linguistic 

diversity, but also the differences based on gender, 

sexual orientation, generation and age, physical 

conditions, beliefs... create a rich fabric of societal 

networks. Today, UNESCO emphasizes the respect 

for, and the importance in learning from, the 

diversity as the basis for the sustainable future of 

societies. 

We wish for the UNESCO Associated Schools 

Network to evolve. We wish that it grows to be a 

truly rich network of peace, being able to include 

more and more schools coming from a variety of 

backgrounds and learning from our diversity in 

every sense of the word.
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ユネスコスクール訪問記 : 
横浜市立 永田台小学校

東海大学教養学部国際学科（教授）: 小貫大輔
UNESCOユースチーム : 星久美子 /谷田彩佳 /上野大樹 /ホッサイン・エムデ・イマン

まずは校長先生に伺いました。

チーム ユネスコスクールっ
て、学校間のネットワーキングの
活動ですよね？
住田校長 日本の学校っていう
のは、学校間での交流や実践の
共有はなかなかできていないのが
現実です。その前に、学校内でも
バラバラ。学年にも教科にも壁だ
らけ。ある意味、学習指導要領と
か教科書とかあるから、与えられ
たものを使っていればやっていけ
ちゃうところがある。
これまではそれでよかったかもし
れないけれど、学校の中だけで考
えて課題解決していくのはもう限
界。ユネスコスクールの場合は、
その壁を低くして外部とつながっ
ていくこと、コラボレーションして
いくことがたいせつだと思います。
じゃないと、ユネスコスクールらし
くない、っていうか、ユネスコス
クールとか ESDって言えないと思
う。
チーム ネットワーキング活
動って時間やエネルギーがかかる
と思うんですが……。
住田校長 ユネスコスクールだ
からこれをやらなきゃいけないと
か、人からやれって言われてやる
んだと苦しくなってしまう。だから、
先生が自分でやりたいことに参加
する、そうして出会っていくように
しないと。その出会いの場を紹介
したりはするけど、それにアプロー
チするかどうかは先生の主体性の
問題。
自分で決めることができること。
その方が先生も楽しいし、子ども
たちに主体的になってもらおうっ

台風一過、よく晴れ渡った 10月のある日、東海大学の UNESCOユース
チームのメンバー 4人と国際学科の教員の小貫大輔とで、ESD（持続可能な
開発のための教育）活動でよく知られ、ユネスコスクールにも認定されている永
田台小学校を訪ねました。神奈川県のユネスコスクール連絡協議会を通じ
て永田台小学校のことはよく知っていたし、永田台の先生たちが私たちの
ユースセミナーに参加してくれたこともあります。ユースの訪問メンバーの中
には、2か月に一度永田台小学校が開いている公開研究会に参加したこと
のある人もいました。

それで今回は、ユネスコスクールとしての活動の中でも、特に「ネットワー
キング」について聞こうと思って訪問しました。永田台小学校は本当にいろ
いろなネットワークにつながっています。でも、それって、ただでさえ忙し
い先生たちが、なおさら忙しくなるってことになるんではないんですか ?そ
う質問したところから、お話は思わぬ方向に発展していきました。

「ユネスコスクール、つまり働き方改革」!?!?

そのお話はまさに「目からウロコ」だったので、ESDそのものの「持続可
能性」という角度からこの学校のことをご報告しようと思います。

ていうんだから、先生たちも主体
的じゃないと（そういう教育）できない
でしょ。
そしてそのためには、働き方も変
えていかなきゃいけない。ひいひ
い言って毎日を必死に生きている
ような先生たちだと、そんなこと
には目が向かなくなっちゃう。
チーム 働き方を変える？
住田校長 隙間がある働き方を
する、ゆとりのある職員室をつく
る。例えば定時退庁だとか、会
議を無駄のないようにするとか、
くつろいで会話できるコーナーを
職員室の中に設けるとか……。そ
して、先生が弱みを出せるような
職場じゃないと。完璧を求められ
たらできなくなっちゃうから。
ユネスコスクールってことは、そう
いう学校で働いていると先生がエ
ンパワーされるような学校じゃな
いとね。その学校にいると、先生
の元気がなくなっていっちゃうん
だったら、それは、ユネスコスクー
ルじゃないでしょ。学校にかかわ
る人がみんなエンパワーされない
といけないんだけど、そのために
は先生たちが元気じゃないと。元
気の素は、学校の場合はやっぱり
先生なんですよ。
だから、やらされ感、負担感の中
でやることは、いくらいいことやっ
ていても本質的に自分が変容す
るってことにつながらないし、学
校全体にそういう（エンパワーの）空
気が流れるってことにならないと
思うんです。

Visit to a UNESCO Associated School: 
Nagatadai Elementary School 

On a fine day of October after a typhoon, we, four members 

from the UNESCO Youth Team at Tokai University and 

Daisuke Onuki, a professor of International Studies, made 

a visit to Nagatadai Elementary School. The school is a 

UNESCO Associated School and is well known for its ESD 

(education for sustainable development) programs. We 

knew the school well through the Kanagawa UNESCO 

Associated Schools Liaison Committee and the teachers of 

the school who came to participate in our youth seminar. 

One of the team members also participated in the open 

study group held once every two months at the school. 

The purpose of our visit this time was to learn about 

the school’s initiative as a UNESCO Associated School, 

particularly about “networking” among its many projects. 

The school is impressively part of many networks. 

“Networking is great, but wouldn’t it add more burden to the 

teachers who are already busy with their daily tasks?” When 

we asked this simple question, the response we got from 

the principal and the teachers took us in a truly unexpected 

direction.

“Being a UNESCO Associated School transforms the work-

style of teachers”!?!?

That was a real eye-opener, so we would like to report on 

this school from the viewpoint of “sustainability” of the ESD 

program. 

先生たちが元気じゃないと。
元気の素は、学校の場合はやっぱり
先生なんですよ。

First, the conversation we had with the school 

principal…

Team: We understand that being a UNESCO 

Associated School means networking with other 

schools. Is that right?

Principal Sumida: Indeed, Japanese schools 

have much difficulty in interacting or sharing 

experiences with other schools. The same can be 

said about the internal relationships. We have walls 

between different grades and different subjects 

within our schools. Japanese schools are led by the 

government guidelines and textbooks, and that, in 

a sense, makes it unnecessary to invent new ways. 

This has worked so far for schools in Japan. But 

I believe we can no longer continue to solve 

problems with internal resources alone. Being 

a UNESCO Associated School, we believe it is 

important to break down the walls, connect with 

the outside and collaborate with other schools. If 

not, I don’t think we can call ourselves a UNESCO 

Associated School or having the ESD programs. 

Team: We all know networking takes a lot of time and 

energy. How do you deal with that? 

Principal: If a teacher feels pressured or obligated 

to do this and that just because they belong to 

a UNESCO Associated School, that would be 

stifling. Teachers need to act on their own accord. 

Teachers may need help in learning about different 

opportunities, but it’s up to them to decide whether 

or not and which one to participate in. Deciding 

for themselves, they enjoy their activities more. 

We are encouraging our pupils to be proactive. 

It only makes sense if the teachers are proactive 

themselves. 

And for that, we need to change the way we work. 

With too much work to do, if the teachers are 

barely getting by, how can we expect them to be 

interested in those activities?

Team: Could you elaborate on the idea? 

Principal: The reform I am talking about here is 

for the teachers to have more room in their work. 

Even just a friendly and relaxing atmosphere in 

the teacher’s room would help. And encouraging 

teachers to leave the school on time, finishing the 

meetings on time, setting up a space for relaxing 

conversations in the teacher’s room… It is a good 

workplace if one feels comfortable sharing their 

problems and weaknesses there. No one functions 

well if expected to be a perfect person at work. 

A UNESCO Associated School must be an 

empowering institution for teachers who work 

there. I don’t think we can call ourselves a 

UNESCO Associated School if the teachers feel 

disempowered here. We intend to make everyone 

involved in the school happy, but for that, teachers 

have to be energized first of all. The teachers are, 

indeed, the source of happiness and energy for the 

school. 

So again, if the teachers work under pressure and 

obligations, it is impossible to achieve their own 

self-transformation in the true sense and set the 

culture of empowerment throughout the school, no 

matter how good the school program is. 

The teachers are, indeed, 
the source of happiness and 
energy for the school. 

Daisuke Onuki, Professor, Department of International 
Studies, School of Humanities and Culture
UNESCO Youth Team: Kumiko Hoshi, Ayaka Tanida, Daiki 
Ueno, MD Iman Hossain
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校長先生とお話した後、学校の中を自由
に見学させていただきました。学生メン
バーの谷田彩佳（国際学科）は、これまでも
ESDのユース・コンファレンスに出るなど
して永田台小学校のことはいろいろ聞かさ
れていたので、興味津々でした。工学部
の上野大樹は、広島で育った自分が受け
た「一方的に受け身」の教育の思い出が
ネガティブなので、「能動的な」教育のこ
とが知りたくて UNESCOユースチームに
関わってきました。永田台を訪問したメン
バーの中には、バングラデシュからの留
学生のホッサイン・エムデ・イマン（国際学科）
がいたので、ある 5年生の教室で突然授
業に呼び込まれて、自分の国のことをわか
りやすい英語で話したりもしました。

永田台小学校は、公開研究会や多くの見
学者の訪問を通じて学校を開いています。
そうすることで、外からの風が吹き込んで
くるのだそうです。そういうオープンな雰
囲気があるから、学校という世界にありが
ちな、年功序列的で若い先生がベテラン
の先生の前で自分の意見を言いづらい雰
囲気が変わっていくのだそうです。

教務主任の広木先生に聞きました。

チーム 校長先生は、先生たちが弱
みを見せられるような学校であってほしい
と……。
広木先生 弱みを見せられるっていうよ
り、職員室は楽屋であるのがいい、って
いうか、のんびりできるっていうか、ほっ
とできるっていうか。失敗とか、うまくい
かないのは当たり前って。自分もそうさせ
てもらえた方が、子どもにもそう向かって
いけるんです。
そうじゃない職場があったから余計そう思
うんだけど、「今こんなこと話していいんだ
ろうか」なんて余計な気遣いをしてばっか
いるんじゃなくて、本当に自分が抱えてい
ることの全部を話せる雰囲気じゃないと、
ちょっとずつ怯えていくっていうか……。
（ある同僚の例をあげて）自分のままでいること
ができるっていう体験から、自分が変わっ
ていく（という、できごとがあった）。そして、そ
ういうことが子どもたちに伝わっていく。
素の自分でいることで、言葉でないもので
伝わっていく。でも、そういうところにガー
ドや壁がある人は、うちの学校とかかえっ
てきついかも……。

After the conversation with the principal, we toured 

the school. One of our team members, Ayaka Tanida, 

majoring in International Studies, was very interested 

in the school’s work because she had heard a 

lot about it through the ESD youth conferences. 

Daiki Ueno, a student of engineering, joined the 

UNESCO Youth Team to learn about what “proactive” 

education is as opposed to the “authoritarian-

reactive” education he remembers from Hiroshima 

where he grew up. During our visit, one of the team 

members Iman Hossain from Bangladesh, majoring 

in International Studies, was asked to come in the 5th 

grade class and talk about his country in English. 

Nagatadai Elementary School keeps its doors open 

to the outside world by hosting study meetings 

and receiving various visitors. That way, Principal 

Sumita said, fresh air blows into the school and that 

openness helps younger teachers to feel comfortable 

to express their opinions and ideas - transforming 

the typical seniority-based workplace culture of 

Japanese schools.  

We also interviewed Ms. Hiroki, the chief curriculum 

coordinator. 

Team: The principal said that he would like the 

teachers to feel comfortable sharing their problems 

and weaknesses.

 Ms. Hiroki: I guess what I like is not exactly 

showing my weaknesses but rather the comfort 

of having the teacher’s room as something like 

a “dressing room” where we can relax and feel 

relieved. Our failures are accepted as part of the 

work, as something to be expected. That way, 

we become more accepting and understanding 

towards the pupils when we go to the classroom.  

I have worked at places that didn’t have this type 

of culture, so I appreciate it that much more. If 

we have to always worry whether it is appropriate 

to bring up something and hesitate to talk about 

problems, we slowly start to draw back… 

(Referring to one of her colleagues) I have seen 

a colleague transform through the experience of 

being able to be who she was. That gets passed 

onto the pupils. Being who we truly are, we 

communicate things that are not expressed in 

words. On the other hand, a school like ours might 

actually be a difficult place to work for those who 

build walls of their own, unable to let their guard 

down, I think.

