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1. 研究背景と目的

教育は問題点を簡潔に以下の三点にまとま

人間活動による地球規模での環境の変動

た。

が様々な形で顕在化して来ている今日、持
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続可能な地球社会の創造のために環境教育

倒的主流で持続可能性な社会構築のた

が担うべき役割が大きくなってきている。

めの社会環境的要素に乏しい

持続可能な地球社会の創造に向けての教育
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それぞれの実践を結び付ける全体的視

の重要性は 1992 年 Agenda21 第 36 章にも強

点が弱いため、結果的に短期的視野に

調されており、2005 年から「国連持続可能

よる限定された環境を対象とする環境

な開発のための教育の 10 年」がスタート

教育に偏りがちである

し、現在、日本においても持続可能な地球

3.

持続可能な社会の構築のために、価値

社会づくりにむけた環境教育が、学校・

観や豊かさはじめとする社会システ

NPO・行政・企業等の多様な立場によって

ム・パラダイムの根本的な転換の必要

推進されてきている。速やか且つ柔軟な対

性にまで言及せず、環境問題の表面的

応が望まれている持続可能な地球社会の障

教育に多くが終始している

壁となる諸問題への取り組みには、生態系

本研究は、これらの課題を克服し、持続

などの自然環境に関する知識だけでなく、

可能な地球社会の構築に向けて現在の環境

経済、社会など多様な視点が必要不可欠で

教育にいかなる変化・展開が求められてい

あり、環境教育にもこれらの視点を内包し

るかを、環境教育の現状の体系的整理を通

た「持続可能性教育」への展開が期待され

じて明らかにすることを最終的な目的とし

ている。

ている。その展開において「環境のための

国際的潮流とともに、日本の環境教育に

教育」の重要性を検討し、その担い手とし

おいても持続可能性教育への展開が図られ

て市民団体の取り組みの現状と課題と将来

ているが、既往研究では以下の三点の問題

の可能性の検討に焦点を当てた。

が指摘されている。依然として既往研究な

2. 研究の方法

どにより指摘されている現在の日本の環境

本研究の手法として、始めに日本におけ
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る環境教育の歴史的変遷を環境教育関連の

開していく過程において「環境のための教
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における「環境についての教育」
、そして自

を抽出し、また活動のきっかけとなった体

然保護教育に代表される「環境の中での教
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2

4．市民団体の環境教育の取り組みに関する

に対して「他団体の活動支援」
・「ネットワ

データベース解析

ーク型」の形態をとっている団体数はいず

現在環境教育に取り組む市民団体に焦点

れも 20％を下回っていた。

を絞り、活動内容と活動形態の量的データ
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教育機関、行政、事業者等計 31 団体に対し
てヒアリングを行いそのデータを整理した。

図 1. 環境教育の活動分野
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7．まとめ

持続可能な社会の構築に向けた結実がある

本研究の範囲内で、結果として浮きぼりに

と考えられる。
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