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［表紙］「MERRY IN RIO +20 Earth Summit 2012」
（2012 年 6 月、 ブ ラ ジ ル、 リ オ デ ジ ャ ネ イ ロ ）。
アートディレクターの水谷孝次氏が代表をつとめる

「MERRY PROJECT」は“笑顔は世界共通のコミュ
ニケーション”をテーマに「MERRY」の輪を広げて
いくソーシャル・コミュニケーションアート。写真
は、子どもたちの笑顔がプリントされた傘を一斉に開
き、未来への希望や平和への願いを発信する「Merry 
Umbrella Project」のひとつ。Rio+20 地球サミット
本会議場にて。撮影：阿部治。
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　2007 年、わが国初の ESD（Education for Sustainable Development）研究機関として、
立教大学 ESD 研究センターが設立されました。以来、さまざまな実践研究、教材開発な
どを通して、国内およびアジア太平洋地域における ESD の普及に努め、国内外における
ハブとしての役割を担ってきました。2012 年３月、文部科学省オープン・リサーチ・セ
ンター整備事業による活動に一区切りつけ、同年４月以降は「ESD 研究所」と名称を変え、
文科省助成による時限付研究所から、恒常的な大学附置研究所として、新たなスタートを
切りました。
　2012 年度以降は、これまでに取り組んできた「風土かふぇ」や東京芸術劇場との連携
など、立教大学による地域の SD（Sustainable Development）化の具体化を図る西池袋地
域における ESD の実践的研究、国内各地での ESD の具体化に向けた実践的研究、HESD

（Higher Education for Sustainable Development：高等教育における ESD）と立教大学
内における ESD との連動、アジア太平洋地域において確立したハブ機能のより国際的な
展開など、まさに USR（University Social Responsibility：大学の社会的責任）をベースに、
５年間の成果の実質化と社会還元をめざした活動を展開していきます。
　とくに 2014 年に日本で開催される「国連 ESD の 10 年」（DESD）の最終会合にどう関
わっていくのかという問題は、ESD 研究の未来を考える上でも非常に重要です。この最
終会合をオールジャパンで迎えるために、現在多くの方が尽力しています。たとえば、私
が代表理事を務め、ESD 研究センターも中心的な役割を担ってきた「ESD の 10 年・世界
の祭典」推進フォーラムでは、文科省や環境省、ユネスコ国内委員会、国連大学高等研究
所、アジアユネスコ文化センター、ESD-J など、ESD の主要なステークホルダーと連携
しながら、開催準備を進めています。立教大学も含めた各大学が、2014 年の最終会合を
契機に ESD にコミットしていくことが、その後の ESD の定着、発展に大きく寄与するは
ずです。
　また、東日本大震災からの復興・再生に ESD の視点を取り入れていくことも、持続可
能な社会の形成にとって極めて重要なことです。とりわけ、福島第一原発事故による被災
者の支援や放射性物質の汚染除去、脱原発・再生エネルギーの推進などによる地域づくり、
エネルギー教育などは、ESD として正面から取り組むべき喫緊の課題です。現在 ESD 研
究所でも、学内の研究助成制度である立教 SFR（立教大学学術推進特別重点資金）の支
援を受けたプロジェクト研究を通じて、福島第一原発事故の被災者向け ESD プログラム
の開発などの取り組みを進めています。
　このような当研究所の活動を発信し、より広く周知していくために、このたび『立教
ESD ジャーナル』を創刊する運びとなりました。本誌は ESD 研究所の活動と研究所員や
客員研究員などによる ESD 関連研究や活動の報告の場ですが、ESD を広く普及するとい
うミッションも併せ持っています。このため、従来からの論文中心の研究紀要の体裁では
なく、ビジュアルで興味を持って手に取ってもらえる体裁としました。

立教大学 ESD 研究所長　阿部　治
2013 年７月吉日

創刊の辞
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立教大学ESD研究センターは、日本の大学における最初のESD研究機関として 2007 年３月に設立され、同年７月には
『「持続可能な開発のための教育（ESD）」における実践研究と教育企画の開発』として、2007 年度文部科学省オープン・
リサーチ・センター整備事業（〜 2011 年度）に選定された。2012 年３月で同事業による活動を終え、同年４月から「ESD
研究所」と名称を改め、恒常的な大学附置研究所となった。ここではESD研究センター時代の５年間の活動を紹介する。

立教大学ESD研究センター活動記録（2007-2011年度）

　立教大学ESD研究センターは、日本初のESD研究機関
として、2007 年に設立された。幸いなことに、『「持続可
能な開発のための教育（ESD）」における実践研究と教育
企画の開発』として 2007 年度文部科学省オープン・リサー
チ・センター整備事業（～ 2011 年度）に選定され、文科
省と本学から、多大な活動資金を獲得することができ、当
初の計画を滞りなく実施することができた。研究プロジェ
クト設立に際して、本学に専門の研究者が存在するのみな
らず、ESDの主要な２つの基盤である「環境教育」と「開
発教育」を軸に据え、アジア・太平洋地域を巻き込みなが
ら、研究者だけでなく、NGOや国連機関等を含めた幅広
いネットワークを構築し、大きくは「アジア」「太平洋」
「CSR」という３つのアプローチを基盤に、それらを横断
的に「統括」する研究組織を確立した。そして、国際的な
重要文献の収集・翻訳・紹介、教材開発、指導者養成、
ESDの現状調査と課題の特定、顔が見えるネットワーク
構築といった、以下に示すように様々な活動を展開してき
た。