帰りに校長室に寄ると、横浜市教育委員
会の作った『ESD推進のための教職員研
修資料』があったので、一部もらって帰っ
てきました。そこに永田台小学校のことが
大きく紹介されていて、それを見ると「定
時退庁日の設定、会議フリー DAY、学校
の負担軽減、カフェコーナーの設置……」
という言葉が並んでいます。住田先生の
おっしゃった働き方改革が、市の教育委員
会にとっても強調したいところなんですね。

「でも、それって特別なことなんですか？」

というのが、メンバーのイマンの素朴な疑
問でした。「バングラデシュの学校は問題
がいっぱいありますよ。でも、元気はいっ
ぱいです。どんな小学校も、その 200メー
トル近くまで来たら子どもたちの大きな声
が聞こえてきます」日本の学校の先生たち
が、そして子どもたちが「元気じゃない」っ
ていうこと、それを変えていくことが大き
な課題だっていうことが、どうしてそうな
のか、イマンには素朴に不思議に思えた
のでした。

最後に、ユースチーム事務局の責任者であ
り、国際学科の卒業生の星久美子の感想
です。「弱みを出せる職場づくり」って、い
いなあと思いました。誰かしらが自分の失
敗をフォローしてくれるような関係が職場
にあれば、先生も元気になって、その元
気が子どもたちにも伝わる。「失敗しても
いいんだよ」というメッセージが、体で子
どもたちに発信できる。そういうのを「学
校文化」って言うんだな、ユネスコスクー
ルとか ESDって、つまり学校文化を作るっ
てことなんだと思いました。

Upon leaving the school, we picked up a copy 

of “Resources for Teacher Training in Promoting 

ESD” from the principal’s office. It featured 

Nagatadai Elementary School with keywords such 

as “setting up days of leaving the office on time, 

no meeting days, cutting down on the burden to 

the school, setting up a space for coffee breaks”. 

The work-style reforms that the principal told us 

about seemed to be what the municipal board of 

education also wanted to highlight. 

“But how is that considered something special?”

That was a simple question that Iman, one of the 

members, had at the end of the visit. He said in 

Bangladesh, the schools are full of energy despite 

having many problems. You can hear students from 

200 meters away anywhere near a school. Coming 

from such a place, it seemed simply a mystery to 

him that the teachers, and even the pupils, are “un-

energized” in Japanese schools. 

Finally, Kumiko Hoshi, the secretary of the 

youth team and graduate of the Department of 

International Studies, summarizes her impression 

of Nagatadai Elementary School. She admires the 

concept of a workplace where teachers can talk 

about their weaknesses. Being able to count on 

mutual support in times of failure helps teachers 

feel stronger. And that energy is passed onto the 

pupils. In such an environment, the teachers can 

literally demonstrate to the students that it is okay 

to fail. This is “school culture”. Being a UNESCO 

Associated School and practicing ESD means 

creating “school culture”, she concludes. 
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東海大学からは近隣にあたる海老名市にあって、2008年以来ユネスコス
クールのネットワークに加盟している神奈川県立有馬高校。そこで長く多
文化教育に力を尽くしてこられた望月先生に、今後の連携のビジョンにつ
いてうかがいました。

有馬高校は 2008年にユネスコスクールのネットワークに加盟し、在県外
国籍生徒特別募集枠の設置校（各学年 10名くらい）、英語コース（各学年 1クラス）

設置校といった特色を活かし国際理解、多文化共生教育を積極的に推進
してきました。

ユネスコスクール活動プログラムの一環として、2015年度からUnivNet

メンバーの東海大学が主催するUNESCOユースセミナーに参加していま
す。2015年は「未来の学校について考えてみよう」というテーマのもとで、
他校の生徒や外国学校の生徒たちとグループで活発な意見を交換しまし
た。話し合いを通して理想とする学校について発表する中で、自分たちの
学校ではえられない体験をすることができました。

ユースセミナーへは 2016年度、2017年度も続けて参加し、若い先生た
ちも異なる学校の先生たちの取り組みを学び、今後の活動の糧にすること
ができたようです。生徒たちも様々な国につながる外国学校の生徒たちと
直接話をし、今まで気づかなかった新たな発見ができたようでした。本校
から 2015年のセミナーに参加した生徒が卒業後、東海大学教養学部に
入学し、2017年のセミナーの運営に携わっていました。彼は地元のユネ
スコ協会にも所属して様々なイベントに取り組んでいます。高校でのユネ
スコスクールでの学びをさらに深め、活動の幅を広げる場として UnivNet

の大学との連携の場があるという恵まれた環境が整いつつあります。県内
のユネスコスクールの生徒たちが自分たちの興味関心を一層、ステップ
アップさせるための仕組みが生まれつつあります。

将来的には高校生もユースセミナーなどの企画や運営に参加し、スポット
的なイベント参加から大学生達と年間を通して何らかのテーマに沿った活
動を行えたらと思います。また、大学生が高校にやってきて活動する場を
作ることも可能です。留学生のチームを組織して高校の教室で異文化交流
や多文化理解のワークショップなどを行う。高校生にどんなことをどのよう
に伝えたらよいか。そうしたことを考えることで大学生たちの成長も見込
めます。

現在、有馬高校と東海大教養学部との間には、確かなつながりが生まれ
てきています。今後、このつながりがさらに太くまた、様々な特色を持つ
パイプがつながることができるように引き続き連携を進めていきたいと思
います。

ユネスコスクール有馬高校と
東海大学との連携

去る 11月 11日、ユネスコ・ア

ジア文化センターで開催された

UnivNet（ユネスコスクールを支

援する全国の 20大学のネットワー

ク）の研究会での発言内容のうち

の関連部分を、ご本人に短くまと

めていただきました。

Above is a summary of the relevant part of Mr. 

Mochizuki’s remarks made at a conference of 

UnivNet, a network of 20 universities that support 

UNESCO Associated Schools, held on November 11 

at the Asia-Pacific Cultural Centre for UNESCO.

愛川町立菅原小学校の
国際交流フェスティバル

11月最後の日曜日、UNESCOユースチームは、菅原小学校で長く日本語
指導教室を教えてこられた小

こ
島
じま
睦
むつ
夫
お
先生に誘っていただき、毎年恒例の「国

際交流フェスティバル」に参加してきました。今年でなんと14年目になる
そうです。
　会場の体育館には子どもたちや先生たち、地域の人たち 200人ほどが
集まっていて、参加者の出身国の数はたぶん10か国以上！　餅つきや日
本の正月遊びを体験したり、外国籍の子どもたちの保護者の方々が持ち
寄ってくれた家庭料理を楽しんだりしました。ブラジル、ボリビア、ペルー、
カンボジア、フィリピン、パキスタン……、世界中のおいしいご飯でお腹が
はちきれそうになりました。

Cooperation between Arima High School and 
Tokai University 

Kanagawa Prefectural Arima High School is located in Ebina City, which 

is one of the neighboring cities of Tokai University. The school joined the 

UNESCO Associated Schools Network in 2008. Mr. Mochizuki has been 

leading multicultural education at Arima High School. He shared his vision 

for future collaboration between the school and the university. 

Arima High School joined the UNESCO school network in 2008. 

Drawing on its unique programs, such as the special admission 

program for foreign national student residents in the prefecture (there 

are approx. 10 foreign students per grade) and English Course (1 

course per grade), the school has actively been promoting international 

understanding and education on multiculturalism. 

Since 2015, as part of the UNESCO Associated Schools program, the 

school has been participating in the UNESCO Youth Seminar hosted by 

Tokai University, an ASPUnivNet university. In 2015, under the theme 

"What would we want our school to be like in the future?”, we shared 

our opinions in groups with the students from other public schools and 

foreign/ethnic schools. The experience we had through the discussion 

and presentation of our ideas was something we would not find in the 

day-to-day setting of a classroom. 

We participated in the seminar again in 2016 and 2017. The seminar 

turned out to be a valuable learning opportunity for Arima High’s young 

teachers who were able to learn about the work of other teachers 

from different schools. The students also made many new discoveries 

through the interactions they had with the students from the foreign/

ethnic schools. One of our students who participated in the seminar in 

2015 is now studying in the School of Humanities and Culture at Tokai 

University and was one of the core members of the 2017 seminar. 

He also participates in the local UNESCO Association and has been 

involved in various events. There has been steady progress in creating 

a favorable environment for collaboration between the high schools 

and the ASPUnivNet universities which provides a platform for the 

students to engage in a wider scope of activities and to deepen the 

learning they have at school. A system that supports the students of 

UNESCO Associated Schools in the prefecture to further develop their 

interests is well on its way. 

In the future, we believe it would be ideal if the students not only 

participate in individual events, but also work on a particular theme 

with university students throughout the year by getting involved 

in the planning and running of the seminar. It is also a possibility 

to create opportunities for university students to visit and organize 

activities at high schools. They could, for example, give workshops 

on multiculturalism and/or cultural exchange to high school students 

together with international students studying in their universities. 

Having university students think about how they can best help high 

school students become familiar with those issues would provide a 

wonderful learning experience for them.

It is delightful to see the relationship develop between Arima High 

School and the School of Humanities and Culture at Tokai University. 

We wish to continuously work together and to build a stronger 

relationship to enable various future collaborations. 

International Festival at Sugawara Elementary 
School (Municipality of Aikawa)

On the last Sunday of November, UNESCO youth team visited the 

annual international festival at Sugawara Elementary School. We 

received an invitation from Mr. Mutsuo Kojima who has been teaching 

Japanese language classes at the school for many years. The festival 

marked the 14th anniversary this year! 

Around 200 people including the school children, the teachers and 

the local residents gathered in the school gymnasium. Participants 

represented probably over 10 countries! The visitors had fun pounding 

mochi and trying out other traditional Japanese games that are typical 

during the new years. We also enjoyed home-made food prepared 

by the families of the foreign students, stuffing ourselves with tasty 

dishes of various countries such as Brazil, Bolivia, Peru, Cambodia, the 

Philippines and Pakistan to name a few. 

The festival is organized each year by the parents of different 

nationalities who take turn to be the principal organizer. The parents get 

together at least twice before the festival to discuss the program of the 

year. When asked about the motivation for holding such a festival, Mr. 

Kojima who has watched it grow for the last 14 years said, “the biggest 

reason is of course to promote cultural exchange and understanding. 

But the benefit it brings doesn’t end there. As the parents of different 

nationalities play the leading role, the communication between them 

and PTA or the local community has improved. Also, it is a good 

opportunity for us to find out what their needs and requests are, as 

they often surface through preparation for the festival.” The school 

now sends emails written in “easy Japanese,” which came about as a 

result of responding to one of those requests. 

望月浩明 先生からのメッセージ Message from Mr. Hiroaki Mochizuki UNESCO ユースチーム　澤口 紫乃 UNESCO Youth Team / Shino Sawaguchi

We interviewed some girls at the festival who seemed to be the 

graduates of the school about Mr. Kojima. According to them, he is a 

very popular teacher who is known as being always cheerful and full 

of energy and treating everyone equally. Students often gather around 

him during the break to learn dances from different countries or to 

learn to make and spin tops. 

Out of 450 students at the school, about 10 percent comes from 

abroad. In other words, there are one to two students who have a 

different ethnic background in every class. To support those children, 

the school has arranged interpreters to come twice a week for 2 hours 

as well as offering Japanese supplementary lessons after school. The 

interpreters help children who speak Spanish, Portuguese and Tagalog 

with subjects such as Japanese and math. 

Mr. Toshihiro Kusayanagi, the principal, told us that foreign language 

learning will start in Grade 3 and 4 next year as part of a transitional 

phase of the new government curriculum guidelines which will go into 

effect in 2020. This festival has grown to be one of the school’s unique 

features, and the school is eager to develop this further to promote 

international understanding and human rights education. He said that 

the students from Tokai University would be very welcome to join and 

help with this initiative. 

