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ESDの10年・
地球市民会議2012
開催意図と
これまでの歩み
2009年の第1回からはじまった「ESDの

各界からのエール

開会の辞、来賓あいさつ、閉会の辞より

10年・地球市民会議」は、その当初から
2014年の「国連ESDの10年（DESD）最
終年会合」の成功とESDの社会的深化
と進化に向け、多彩なステークホルダー
の「対話」と「交流」の＜場＞づくりとして
推進されてきた事業です。
「国連ESDの10年の最終年（2014年）」
まであと2年を切り、いよいよオールジャ
パンの連携を本格化させ、最終年に向か
う道すじを世界と共有するタイミングに

文部科学省大臣政務官

日本ユネスコ国内委員会 会長

国内委員会の主催事業として第4回を迎

那谷屋 正義

田村 哲夫

えた今回、この「ESDの10年・地球市民

ESDの推進は、学校教育のみで語られるもの

2005年に始まった「国連ESDの10年」も、と

ではありません。NPOや民間企業、あるいは

うとうあと２年で10年、2014年になります。

市民の皆様など、多様な方々が、それぞれの

2005年の「国連ESDの10年」開始時には、ユ

「国連ESDの10年」は、日本のNGOが日本政

ESDに取り組むことによって、社会全体で持

ネスコスクールはわずか19校だったのが、本

深まるESDの潮流を、世界の最新動向

府に提案し、さらに共同でヨハネスブルグサ

続可能な社会の担い手づくりに取り組んでい

年10月現在では、519校へと大きく増加してお

ミットで世界に提案、そして国連決議を経て

や日本国内の実践者、そして会場の参加

くことが重要です。

ります。ユネスコ国内委員会ではさらにユネ

実行されているものです。そのため、ESDは

2014年の「持続発展教育（ESD）に関するユ

スコスクールの質を確保するためのユネスコ

日本政府だけではなく、私ども市民の立場か

ネスコ世界会議」を成功させるためにも、市

スクールガイドラインを策定したところです。

ら推進していく必要があります。このことを

民、行政、企業、地域社会の協働は不可欠と

2014年11月、
「ESDに関するユネスコ世界会

念頭に、私達「ESDの10年・世界の祭典」推

考えており、この「地球市民会議2012」を契

議」が、愛知と岡山で開かれます。
それに向け

進フォーラムは、過去3年間でこの「ESDの10

機に、日本全体で機運を高めてまいりたいと

て、
ESDの実践者の取組がより進化すること。

年・地球市民会議」をはじめとする様々な取

思っております。今後とも皆様のご協力を賜

またESDをまったく知らない一般の方々に対

り組みを展開してまいりました。いよいよ今

りますよう、よろしくお願い申し上げます。

しても、ESDの概念が少しでも普及するため

進を宣言。

年度からは、ESDにかかわる多様な「主体」

に、
日本ユネスコ国内委員会としても今後努力

と「場」を、具体的な「テーマ」を切り口に、こ

第2回

と協力をしてまいりたいと思っています。

れまでの活動を統合化することが重要にな

来ています。文部科学省／日本ユネスコ

会議2012」は、日本のみならず「地球市
民」社会においてますますその重要性が

者と共に考える場となりました。

第1回
「ESDの10年・地球市民会議2009」
（東京）オールジャパンでのESD推

「ESDの10年・地球市民会議2010」
（東京）アジア諸国との連携と企業
の参加促進を宣言。
第3回
「ESDの10年・地球市民会議2011」
（愛知・名古屋） 多彩なESD主体に
よる連携で2014年「ESDの10年・世
界の祭典」を成功させることを宣言。

ESD-J代表理事・
「ESDの10年・世界の祭典」
推進フォーラム 代表理事

阿部 治

ります。これを通じて、持続可能な社会の創
造に主体的にかかわる人々の実践的なつな
がりを生み出していくということが可能にな
ります。今後ますます、このようなステークホ
ルダー間の連携を強め、2014年「持続発展
教育ESDに関するユネスコ世界会議」をオー
ルジャパンによる取り組みによって成功させ
ていきたいと思っています。