【指導者養成プログラムの開発】
　“ESD指導者”の対象を、アジアチーム・太平洋チーム＝
NGOスタッフおよび現地住民、CSR チーム＝社員に設定
し、現地／現場での試行を重ね、随時フィードバックを得
て改良、それぞれのフィールドでより活用しやすいプログ
ラムのありかたを研究し、開発した。
【CSRにおけるESD導入指針の開発】
　CSR関連事業に従事する企業人やNGOスタッフ等との
会合を通して、「次世代CSRにおけるサステナビリティ教
育指針─持続可能な社会の実現をめざす企業と企業人のた
めのガイドライン」を開発した。
【ESDコーディネーター養成講座】
　ESD コーディネーター養成講座の設置を射程に入れ、
全学共通カリキュラムとして、「ESD─持続可能な開発と
教育」を開講し、異文化コミュニケーション研究科にて開
講している ESD 論、RW（環境コミュニケーション）の
充実化に協力をした。
【エコツアープログラムの開発】
　持続可能なスウェーデン協会および旅行会社リボーンと
連携し、2008 年度にスウェーデンサステナビリティツアー
を催行した。

【環境教育プログラムの開発と実施】
　清里環境教育ミーティング（主催：日本環境教育フォー
ラム／共催：ESD研究センター）において、研究成果を
反映させた環境教育プログラムを展開、外部参加者からの
フィードバックを得て、プログラムの精査のための研究を
進めた。
　　2010 年 11 月　「サステナビリティの基本はこれだ！」
　　2011 年 11 月　�「ESD× CSRサステナビリティ教育指

針を体感！」
【地域連携プログラムの実施】
　“風の人（＝立教大学関係者）”と“土の人（＝西池袋住
民）”が集まり、意見交換や情報交流・情報提供の場を提
供するプロジェクト「風土かふぇ」を、2009 年度より継
続して実施した。プロジェクトの目的は、主体的な社会参
画が実現できる人づくり／地域づくりへ貢献することで
あった。

　本稿後半部に記載したように、これらの活動の成果は、
多岐にわたり、国内外で高く評価されている。中でも、
「CSRとしての ESD」についての指導者養成や教材開発の
活動は、ESD モニタリング・評価レポート『Education�
for�Sustainable�Development� -An�Expert�of�Processes�
and�Learning』（UNESCO,�2011）において、優良事例と
して紹介された。また、センターが主導してきた国内外の
高等教育機関における ESD をつなぐ活動は、国内 ESD
ネットワーク組織HESD（Higher�Education� for�Sustain-
able�Development）の設立につながったばかりでなく、
ESDの国際研究ジャーナル「J.�of.�HESD」のアジア・太

阿部　治

アジアチーム人材育成ワークショップ（2010）
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平洋特集号の刊行（英国・米国・中国・インド・台湾など
の研究者を組織し、センターが編集）につながった。
　また、ESDを広く知らしめる活動であるEco�Opera ! を
はじめとする多くの講演会の開催も、センターの重要な成
果といえる。これらの講演会を通じて、多様な活動が
ESDの切り口で語られることによって、ESDへの理解を
促すことができた。いずれにせよ、これらの活動によって、
本学は ESDの主導機関・ハブとして、国内外で知られる
ようになった。これらの成果物は、ESD研究所のHPから、
旧センターのHPに入ることで閲覧できる。センターの成
果物は、誰でもが本学に利用申請をすることで、活用いた
だくことができる。

●イベント記録（抄）
《アジアチーム》
「日・タイESD環境教育シンポジウム」（2007.10.21）
「タイにおける参加型開発の現状と参加型学習の課題」
（2007.11.27）
「ASEAN 環境教育行動計画 2008 ～ 2012　実施ワーク
ショップ」（2008.7.15 ～ 17）
「中国の環境問題と日中協力」（2008.10.25）
「石井昭男氏『マグサイサイ賞』受賞記念公開講演会」
（2008.11.7）
「国際協力と開発教育～援助の近未来を探る～」（2009.2.19）
「参加型学習を通じたタイ・日交流事業の成果と課題」
（2009.10.7）
「開発教育・ESDにおける国際交流・協力の成果と課題
～開発教育・グローバル教育を通した英国・EUとの交
流の歴史と課題～」（2009.10.19）
「タイの環境教育・ESDの動向～自然資源の持続的利用
について～」（2009.10.30）
「ユネスコ第６回国際成人教育会議（CONFINTEA�Ⅵ）
報告会」（2010.2.3）
「世界一大きな授業の教え方～教育のための資金をテーマ
にしたモデル授業の実践紹介～」（2010.4.3）
「オルタナティブな社会をめざして～北タイのローカルな
知～」（2010.7.10）

「今求められる『ESDカリキュラム』とは？」（2010.12.11）
「写真で学ぼう！『地球の食卓』」（2011.1.29）
「先住民族とESD」（2011.6.19）
「世界一大きな授業の教え方」（2011.7.10）

《太平洋チーム》
「太平洋島嶼国と気候変動問題～適応能力の向上に向けた
教育と国際協力の可能性～」（2009.1.18）
「温暖化への適応とESD～JICA市民参加協力事業報告～」
（2009.2）

《CSRチーム》
「『サステナビリティ』というブランド価値～スウェーデ
ンさきがけの持続可能性コンサルタントからのメッセー
ジ～」（2008.3.8）
「CSR！ 次のステップへ～持続可能な社会の創出のため
に～」（2008.10）
「タイにおけるCSRと日本企業の対応～ESDの視点から～」
（2009.3.12）
「ESD× CSRを理解する７つの質問」（2009.7.12）
「CSR における ESD指針の策定に向けて～企業版持続可
能性教育ガイドラインづくり～」（2009.10.4・18）
「『次世代CSRにおけるサステナビリティ教育指針』発表
シンポジウム」（2010.2.22）
「『次世代CSRにおけるサステナビリティ教育指針』発表」
（2010.5.20）
「CSR× ESD人材育成プログラム発表会」（2010.9.13）