　いろいろな国の親御さんが、毎年順番でリーダーを務めてイベントを準
備するそうです。他の国の親御さんたちも集めて開催までに 2回ほどミー
ティングを開き、その年のプログラムを話し合うのだそうです。14年にわたっ
てこのイベントを育ててきた小島先生に、フェスタを開くことの理由をたず
ねると「もちろん、異文化交流とそして理解ですね。でも、フェスタの効
果はそれだけではないんですよ。各国の親御さんたちがリーダーを経験す
ることで、PTAや地域の方とのコミュニケーションが広がっていくんですよ。
そして、準備の過程で彼らの声が聞こえてくるようになるので、そういう声
を私たちが拾ってあげることもしばしばあります」と説明してくれました。「や
さしい日本語」でメールを届けるようになったのも、親御さんたちの希望が
聞こえてきたからのことだそうです。
　フェスタの会場に、卒業生らしい女の子たちがいたので「小島先生って
どんな先生？」ってきいてみました。「いつも変わらず明るくてパワフル」、「み
んなに平等な先生」だそうです。だから、みんな小島先生のことが大好きで、
休み時間にはほかの国のダンスや「ビュンビュン独

こ
楽
ま
」の作り方を教わり

に子どもたちが集まってくるそうです。

　菅原小学校では、全校生徒約 450人のうち一割ほどが外国籍の子ども
たちだそうです。各クラスに 1～ 2人は、外国にルーツのある子どもがい
るわけです。そのため、週に 2回、それぞれ 2時間ほど通訳の人が来てく
れたり、放課後にも日本語の補習をしたりしているそうです。通訳する言語
は、スペイン語、ポルトガル語、タガログ語で、主に国語や算数の授業に
ついてくれるそうです。
　校長先生の草

くさ
柳
やなぎ
利
とし
博
ひろ
先生は、「2020年の新学習指導要領実施に向け

て、次年度はその移行期として３～４年生も外国語活動が始まります。そし
て、このような国際フェスタも、気がついてみると本校の特色の一つとなっ
てきました。今後さらに、本当の意味で、国際理解や人権教育の推進につ
ながるような取組みとなるよう検討しているところです。 良かったら、東海
大学の学生の皆さんも一緒に参加しませんか」と話してくれました。
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ユネスコスクール・ネットワーク
（ASPnet）への招待

東海大学 教養学部 ユネスコスクール・チーム
神奈川県ユネスコスクール連絡協議会

Invitation to the UNESCO Associated 
Schools Network (ASPnet)

	 	 Since	wars	begin	in	the	minds	of	men,	

	 	 it	is	in	the	minds	of	men	that	the	defenses	of	

	 	 peace	must	be	constructed.

This is an excerpt from the preamble to the Constitution of 

UNESCO (see the entire preamble on page 27). UNESCO 

is a specialized agency of the United Nations responsible 

for coordinating international cooperation in education, 

science, culture and communication. It was established in 

1946 in the aftermath of the Second World War with the 

aim to build a culture of peace in the minds of men and 

women, never to repeat the tragedies of the war again.

Schools engaged in following the ideals of UNESCO are 

invited to take part in the world network of “UNESCO 

Associated Schools”. The network, shortened to “ASPnet”, 

was started in 1953 with the participation of 33 schools 

in 15 member states. It now represents a global network 

of more than 11,000 registered member schools in 181 

countries. In Japan alone, more than 1,000 schools 

participate in the network.

The “four pillars of learning” promoted by UNESCO are 

arguably the most fundamental principles of education 

today (see page 28). With these principles in mind, 

UNESCO Associated Schools work together to create, 

improve and share innovative and creative educational 

activities and teaching methods. Topics covered include 

peace, human rights, sustainable development, global 

citizenship, and intercultural learning.

In 2015, countries all over the world decided to pursue 

17 mega-goals named “Sustainable Development Goals 

(SDGs)” for the better future of humankind and the earth. 

The 4th Goal is “Quality Education for All.” Among the 

specific targets set for this goal, Target 4.7 is of particular 

importance for the ASPnet member schools to work on:

 Sustainable Development Goal - 4

 Ensure inclusive and equitable quality education 

 and promote lifelong learning opportunities for all.

 

 Target 4.7

 Ensure all learners acquire knowledge and skills 

 needed to promote sustainable development by 

 2030 through education on topics such as 

 sustainable development and sustainable 

 lifestyles, human rights, gender equality, promotion 

 of a culture of peace and non-violence, 

 global citizenship, and appreciation of cultural 

 diversity and of culture’s contribution to sustainable 

 development.

We invite your school to participate in the UNESCO 

Associated Schools Network and to contact and meet with 

schools and people from all over Japan and the world.

  戦争は人の心の中で生まれるものであるから、
  人の心の中に平和のとりでを築かなければならない。

これは有名なユネスコ憲章の前文です（p.27の資料参照）。ユネスコは、教育、
科学、文化、コミュニケーションの面で国際的な協力を培うための国連
機関です。第二次世界大戦終戦直後の 1946年、戦争の惨禍を二度と繰
り返さないために、人々の心の中に平和の文化を育てることを目的に設立
されました。

ユネスコの理念を教育の場で実践する学校は、「ユネスコスクール」とい
う世界規模のネットワークに参加することができます。ASPnetと略称さ
れるユネスコスクール・ネットワークの活動は、1953 年に日本を含む世
界 15ヵ国の 33校の学校から始まり、今は 181 ヵ国から11,000 校を超
える学校が参加しています。日本では 1,000 校を超える学校が加盟して
います。

ユネスコが提唱する「学習の４本の柱」は、今日、教育の分野で最も重
要な考え方と言えるかもしれません（p.28の資料参照）。ユネスコスクールのネッ
トワークでは、この考え方をたいせつにして、平和や人権、持続可能な発
展、グローバル・シティズンシップ、異文化間学習などについての革新的
で創造的な教育への取り組みを協力して生み、育て、共有しあっています。

世界の国々は、2015年に「持続可能な開発のための目標（SDGs）」を打ち
立て、人類と地球のよりよい未来に向けて 17の大きな目標の実現に取り
組んでいます。第 4番目のゴールは「質の高い教育をすべての人に」とい
うもので、そのために設定されたいくつかのターゲットのうち、以下にあ
げる 7番目のものは、ユネスコスクールの教育実践にとって特に重要な課
題と考えられています。

 SDGs－ゴール 4

 すべての人に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、
 生涯学習の機会を促進する。

 ターゲット 4.7

 2030年までに持続可能な開発と持続可能なライフスタイル、
 人権、ジェンダーの平等、平和と非暴力の文化、
 グローバル市民、および文化的多様性と文化が持続可能な
 開発にもたらす貢献の理解などの教育を通じて、
 すべての学習者が持続可能な開発を推進するための知識と
 スキルを獲得するようにする。

あなたの学校もユネスコスクールのネットワークに参加して、国内外の様々
な学校や人 と々出会い交流してみませんか。

◉ 

◉ 

◉ 

◉ 

◉ 

◉ 

◉ 

◉ 

◉ 

◉ 

◉ 

ユネスコスクールのネットワークに
参加するまでのステップ

日本のユネスコスクール – 公式ウェブサイト上の加盟
希望フォーム（日本語）に登録して加盟の意志を表明する。
http://www.unesco-school.mext.go.jp/?page_id=132

（公益財団法人ユネスコ・アジア文化センター内の「ユネスコスクール事
務局」より連絡があります）

所管の教育委員会などにユネスコスクール申請の意思
を報告する（市町村立・都道府県立学校の場合）。私立・専修・
各種学校の場合は都道府県知事部局に、国立学校や
フリースクール等その他の学校、教員養成大学などの
場合は文部科学省内の日本ユネスコ国内委員会に報
告する（＊1）。 

OTAーユネスコスクール・オンラインツールシステム上
の ”Expression of Interest” に英文で記入して加盟
申請をする。
https://aspnet.unesco.org/en-us/Pages/Request-to-be-a-
member.aspx

パリのUNESCO本部から申請完了のEメールを受信した
後、その旨を「ユネスコスクール事務局」へ報告する（＊2） 。

「ユネスコスクール事務局」よりチャレンジ期間につい
ての案内が送付されてくるので、案内にしたがって 1

年間のチャレンジ期間を開始する。

UNESCO本部のOTAというユネスコスクール・オンライ
ンツールシステム（英語）を利用する IDとパスワードが与え
られる
日本のユネスコスクール公式ウェブサイトを利用する ID

とパスワードが与えられる
日本ユネスコ協会連盟よりユネスコスクール・プレート
が贈呈される
文部科学省主催ユネスコスクール全国大会に参加し全
国の加盟校と交流できる（毎年 11月下旬から12月上旬開催）

ESDアシストプロジェクト助成に応募できる（年 1回）

ユネスコスクールの教員対象の研修会、ワークショップ
に参加することができる
教職員や生徒に向けた様々な海外交流プログラム（海外
派遣・受け入れ）に応募できる
国内外の他のユネスコスクールとの共同学習に参加でき
る（提案もできる）
国連、ユネスコ関係の様々な情報や優良事例報告を受
け取ることができる
ユネスコスクール公式サイトや掲示板を通じて自校の活
動を他校と共有できる
毎年の活動報告書提出を通して ESDの観点から自分た
ちの教育活動を検証できる

1

2

3

4

5

ユネスコスクールのネットワークに
加盟することでえられるメリット

Some of the privileges member schools enjoy by 

taking part in the UNESCO Associated Schools 

Network (ASPnet):

- You will be given an ID and the password to utilize all 

the resources of the OTA (Online Tool for ASPnet, available 

in English).

- You will be given an ID and the password to utilize 

all the resources of the official website of ASPnet in Japan 

(available in Japanese).

- You will receive a metal plaque certifying that you 

are a member school of the ASPnet.

- You will be invited to participate in the National 

Conference of UNESCO Associated Schools in Japan, 

a significant event organized by the MEXT (Ministry of 

Education, Culture, Sports, Science and Technology), 

usually held in late November or early December each 

year.

- You can apply for the Assist Project Grant for ESD 

(Education for Sustainable Development) once a year.

- Your teachers can participate in a wide range of 

training programs and workshops.

- Your teachers and students can apply for a wide 

range of international exchange programs.

- You can take part in collaborative projects, or 

propose new ones, to work with other member schools 

within and outside Japan.    

- You will receive updates on UNESCO’s and the 

United Nations’ activities, as well as best practices case 

reports.

- Through sending in your annual report, you will have 

a chance to self-examine your educational activities from 

the ESD’s point of view. 

Steps to take before being accepted as an ASPnet 

member school:

1

Express your interest in becoming a member by 

registering through the web-form (in Japanese) on the 

official homepage of ASPnet in Japan. 

http://www.unesco-school.mext.go.jp/?page_id=132

(You will receive instructions from ASPnet Japan Office, 

housed in the Asia-Pacific Cultural Centre for UNESCO.)

2

Report your interest in applying to the official 

organization supervising your school. In the case of 

private or miscellaneous schools, it is the prefectural 

governor’s branch. For other types of schools, such as 

unlicensed, free or alternative schools, please report 

to the National Commission for UNESCO within the 

MEXT*1.

3

Apply for your membership by filling out the “Expression 

of Interest” form (in English) through the Online Tool for 

ASPnet (OTA). 

https://aspnet.unesco.org/en-us/Pages/Request-to-be-a-

member.aspx

4

After receiving a confirmation email from the UNESCO 

headquarters in Paris regarding the acceptance of your 

application form, please report to the ASPnet Japan 

Office*2.

5

The ASPnet Japan Office will send you instructions 

explaining how your “Challenge Year” (trial period) 

should be spent. Following the instructions, you will start 

your “Challenge Year”.