環境省総合環境政策局
環境教育推進室 室長

宮澤 俊輔
2005年に我が国の発案による「国連ESDの
10年」がスタートし、政府では国内実施計画
を策定して、環境省も他省庁と連携・協力し
ながら、環境分野を中心に取り組んできまし
た。今年６月の「国連持続可能な開発会議
（リオ＋20）」では、ESDの推進に加え、
「国
連ESDの10年」の目的に従った、ノンフォー
マル教育のためのプログラム促進による若者
の持続可能な開発についての意識向上も合
意文書に記載されました。さらに人材育成、
環境教育プログラムの作成の推進について
も、日本政府のイニシアチブで表明されたと
ころです。国内では、本年10月１日から本格施
行となった、いわゆる環境教育等促進法や同
法に基づき今年６月に閣議決定された基本
方針においても、持続可能な社会の構築を目
指して、家庭、学校、職場、地域などあらゆる
場で行われる「環境教育」の重要性が明示さ
れ、ESDの一層の推進が求められています。
環境省としても、従来のＥＳＤの活動を普及・
促進する「＋ＥＳＤプロジェクト」の事業や、
国連大学への資金提供による世界各国にお
けるＥＳＤの促進等に加え、ESDに従った環
境教育の取組を一層促進していきたいと考え
ています。
「国連ESDの10年」最終年まで残
り２年、2014年11月には「ESDに関するユネ
スコ世界会議」が我が国で開催されます。今
後はより一層、関係者が連携・協力し、ESD
を加速させていくことが必要です。その連
携・協力の１つの形として、
「ESDの10年・地
球市民会議」は大変重要な場であると考えて
います。

経団連政治社会本部

本部長

斎籐 仁
ヨハネスブルクサミットが開催された2002年
頃は、日本で「CSR元年」とされた年です。こ
の10年でCSRという言葉は大きく広まりまし
た。
「 ESDの10年」開始年である2005年に、
社会的責任に関する国際規格「ISO 26000」
の起草作業が始まり、他のセクターととも
に、経済界として参画しました。ISO 26000で
は、社会の持続的発展のために貢献する活
動が、社会的責任の目的として、位置付けら
れています。また、ESDが、社会的責任を実
践 す るた め に 重 要 と なる「 R a i s i n g
awareness(感性を磨くこと)」に含まれると
いう日本からの提案が採用されています。
組織やステークホルダー、社会の構成員で
ある「人」が、さまざまな社会的課題に対し
て、自分たちはどう取り組んだらいいかという
感性を磨く教育が「ESD」そのものではない
かと思っています。ESDを推進することによ
り、社会のさまざまな構成員が、社会に対す
る関心を深める。そのことによって組織もま
た、感性を高め、問題や課題をしっかり受け
止 め て 、さ ま ざ ま な S R（ S o c i a l
Responsibility）の推進に努めていく。その
結果として、地球あるいは人類のために、持
続的発展のために貢献していく。この一連の
サイクルがESDに求められていると考えてい
ます 。この「 E S Dの10 年・地 球 市民会 議
2012」には、NPO／NGO、消費者団体、教育
関係者、政府、地方自治体、企業人などさまざ
まなステークホルダーの方々がお集まりで
す。この様な多様で多彩なステークホルダー
がそれぞれ手を携えて、協働で取り組みを進
めるというのが、まさにESDの目的そのもの
だと思っています。

世界・日本のリーダーからの声
PHOTO

ユネスコESDセクションチーフ

アレクサンダー・ライヒト
「ESDに関して、
「 国連持続可能な開発会議（リオ＋20）」で成果文書
にまとまりました。世界のユネスコ加盟国では、ESDの存在感が高
まっています。