《統括チーム》
「持続可能な社会をめざすESDへの期待」（2007.7.14）
「『省エネを表現しよう』スライドプログラムづくりワー
クショップ」（2007.10.21）
「台湾におけるESDの現状」（2007.10.31）
「ESD先進国ドイツからの報告」（2007.11.14）
「北米の森で感じ
たこと～写真家・大
竹英洋の世界～」
（2007.12.14）
「お金で世界を変
える 30 の方法」
（2008.2.3）
「スウェーデンと
日本の市議会議
員による報告会
～サステナビリ
ティの羅針盤で
地域社会を元気
に！～」（2008.5.31）
「ナショナル・ト
ラストにみる持
続可能な環境教

CSR チームセミナー（2011）

環境保全型農業を通じた地域づくりとして
の ESD（佐渡、2011）
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育」（2008.10.25）
「環境と文学のあいだ�６　交感は可能か？」（2008.11.8）
「風土かふぇへようこそ！　風のひと、土のひとが気軽に
集い語らう時間」（2009.6.27）
「第９回環境就職セミナー／環境と経済から持続可能な社
会を考える」（2009.6.29）
「つなぐ人フォーラム～アジアインタープリテーション・
フォーラムに向けて～」（2009.9.5）
「ドイツ・スウェーデンにおける『ESDの 10 年』の成果
と課題」（2009.10.3）
「持続可能な社会に向けて～一人ひとりの力が社会を変え
る～」（2009.10.20）
「第 10 回環境就職セミナー／環境へのアプローチ～国家・
企業・消費者の役割～」（2009.11.23）
「『2021 年のスウェーデン』プロジェクトの概要」（2009.�
11.24）
「エコクリティシズムと日本文学研究～自然環境と都市～」
（2009.1.9，1.10）
「地元学から学ぶ」（2010.1.31）
「風土かふぇへようこそ！part�2　西池袋のご近所力」（2010.5.16）
「第 11 回環境就職セミナー／次世代への架け橋～企業が
描く持続可能な社会～」（2010.6.29）
「『子ども・暮らし・環境』フォーラム～人の成育環境と
しての自然～」（2010.7.3）
「風土かふぇ�part�３�in�ふるさと西池まつり」（2010.8.25）
「ESDの 10 年・地球市民会議 2010」（2010.9.10）
「第 12 回環境就職セミナー／環境社会人を育てる～エコ
フレッシャーズが担う持続可能な社会～」（2010.10.25）
「ESD に取り組むアジアNGOネットワーク構築～ 2014
年（ESD の 10 年最終年）にむけて国際社会、政府、
NGOができること～」（2010.12.12）
「Bt.�Brinjal：政府・NGO・農民間の対話にみるESD～イ
ンドにおける遺伝子組み換えのナスの導入をめぐって～」
（2010.12.13）
「自然学校宣言 2011」（2011.3.2）
「風土かふぇへようこそ！�part ４�西池袋のまちづくり」
（2011.6.11）

「震災支援の現状と復興に向けた挑戦～被災地の現場か
ら～」（2011.7.6）
「第 13 回環境就職セミナー／つながりから考える持続可
能な社会の形成」（2011.7.12）
「立教大学ESD研究センター成果報告会およびESD国際
シンポジウム～アジア太平洋地域におけるESDの実践お
よび今後の展開～」（2011.9.22～23）
「ふるさとは負けない～東日本大震災からの復興・再生～」
（2011.10.26）
「ESD の最前線（１）：学校・家庭・地域をむすぶ ESD」
（2011.11.16）
「ESD の最前線（２）：環境教育 /ESD 実践の現場から～
奄美・勝山の事例より～」（2011.12.7）
「第 14 回環境就職セミナー／明日を生きる未来計画～企
業が考える持続可能な社会の形成～」（2011.12.12）
「地域にどう根ざすか…持続可能な社会づくりに向けた新
たな環境教育の枠組み」（2012.1.21）

《Eco�Opera！》
「自然から学ぶ『持続可能な未来』～環境教育への期待～」
（2007.6.4）
「『海を守ろう！』子ども絵画コンテスト」（2007.7 ～９）
「サンゴ礁から学ぶ『海・地球』～環境教育の実践～」
（2007.9.28）
「持続可能な世界を紡ぐガイアシンフォニー～映像による
ESDの可能性～」（2008.10.11）
「サステナビリティに向けた大学教育の挑戦～Higher�
Education�for�Sustainable�Development～」（2008.12.12）
「サステナビリティに向けた大学教育の挑戦～カリキュラ
ムと連携のあり方～」（2008.12.13）
「サステナビリティと高等教育～各国における取り組みに
学ぶ～」（2008.12.14）
「『島の色　静かな声』上映会＆講演会・演奏会」（2009.1.17）
「自然学校は地域を救う～ ESD（地域を元気にする）拠
点として期待される自然学校～」（2010.3.2）
「『学校教育に野外教育を』～スウェーデンの自然学校事
情を知る～」（2010.3.22）
「生物多様性とESD～映像詩『里山』の上映と講演会～」
（2010.7.7）

風土かふぇ part ３ in ふるさと西池まつり（2010）

ESD 国際シンポジウム「アジア太平洋地域における ESD の実践およ
び今後の展開」（2011）
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「河原荒草とわたし」（2010.9.20）
「ネイチャーライティングなんて、書いたつもりじゃな
かった」（2010.9.25）
「『もののけ姫』を読む」（2010.10.3）
「自然写真／心身を巡る雪月花」（2010.10.11）
「環境文学展＆宮嶋康彦写真展『A�Dragon�in�the�Mist』」
（2010.9.22 ～ 10.14）
「学校ビオトープと環境教育・ESD」（2011.9.27）
「銀座ミツバチ～都市における ESD の可能性～」（2011.�
10.11）
「生物多様性とホットスポット」（2011.11.15）
「“西池袋”を刺激する！～東京芸術劇場×立教大学によ
る持続可能な地域づくり～」（2011.11.28）