ASPnet Support Team, School of Humanities and 
Culture, Tokai University
Kanagawa Prefecture UNESCO Associated Schools 
Liaison Council
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教育実践を通じて UNESCOおよびユネスコス
クールの理想をさらに追求する。この期間中も、
ASPUnivNet（ユネスコスクールを支援する日本の大学 20校のネッ

トワーク）の助言をえることができるほか、ユネスコスクー
ル全国大会をはじめ、ユネスコスクール研修会などの
関連イベントに参加することができる（＊ 3）。

チャレンジ期間中の活動報告書を提出する。所管の教
育委員会などには郵送で、ユネスコスクール事務局に
は電子データで送付する。（教育委員会から日本ユネスコ国内委
員会への提出締切が 6月末であるため、5月 1日までには教育委員会
に活動報告書が届くようにゆとりをもって郵送してください。）

日本ユネスコ国内委員会が活動報告書を確認。承認
されれば、ユネスコ本部より案内の Eメールが送信
されてくる。案内に従って、加盟希望校自身が英文で
OTA ーユネスコスクール・オンラインツールシステム上
の "Application Form"に記入・提出する。（その年度に承
認されない場合も、チャレンジ期間の延長を希望することができます。）

ユネスコスクールとして登録される。（以降は、毎年の年度末
に活動報告書を提出してください。日本ユネスコ国内委員会による審査
を経て、加盟登録が更新されます。）

6

7

8

9

詳しいことは『ユネスコスクール加盟申請の手引き（2017年版）』

を参照ください。

http://www.unesco-school.mext.go.jp/?action=common_
download_main&upload_id=15465

＊1

学校教育法第一条によらない学校種（例：保育園、認定こども
園、専修学校、各種学校、フリースクールなど）や、学校教
育法第二条によらない設置主体（例：NPO 法人、株式会社など）
の学校でも申請が可能です。ただし「教育課程や内容の把握
が可能であること」とされています。校種について不明な点の
問い合わせは「ユネスコスクール事務局」まで。 

＊ 2

 「ユネスコスクール事務局」の連絡先 

 公益財団法人ユネスコ・アジア文化センター（ACCU）内
 〒 162-8484　
 東京都新宿区袋町 6　日本出版会館
 TEL: 03-3269-4559　FAX: 03-3269-4510

 E-mail: webmaster@accu.or.jp

＊ 3

神奈川県では、ユネスコスクール加盟校の連絡協議会が年に
一回の「神奈川県大会」を開催しています。チャレンジ期間中
の加盟申請校も歓迎します。すでに加盟している学校との交流
のためにも、ぜひ参加をご検討ください。

6

Try to further pursue UNESCO’s and ASPnet’s ideals 

through your school’s educational activities during the 

“Challenge Year”. You may want to seek advice from 

member universities of the ASPUnivNet (a network of 20 

universities providing support to UNESCO Associated 

Schools in Japan). You are also welcome to participate in 

the National Conference of UNESCO Associated Schools 

in Japan as well as in other related training programs and 

events.*3

7

At the end of the “Challenge Year”, send in your final 

report of the year to the ASPnet Japan Office by email 

and to the official organization supervising your school by 

post mail.(Please make sure that the report arrives at its 

destinations no later than May 1st. It needs to be checked 

and forwarded to the Japanese National Commission for 

UNESCO by the end of June.) 

8

The Japanese National Commission for UNESCO will 

evaluate the final report. If approved, your school will be 

communicated directly by the UNESCO Headquarters. 

You will be instructed to register through the OTA 

by filling in the "Application Form". (In the failure of 

approval, you can still request the extension of the trial 

period.)

9

Your school will be registered as a UNESCO Associated 

School. (You will be requested to send in a yearly report 

of your activities. With the approval by the Japanese 

National Commission for UNESCO your membership will 

be renewed every year.)

Please refer to the “Guidelines for Membership 

Application to ASPnet (ver. 2017)” available in Japanese 

from the link below. 

http://www.unesco-school.mext.go.jp/?action=common_

download_main&upload_id=15465

*1

Schools not included in the definition of Article 1 of the 

School Education Act (e.g. nursery schools, specialized 

training schools and colleges, miscellaneous schools, 

unlicensed free schools, etc.) as well as those schools set 

up by institutions that are not included in the definition 

of the Article 2 of the same Act (such as NPOs, private 

companies, etc.) may apply for the membership to the 

ASPnet under the condition that the school curriculum 

and the content of education must be “graspable” by the 

authorities. Should you have any doubts regarding your 

eligibility, please contact the ASPnet Japan Office.

*2

Contact information for the ASPnet Japan Office

c/o Asia-Pacific Cultural Centre for UNESCO

Tokyo-to, Shinjuku-ku, Fukuromachi 6, NIHON 

SHUPPAN KAIKAN

Tel. 03-3269-4559 Fax 03-3269-4510

E-mail: webmaster@accu.or.jp

*3

 In Kanagawa Prefecture, those schools still in the 

“Challenge Year” are welcome to participate in the 

annual conference organized by the UNESCO Associated 

Schools Liaison Council. Please consider joining the 

event and meet with the member schools.
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2015年、東海大学教養学部の中に立ち上げられた「ユースチーム」は、
毎年 UNESCOユースセミナーを開催。今年で３回目を迎えました。ユネ
スコスクール認定校や加盟希望校、外国学校、インターナショナルスクー
ルなどの高校生や大学生、留学生、卒業生が集い、それぞれの学校の教
員も交えて ESDについて話し合い、交流を深めています。2015年は「未
来の学校について考えてみよう」、2016年は「多様化・多文化化する日本
の学校」がテーマでした。2017は「多様性とインクルージョン」をテーマに、
日本の多文化共生の実状についてカナダの多文化主義の実践と比較しなが
らディスカッションをおこないました。

公立・私立の高校、各種学校、無認可学校、日本語で教える学校、英語
で教える学校、ポルトガル語で教える学校、朝鮮語で教える学校……、本
当にさまざまな学校から生徒・教員が集まるので、参加者がお互い知り合
えるようにいろいろなチャレンジをしています。音楽やアートのアクティビ
ティを取り入れる、ハラール料理の提供、日本語、英語、ポルトガル語の
3言語にトライするなど完璧なものではありませんが、主催者と参加者が
共に苦戦しながらも補い合っています。グループワークの際、参加者は言
語の壁に出くわしますが、なんとか伝えよう、理解しようとそれぞれが一
生懸命です。そんな様子は、まさに「多様性とインクルージョン」を目指す
姿でした。

言葉が通じないなら話さない、自分と違うから近寄らない、分からないも
のはそのままにしておく、といった「スルー」ができない 2日間。多様な参
加者が出会い話し合うことで、私たちの望む未来を創造する。これからも
そんな UNESCOユースセミナーをつくっていきたいと思います。

日程 2017年 10月 28日（土）－29日（日）
会場 東海大学湘南キャンパス　
主催 東海大学教養学部
共催 CRI-チルドレンズ・リソース・インターナショナル
後援 ユネスコスクール支援大学間ネットワーク (ASPUnivNet)

　　　　 公益財団法人かながわ国際交流財団
参加者 ユネスコスクール３校（高校生７名、教員５名）
 一般の高校２校（高校生６名、教員３名）
 外国学校２校（中高生 11名、教員２名）

 インターナショナルスクール 1校（高校生４名、教員 1名）

 大学 1校（学生 19名、教員 1名）

 一般参加者（９名）
 計 68名

アイスブレイク / 竹のアート
2日間のセミナーのはじめに、まずは緊張をほぐすための簡単なアイスブレ
イクがおこなわれました。言語のいらない身体を使ったワークによって、会
場の雰囲気はずっと明るくなりました。続いておこなわれたのは「竹のワー
クショップ」。講師は数学者であり竹の造形作家である日詰明男さんで、「黄
金比」を感覚で体験するワークを 2種類おこないました。一つは長さ 2m

の竹で編む「星籠（Star Cage）」の制作。もう一つは数学的な規則（フィボナッ
チ数列）を元に竹を叩いて奏でる「フィボナッチ・ケチャック」の演奏。どち
らも「黄金比」に満ち満ちた、星籠の複雑な構造や、西洋音楽とは異なる
ケチャックのリズムに参加者は戸惑いつつも、魅了されているようでした。

ワークショップ「好きなものビンゴ」
名前も国籍も、お互いのことをまったく知らない状態の中、どんな人が今
ここにいるのかを把握していきます。日本語、英語、ポルトガル語で 9つ
の質問を書いた「ビンゴ」ののようなシートを使い、絵の具でお互いのTシャ
ツに答えを書いていきます。ゲームが終わるまでには、真っ白だった Tシャ
ツがカラフルな答え（好きなもの）で埋まります。

 

ワークショップ「学校紹介クイズ」
自分たちの学校を紹介するために、事前に「学校クイズ」を用意してきて
もらいました。学校毎に、写真を使いながら簡単な問題を出題しました。

講演「多様性とインクルージョン」
カナダ大使館 クリスティーン・カラハンさん
カナダは、1971年、世界に先駆けて「多文化主義」の政策を打ち出しました。
フランス語と英語話者の違いというだけでなく、カナダの中に存在する様々
な民族グループ、そしてファースト・ネーションズ、イヌイット、メティスと
いった先住民族の人たちの文化的権利を尊重するということに、政府が本
気でコミットしたということです。当時の首相はピエール・トルドーという人
でした。なんと、現首相のジャスティン・トルドーさんのお父さんだそうです。
この政策は時間とともに進化して、「多様性とインクルージョン」というキー
ワードのもと、LGBTQ2をはじめとする様々な意味でのマイノリティの人た
ちへの敬意を忘れない社会が生まれています。（カナダでは、「”two-spirited” な人

たち」という先住民族の考え方にならって「２」という文字を加えるそうです）クリスティーン
さんのお話で印象的だったのは、そのような社会の在り方が、国民に強い
満足感をもたらしているということです。「多様性とインクルージョン」がしっ
かりと機能していて、そのことでカナダは確実によりよい社会になってきた。
そういう実感が、カナダの人々に明るい未来への期待を生んでいるのだと
感じました。

UNESCOユースセミナー2017
多様性とインクルージョン

UNESCO Youth Seminar 2017
- Diversity and Inclusion -

Since its formation in 2015, "Youth Team," based in the School of 

Humanities and Culture at Tokai University, has held the UNESCO 

Youth Seminar every year. This year was our third seminar. Every 

year, students and teachers from various schools and universities, 

including UNESCO Associated Schools and those wishing to become 

one, as well as other foreign, ethnic and international schools, gather 

and get to know each other and discuss Education for Sustainable 

Development (ESD). The theme of the first seminar in 2015 was "What 

Will Our Schools Be Like in the Future?” and in 2016 it was "The 

Development of Diversity and Multiculturalism in Japanese Schools". 

This year, we discussed “Diversity and Inclusion” as well as the current 

situation surrounding the issue of multiculturalism in Japan in relation 

to Canada. 

As the participants came from public and private high schools, 

miscellaneous schools, and unlicensed schools with curriculums 

taught in Japanese, English, Portuguese and Korean, our challenge was 

to ensure that everyone got to know each other regardless of those 

differences. As organizers, we tried to overcome those differences by 

organizing music and art workshops, arranging Halal meals, and even 

challenging ourselves to be interpreters to make sure everything was 

translated into the three official languages of the seminar: Japanese, 

English and Portuguese. Although it was not perfect, the success 

of the seminar owes a great deal to the joint-effort between the 

organizers and participants. In the group-work session, the participants 

faced a language   barrier but worked hard to communicate with each 

other in spite of it. It was in these moments when the theme of this 

year, “diversity and inclusion,” was put in practice. 

Spending two days together, we found ourselves in a situation where 

we needed to communicate with each other. The all-too-common 

excuses we make for not making an effort to get to know each other, 

such as a language barrier, different backgrounds, or unfamiliarity 

didn’t work this time. It is through such interactions and conversations 

between different people that we can create the future we desire. 

It is our wish to continue the UNESCO Youth Seminar to create 

opportunities for these interactions. 

Dates: October 28-29, 2017 

Venue: Tokai University, Shonan Campus 

Organized by: School of Humanities and Culture, Tokai University

Co-organized by: CRI-Children's Resources International

Supported by: ASPUnivNet / Kanagawa International Foundation

Breakdown of the seminar participants: 

3 UNESCO Associated Schools (7 high school students, 5 teachers) / 

2 public high schools (6 high school students, 3 teachers) / 2 foreign 

and ethnic schools (11 middle and high school students, 2 teachers) 

/ 1 international school (4 high school students, 1 teacher) / 1 

university (19 students, 1 teacher) / Others (9 adults)

Total: 68 people

Ice Breaker / Bamboo Art Workshop

We started our 2-day seminar with a simple icebreaking game. 

Working collectively on a physical task without the use of language, 

the participants started feeling relaxed around each other. Then Mr. 

Akio Hizume, a mathematician, bamboo sculptor and artist gave us two 

“Bamboo Workshops”. Through his workshops we experienced the 

“golden ratio” using our senses. We first created “Star Cages”, three-

dimensional stars made of 2-meter bamboo sticks, and then played 

“Fibonacci Kecak” with bamboo drums. Puzzled by the complexity of 

the star’s structure and un-Western rhythm of the music, both filled 

with “golden ratios”, participants felt mesmerized. 

Getting to know each other: 

“My Favorite Things” Bingo Game 

The participants did not know anything about each other, including 

names and nationalities. The aim of the game was to find out about 

fellow participants. Using bingo sheets with 9 questions written in 

Japanese, English and Portuguese, the participants painted their 

answers on each other’s T-shirts. By the time the game was over, their 

white T-shirts were painted with colorful letters of the participants’ 

“Favorite Things.”