カナダ ヨーク大学教授、
持続可能性のための教師教育刷新
ユネスコ・チェアホールダー

チャールズ・ホプキンス

インド・環境教育センター（CEE）所長

文部科学省国際統括官付国際交渉分析官

カルティケーア・V・サラバイ

岩本 渉

「インドをはじめとする後進国は、真っすぐに、一気に、持続可能な開

「ESDというのは、問題を自ら発見し、解決していく、そういった能力を

発へと進まなければなりません。先進国が行ってきた環境負荷の大き

養うということであります。ユネスコは、1998年の生涯学習に関する
「ドロール・リポート」で４つの学習の柱を掲げました。
「 知ることを学

「ESDへの取組について最初の10年は、どちらかと言うと環境省がや

い開発スタイルを、われわれが正していかければならない。その中で重

2014年、そしてそれ以降においてユネスコの取組の核となる重要な基

るべきことだというふうに思われていました。なかなか教育省が関わっ

要なのがESDです。将来の世代に対してESDを語りかけるときに、知

ぶ」、
「為すことを学ぶ」、
「人間として生きることを学ぶ」、そして私が最

本戦略の１つは、持続可能な開発の問題を「教育」に取り入れるとい

てくる時が来なかったのが、例えばドイツのボンで行われた「国連

識やスキルだけでなく正しい考え方、イノベーションの可能性や倫理

も重要だと思うのは、
「 Learn to live together：共に生きることを学

うことです。と同時に、
「 教育」を持続可能な開発の取組に積極的に

ESDの10年」中間年の会議などをきっかけに大きな意識のシフトがあ

観といったものまで、すべてを考慮に入れて社会の中で適切な選択を

ぶ」、という点です。東日本大震災の経験は、単に人的に構築したもの

取り入れるということです。持続可能な開発というのは、たとえば財務

り、世界の教育体制のほうから大きな貢献を得られるようになった。世

する。そして変革を起こしていく。アクションを起こす。そして持続可能

がいかにもろいかを伝えただけではなく、いかにわれわれが人と人と

的な手段、あるいは技術的な解決方法、もしくは政治的同意だけでは

界の意識が変わり、教育機関の体制そのものがどんどんESDに集

な開発につなげていく。どのように生きていくか。ESDというのは結

の助け合いによって生きているかということを教えてくれたのではない

実現できません。発想を変える必要があります。そして発想を変える、

まってきたわけです。

局、生活の質につながっていくわけです。

かと思っています。その意味では、学校教育のみならず、社会教育、あ

考え方を変えるには、
「 教育」だけがその役割を果たし得るわけです。

その経緯の中で、その重要性が確認されてきたのは、何といっても教

持続可能な開発というのは、さまざまなやり方で達成することができ

るいは企業内教育において、自分の社会的存在というものが、結局、

さらに、ESDの成功のためには国際的そして国内的なアジェンダが必

師教育が重要であること。今日、世界の中で7,000万人の教師の人た

ます。政策、法的枠組み、財政的メカニズム、技術やさまざまなシステ

人間一人では生きていけないという、当たり前のことの「学び」を行う

要不可欠で、その両方のステークホルダーが必要です。この２つの重

ちが、何らかの形でESDの教育を受けるべきだと言われています。意

ムをもって。ただ、これらすべてが、根本に人々の信条としてのESDが

ことが重要ということになると思います。私は、今後ESDの考え方、理

要な戦略は、日本の政府と一緒に2014年の「ESDの10年・最終年会

義のある形でESDの教育を、この世界の教育者たちが受けることが

なければ確立できないわけです。ESDによって持続可能な開発が起こ

念を、もっともっと国民の間に広めていかなくてはいけないと考えてい

合」に向け、準備を進める上でのとても大切な指針となります。

できたら、どれだけ大きなことでしょうか。そして高等教育にもどんど

り、持続可能な世界ができるのです。」

ます。さらに、ESDはユネスコスクールだけで行われているのではな

「国連ESDの10年」の実行において重要な構成要素は、国際レベルそ

ん入ってきてもらうべき、という点も重要です。ただ高等教育を提供す

く、われわれが日ごろ考えている、あるいはこういった子どもを育てよ

して各国内レベルにおいての政策への取り込み、教育機関における手

ればいいということではなく、教育の中で上級指導者の人たちにESD

う、こういった仲間を育てていこうといった中で、ちょっと自分のマイ

法やカリキュラム、科目デザインやローカルコミュニティとの連携と

にかかわってもらうことが必要です。われわれが教育の中で認識しな

ンドセットを変えてみる。そういったことでできることではないかと思

いった実務レベルでの取組、さらに個々の学習者に対する支援といっ

ければいけないのは、世界の中でも本当に少数のトップの人たちが下

います。」

たもので、2014年以降の行動計画の中でも同様に位置づけられてい

す意志決定。これが世界の中で広がり、評価され、報告されていく。と

ます。さらに複数のステークホルダーによるネットワークやパートナー

いうことは、最終的にこういった意志決定権者になる人たちに、どうい

シップ、モニタリング評価やメディア、情報コミュニケーションといった

う教育を施すかが重要であると言われているわけです。 ではその目

点も加えることができるでしょう。これらは特に2014年以降は大きな

的は何か。それは一人ひとりが持続可能な形で生きていけるように教

役割をはたすことになると思います。

育するということです。」

2014年の「ESDの10年・最終年会合」に向けて、日本からは既に非常
に建設的な協力をいただき、準備が進んでいることをうれしく思って
います。

日本のESD実践現場からの声

ユネスコスクール

RCE
「国連大学高等研究所では、
「 国連持続可能な開発のための教育の