●刊行物
《教材シリーズ》
“If�the�World�were�a�Village�of�100�people-�Workshop�
Edition”
“Talk�for�Peace!�Let’s� talk�more�what�we�can�do�to�
build�up�peace”
“The�other�side�of�the�cup�of�coffee”
“Let’s�Visit� the�World�of� the�Curry ! !� :�Diversity�of�
Spices�and�Food�Cultures”
“The�Palm�Oil�Story�:�What�does� it�mean�to�be‘Eco-
friendly’”
“The�life�of�a�Cell�Phone”
『先住民族とESD』
『続・先住民族とESD』
『若者のためのESD～「私」から広がる世界～』
『Get�Organized !』（日本語版）
『ESD（持続可能な開発のための教育）実践教材集　足下
から考える私たちの社会』
『ESDワークブック～サンゴ礁の島じま～』

《報告書》
『Eco�OPERA！活動報告書』（2007）
『CSR調査レポート・イギリス』（2008）
『CSR セミナー録「CSR！次のステップへ～持続可能な
社会の創出のために～」～ 2008 年度連続セミナー～』
（2008）
『HESD2008 関連事業報告書サステナビリティに向けた
大学教育の挑戦』（2008）

『CSR調査レポート・スウェーデン』（2009）
『CSR調査レポート・アメリカ』（2009）
『地元学から学ぶ～講演会記録集～』（2009）
『自然学校は地域を救う～ ESD（地域を元気にする）拠
点として期待される自然学校～』（2009）
『CSRセミナー録「次世代CSRにおけるサステナビリティ
教育指針」策定までの道のり～ 2009 年度シンポジウム・
セミナー～』（2010）
『自然学校宣言 2011 シンポジウム報告書』（2011）
『立教大学 ESD研究センター成果報告会および国際シン
ポジウム─アジア太平洋地域におけるESDの実践および
今後の展開─』（2011）
『連携協定締結記念シンポジウム／ Eco�Opera！�“西池
袋”を刺激する！─東京芸術劇場×立教大学による持続
可能な地域づくり─』（2011）
『次世代 CSR におけるサステナビリティ教育指針　持続
可能な社会の実現をめざす企業と企業人のための ESD
（持続可能な開発のための教育）ガイドライン（第 2.0 版）』
（2012）
『グローバリゼーションと参加型学習　アクション・リ
サーチ報告書』（2012）

《書籍》
『次世代 CSRと ESD　企業のためのサステナビリティ教
育』（ぎょうせい、2011）
『アジア・太平洋地域の ESD　〈持続可能な開発のための
教育〉の新展開』（明石書店、2012）
『ESD 拠点としての自然学校　持続可能な社会づくりに
果たす自然学校の役割』（みくに出版、2012）

阿部治（あべ・おさむ）　1955 年、新潟県生まれ。立教大学 ESD研究所長、社会学部・異文化コミュニケーション研究
科教授。筑波大学・埼玉大学などを経て 2002 年から現職。現在、日本環境教育学会長、千葉大学客員教授、ESD-J 代表
理事、ESD世界の祭典推進フォーラム代表理事、国連 ESDの 10 年政府円卓会議委員などを務める。環境教育/ESDの
パイオニアとして、国内外における研究と実践にかかわっている。とくに現在は「国連 ESDの 10 年」の提案者として、
2014 年の日本における最終会合の開催に向けて尽力中。
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　「リオ＋20」は、1992 年にブラジルのリオデジャネイロ
で開催された地球サミット（国連環境開発会議）から 20
周年にあたる 2012 年６月にリオデジャネイロで開催され
た会議で、正式名称は「国連持続可能な開発会議（英名：
United Nations Conference on Sustainable Development 

“UNCSD”）」である。地球サミットでは、アジェンダ 21
というSD（Sustainable Development）の具体化をめざした
国際行動計画を策定し、サミットを契機に持続可能な社会
の実現を目指すSDの動きが国際的に広まることになった。
　私は 1992 年の地球サミット、その 10 年後の 2002 年の
ヨハネスブルグでの「持続可能な開発に向けた世界首脳会
議」、そして本会議と 10 年おきに開催された国連環境サ
ミットに NGO の代表として参加する機会を得た。特に本
会議においては、後述するように環境教育/ESD にかかわ
る複数の公式サイドイベントで招待講演をするなど、多様
な関係者と交流してきた。
　リオでは６月13〜15日の現地での最後の準備会合から、
20〜22 日の首脳レベルによる本会議、そしてこの間に公
式サイドイベント（13〜22 日）、企業の持続可能性フォー
ラム（15〜18 日）、先住民サミット（17〜19 日）、ブラジ
ルの NGO が主催したピープルズサミット（15〜23 日）
など、実に多くの会合が開催された。これらの一連の会合
には、政府代表や NGO など、191 ヶ国（188 ヶ国＋３オ
ブザーバー）から約 45,000 人が参加し、リオ＋ 20 は、国
連史上最大の会議になった。
　本会議では、成果文書“The Future We Want（我々が
望む未来）”が採択された。本成果文書には、グリーン経
済の推進や 2015 年が最終年である MDGs（Millennium 
Development Goals：ミレニアム開発目標）の後継に SDGs

（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）
を据えること、「国連 ESD の10 年」の一層の推進と 2014 年
の終了後も、継続してESDに取り組むことなどが盛り込ま
れた。しかし、経済や国内問題などを理由に日本やアメリ
カなど先進国の首脳が参加しなかったことなど、20年前、
10 年前のサミットのような熱気は感じられず、残念ながら
大きな成果を上げたとは言えない。ただ ESD の視点からみ
るならば、「国連 ESD の 10 年」の終了後も引き続き推進し
ていくことが確認されたこと、さらに新たに始まる SDGs
のベースとして ESD が重要であることはいうまでもないこ
とから、大きな成果があったとみることができる。
　しかも、本サミットでは、従来、政府代表によって行わ