 How to Play:

 1. Write your answers to all nine questions on the bingo sheet. 

  Write them in your native language!

 2.  Walk around the room and interview 9 participants. 

  Write down their names in column A and 

  their answers in column B. 

 3.  If your answer is the same as your partner, put a circle on 

  the sheet. Three circles are lined up, you call out "Bingo!".

 4.  Even if your answer is different from your partner’s, 

  paint your answer on your partner’s T-shirt and have 

  the partner do the same for you. 

School Introduction Quiz

To introduce participating schools, we asked the students to prepare a 

"school quiz" in advance. Each school gave a simple quiz that included 

some photos of their school. 

Lecture "Diversity and Inclusion" 

by Ms.Christine Callahan from the Canadian Embassy 

In 1971, the Canadian government launched a new policy addressing 

“multiculturalism” ahead of the world. It was significant in that the 

government became fully committed to protecting the cultural rights 

of not only English and French speaking populations but also various 

ethnic minorities including the Indigenous, “First Nations”, Inuit and 

Metis peoples. The prime minister in office at that time was Pierre 

Trudeau, who is in fact the father of the current Prime Minister, Justin 

Trudeau. This policy has evolved over time, and under the keyword 

"diversity and inclusion", Canada has developed into a society 

where various minority groups including LGBTQ2 are respected. (In 

Canada, the “2” stands for two-spirited, an Indigenous concept.) 

Most impressively, such a society has brought a strong sense of 

satisfaction among its citizens. People feel that the policy of "diversity 

and inclusion" has been working well and as a result Canada has been 

making steady progress to become a better society. We could tell from 

the enthusiasm of the speaker that such sentiment has planted hope 

for a brighter future in the minds of Canadian people.

A Message from Ms.Christine Callahan

  Canada	is	built	on	the	principles	of	inclusion	and	respect	for	

diversity.	We	are	a	multicultural,	multi-faith	and	multi-ethnic	society	with	

vibrant	Indigenous	communities.	We	are	proud	of	our	English	and	French	

linguistic	duality,	and	our	history	of	immigration	and	integration.	We	have	

made	great	strides	towards	gender	equality	and	equal	rights	for	gender	

and	sexual	minorities.	However,	it	has	not	always	been	easy.	We	have	

made	mistakes	and	we	have	much	left	to	do.	We	are	eager	to	share	our	

experience	and	the	lessons	we	have	learned,	and	also	to	learn	from	others.	

	 	 This	is	why	I	was	so	glad	to	be	invited	to	present	about	Canada	

and	to	hear	from	students.	It	was	wonderful	to	see	such	interest	from	

young	people	in	Canada’s	experience	of	diversity	and	inclusion.	The	

questions	and	comments	were	inspiring	and	thought-provoking.	My	best	

wishes	to	all	the	participants	in	your	future	studies.

 

UNESCOユースチーム　星 久美子 UNESCO Youth Team / Kumiko Hoshi

手順：

1　 「ビンゴ」シートの 9つすべての質問に自分の

 答えを書き込んでおく。母語で書く！

2 ランダムに 9人の参加者と出会い、一人から

 一つの質問への回答をきく。相手の名前を

 A欄に、相手の答えを B 欄に書き入れる。

3 自分と相手の答えが同じであれば、丸で囲む。

 ビンゴのチャンスとなる。

4 答えが同じでも違っても、自分の答えを相手の

 Tシャツに絵の具で書き、相手にも書いてもらう。

“My Favorite Things” 
BINGO!  

Which country have 
you ever been? 

Y o u r a n s w e r ：           
  

A：             

B：               

What do you like to 
eat? 

Y o u r a n s w e r ：           
  

A：             

B：               

What animal do you 
like? 

Y o u r a n s w e r ：           
  

A：             

B：               

Which country would you 
like to visit one day? 

Y o u r a n s w e r ：           
  

A：             

B：               

What would you bring if 
youʼre going to the Mars? 

Y o u r a n s w e r ：           
  

A：             

B：               

Whatʼs your favorite 
word? 

Y o u r a n s w e r ：           
  

A：             

B：               

What season do you 
like? 

Y o u r a n s w e r ：           
  

A：             

B：               

What color do you 
like? 

Y o u r a n s w e r ：           
  

A：             

B：               

What do you want to 
be in the future? 

Y o u r a n s w e r ：           
  

A：             

B：               
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講演を受けてのグループワーク
講演と質疑応答の後、5人程度の小グループに分かれてその内容を咀嚼し
て自分たちの社会に引き寄せて考えるためのディスカッションを続けまし
た。成果を発表するための時間を含めて、2日間にわたるグループワーク
となりました。

 グループワークの流れ
 1.　 講演を聞いて思ったこと、気づいたことを付箋紙に書き出す。
 2.　 付箋紙に書いたことをグループごとに共有し、そこから
  見えてくる「キーワード」は何か話し合う。
 3.　 グループが選んだ「キーワード」を全体に紹介し、
  それを選んだ理由を説明する。

  ここまでが 1日目
  ここからが 2日目

 4.　 「キーワード」について、身の周りに関連づけて考える。
  

 5.　 グループごとに作業して成果を発表する。発表形式は自由。

グループで話し合われた内容（抜粋）

その他の発言：
  アメリカに留学したとき、隣りに座った知らない人が話しかけて
くれた。帰国してみたら、たとえば電車の中でみんなスマホに夢中になって
いて、まさに人々が孤立している日本の現状を物語っているように思えた。

  「一つの考えに合わせるのではなく、選択できる自由があり、そ
れを認め合うことが大切」ということが、みんな自然にできたらいいと思った。

  多様性を生むには法律や制度が必要だけど、法律や制度によっ
て新たに苦しむ人を生んでしまう可能性がある。強い拘束力があるからこ
そ効果的ではあるけれど、それに反対する人に対しても強制することにな
るから、それは多様性を排除することにつながるのではないか。

  学校では私は男子と話をするのが苦手で、怖いと思ってた。で
もそれは、私が勝手に「差別」していたんだって気づいた。

Group work after the lecture

After the lecture and the Q&A session, we continued discussion in 

groups of five to six to think about “diversity and multiculturalism” in 

the context of our everyday life. The group work continued to the next 

day when each group presented their findings. 

 Steps for Group Work 

 1.   The participants wrote down their thoughts from 

   the lecture on sticky notes.

 2.   They shared their thoughts in groups and discussed 

   what their “keyword” should be. 

 3.   Each group presented their keyword and explained 

   the reason behind their choice. 

   The end of Day 1 

   Continued to Day 2

 4.   In groups, the participants discussed their "keyword" in 

   connection to their everyday life.

Summary of group discussions 

Group 1
The keyword chosen: "Change"

Even though the world has been changing, Japan has not accepted the 

changes yet. For example, despite the changes seen in the world, such 

as the growing awareness and understanding towards homosexuality 

overseas, Japan is lagging far behind. 

Group discussion:

The group shared their dissatisfaction with Japanese society that 

each member felt in their daily life. A student from Bangladesh said, 

"I don’t want to be discriminated against based on my appearance "; 

students from the Brazilian school said that they didn’t understand why 

Japanese people don’t express their opinions, and Japanese students 

said that, “while society tells us that individuality is important, we 

still go to job interviews wearing the same black suits and the same 

hairstyle. That’s not individuality and what has happened to it?” For the 

presentation, the group decided to “shout” to deliver their message in 

a simple and powerful way. 

Group 2
The keywords chosen: "No need for the word ‘diversity’!"

Hearing the lecture on the situation in Canada, the group felt that the 

word 'diversity' might not even exist in Canadian people’s vocabulary, 

where the majority of the citizens have diverse ethnic backgrounds and 

multiculturalism has become the norm.

Group discussion:

The members did not expect to come up with a key phrase until they 

started discussing, but it was a phrase that they all felt was the right 

choice. The group wanted people to see diversity as nothing special 

rather than have society try to diversify itself. In the presentation, we 

shared our ideas about how a society could become diverse to the 

point where the word ‘diversity’ would not be needed. Our conclusion 

was that Canada has transcended ‘diversity,’ as every citizen knows 

how to understand and respect differences in religion and culture.

Group 3
The keyword chosen: "Diversity"

Although the members had been discussing issues of discrimination 

and different opinions surrounding it in various setting such as 

universities, workplaces or among friends, the group realized that small 

changes and differences might actually exist in places closer to them 

such as within their own families. 

Group discussion:

An exchange student from the United States shared that there are 

sometimes conflicts overseas among family members as a result of the 

differences in views and religion. Another member shared that their 

opinions and behaviors changed as a result of studying abroad and 

how those changes led to misunderstandings between them and their 

parents. The group agreed on the need to create an environment that 

facilitates cultural exchanges as a solution to these problems. In the 

presentation, each member shared their own definition of diversity and 

discussed how they could achieve it. 

Other remarks:

Participant A: 

When I was studying in the United States, a stranger sat next to 

me and started a conversation with me. When I returned to Japan, 

I noticed everyone was glued to their phones on the train, which I 

thought was very telling of the current situation in Japan where people 

are increasingly becoming isolated. 

Participant B: 

It would be great if everyone could naturally respect the differences 

and freedom of having different opinions, not forcing one idea. 

 

Participant C: 

While law and institutions are essential to promote diversity, those 

things could also make some people suffer. Law is effective because 

of its strong binding force, and it would apply to everyone, including 

those with different opinions. Therefore, a law intended to promote 

diversity could actually lead to the elimination of diversity.

Participant D:  

At school I didn’t like talking to boys and I thought they were scary. But 

I realized that it was only because I was "discriminating" against them 

in my mind.

クリスティーン・カラハンさんからのメッセージ
カナダはインクルージョン（共生）と多様性の尊重を基本理念として、
多文化、多宗教、多民族で、生き生きした先住民コミュニティをも
つ社会を築いています。私たちは、英語とフランス語の二言語を使
う文化、そして移民とその融合の歴史を誇りにしています。男女の
平等や、ジェンダー・性的マイノリティの権利の平等についても大
きく前進してきました。しかし、その道のりは容易なものではあり
ませんでした。私たちには過ちがありましたし、これからやるべき
こともたくさんあります。私たちの経験や学んだことを人 と々共有し、
また人々からも学びたいと強く思っています。
 

ですから、私は今回カナダのことをお話し、学生の皆さんのお話を
聞く機会をいただいて、とてもうれしかったです。カナダの多様性と
インクルージョンについての経験に、若い方々がとても興味を持って
くださり、本当にすばらしかったです。皆さんからいただいた質問
やコメントに刺激を受け、いろいろと考えさせられました。参加者
の皆さんのこれからの学びが実り多いものになりますように。

（自分⇒家族⇒友人⇒学校⇒地域⇒社会⇒国⇒世界⇒宇宙…と、それぞれのレベル
でその「キーワード」は存在し、達成されているか。たとえば「平等」というキーワー
ドについて、自分の中に平等はあるか、家族内では、学校では…、と思いをめぐら
す。自分自身の体験やエピソードを紹介しながら話し合う）

選ばれたキーワード： 「変化」
世界は変化しているのに、日本はまだ変化を受け入れられてい
ない。たとえば、海外では同性愛に対しての理解が高まってい
るのに日本はまだまだ。周りは変化しているのに。

グループワークの内容：
私のグループでは、社会に対するそれぞれが抱いている不満に
ついて話し合った。バングラデシュからの留学生は「外見で差別

しないでほしい」、ブラジル学校の生徒は「日本人はなぜ意見を
言わないの？」、日本の学生は「個性を大事にしなさいっていう
のに、面接はスーツにみんな同じ髪型。そんなの個性じゃない
し個性はどこにいったの？」という日頃感じている疑問をシェア
した。発表のとき、私たちは「叫ぶ」という形で思いを発表する
ことにした。聞き手に届けるためにシンプルに力強く！

選ばれたキーワード： 「多様性という言葉はいらない！」
カナダの話を聞いて、カナダには「多様性」という言葉は存在す
らしないと感じた。なぜなら、カナダには既に沢山の人種や民
族が住んでいて、それが当たり前になっているから。

グループワークの内容：
グループで話し合うまで、こんなキーワードが出てくるとは思わ
なかったけど、今はとても納得できている。私たちは、社会が
多様化するのではなくその多様性に対して当たり前になりたいと
思った。発表では、どうやって多様性という言葉が存在しない
までの状況になるか、という発表をしたが、一人ひとりが宗教や
文化の違いを理解し受け止めているから、カナダには「多様性」
を通り越しているのではないかという結論にいたった。