企業

NPO・NGO

「2005年に１９校だったユネスコスクールは、日本政府の政策による

「ESD-Jはヨハネスブルグサミットで日本国として「ESDの10年」を提

「国連グローバルコンパクトは、経済のグローバル化によって拡大して

国連総会決議（２００２年１２月）を踏まえ、日本政

振興もあり本年10月現在519校になっています。日本のユネスコス

案したメンバーが中心になってESDを推進するネットワーク団体とし

いる世界的格差の問題に対して、民間団体、特に多国籍企業による事

府の援助のもと、２００３年に持続可能な開発のための教育プログラ

クールは世界と較べて小学校が占める割合が高い。地域密着型、コ

て発足。以来、地域のプラットフォーム・ネットワークづくり、政策提

業遂行と戦略を、人権、労働、環境、腐敗防止などの重要な各分野に

ムを設立しました。その活動の柱が、多様な主体の参画による地域の

ミュニティ重視ということが大きな特徴で、地域の環境を活かした環

言、研修や普及啓発、情報発信、国際ネットワークの推進などに重点

おける原則に整合させていくことをコミットする、戦略方針のためのイ

拠点（RCE：Regional Centres of Expertise on ESD)づくりとその

境教育というのはもちろん、地域の文化、伝統、福祉、人権問題などを

をおいて活動してまいりました。2014年国連ESDの10年総括会合ま

ニシアチブです。現在、世界で10､605の企業・団体が参加しており、う

ネットワークを通じた地域に根ざしたアプローチの推進、そして大学、

ESDとしてとらえる努力、さまざまな教科との結び付きの中でESDに

でESDをどの様に進め、それ以降より着実にESDが展開されていくた

ち7,033団体が企業です。国連事務総長室に設置され、国連の各機関

大学院におけるESD活動の強化です。特にこのRCEの目的は、地域

取り組んでいる点が、特徴として挙げられると思います。また、自治体

めに、ESD推進の仕組みがどのような形になっていれば良いのかとい

をつなぐような、横串の機能も果たしています。そのローカルネット

を拠点としたマルチステークホルダー・アプローチ。ESDにかかわるさ

主導によるユネスコスクールの振興がたいへん盛んです。その中で

うことを留意して構想を共に考えてまいりましょう。

ワークのひとつが我々グローバルコンパクト・ジャパン・ネットワーク。

まざまな教育や活動に関与する多くの皆さんのために、広がりのある

も、ユネスコの世界遺産を意識してユネスコスクールと関連を考えて

『2014年はマイルストーンにすぎない』というのが、私たちの合言葉で

380もの企業が署名・参加しています。そのESDの取組としては、分科

拠点活動を推進してきています。公的な研究機関や幅広いESDに関

いる自治体があるのが面白いところかと思います。さらに高等教育機

す。 ESD-Jとしては、2014年以降もESDを推進するために、あらゆ

会活動を非常に熱心に進めています。これは企業の実務者が、他社の

与・貢献するさまざまなセクター、さまざまな主体の取り組みを１つに

関、大学がネットワークを組んでユネスコスクールの活動を支援してい

る立場のあらゆるテーマの下に活動している人々を「ESD」でつなぐ仕

事例や学識経験者から学び、CSRの考え方や取組について、情報の

まとめて、つなげて、このESD活動を推進しようということでありま

る。これは世界的に見てもかなりユニークな特徴です。

組みづくりが急務であるとして、その具現化を目標に活動を呼び掛け

交換や共有をするという活動の場になっています。毎月１回、もしくは

す。日本では現在、仙台広域圏、横浜、中部、兵庫-神戸 、岡山、そして

環境、経済、社会、そして文化、多様性。そういったことによって担保さ

ています。これをオールジャパンでご一緒にやりましょう。ESD10年を

２カ月に１回ほど開催をされております。2008年にスタートし、現在、

北九州という、特徴ある６つのRCEが認定を受けています。国連大学

れる、公正で持続可能な社会のために、ユネスコスクールが世界中に

提唱した日本国のプライドにかけて。」

高等研究所では今後もRCEづくりとそのネットワーク、そして高等教

広がるネットワークの力を活かして貢献していくという姿を夢見ていま

育という観点から大学や大学院におけるESD活動の強化を進めてい

す。一方で、ユネスコスクールだけが引っ張るのではなく、持続可能な

きます。」

発展をする社会によって教育・学校が支えられるような姿。こういった

（ESD-J代表理事、

ことも、裏表のものとして構想していくものというふうに考え、感じて

「ESDの10年・世界の祭典」
推進フォーラム理事）

10年」に関する

竹本 和彦
（国連大学高等研究所上席研究員、
「ESDの10年・世界の祭典」
推進フォーラム理事）

います。」

「ヒューマンライツ」
「 ISO26000」
「 サプライチェーン」等をはじめとす
る11分科会という形にまでなっております。これは、Sust aina ble

重 政子

Developmentのさまざまな分野を網羅していると言っても過言ではな
いと思います。」

宮本 武
（一般社団法人グローバル・コンパクト・ジャパン・ネットワーク

柴尾 智子
（公益財団法人ユネスコ・アジア文化センター
（ACCU）
事業部次長）

事務局長）

2 0 1 3 年 、そ し て 2 0 1 4 年 へ ！ ！
■2014年の「国連ESDの10年」最終年には、
「ESDに関するユネスコ世界会議」が
日本で開催されます。岡山市では各種ステークホルダー会合が、愛知・名古屋では
「閣僚級会合」および「取りまとめ会合」が行われることになっています。
このタイミングを契機に、ESDが国内そして国際社会に向けてさらに広がっていくよ
うに、オールジャパンのESD主体の連携を進化させていきましょう。
2014年・ESDに関するユネスコ世界会議