れる本会議場と同じ場所で NGO や企業などが主催・参加
するサイドイベントが行われたことは特筆に値する。20
年前のリオサミットで、SD を具体化していくためには、
多様な当事者による対話（マルチ・ステークホルダー・ダ
イアローグ）が重要であることが指摘されたが、20 年を
経て、ようやくこのことが具体化されたといえる。もはや
国連機関や政府機関だけでは、地球環境問題は解決されな
いのである。
　本会議に参加した後、筆者はブラジルの生物多様性とエ
コツーリズムの調査のために、南パンタナールを訪問し
た。ブラジル特有の草原であるセラードを車で抜け、軽飛
行機に乗り換え、農家民宿の手作りの飛行場に降りたつこ
とで始まったこの旅は、短期間ではあったが、ブラジルの
豊かな生物相と抱える問題について知らせてくれた。
　本テーマについては、改めて本誌で紹介したい。

● 日本のユースによるシンポジウム（６月 15 日午前）
● ESD as a Driver of Change towards a Green Economy
（６月15日午後）

● インドの Centre for Environment Education（CEE）
主催によるサイドイベントに招待参加し、“Understand-
ing ESD and its role in fostering a Green Economy”の
テーマで発表。

● 筆者が主催者（持続可能な開発のための教育の 10 年推
進会議〈ESD-J〉）として、サイドイベント“Message 
from Asian NGO Network on ESD（ANNE）: Role of 
NGOs in Empowering the Local Community for Sus-
tainable Development”（６月 18 日午前）を開催。

● 台湾の Environmental Quality Protection Foundation 
主催によるサイドイベント“Forest, Livelihoods, and 
Green Economy, and Focuses on Environmental Educa-
tion”（６月 18 日午後）に招待参加し、“The movement 
and challenges of ESD in Japan”のテーマで発表。

「リオ＋20」報告

リオサミットから20年
阿部　治

1992 年にブラジルのリオデジャネイロで開かれた「国連環境開発会議」は、「環境と開発に関するリオ宣言」や「アジェ
ンダ 21」の採択、また気候変動枠組条約や生物多様性条約の署名など、地球環境保護や SD（Sustainable Development：
持続可能な開発）の方向性に大きな影響を与えた。それから 20 年が経った 2012 年 6 月、同地で「リオ＋20」が開催され、
約 190ヶ国・地域から、100人ほどの首脳を含む約 45,000 人が参加した。本稿では「リオ＋20」の概要と成果について
報告する。

本会議の様子。撮影：阿部治。
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「エコプロダクツ2012」報告

2012年12月13日（木）〜15日（土）に東京ビッグサイトにて開催された「エコプロダクツ2012」（主催：社団法人産業環境管理
協会、日本経済新聞社）に、立教学院立教大学として、当研究所の研究内容・研究成果および所長の阿部治ゼミ（社会学部）にお
けるESD活動を紹介するためのブース出展・プレゼンテーションを行いました。

ESDに関する立教大学の取り組み

「エコプロダクツ」は、今回で 14 回目を迎える、日本最
大級の環境展示会です。立教大学は「大学・教育機関コー
ナー」にブース出展しました。ESD研究所は、持続可能な
社会の構築への貢献を目的とした、環境教育・開発教育の
２本柱によるESD研究・実践活動について、また阿部治ゼ
ミは、ゼミで行っている環境教育に関する実践的活動─
企業の環境に対する取り組みを学ぶ「環境就職セミナー」
や、系列校である立教小学校にビオトープをつくる活動、
地元池袋の商店街の方々が主催で持続可能なまちづくりを
する「I-POINT」プロジェクト、新たに始まった「蝶の道」
プロジェクトなどについて、パネル展示等で紹介しまし
た。初日には、ゼミ生が「阿部治ゼミナール　2012 年度
の ESD活動」と題したプレゼンテーションを行いました。

リサーチ・イニシアティブセンター所感

立教大学リサーチ・イニシアティブセンターでは、本学
の研究成果、研究関連情報を政府・省庁、自治体、市民、
企業、マスコミ、他大学・研究機関、受験生等に広報する
とともに、共同研究・受託研究の促進、研究外部資金の獲
得促進などを図ることを目標として、2011 年度より研究
広報・プロモーションをセンターの重点業務に位置づけま
した。これを受け、「研究活動案内」、「研究者／研究組織
シーズ」等の広報媒体を作成・配布しているほか、学外イ
ベントにも積極的に出展し、本学の研究シーズや研究成果
を発信しているところです。
当初は、「びわ湖環境ビジネスメッセ 2012」への出展を
検討しておりましたが、阿部教授から本イベントの方が、
より広報効果が大きいという提案を受け、ESD研究所と
阿部ゼミの２本柱で出展することとなりました。
環境への関心の高いビジネスパーソンや生活者が 17 万
人以上来場したイベントに、ESD（持続可能な開発のため
の教育）に関する本学の取り組みを紹介できたことは、本
学をアピールする大変有意義な機会になりました。自然環
境保全を中心とする狭義の「環境教育」だけではなく、様々
な社会問題（環境問題・人権問題・平和問題・貧困問題な
ど）の解決に資する総合的な ESD研究を行っているとい
う、本学の特徴を多くの方に理解していただくことができ
たのではないでしょうか。

「環境」は、一昨年の東日本大震災後のエネルギー・電
力問題が象徴するように、社会的な関心や問題解決への社
会的要請が非常に強い問題であると思います。今後は、今
回と同様にESD研究所および阿部教授のESD研究をより
一層学内外に広報するとともに、立教大学全体の「環境」
への取り組みを発信していきたいと思います。そのために
センターとしても可能な限り支援をさせていただきたいと
考えております。

（リサーチ・イニシアティブセンター　広報担当）

出展を終えて

エコプロダクツへの出展は、ゼミが今までやってきたこ
とを整理するきっかけとなり、また、今後の活動を決める
良い機会でした。展示物の制作にあたってゼミの目的を再
確認したり、活動を人に説明することで理解を深めたりで
きました。そしてブースでは、様々な人から私たちの活動
に意見やアドバイスをいただき、今後すべきことが明確に
なりました。エコプロダクツに参加したことで今後のゼミ
の活動がより深いものになると思います。