 (They discussed whether the “keyword” was relevant in 

every level of our lives from ourselves, to family, to friends, 

to school, to region, to society, to the country, to the world 

and finally to the universe and whether it was realized at 

every level. For example, if the keyword was "equality," 

they discussed if there was equality in the family, at school 

etc. by sharing their personal experiences and anecdotes)

5. Each group prepared a presentation to share their 

findings. The style of presentation was up to each group to 

decide. (We had various kinds of presentations including 

posters, play performance and even shouting)

1

2

3 選ばれたキーワード： 「多様性」
大学や会社または友だち同士で、差別や考えの違いについてた
くさん話し合ってきたが、実はもっと身近な家族の中で、そのよ
うな変化や相違があるのではないか。
 

グループワークの内容：
アメリカからの留学生の実体験として、海外では宗教や思想の違
いから生まれる親族間での争いがあるということが紹介された。
別の話では、留学経験をしたことで考え方や態度が変化し、そ
の変化に納得できない親とのすれ違いがあることも。解決策とし
て、もっと他文化と調和できる環境作りをすることが必要だと話
し合った。発表では、それぞれにとっての多様性について、グルー
プメンバーの考える各々の定義を紹介した。

（模造紙にポスターの形でまとめるグループ、演劇を披露するグループ、大声を出し
てみせるグループ…、様々な形の発表があった）
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2015年度の主な活動
 ◉ 4月　教養学部国際学科の中に「UNESCOユースチーム」を立ち上げる。
 ◉ 玉川大学のユネスコクラブとの交流を通じて、ユネスコ活動への
  理解を深める。
 ◉ 第 1回 UNESCOユースセミナー
  9月19日－20日　
  テーマ :  未来の学校について考えてみよう
  参加者 :  教員 24名 / 高校生 29名 / 大学生 15名（計 68名）

  主なプログラム : 

   - 「わたしの平和宣言」の絵を描こう
   - 草木染体験
   - ワークショップ「100年後の理想の学校を考えよう！」
   - 参加学校からの ESDの取り組み紹介　など

2016年度の主な活動
 ◉ 様々な外国学校への訪問見学を通じてユースセミナーへの参加を募る。
 ◉ 第２回 UNESCOユースセミナー
  7月 29日（土）－ 30日 (日 )　
  テーマ : 多様化、多文化化する日本の学校
  参加者 : 教員 20名 / 高校生 26名 / 大学生 11名（計 57名）

  主なアクティビティ : 

   - Tシャツ・ペインティングのアイスブレイク
   - 学校紹介ワークショップ「いろいろな学校を知ろう」
   - ワークショップ「ユネスコスクールをつくろう！」
   - 中川マリーさん（モデル、NPO代表）による講演
   - 先生たちによる学校紹介
   - 澤井留理さん（夜間中学講師）による講演　など

東海大学 UNESCO
ユースチームの歩み
(2015-2017)

Tokai University UNESCO Youth Team Activities
(2015-2017)

Main activities in 2015
- UNESCO Youth Team was created within the Department of

 International Studies/School of Humanities and Culture in April

- Team Members met with the members of Tamagawa

 University’s UNESCO Club, participated in their activities and

 learned about UNESCO principles.

- The 1st UNESCO Youth Seminar

 Sep. 19-20

 Theme of the year: 

 Schools in the future

 Participants: 

 24 teachers, 29 high school students, 15 university students 

 total of 68 participants

 Main program: 

 - “My Peace Declaration” drawn in pictures

 - Natural dyeing of handkerchiefs with plants 

  collected on campus

 - Workshop: “What would the ideal school look like in 

  100 hundred years?”

 - Presentation by participating schools on their ESD activities 

Main activities in 2016
- Visits to international/ethnic schools to meet with and 

 invite students to our UNESCO Youth Seminar 

- The 2nd UNESCO Youth Seminar

 Jul. 29-30

 Theme of the year: 

 Growingly diverse and multicultural schools in Japan

 Participants: 

 20 teachers, 26 high school students, 11 university students 

 total of 57 participants

 Main program: 

 - Ice break: “T-shirt painting”

 - School quizzes to learn about participating schools

 - Workshop: “Let’s make our own UNESCO Associated School!”

 - Guest speaker talk by Marie Nakagawa 

  (model, president of an NPO)

 - Guest speaker talk by Ruri Sawai 

  (lecturer of a junior high night school)

UNESCOユースチーム UNESCO Youth Team

2017年度の主な活動
 6月 25日

 神奈川県立伊志田高校で留学生・大学生と高校生の交流活動
 9月 23日～ 24日

 第 4回 ESD日本ユース・コンファレンス（於：幕張）に参加
 10月 28日～ 29日

 第 3回 UNESCOユースセミナーを開催
 10月 30日

 横浜市立永田台小学校（ユネスコスクール）を見学
 11月10日

 加藤学園暁秀高校バイリンガルクラス（沼津）を見学
 11月18日

 「未来の国際人、大集合」（於：岡山）に参加
 11月18日

 神奈川県立小田原高校で留学生・大学生と高校生の交流活動
 11月 26日

 愛川町立菅原小学校主催「国際フェスティバル」に参加
 12月1日

 British International School（海老名）を見学
 12月 2日

 第９回ユネスコスクール全国大会 / ESD研究大会（於：大牟田）に参加
 12月16日

 神奈川県立伊志田高校で留学生・大学生と高校生の交流活動
 12月19日

 神奈川県立有馬高校（ユネスコスクール）で留学生・大学生と高校生の交流活動

Main activities in 2017
Jun. 25

Visited Ishida High School (Kanagawa) with Tokai’s international 

students 

Sep. 23-24

Participated in the 4th ESD Japan Youth Conference (Makuhari) 

Oct. 28-29

The 3rd UNESCO Youth Seminar

Oct. 30

Visited Nagata-dai Elementary School (UNESCO Associate School, 

Yokohama)

Nov. 10

Visited Gyoshu High School’s bilingual class (Numazu) 

Nov. 18

Participated in the “Future international citizens, gather!” youth 

conference (Okayama) 

Nov. 18

Visited Odawara High School (Kanagawa) with Tokai’s international 

students

Nov. 26

Participated in the “International Festival” of Sugawara Elementary 

School (Aikawa)  

Dec. 1

Visited the British International School (Ebina)

Dec. 2

Participated in the 9th National Conference of UNESCO Associated 

Schools (Omuta) 

Dec. 16

Visited Ishida High School (Kanagawa) with Tokai’s international 

students

Dec. 19

Visited Arima High School (Kanagawa) with Tokai’s international 

students

Sep. 19-20, 2015

The 1st UNESCO Youth Seminar

Jul. 29-30, 2016

The 2nd UNESCO Youth Seminar

Dec. 19, 2017

Visited Arima High School (Kanagawa) 

with Tokai’s international students
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日時 2017年 9月 3日（日）
会場 湘南学園中学校高等学校　中高ホール
主催 神奈川県ユネスコスクール連絡協議会
 湘南学園中学校高等学校
共催 ASPUnivNet 東海大学教養学部 / 玉川大学教育学部
後援 神奈川県教育委員会 / 公益社団法人日本ユネスコ協会連盟 / 

 公益財団法人ユネスコ・アジア文化センター（ACCU）

参加者 70名

プログラム

 開会挨拶 住田 昌治 連絡協議会会長

 パネルディスカッション
 学校と地域を繋ぐ ESD

  

 ＜報告者＞　 

 ・ 高２研修旅行後に「東北部」を立ち上げた卒業生から
　　 ・ 「藤沢×東北被災地でつながろう考えようサマープログラム 2016」
  に参加した生徒から　　　　　　　
　　 ・ 「首都圏の中高生が考える『鹿児島県鹿屋市が抱える100の
  課題』チャレンジ事業（かのや 100チャレ）」に参加した生徒から
　  ・ 熊本県地震被災地視察に参加した生徒から
　　 ・ 「ポーランド・リトアニアヒストリーツアー」に参加した生徒から
　　 ・ 「カンボジアの子どもたちに英語を教えるボランティア活動」を
  している生徒から

 ＜コーディネーター＞　
  佐藤隆 （都留文科大学教授）

  五島希里 （港屋株式会社代表取締役）

  山田美奈都 （湘南学園中学校高等学校教諭）

　
  

第 3回ユネスコスクール
神奈川県大会
大会テーマ　学校と地域をつなぐ ESD

 講演「学ぶこと、わかること、生きること　いま新しい教育を考える」
 佐藤隆　（都留文科大学教授）

 

 ユネスコスクール活動報告
 県内の横浜シュタイナー学園、永田台小学校、有馬高校から
 日ごろ取り組んでいる ESD活動等に関する報告が行われました。
 

 全員参加型ワークショップ
 参加者全員が５つのテーマに分かれてワークショップ形式の
 フリートークを実施した。

 【グループA】　「大学との関連について」
  ◉ ESDを進めるにあたって現在の入試システムの見直し、
   改革が必要。
  ◉ AO入試は本来の趣旨、かたちで行われれば本当に良いもの。
  ◉ 大学の勉学条件は整っていない。
 【グループ B】　「保護者との協働」
  ◉ 湘南学園のカフェテリアが素晴らしい。
   （保護者が中心になって食育を取り入れて運営している）

  ◉ 自分たちが行っている教育活動を保護者達に知ってもらいたい。
  ◉ 保護者との懇談会に意味を持たせたい（有用感が持てるものに）
   （困っていることや課題について保護者にアピールし、協力を求めていく）

 【グループC】「ESDを学校の中でどうすすめるか？」
  ◉ 「できる人」に仕事が回ってきてしまう。
  ◉ 被災地支援に関して、その趣旨、方法をしっかり理解したうえ
   での取り組みが大切。
  ◉ 今、ESDを学んでいる子供たちが保護者になり、ESD、
   ユネスコ活動が普及していく。
 【グループ D】「地域のユネスコ協会との連携」
  ◉ 地域のユネスコ協会と学校との間でなかなか連携が取れない。
  ◉ お互いに言い分があり、思うところが一致しないところがある。
  ◉ 率直にお互いの思うところを話し合い、交流する場を設けて、
   可能な部分から協力し合う。風通しを良くしていく。
 【グループ E】「その他、いろんなこと」
  ◉ 大人から子供たちへの質問を投げかける。
  ◉ 「大人たちに何を求めるのか」
  ◉ そうした要求をもっと多くの人たちに伝える「場」を
   用意することが大切。

 最後に各グループから話し合った内容を発表してもらい、
 参加者で共有をしました。

 

要旨： いま「テスト」で計られているもの＝学力、と言って良いのか、
私たちは価値があるものを測っているのだろうか。日本の子どもたち
は、テストを解く高い能力を持っているが、「説明できる」という自信
は持っていない。ある調査では「自分は価値ある人間であるか」とい
う問いに YESと答えた子どもが日本では 40％以下であった。今、教
育を通して自己肯定感が育まれるどころか削がれていってしまっている
のではないか。 

コーディネーターの方々から生徒たちが近隣地域、遠隔地それぞれの
場所で自分たちの日ごろの活動を活かし、また、そこでの経験を持ち
帰って学校内に伝え、次の活動へ活かす取り組みをしていることが素
晴らしいといった旨のコメントがありました。

1
2

3

4

5

The 3rd UNESCO Associated Schools Kanagawa 
Prefecture Conference Report
Conference Theme: "ESD - Connecting Schools and Communities"

Date: September 3, 2017 (Sun.)

Venue: Shonan Gakuen Junior and Senior High School Hall 

Organized by: Kanagawa Prefecture UNESCO Associated Schools 

Liaison Council / Shonan Gakuen Junior and Senior High School

Co-organized by: School of Humanities and Culture, Tokai 

University  / College of Education, Tamagawa University 

Supported by: Kanagawa Prefectural Board of Education / National 

Federation of UNESCO Associations in Japan / Asia-Pacific 

Cultural Centre for UNESCO

Number of Participants: 70

Program:

1. Opening Address

Masaharu Sumita, President of the Kanagawa Prefecture UNESCO 

Associated Schools Liaison Council

2. Panel Discussion 

"ESD - Connecting Schools and Communities"

Shonan Gakuen has included ESD activities in its curriculum. 

Through “Shonan Gakuen ESD,” the school has been 

fostering individuals who will lead the development of a 

sustainable society. The students who have been 

studying in this environment presented their activities that 

help connect regions and schools. 

