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持続可能な開発教育（ESD）とは

• 「持続可能な開発のための教育（Education for Sustainable 
Development: ESD）」は、地球規模の課題を自分事として捉え、
その解決に向けて自ら行動を起こす力を身に付けるための教育。

• 2002 年の「持続可能な開発に関する世界首脳会議」で我が国が提
唱。

• 2015年9月に国連サミットで採択された「持続可能な開発目標
(SDGs)」の中で、ESDは、目標４「すべての人に包摂的かつ公正な
質の高い教育を確保し、生涯教育の機会を促進する」のターゲッ
ト 4.7 に位置付け。
4.7 2030 年までに、持続可能な開発のための教育及び持続可能なライフスタ

イル、人権、男女の平等、平和の文化及び非暴力の推進、グローバル・シチズ
ンシップ、文化多様性と文化の持続可能な開発への貢献の理解の教育を通し
て、全ての学習者が、持続可能な開発を促進するために必要な知識及び技能
を習得できるようにする。

• ESD は、ターゲットの 1 つとして位置付けられているだけでな
く、SDGs の17 全ての目標の実現に寄与するもの。

出典）持続可能な開発のための教育(ESD）推進の手引（R3.5 文部科学省国際統括官付日本ユネスコ国内委員会）



国連持続可能な開発目標(SDGs)

► 世界のすべての人、だれ一人取り残さずに、私たちの子供、孫、その後の世代まで
楽しく暮らせる世界を作ろう！とする世界の共通目標。



ESD教育の狙い

4
出典）持続可能な開発のための教育(ESD）推進の手引（R3.5 文部科学省国際統括官付日本ユネスコ国内委員会）

2016 年 12 月に発表された中央教育審議会の答申「幼稚園、小学校、中学校、高
等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について」には、
「持続可能な開発のための教育（ESD）は次期学習指導要領改訂の全体において基盤
となる理念である」と記載。
答申に基づき改訂された学習指導要領においては、前文及び総則に、「持続可能

な社会の創り手」の育成が掲げられた。

技術士倫理綱領
科学技術が社会や環境に重大な影響を与えることを十分に認識し、業務
の履行を通して持続可能な社会の実現に貢献



中学校学習指導要領（H29告示）と「持続可能な社会」

• 中学校理科︓自然環境の保全と科学技術の利用の在り方について科学的に考察す
ることを通して，持続可能な社会をつくることが重要であることを認識する

• 中学校公民︓持続可能な社会を形成することに向けて，社会的な見方・考え方を
働かせ，課題を探究する活動

• 中学校技術家庭︓よりよい生活の実現や持続可能な社会の構築に向けて，生活を
工夫し創造しようとする実践的な態度を養う。

• 中学校技術分野︓技術の見方・考え方を働かせ，ものづくりなどの技術に関する
実践的・体験的な活動を通して，技術によってよりよい生活や持続可能な社会を
構築する資質・能力を次のとおり育成
⑴生活や社会で利用されている材料，加工，生物育成，エネルギー変換及び情報の技術に
ついての基礎的な理解を図るとともに，それらに係る技能を身に付け，技術と生活や社
会，環境との関わりについて理解を深める。

⑵生活や社会の中から技術に関わる問題を見いだして課題を設定し，解決策を構想し，製
作図等に表現し，試作等を通じて具体化し，実践を評価・改善するなど，課題を解決す
る力を養う。

⑶よりよい生活の実現や持続可能な社会の構築に向けて，適切かつ誠実に技術を工夫し創
造しようとする実践的な態度を養う。

• 中学校道徳︓科学技術の発展と生命倫理との関係や社会の持続可能な発展などの
現代的な課題の取扱いにも留意し，身近な社会的課題を自分との関係において考
え，その解決に向けて取り組もうとする意欲や態度を育てるよう努める



学校教育におけるSDGsの展開

【2022年2月 八千代松陰学園飯塚先生、府川先生との打合せメモより】
• 文科省の学習指導要領では、SDGsは独立した教科ではないが、社会科、
技術家庭科、その他様々な教科において扱える部分で取り上げられてい
る。

• 様々な副読本が近隣小学校でも配布されており、最近は報道でも取り上
げられることが多いため、最近入学してくる中学生はどこかではSDGsに
触れている状況。

• 八千代松陰学園の場合、主には「総合的な探究の時間（来年度から全国
的に新設される教科、試行的に取り入れ済み）」において、探求・調べ
学習の大事な手がかりとして取り扱う場合が多い。

• ほか、中学校の自由研究課題（推奨されるテーマとしてSDGsが示されて
いる）や、道徳のプログラム、地理や公民の授業で扱っている。スタイ
ルは教員の創意工夫に任され、SDGsをテーマにした動画を撮る、という
課題を出したこともある。