（社会学部現代文化学科３年〈当時〉　中川久里実）

自分が学んでいる学問に関して改めて考える良い機会で
した。ブースに訪れた様々な年齢層、職業の方々にゼミの
活動や学んでいる ESDを紹介するうちに、多くの疑問の
声や提案を聞いて、それに関して私なりに真剣に考えまし
た。ここまで自分が学んでいるものに関して考えたのは初
めてだと思います。勉強は必ずしもテキストと向き合うだ
けではないということを強く感じました。
� （社会学部現代文化学科３年〈当時〉禹敏植）

リサーチ・イニシアティブセンター／阿部治ゼミナール
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立教大学 ESD 研究所／立教 SFR 重点領域プロジェクト研究主催講演会

2012年度、立教SFR（立教大学学術推進特別重点資金）重点領域プロジェクト研究として、「課題解決型シミュレーションによ
るESDプログラムの研究開発」（2012〜2014年度／研究代表者：阿部治）が採択され、東京電力福島第一原子力発電所事故の
被災者支援の研究プロジェクトをスタートさせました。ESD研究所は、立教SFR重点領域プロジェクト研究と合同で、連続講
演会「福島の今と向きあう。」を開催いたしました。東日本大震災・東京電力福島第一原子力発電所事故の被災地・被災者の「今」
を知り、原発事故を風化させないために、４名の講師の方々に、福島の「今」について語っていただきました。各会の詳細は、講
演録『福島の今と向きあう。』をご参照下さい（※ESD研究所HPからダウンロードできます）。

「福島の今と向きあう。」ダイジェスト

あの時、避難所は…“おだがいさま”が 
支えた 169日間─ビッグパレットふくしま
避難所が教えてくれたこと─
【日時】2012 年 11 月７日（水）18：30 〜 21：00
【講師】�天野和彦氏（あまの・かずひこ　福島大学うつ

くしまふくしま未来支援センター�特任准教授）

東日本大震災、福島第一原発事故に
際し、約 2,500 人の被災者を受け入れ、
福島県内最大規模といわれた「ビッグ
パレットふくしま避難所」（郡山市）。
そこに設置された「おだがいさまセン
ター」（富岡町生活復興支援センター）
は、サロン（喫茶スペース）や足湯の
設置、FMラジオ局の開設、夏祭りの
開催など多彩な取り組みを行ってきました。
ビッグパレットふくしま避難所の県庁運営支援チーム責
任者として運営に携わり、現在は、おだがいさまセンター
長を務める天野和彦氏は、「避難生活において住民の命を
守るためには、交流の場の提供と自治活動の促進が重要」
と強調し、そのための取り組み事例が紹介されました。

フクシマ放射能汚染と人権

【日時】2013 年１月 22 日（火）18：30 〜 20：30
【講師】�國分俊樹氏（こくぶん・としき　福島県教職員

組合�書記次長）

國分俊樹氏は、原発事故後、教育現
場に向けて、放射能の危険性とその対
応を紹介し、放射能と人権に関わる教
育の重要性を呼びかけてきました。
講演では、福島県教職員組合が作成
した放射能教育の教材『生きるための
学び』を紹介しながら、「福島に対す
る差別や人権侵害の現実から目をそむ
けず、子どもたちも教職員も一緒に学び合うことが重要」
と述べ、福島の実情に即した放射能教育のあり方や課題に
ついてお話しいただきました。

大いなる田舎飯舘村に放射能が降った 
─学校教育再建・復興への取り組み─

【日時】2013 年１月 28 日（月）18：30 〜 20：30
【講師】�広瀬要人氏（ひろせ・かなめ　飯舘村教育委員

会�教育長〈当時〉）

長年、福島県内の教育現場に携わ
り、飯舘村教育委員会教育長を務めた
広瀬要人氏に、原発事故後、異郷の地
で村民の絆の再構築を図り、学校教育
の再建・復興に取り組んでいる飯舘村
の現状と課題についてお話しいただき
ました。また、被災者支援のあり方と
して、広瀬氏は「放射能被災者に対す
るいじめや差別、風評被害をなくす前提は、原発被災地の
正しい理解であり、それこそが、何にも勝る“支援”、誰
にでもできる“支援”」と述べ、全国民が放射能に関する
正しい知識を得ることが重要と語られました。

食の安全と放射能 
─放射能汚染環境下での暮らし─

【日時】2013 年３月５日（火）18：30 〜 21：00
【講師】�河田昌東氏（かわた・まさはる　NPO法人チェ

ルノブイリ救援・中部�理事）

チェルノブイリ原発事故の汚染地域
ウクライナ・ナロージチ地区で、1990
年から被災者の救援活動に取り組んで
きた河田昌東氏。
講演では、これまでの調査・分析を

もとに、福島第一原発事故とチェルノ
ブイリ原発事故を比較し、放射能汚染
環境下における暮らしのあり方につい
てお話しいただきました。また、福島県内での放射能測定
データを紹介しながら、放射能汚染に関する信憑性の高い
データや情報がなかなか世に出ないという事実についても
触れ、「市民が自ら、知るべき情報を知りたいと行政に働
きかけることが重要」と述べられました。
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Eco Opera ! シンポジウム　学生レポート

2011 年６月に立教大学と東京芸術劇場の連携協定が締結され、当研究所（当時・ESD研究センター）の企画・運営で記念
シンポジウム（2011 年 11 月 28 日、立教大学）を開催しました。その第２弾となる本シンポジウム（主催：立教大学／
共催：東京芸術劇場、NPO法人ゼファー池袋まちづくり、ESD研究所／後援：豊島区）では、豊島区制施行 80 周年を
機に、大学と劇場のみならず、豊島区や地元NPOなど地域主体の協働体制を構築し、西池袋の持続可能な地域づくりと
より広範な社会貢献をめざすための議論が行われました。ここでは、当日参加した学生によるレポートを掲載します。