Presenters:

 -  Graduates who founded the "Tohoku-bu (Northeast Club)" 

  after their 11th grade study trip

 - Students who participated in "Connect and Think: Fujisawa

  and Tohoku Disaster-Stricken Area Summer Program 2016"

 - Students who participated in "Junior and Senior High School 

  Students in the Metropolitan Area Tackle 100 Challenges 

  Facing Kanoya-shi in Kagoshima Prefecture Project"

 - Students who participated in a study tour of the 

  earthquake-stricken area in the Kumamoto Prefecture 

 - Students who participated in the“Poland and Lithuania

  History Tour”

 - Students participating in “Volunteering to Teach English to

   Cambodian Children”

Coordinators:

 -  Takashi Sato (Professor, Tsuru University)

 -  Kisato Goto (CEO, Minatoya Inc.)

 -  Minato Yamada (Teacher, Shonan Gakuen Junior and 

  Senior High School)

The coordinators made remarks that the students are doing wonderful 

work by making the most of what they have learned in their activities 

in neighboring and remote areas, sharing their experiences with other 

students, and always improving their work. 

3. Lecture 

"Toward a New Type of Education: 

Learning, Understanding and Living"

Takashi Sato (Professor, Tsuru University)

(Abstract) Can we say with certainty that what is assessed in “tests” 

measures a student’s academic skill? Are the tests assessing things 

that are meaningful? While Japanese students are highly competent 

in scoring well on tests, they lose confidence when it comes to giving 

explanations. According to research, only 40% of students answered 

affirmatively to the question, “Do you consider yourself valuable?” 

Education nowadays may be more detrimental than beneficial to 

fostering a sense of self-esteem in students. 

4. Activity Reports from UNESCO Associated Schools 

Yokohama Steiner School, Nagatadai Elementary School and Arima 

High School, all from Kanagawa Prefecture, reported on their ESD 

activities.

5. Participatory Workshop

The participants were divided into 5 groups and engaged in free 

discussion. A different theme was assigned to each group. 

<Group A> “Schools' Relationship with Universities"

· For the development of ESD, it is necessary to review and reform the 

current entrance examination system.

· The Admission Office entrance examination is a very good system if it 

is done in its original form and for its original purpose.

· The structure at universities need to be improved for learning.

<Group B> "Collaboration with Parents"

· The cafeteria at Shonan Gakuen is a perfect example. (Parents take 

the initiative to operate the cafeteria introducing Shokuiku, i.e. food 

education.)

· The educational activities carried out at school need to be better 

known by the students’ parents.

· Make teacher-parent meetings more meaningful and useful (e.g. 

by calling on the parents for assistance with different problems and 

challenges at school).

<Group C> "How to Develop ESD at School"

· “Skilled people” always end up being assigned tasks. 

· For the projects in the disaster-stricken area, it is important to 

establish a thorough understanding of their purpose and methods. 

· Students who have received ESD are now becoming parents. 

Because of this, ESD and UNESCO activities are becoming more widely 

recognized.

<Group D> "Collaboration with Regional UNESCO Associations"

· Collaboration between regional UNESCO associations and schools is 

not easy.

· The two parties have some disagreements, each insisting on their 

own ideas. 

· There is a need for opportunities for the parties to get to know each 

other and share their thoughts honestly and to begin to cooperate on 

things that are possible to create a culture of openness and trust. 

<Group E> "Miscellaneous"

· Ask questions from adults to children.

· Find out "what children expect from adults"

· It is important to set up a "place" to share these expectations with 

more people.

At the end of the workshop, each group presented their discussion and 

shared their findings with others. 

神奈川県ユネスコスクール連絡協議会 Kanagawa Prefecture UNESCO Associated Schools Liaison Council

湘南学園は日常の教育の中に ESD活動を組み込み「湘南学
園 ESD」として持続可能な社会の形成の担い手を育成してき
ました。こうした環境の下で学んだ生徒たちが地域と学校を
結ぶ活動について報告を行いました。
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東海大学におけるESDの
全学的展開
チャレンジプロジェクトとパブリック・アチーブメント型教育

東海大学の ESD 

全国８キャンパス、３万人の学生を抱える東海大学では、ESD

実践の二本の柱として「（学生の自主的活動を通じた社会参画・貢献を促進す
る）チャレンジプロジェクト」と、「（授業を通じて学生の自発的な社会参画
を支える）パブリック・アチーブメント型教育」を推進し、東海大
学が掲げる４つの社会的実践力―「自ら考える力」、「集い力」、「挑
み力」、「成し遂げ力」―を育んでいます。

チャレンジプロジェクト
チャレンジプロジェクトとは、環境・動植物保護、ものつくり、
社会貢献、地域活性、国際交流等に関して、学生が自ら企画し、
学部・学科を横断する仲間を集めた活動に対し、大学が審査し
たうえで、相応の支援金、活動スペース、教職員の顧問といっ
た支援を提供する制度です。例として、熊本地震の被災地を支
援し現状を発信する「熊本復興支援プロジェクト」（写真 1）、ソーラー
カーや人力飛行機等を制作しレースに出場する「ライトパワープ
ロジェクト」（写真２）、外国籍の子どもたちを集めて毎年「マルチカ
ルチャー・キャンプ」を開いている「ベイジョ・メ・リーガ」（写真３）
など、2017年度には全 21件のプロジェクトが実施され、約1,500

名の学生が参加しました。 

パブリック・アチーブメント（PA）型教育
上記４つの力―自ら考える力・集い力・挑み力・
成し遂げ力―それぞれについて、座学中心の入
門科目（「集い力〔入門〕」など）、実践的な演習科目（「集
い力〔演習〕」など）、４つの力を総合的に活用する「プ
ロジェクト入門・実践」が選択科目として開講さ
れ、年間延べ 5,000名ほどの学生が履修してい
ます（写真４）。

こうした取組をさらに発展させ、2018年度から、
全学的にパブリック・アチーブメント（PA）型教
育を実施します。教育課程全般への浸透が目指
されていますが、特に「PA科目」と称される「シ
ティズンシップ」「ボランティア」「地域理解」「国
際理解」の 4科目（各 1単位）は初年次必修化され、
東海大学の教育全体をけん引することが期待さ
れています。PA科目では、「それぞれが社会の
発展に関与できることを自覚し、実際に自ら決
定し、参加・協働し、社会の問題解決を担う力」、
つまり先述の４つの社会的実践力に示された市
民力を育むことが重視され、協同学習を通じた
アクティブ・ラーニングの実現が目指されます（写
真５）。

PA 型教育を全学的に展開する取り組みは、大
学のESD実践として大きな可能性をもちますが、
その成功のためには、学内に持続可能性の価値
観、思想を築きつつ、試行錯誤の過程を蓄積し
批判的に検討していくことが求められています。

東海大学現代教養センター（准教授）　二ノ宮リム さち Sachi Ninomiya-Lim, Associate professor, 
Tokai University Center for Liberal Arts

ESD at Tokai University 

Tokai University offers ESD to 30,000 students across its eight 

nationwide campuses through two major approaches. The first is the 

promotion of independent student activities through the “Challenge 

Projects” program that enables student participation and contribution 

to society. The second is the provision of courses based on the "Public 

Achievement” educational concept to encourage and support students’ 

voluntary participation in society. These two approaches aim to foster 

the four key competencies the university holds as its educational 

mission: the ability to “think independently”, “connect with others”, 

“tackle challenges” and “accomplish goals”. 

The “Challenge Projects” Program

Through the “Challenge Projects” program, the university selects 

independent student projects and provides them with various forms 

of support including financial aid, venues, and coordinators/advisers 

from the faculty and administration. The projects are organized by 

cross-department student groups, focusing on various themes, 

such as environmental and wildlife conservation, craftsmanship, 

community service and revitalization, and cultural exchange. In 2017, 

the program supported 21 projects in which approximately 1,500 

students participated. These projects range from the “Kumamoto 

Reconstruction Support Project (Photo 1)", which gives support to the 

earthquake-stricken area of Kumamoto and reports on their current 

situation, to the “Light Power Project (Photo 2)", which builds solar cars 

and human-powered airplanes and participates in competitions, and to 

“Beijo Me Liga (Photo 3)”, which organizes Multi-culture Camps every 

year for children with foreign backgrounds. 

Courses Based on the “Public Achievement” Educational Concept

For each of the above-mentioned four competencies, that is, the ability 

to “think independently”, “connect with others”, “tackle challenges” 

and “accomplish goals”, the university currently offers selective 

courses including introductory courses taught in a classroom setting 

and practical seminar courses. Courses focusing on comprehensive 

practice of the four competencies through actual projects are also 

offered. A total of approximately 5,000 students register for these 

courses every year.

Building upon these initiatives, the university will implement the “Public 

Achievement (PA)” education curriculum across departments starting 

from the 2018 academic year. The four “PA courses” – “Citizenship”, 

“Volunteer Work”, “Local Understanding” and “International 

Understanding” (each worth 1 credit) – which will be mandatory 

in students’ first year, are expected to lead the Tokai University’s 

curriculum as a whole. The aim of PA courses is to foster student 

self-awareness as a participant in the advancement of society and to 

develop their ability to decide, to participate/cooperate and to solve 

social problems. In other words, the courses cultivate student self-

awareness and effectiveness as citizens, based on the aforementioned 

four competencies, and will help the university facilitate active learning 

in students through cooperative learning methods (Photo 5). 

While the initiative to implement PA education to all departments 

carries a great potential as the university’s practice of ESD, critical 

assessment through trial and error, as well as establishing the shared 

value and vision on sustainability across the whole university is 

essential to its success. 

Implementation of the ESD curriculum Across All 
Departments at Tokai University 
– “Challenge Projects” program and “Public Achievement” 
educational reform

写真 1
熊本地震被災地での復興支援活動（熊本復興支援プロジェクト）

Photo 1: Kumamoto Reconstruction Support Project members aiding in 
reconstruction in the earthquake-stricken area of Kumamoto. 

写真 2
ソーラーカーの世界大会「ブリヂストン・ワールド・ソーラーチャレンジ
2017」４位入賞（ライトパワープロジェクト）

Photo 2: Light Power Project won 4th place in the Bridgestone World 
Solar Challenge 2017, the world cup of solar cars.

写真 3
外国籍の子どもたちが集まる「マルチカルチャー・キャンプ」（ベイジョ・メ・リーガ）

Photo 3: Students and children of various nationalities gathering at the Multi-culture 
Camp organized by Beijo Me Liga.

写真 4
大型商業施設や大規模住宅地開発に直面する平塚市宮松町での持続可能な地域づくりプロジェク
トの一環として地域の店舗にインタビューする学生ら（プロジェクト入門）

Photo 4: Students interviewing the local shop owners in Miyamatsu-cho, Hiratsuka-shi 
affected by large commercial facilities and housing developments in the area, as part of 
the coursework to conduct a sustainable community development project. 

写真 5
PA科目「地域理解」を想定した協同学習を試行。80人規模クラスでのアクティブ・ラーニングを
実現するために、検討会や教員研修も実施されている。

Photo 5: A trial of cooperative learning to be implemented in a PA course, “Local 
Understanding.” In order to better facilitate “active learning” in PA courses, which will be 
offered in large classes of around 80 students, task force meetings and faculty trainings 
are also organized.
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フェアトレードから
広がる学び

ESD実践では、横断的な課題について総
合的、かつ具体的なテーマで学習する教
育方法が重要です。教養学部開講の授業
には、そうしたアプローチで展開している
授業があります。ここでは、「アースミュー
ジアム」プロジェクトの授業について、紹
介します。

この授業は、過度の商業的利益や経済的
効率性追求といった点に対して批判的思考
を持ち、一人一人が共に生きることができ
る公正な地球社会づくりへの具体的な参
加について考え、行動する人を育てること
を目的としています。具体的には、倫理的
（エシカル）消費やフェアトレードといった経
済活動から、環境や社会の持続可能性に
ついて考えています。さらに、2016年７月
に神奈川県逗子市が、日本で３番目の「フェ
アトレードタウン」に認定されました。そ
こで、逗子市や「逗子フェアトレードタウン
の会」との地域連携により、学習を進め
ています。こうした連携は、具体的な商品
のサプライチェーンに潜む問題を考えるこ
とだけでなく、地域ぐるみでフェアトレー
ドの普及を進めようとするまちづくり学習
にもつながり、学習内容にさらなる広がり
が生まれました。

昨年度、チョコやファッションの原材料に
おける児童労働の問題などについて考える
公開セミナーを逗子市で開催しました。今
年は、逗子市内のフェアトレードショップ
「＠MARE（アマーレ）」にて、ショップオーナー
で「逗子フェアトレードタウンの会」事務
局長の磯

いそ
野
の
昌
よし
子
こ
さんによる勉強会を開催

しました。また、「よこはま国際フェスタ」
にて、主として国際協力に関わる団体関係
者からお話を伺いました。こうした学びの
積み重ねにより、今年は農薬による環境
破壊や労働者の健康被害、そして不公正
な貿易の問題を考える事例として「バナナ」
に焦点をあて、映画「バナナの逆襲」自主
上映会とオルター・トレード・ジャパンの
小林和夫さんを招聘したトークセッション
イベント（後援：逗子市）を開催しました。

東海大学教養学部人間環境学科（准教授）　岩本 泰 Yutaka Iwamoto, Associate professor, Department of Human 
Development, School of Humanities and Culture, Tokai University

In the practice of ESD (Education for Sustainable 

Development), educational methods that approach 

cross-sectional issues through comprehensive 

and concrete examples are valued. I would like to 

present the "Earth Museum" project in the School 

of Humanities and Culture of Tokai University as 

one of these examples.