• 中3社会科ではSDGsをテーマとしたレポートを過去５年継続して課してい
るが、高校になるとクラスが増え統一的な授業が行いにくいこともあ
り、中学の方が取扱いが多い状況。高校からの外部入学生の中にはあま
りSDGsに馴染んでいない生徒も見られる。



八千代松陰学園での講座開催経緯

• 千葉県支部科学教育支援委員会（当初は理科教育支援チームと呼称。）では、
以前から八千代松陰学園の科学部と交流があり、そのご縁で当委員会から提供
可能な講座リストを学校側に複数御提案。そのうちの一つが都市鉱山問題（青
少年のための科学の祭典向けに作成した「都市鉱山クイズ」をベースに中学生
向け授業計画を作成。）。

• 同校が2020年から開始したオンライン土曜講座において、SDGs（国連持続可
能な開発目標）と絡める形での都市鉱山講座、のオファーをいただく。

• このテーマでの中高生向け講座提供は初めてで、また、学校側としても土曜講
座において技術士を講師に迎えた実績がなかったことから、まずは2020年10月
に中学校科学部の部員を対象に対面形式で講座実施、ハイブリッド配信試行。

• 講座は好感触。動画等を活用して工夫することでオンライン向けにアレンジで
きると考え、2021年3月、フルオンラインでの講座実施。

• その後、科学教育支援委員会委員諸兄による土曜講座の複数展開を経て、今年
度、SDGsをテーマにしたシリーズ講座提供のオファーをいただき、委員会メン
バーで構成案を検討中。



八千代松陰高等学校・中学校土曜講座

8

出典）八千代松陰高等学校ホームページ https://www.yachiyoshoin.ac.jp/shs/education-s/saturday/

https://www.yachiyoshoin.ac.jp/shs/education-s/saturday/


都市鉱山クイズ︓青少年のための科学の祭典千葉大会2019
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SDGs×都市鉱山講座︓対面授業計画案
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計画書作成に当たり、「NPO環境パートナーシップちば」が主催したESD地域リー
ダー育成事業聴講時のグループワーク体験が大いに参考になった。



2020年10月の対面授業の様子
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受講者アンケート、授業後の振り返り

（授業後の振り返り）
• 当日は解体実習の方が子供たちの反応が良く、オンライン授業のみでは印象に残らな
いかと危惧したが、アンケートで得られたコメントは児童労働問題や国内外の処理技
術問題など座学部分に触れたものも多く、実習なしでも成り立つ感触を得た。

• リサイクル現場やコンゴ鉱山の児童労働等のパートについては、動画などもあると分
かりやすい、と同席の千葉県支部科学技術支援委員会委員から助言をいただいた。

• 技術士会メンバーを聴講者として対面講座の様子を動画で撮影しつつオンラインで配
信するハイブリッド型を試行したが、講師の説明・質疑が聞こえないなどの問題があ
り、実施するには機材の充実が必要で当面は避けるべきと決断。
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受講者︓ 科学部部員 １年生１５人、２年生１１人

５段階
評価

５
４
３
２
１

はい よくわからない いいえ
「技術士」になってみたいと思いますか︖ 6 10 10
SDGsの達成のために、自分にもできることがあると思いましたか︖ 18 6 2



2021年3月 八千代松陰学園土曜講座での講義内容その１
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2021年3月 八千代松陰学園土曜講座での講義内容その２
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2021年3月 八千代松陰学園土曜講座での講義内容その３
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2021年3月 八千代松陰学園土曜講座での講義内容その４
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2021年3月 八千代松陰学園土曜講座での講義内容その５
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3.9
有害化学物質、ならびに大気、水質およ
び土壌の汚染による死亡および病気の件
数を大幅に減少

4.7
……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

16.4 2030年までに、違法な資金及び武
器の取引を大幅に減少

7.3
2030年までに、世界全体のエネルギー効
率の改善率を倍増

8.2
……技術向上およびイノベーションを通じ
た高いレベルの経済生産性を達成
8.4
世界の消費と生産における資源効率を漸
進的に改善……経済成長と環境悪化の分断

9.4
資源利用効率の向上とクリーン技術およ
び環境に配慮した技術・産業プロセスの
導入拡大を通じたインフラ改良や産業改
善により、持続可能性を向上

11.6
廃棄物管理への特別な配慮などを通じて、
都市部の一人当たり環境影響を軽減

12.2
天然資源の持続可能な管理および効率的な利用を達成
12.4
製品ライフサイクルを通じて化学物質やすべての廃棄物の環
境に配慮した管理を達成し、大気、水、土壌への排出を大幅
に削減することにより、ヒトの健康や環境への悪影響を最小
限に留める。
12.5
発生抑制、減量化、リサイクル及び再利用（リユース）によ
り廃棄物の排出量を大幅に削減
12.8
あらゆる場所の人々が持続可能な開発および自然と調和した
ライフスタイルに関する情報と意識を持つ