「“西池袋”を刺激する！part２
─豊島区制施行80周年で西口公園が変わる─」

　2012 年７月 10 日に立教大学池袋キャンパスにて Eco 
Opera ! シンポジウム「“西池袋”を刺激する！ part ２ ─豊
島区制施行 80 周年で西口公園が変わる─」が開催されま
した。これは、2011 年 11 月 28 日に行われた同名のシン
ポジウムの続編です。
　今回はパネリストとして豊島区長の高野之夫氏、NPO
法人ゼファー池袋まちづくり理事長の石森宏氏、東京芸術
劇場副館長の高萩宏氏、立教大学 21 世紀デザイン研究科
兼任講師の甲斐徹郎氏、立教大学社会連携担当副総長の西
原廉太氏、立教大学 ESD 研究所長の阿部治氏の５名が登
壇しました。
　今回のシンポジウムは、学生が住民の方に学園祭の運営
協力をお願いしたことから始まった西池袋の住民の方々と
立教大学のつながりについて阿部所長から説明がありまし
た。続いて、甲斐先生から「Life itself ─商業と暮らしが
重なる場をつくろう─」という西池袋活性化のテーマが発
表されました。
　このテーマは、古くから続く商店街が多い「商業」面で
の西池袋の特徴と、住宅や学校が多い「暮らし」面での特
徴に注目して打ち出されたものだそうです。このテーマに
沿った地域づくりの一環として、東京芸術劇場に隣接する
池袋西口公園で緑化が行われることも発表されました。
　シンポジウム中盤のパネルディスカッションでは、高萩
副館長から東京芸術劇場のリニューアルオープン後の事業

展開について説
明 が あ り ま し
た。大道芸のパ
フォーマンスを
劇場前で行うな
ど、多くの人に
劇場を身近に感
じてもらえるよ
うな催しを計画
しているそうで
す。
　高野区長は西
口駅前広場の完
成を例に挙げ、
行政の立場から
も引き続き「西

池袋を歩きたい」と感じさせる地域づくりに取り組んでい
くことを表明しました。石森理事長からは池袋西口公園の
緑化の詳しい内容について説明があり、西池袋の地域づく
りには植物や自然が不可欠であるという話もありました。
　西原副総長からは、大学として地域密着型の教育を推進
していきたいという話があり、学生が西池袋に関わること
ができる授業を増やしていく可能性が提示されました。ど
のパネリストの発言からも「この地域づくりを一過性のも
ので終わらせない」という意気込みが感じられ、参加者側
も熱心にメモを取っていました。
　最後の質疑応答では、地元の方から西池袋に昔からある
道祖神を西口駅前で紹介して、西池袋を訪れた人が「もっ
と西池袋を歩きたい」と思えるような仕組みをつくっては
どうかという地域づくりのアイディアが示され、それが前
向きに検討された場面が印象的でした。多くの人を巻き込
んで、未来の西池袋の姿が少しずつ決まっているのだと感
じました。また、今回のシンポジウムには西池袋以外の地
域に住んでいる方や他大学の学生も参加しており、今まさ
にここで始まっている「地域づくり」に西池袋内外から強
い関心が向けられていることに気づかされました。
　今回のシンポジウムに参加して、話を聞いているだけで
胸が躍るような地域づくりが自分のすぐ側で行われている
ことに驚き、感動しました。パネリストの方々も「ぜひ立
教生の声を地域づくりに反映したい」とおっしゃっていた
ので、今後もこの地域づくりに積極的に参加し、学生なら
ではのアイディアを提案していきたいです。

（※初出は大学公式サイト「講演会レポート」〈2012 年度〉
http ://www.rikkyo.ac.jp/feature/lecture_report/）

石黒乃利帆（文学部文学科文芸思想専修　2012 年度卒業生）
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Teaching practice of ESD is necessarily scientific, experi-

ential, and purpose driven. This article describes a pro-

gram that gives students a deep understanding of com-

plete and complex ecosystems through experiential and 

challenging activities. By studying in the natural class-

room of American national parks, they learn environmen-

tal communication in English, ecosystem dynamics, and 

leadership principles.

From 1998 to 2009, a summer ecological study program 
in American national parks was conducted for Rikkyo 
University students. Participants studied nature and ex-
perienced hiking and backpacking at the Marin Head-
lands, Point Reyes, Muir Woods and San Francisco in 
California and in Grand Teton and Yellowstone National 
Parks in Wyoming and Montana. Begun originally for 
students of the College of Tourism, and continued more 
recently through the College of Business, the Environ-
mental Communication and Outdoor Leadership Program 
has given students a chance to develop communication 
skills overseas using nature study as content, to learn 
through experience in an intact natural ecosystem, and 
to develop leadership skills through challenging outdoor 
activities. It is hoped that through the support of the 
ESD Research Center at Rikkyo this program can be 
continued and improved.

One of the key pedagogical source areas of education for 
sustainable development (ESD) is environmental educa-
tion, inspired by literary works of Emerson, Darwin, 
Thoreau and other 19th century naturalists and natural 
philosophers, and shaped by the writings and activities 
of leaders and teachers such as John Muir, Theodore 
Roosevelt, Enos Mills, Aldo Leopold, and Adolph, Olaus, 
and Mardy Murie. The lives of many of these pioneers 
were shaped in the great North American wilderness, 
and they were instrumental in establishing the national 
park and national wilderness systems as well as the 
teaching technique of “interpretation”—a term coined by 
John Muir—which has been the way that rangers of the 

national parks and other teachers and interpreters make 
a connection between the ecosystem and the visitor’s 
personal experience.