岡山市

10月

当面の日程

愛知県・名古屋市

公民館・CLC（コミュニティーラーニングセンター）会議
11/ 1（土）
11/2（日）

2014年開催地愛知・名古屋 2014年開催地岡山市
携をしながら、地域主体のESDを進めていきたいと思います。そして

まいりたいと考えています。

やはり、ESDを進めていくためには、先生方、教育に携わっている方々

そして、国や地元、愛知・名古屋を中心とした幅広い関係者の方々と

のご理解が一番大事になってきます。ご理解いただくことによって、ま

連携をしながら、ＥＳＤの取組を一人でも多くの方々に広めてまいりた

さにESDが、持続可能な形で地域で進んでいくのだろうということ

いと考えています。

で、そこに力を入れていきたいと思っております。また国内外との交流

地元で進める様々な取 組の一つとして今年 、公募により決 定した

によって外からいろんないい事例を学ぶことができた。また、学ぼうと

キャッチフレーズは『未来を創るわたしを育むＥＳＤ』。未来を創るの

いう意志も出てきた。これはぜひ今後とも進めていきたいと思います。

は「わたし自身」で、その「わたし」を育ててくれるのがＥＳＤだという、

こういったことを踏まえて、市民の皆さんと一緒に、2014年以降の

作者の思いが込められています。今後、このキャッチフレーズやロゴ
マークを活用した、ＥＳＤの普及啓発、取組促進に努め、幅広い方々に

青年
フォーラム

11/4（火）
11/5（水）
11/6（木）
11/ 7（金）
11/ 8（土）

移動・視察等

ESDのあり方を岡山なりに提案できたらなと思っております。」

移動・視察等
11/ 9（日）

（ESDユネスコ世界会議あいち・なごや支援実行委員会

11/ 11（火）

事務局次長）

11/ 12（水）
11/ 13（木）
ESD ウィーク・オープニング
セレモニー

閣僚級会合及び

11/ 10（月）

野山 三津雄

全体の取りまとめ

内藤 元久
（岡山市ESD最終年会合準備室長）

会合

共有していただきたいと考えています。」

★

ステークホルダー会議

るこの機会を捉え、愛知・名古屋の魅力についても十二分に発信して

持続可能な開発のための

を核として、特にアジアのCLC（Community Learning Center）と連

教育に関する拠点の会議

ずは万全の態勢で会議開催を支援するとともに、世界から注目を浴び

11/ 3（月）

ユネスコスクール

「岡山市のこれからの取組としては、地域の大きな特色である公民館

世界大会

「2014年『ＥＳＤに関するユネスコ世界会議』開催地の取組として、ま

★

フォローアップ会合
ESD ウィーク・クロージング
セレモニー

会 場 からの 声

ウー・チーン氏からのメッセージ

クロージン グセッションより

「 中 国 からの E S D 実 践 事 例 特 別 報 告 」より

■地域・教育現場・被災地に身を置くものとして、
ESDが災害時に活きた

■地球環境問題、貧困と社会的排除問題にどう対応するか。環境・社

■「人」、人生とは学習であるということです。私にとっては学習、教育

のではないかと実感している。
防災教育にESDが機能することはよく言わ

会・経済は、
独立しているというよりもお互いに内包しあう問題として打ち

というのは、肉体であり、そして魂であると思っています。教育を通し

出していくことが重要。
そしてユネスコがリーダーシップをとるならばぜひ

て、一人ひとりがより良い人間にならなければいけないのです。
「愛」、

れてきたが、
これからは復興に貢献するESDの教育活動によって創造的