The aim of this project is to help students learn 

to think critically against the excessive pursuit of 

commercial profit and economic efficiency. It also 

encourages participation in the creation of a more 

just and sustainable world. More specifically, we 

learn about alternative economic activities such 

as ethical consumption, or fair trade, in order to 

better understand ways to make environmental and 

societal sustainability possible. In July 2016, Zushi 

City in the Kanagawa Prefecture was certified as 

the third "Fair Trade Town" in Japan. We now work 

with Zushi City and the "Zushi Fair Trade Town 

Association" so the students can learn through 

collaboration with a community. Through the 

collaboration, students can learn not only about the 

problems lurking in the supply chain of products, 

but also about the community’s efforts to promote 

fair trade in the area and plan the future of the city 

together. These experiences provide new insights 

and learning contents to our project.

Last year, we held an open seminar in Zushi City to 

explore the issue of child labor in the production 

of raw materials for the chocolate and fashion 

industries. This year, we held a study meeting with 

Ms. Yoshiko Isono, secretary general of "Zushi 

Fair Trade Town Association", at the fair trade 

shop "@MARE (Amare)" in Zushi. Additionally, at 

"Yokohama International Festa", we interviewed 

and talked with those involved in international 

cooperation. Using these learning experiences, this 

year we tried to understand the damages caused 

to the health of workers and the environment by 

the use of agricultural chemicals. We focused 

on bananas as an issue that needs our attention, 

and discussed problems of unfair trade. With 

the support of Zushi City, we showed the movie 

"Bananas!” (2009), and held a talk session inviting 

Mr. Kazuo Kobayashi of Alter Trade Japan (ATJ).  

Learning From Fair Trade 

これらの学習活動における SDGsとのつ
ながりは、持続可能な生産と消費にかか
わるゴール 12を中心に、農薬等の環境的
な観点で水にかかわるゴール６と陸水域
の保全にかかわるゴール 15を考えること
につながります。また、労働者にかかわる
社会的観点で健康と福祉についてのゴール
３、賃金の低い単純労働からの脱却のた
めに教育についてのゴール４、そして特に
女性労働者についてはジェンダーフリーを
めざすゴール５、さらに児童労働問題や強
制労働問題についてはゴール８、といった
複数のゴールを考えることにつながります。
そして何よりも、フェアトレードそのものは、
SDGsの中心であるゴール 1の貧困削減を
考えることにつながります。

こうした学習では、学習者にとって先駆的
に活動する人たちとのつながりの場になる
ことをめざしています。そして、学びその
ものが「持続可能」であることが大切だと
考えています。フェアトレードタウン認定
は、3年に一度の審査を経て再認定されま
す。認定基準には、フェアトレードについ
ての市民啓発活動も含まれるため、これか
らも大学の授業実践と地域貢献、国際貢
献とのつながりをめざして、学びは続きま
す。

From the viewpoint of ESD, and in relation to 

the 17 goals of the United Nations’ Sustainable 

Development Goals (SDGs), we are particularly 

focusing on the following issues:

 Goal 12:  Sustainable production and

  consumption,

 Goal 6:  Water and agricultural 

  chemicals from 

  an environmental point of view,

 Goal 15:  Conservation of land area 

  bio-diversity,

 Goal 3: Healthy life and welfare,

 Goal 4: Education needed to 

  escape unskilled, 

  low-wage labor,

 Goal 5: Gender equality for female workers,

 Goal 8: Child labor and forced labor.

Above all, fair trade leads to us thinking about 

poverty reduction, which is the first and the most 

central goal of the SDGs.

What matters most is that students meet 

and connect to pioneers of societal change. 

Additionally, we think that the process of learning 

itself must be "sustainable". The “Fair Trade Town” 

certification of Zushi City needs to be revalidated 

every three years. As one of the requirements for 

revalidation is the education of the public about fair 

trade, we will continue our collaboration between 

the university, community and international 

organizations.
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ユネスコ憲章前文

この憲章の当事国政府は、その国民に代って次のとおり宣
言する。

戦争は人の心の中で生れるものであるから、人の心の中に
平和のとりでを築かなければならない。

相互の風習と生活を知らないことは、人類の歴史を通じて世
界の諸人民の間に疑惑と不信をおこした共通の原因であり、
この疑惑と不信のために、諸人民の不一致があまりにもし
ばしば戦争となった。

ここに終りを告げた恐るべき大戦争は、人間の尊厳・平等・
相互の尊重という民主主義の原理を否認し、これらの原理
の代りに、無知と偏見を通じて人間と人種の不平等という
教義をひろめることによって可能にされた戦争であった。

文化の広い普及と正義・自由・平和のための人類の教育とは、
人間の尊厳に欠くことのできないものであり、且つすべての
国民が相互の援助及び相互の関心の精神をもって果さなけ
ればならない神聖な義務である。

政府の政治的及び経済的取
とり

極
きめ

のみに基く平和は、世界の諸
人民の、一致した、しかも永続する誠実な支持を確保でき
る平和ではない。よって平和は、失われないためには、人
類の知的及び精神的連帯の上に築かなければならない。

これらの理由によって、この憲章の当事国は、すべての人
に教育の充分で平等な機会が与えられ、客観的真理が拘
束を受けずに探究され、且つ、思想と知識が自由に交換さ
れるべきことを信じて、その国民の間における伝達の方法
を発展させ及び増加させること並びに相互に理解し及び相
互の生活を一層真実に一層完全に知るためにこの伝達の方
法を用いることに一致し及び決意している。

その結果、当事国は、世界の諸人民の教育、科学及び文
化上の関係を通じて、国際連合の設立の目的であり、且つ
その憲章が宣言している国際平和と人類の共通の福祉とい
う目的を促進するために、ここに国際連合教育科学文化機
関を創設する。

UNESCO Constitution, 
Preamble

The Governments of the States Parties to this Constitution on behalf 

of their peoples declare: 

That since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men 

that the defences of peace must be constructed; 

That ignorance of each other’s ways and lives has been a common 

cause, throughout the history of mankind, of that suspicion and 

mistrust between the peoples of the world through which their 

differences have all too often broken into war; 

That the great and terrible war which has now ended was a war made 

possible by the denial of the democratic principles of the dignity, 

equality and mutual respect of men, and by the propagation, in 

their place, through ignorance and prejudice, of the doctrine of the 

inequality of men and races; 

That the wide diffusion of culture, and the education of humanity 

for justice and liberty and peace are indispensable to the dignity of 

man and constitute a sacred duty which all the nations must fulf il in 

a spirit of mutual assistance and concern; 

That a peace based exclusively upon the political and economic 

arrangements of governments would not be a peace which could 

secure the unanimous, lasting and sincere support of the peoples of 

the world, and that the peace must therefore be founded, if it is not 

to fail, upon the intellectual and moral solidarity of mankind. 

For these reasons, the States Parties to this Constitution, believing 

in full and equal opportunities for education for all, in the 

unrestricted pursuit of objective truth, and in the free exchange of 

ideas and knowledge, are agreed and determined to develop and to 

increase the means of communication between their peoples and to 

employ these means for the purposes of mutual understanding and a 

truer and more perfect knowledge of each other’s lives; 

In consequence whereof they do hereby create the United Nations 

Educational, Scientif ic and Cultural Organization for the purpose 

of advancing, through the educational and scientif ic and cultural 

relations of the peoples of the world, the objectives of international 

peace and of the common welfare of mankind for which the United 

Nations Organization was established and which its Charter 

proclaims.

以下は 1996 年「21 世紀のための教育に関する国際委員会」から
UNESCOに提出された報告書からの抜粋です。ジャック・ドロール委員
長の名にちなんで「ドロール・レポート」の通称で親しまれるこの報告書は、
「学びの４本の柱」という考え方を提示して、今日まで続く大きな影響を教
育界に与えました。報告書は、『学び :私たちの内に秘められた宝もの』の
名で日本語訳も出版されています（天城勲監修、ぎょうせい、1997年）。

生涯を通じて続く学び、それは 4本の柱からなるものです。「Learning to 

know」、「Learning to do」、「Learning to live together」、「Learning to 

be」という4本の柱です。

Learning to know

十分に広い範囲にわたる一般的な知識をえると同時に、少ない数の課題につ
いて深く学ぶ機会をあわせ持つこと。それは、生涯を通して教育がもたらす
チャンスの恩恵を受けられるように、学ぶことを学ぶという意味でもあります。

Learning to do

職業のためのスキルを得るというだけでなく、さらに幅広い意味でさまざまな
状況に対応し、チームで働くための能力を身につけること。また、若者たち
の多様な社会的経験や仕事の経験の中での Learning to do（なすことを学ぶ）と
いう意味でもあります。それは、地域性やその国ごとの文脈からうまれるイン
フォーマルなものであったり、フォーマルな学校での学習であったり、学校と
仕事の間を行き来する学びであったりもするでしょう。

Learning to live together

共同のプロジェクトを実施し、衝突を乗り越えることを学ぶことで、他者を理
解する力を高め、お互いがお互いを必要としていることを尊重すること。それ
は、多元性、相互理解、平和を尊重する精神の中で培われるものです。

Learning to be

ひとりの人間としての個性を育み、より高いレベルの自律性と判断力、責任感
を育てること。その点において、教育は個人のもつ可能性のいかなる側面―
記憶、論理的思考、美的センス、身体能力、コミュニケーション・スキルなどー
もないがしろにしてはいけません。
フォーマルな教育のシステムは知識の習得を強調し過ぎて、他のタイプの学び
をおろそかにしがちです。しかし、教育をより包括的な形で考えることが、今、
とてもたいせつです。そのようなビジョンが、これからの教育改革や教育政
策を、教育の内容と方法の両方について、導いていくべきなのです。

Below is an excerpt from Learning:	The	Treasure	Within	

-	Report	to	UNESCO	of	the	International	Commission	on	

Education	for	the	Twenty-first	Century (Delor Report), 

1996. The concept of the “Four Pillars of Learning”, put 

forward by the Commission led by Jacques Delor, is 

arguably one of the most influential ideas in education 

today. 

Education throughout life is based on four pillars: learning to 

know, learning to do, learning to live together and learning 

to be. 

Learning to know, by combining a sufficiently broad general 

knowledge with the opportunity to work in depth on a 

small number of subjects. This also means learning to learn, 

so as to benefit from the opportunities education provides 

throughout life. 

Learning to do, in order to acquire not only an occupational 

skill but also, more broadly, the competence to deal with 

many situations and work in teams. It also means learning to 

do in the context of young peoples’ various social and work 

experiences which may be informal, as a result of the local 

or national context, or formal, involving courses, alternating 

study and work. 

Learning to live together, by developing an understanding 

of other people and an appreciation of interdependence - 

carrying out joint projects and learning to manage conflicts 

- in a spirit of respect for the values of pluralism, mutual 

understanding and peace. 

Learning to be, so as better to develop one’s personality 

and be able to act with ever greater autonomy, judgement 

and personal responsibility. In that connection, education 

must not disregard any aspect of a person’s potential: 

memory, reasoning, aesthetic sense, physical capacities and 

communication skills. 

Formal education systems tend to emphasize the acquisition 

of knowledge to the detriment of other types of learning; but 

it is vital now to conceive education in a more encompassing 

fashion. Such a vision should inform and guide future 

educational reforms and policy, in relation both to contents 

and to methods.

The Four Pillars of Learning学びの４本の柱
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