13.3
気候変動の緩和、適応、影響軽減、およ
び早期警告に関する教育、啓発、人的能
力および制度機能を改善

17.17
効果的な公的、官民、市民社会のパート
ナーシップを奨励・推進

都市鉱山に関係するSDGsターゲット

2021年3月 八千代松陰学園土曜講座での講義内容その６



受講後アンケートその１︓受講者構成、分かりやすさ等
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受講後アンケートその２︓印象に残ったこと

（印象に残ったこと、もっと知りたいと思ったこと︓アンケート回答抜粋）
• 都市鉱山をアートにするということが印象的。とてもユニークな発想で興味がわいた。
• レアメタルが採掘現場での武力制圧など、争いの種になること。
• 1年間で家庭からゴミになるゲーム機の総量から取れる金属の価値。
• 都市鉱山に関係するsdgsターゲットの多さ。
• 障害者の雇用。
• レアメタルを採掘しているある国では劣悪な環境で子供たちが働かされているところも
あること。

• 安全な環境で仕事ができていない人がいること
• 日本の都市鉱山資源の多さ。
• 携帯には思っていた以上に多くの微小な金属が含まれていること
• 家電を破壊する際にフロンガスが放出したり、強力な圧がかかり、火災が起きてしまう
こと
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技術士に興味はあるか

SDGs達成のため自分にできることがあると思えたか

はい いいえ よくわからない



受講者アンケートその３︓感想等
• 日本だけでなく世界規模の取り組みであることが改めて分かった。日本だけでなく世界
も視野に入れるとまだまだ課題があることも学んだ。このような問題解決のためにも、
私達一人ひとりがSDGSの目標のために何ができるか考えていく必要があると思った。持
続可能な環境づくりに私も社会貢献したい。

• レアメタルがたくさん取れることが紛争や児童労働につながってしまっていることが悲
しかった。

• 私の一番使うスマホがどのようにできているか、鉱山とどのように関わりがあるかを知
ることができてよかった。遠い国のことは私達に関係がないように思えるが、スマホな
どを通して自分たちの生活にも関わっている、ということを忘れないようにしようと思
う。

• 自分でもできることがあると知ったので、このことを多くの人にも知らせていきたいと
思った。

• まだ知っただけなので、自分で行動を起こしていきたい。
• SDGsにはもともと興味があったが、今回の話を聞いて更に興味を持った。
• どんな問題も今の社会だとなにかの形で関われると思った。
• 私達が意識をすれば少しでも変えていけるものは充分にあることがわかった。
• 小さな金属部品一つでも、世界が抱える課題が見えてくることがとても興味深かった。
• 私が将来行きたい大学の関係でこの講座を受けたが、思ったこと以上に人の苦労の姿を
見ることが出来た。

• 今回の話の中で出てきた技術士のように、そもそも知らない仕事の中にもそれをうまく
回すための細かい仕事がたくさんあるので、知らないことを知るといろいろな働き方が
見えてくる。 21



技術士による講座︓キャリア教育としての意義

（３月講座後の学校の先生からのコメント）
• 生徒たちの感想を読んでおりますと、生徒たちなりに都市鉱山について理
解を深めているのみならず、生徒たち自身のキャリア意識を高めたり、行
動につなげようとしたりしているようすが見られました。

（講義を行っての手ごたえ、期待感）
• 中１の長女が土曜講座を受講。本人曰く、動機は将来の職業のヒントが欲
しいから。（入学後すぐからキャリア教育があり、将来の職業について考
えたくても具体的イメージが沸かず悩んでいる様子。）

• 他技術士による講座を傍聴した際も、講師によるキャリア説明、なぜその
職業に就いたか・その会社に入った理由は、といった部分への生徒の関心
が高かった印象。

• 学習指導要領では「一人一人のキャリア形成と自己実現」の項で、「社会
生活，職業生活との接続を踏まえた主体的な学習態度の形成」が求められ
ている。また、地域社会との連携及び共同、地域における世代を越えた交
流の機会の創出も謳われている。ここに、教育のプロではないが、実社会
の中で、国家資格を持つプロフェッションとして、「社会からの信頼を高
め、産業の健全な発展ならびに人々の幸せな生活の実現のために貢献する
こと」を宣言する技術士の貢献が期待される、と思料。
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ご清聴ありがとうございました。
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