な復興が展開されることを期待している。

「文化」
やその多様性の尊重についても強調を。

（気仙沼市教育委員会副参事兼指導主事 及川幸彦）

（東京都市大学 佐藤真久）

■2014年の会議について、岡山ではNGO主導のマルチステークホル

■ESDや環境教育のプロが教育現場にいない。学校の先生に全てを頼

ダーによる、
公式会議と並ぶ会議を入れてほしい。
そしてそのまとめを名古

るのではなくコーディネーターの様なプロを配置することを考えることは、

屋で行ってほしい。また、RCEの仕組みを全国の中学校区レベルでつく

日本の教育の質的転換のためにいい機会となる。
「答えのない問い」
に皆

る、
ネットワークを政令指定都市、
県などでまとめるなど、各県・市レベル

でいろいろな意見をいっていくこと。
「Think：考えなさい」
ではなく、
「どう

で法律に基づき位置付けるべきだ。市民税・県民税をつかって、
責任もっ

やって答えを見つけるか」
を教えることが大切。
（福井県勝山市 環境保全推進コーディネーター 前園泰徳）

て人づくりをする仕組みを法的にも作っていただきたい。
（岡山ユネスコ協会理事 池田満之）
■ESD推進には、
学校教育で継続的に進めることが重要で、
それを進め
る
「学ぶ喜び」
を知っている職員を養成することが大切。
また、
ボランティ
ア活動とESDは親和性が高い。
双方とも推進者自身が学ぶ喜びを知って
いることがポイントだ。
（奈良教育大学

持続発展・文化遺産教育研究センター専任講師

中澤静男）

■2015年にSDGsが策定されることが決まった。
リオ＋20でもNGOのエ
ンパワメントがネットワークされた。ユースや女性グループの存在感も高
まっている。
未来志向の目標に向かってマルチステークホルダーで議論す
る、
そのプロセスこそがESDという流れをぜひ作りたい。
（環境パートナーシップ会議副代表理事 星野智子）

■OECDにおけるキー・コンピテンシー
（主要能力）
の議論。
こういったこ
とを教員が知った上で、
教え方を変えていくことが重要。
これまでのように
既存の知識の伝達者としての教員ではつとまらない。
ESDを積極的に推
進していきたい。
（多摩市立多摩第一小学校校長 棚橋乾）

心を持って一人ひとりの生徒を愛する。
そうすることによって、
自分の教
えていることがより一層効果的になるわけです。
「信」、真実を語る人
が、人々から信頼されるということです。
「説」、
自分の言ったことは行
動・アクションに変えてゆけ、
ということ。
「話」、
人々は好みも違います
し、
違うことを語り、
違うアイデアがあり、
だからこそ多様性というのが
この世界にあるわけです。
だからこそ
「聴」
、
ハートを持って、
人々の言う
ことを
「聴く」。
常に聴かなければいけません。
耳を傾けなければいけ
ません。
■われわれは皆、
地球市民です。
だからといって、
違いがないと言って
いるわけではありません。
われわれは違いを持っています。
だからこそ
対話を持たなければいけないのです。

■小学校、
中学校の総合的学習の時間だけでは限界がある。
幼稚園・保
育園の段階で展開される教育の内容
（人として大切なことを教える）
と、

■人材、
特に女性は、
素晴らしい資源であります。
一人の女性を教えれ

小・中学校での教育との連携を考えてみてほしい。

ば、
そこからその家族の中の世代を超えて、
その教えは伝わっていくで

（北九州ESD協議会 後藤加奈子）

しょう。
家族の中で最初に教師となるのは女性なのです。

ウー・チーン
（北京外国語大学、
英語学科教授／北京農家女文化発展センター委員）