A basic premise of this program is that experience in a 
beautiful and complete natural environment will inspire 
in students the same desire to communicate about that 
experience that inspired writers like Thoreau and Muir. 
Content-based language education requires an interesting 
and evocative context, and the seashores, forests, river 
valleys and mountain ridges explored by students on the 
program certainly provides this. Interactive outdoor 
study sessions, visits to art and natural history museums, 
and observations of wildlife in their natural habitat all 
combine to provide a stimulating base of knowledge 

　

Herbert DONOVAN

Environmental Communication and  
Outdoor Leadership:
Combining Content-Based Environmental Education with 
Experiential Leadership Education

Researchers of the Point Reyes Bird Observatory capture birds in 
mist nets, band and log them, then release them back into the wild. 
Here Rikkyo students see how the birds are captured and studied, 
and learn about their behavior.
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learned in English, with time and effort put into discus-
sion and communicative processing of the experience.

Several of Freeman Tilden’s principles of interpretation 
are relevant to language education, including the idea 
that interpretation must relate to the personal experience 
of the visitor; that it is an art, which combines many 
arts; that it is teachable; and that it should present a 
whole, explaining the relationships between things.1 The 
pedagogical principles of language education through this 
program are based on this conception, and the experi-
ence of students learning from park rangers, museum do-
cents, nature guides, and environmental experts at the 
various sites visited on the program continuously rein-
forces the interpretive character of environmental com-
munication.

Through Education for Sustainable Development, stu-
dents should be expected to develop ecological literacy: a 
scientific understanding of the systems that interconnect 
plants, animals, and microorganisms on earth. In Japan, 
university students are usually segregated into science or 
humanities, and even those who study science often con-
centrate on specific areas of mathematics, chemistry, or 
physics. Students of humanities have very little opportu-
nity after high school to learn about natural science and 
the broad field of ecology. Understanding current prob-
lems such as climate change or the effect of nuclear di-
saster on the full range of human life requires a deep, 
scientific, and experiential understanding of intact eco-
systems. Through this program students can see first-
hand how a melting glacier can create a lake, how a vol-
canic explosion can define a landscape, and how the re-
introduction of a natural predator can have cascading 
effects on other species, not only prey animals but plants, 
fish, birds, and insects.

The greater Yellowstone ecosystem is the largest intact 
natural area outside of Alaska and Canada, affording 
hands-on experience while studying meteorology, geolo-
gy, plate tectonics, geothermal dynamics, botany, and an-
imal behaviour. Additionally, the visit to the coastal eco-
system just across the Golden Gate Bridge from San 
Francisco gives understanding of marine species in a 
closer relationship to the encroaching human environ-
ment nearby. In each of the ecosystems visited, compe-
tent guides from local nature schools provide a detailed 
introduction. The natural history programs provided by 

the Teton Science School, the Track Education Center in 
Yellowstone, the Headlands Institute, and the Yellowstone 
Association Institute give unique perspectives on the ar-
eas of science that explore these ecosystems.

The third goal of this program, in addition to environ-
mental communication and ecological literacy is to devel-
op leadership through challenging outdoor activities. Out-
door leadership development, through activities such as 
hiking, camping, backpacking, and mountain climbing has 
a long history in America and the UK. The roots of lead-
ership education as practiced in this program can be 
seen in the history of the Boy Scouts, begun in England 

One of many environmental study and education centers visited on 
this program, the Point Reyes Bird Observatory describes itself in 
its mission statement as “Advancing conservation through bird and 
ecosystem research, from Alaska to Antarctica, on land and at 
sea.” Here education director Melissa Pitkin welcomes students 
and describes the center’s activities.

A three-day backpacking trip up Cascade Canyon, past Lake Soli-
tude, and over 3,300 meter Paintbrush Divide is a challenging but 
unforgettable experience. These students learned about the effects 
of avalanche and glaciation on forests and valley walls, observed 
moose, bear, deer, marmots and picas, and learned about the bota-
ny of the abundant wildflowers.

1  Tilden, F. 1977. Interpreting Our Heritage. 3rd edition. 
Chapel Hill: The University of North Carolina Press.
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in the early 1900s and brought to the United States 
shortly thereafter. Use of challenging outdoor activities 
for leadership education was further developed by orga-
nizations such as Outward Bound and the National Out-
door Leadership School, founded by Paul Petzoldt, an 
early mountaineer in the Grand Teton range. Many exec-
utive and leadership education programs, appreciate this 
type of leadership education and indeed both Outward 
Bound and NOLS offer leadership programs for graduate 
business schools, military branches, companies, and even 
NASA. Leadership competencies such as planning, risk 
management, logistics, and group motivation can all be 
experienced in a meaningful way during the three day 
backpacking trips through Teton and Yellowstone wilder-
ness areas that are a highlight of this program.

Although students went to America on this program for 
just three weeks, the effect on their lives has been deep 
and long lasting. One of the participants from the first 
year has since gone on to complete a master’s degree in 
marine ecology and is currently working on a doctorate 
studying raptors. Another went to work for an environ-
mental foundation in the mountains of Nagano. Many did 
other overseas study activities after the program and all 

who have been contacted have continued to talk about 
what a positive experience they had.

More knowledge about intact ecosystems has had a posi-
tive effect on these young people, but it has also reminded 
them of the very serious problems that we face as a spe-
cies. They know that many scientists have extensively 
documented global warming, but what can be seen more 
clearly is that each year the group has crossed a perma-
nent snowfield at 3,000 meters in the Teton mountains, 
that snowfield has gotten smaller. Soon it may well disap-
pear in the summer. When the program was first held, 
little was known about the problem of pine-borer beetles, 
which researchers think are allowed to spread by warm-
ing temperatures. On the most recent trip, students saw 
that large areas of the whitebark pine forest had changed 
from green to brown because of the beetle infestations. 
The female grizzly bear below, photographed by a stu-
dent on the last year the program was held, depends on 
caches of whitebark pinecones, with their large and high-
ly nutritious seeds, to put on enough weight for her win-
ter hibernation. As the pinecones disappear, she will gain 
less weight and raise fewer cubs. She must also descend 
from the high mountains to the lower areas in search of 

Reflection on what has been done and learned is an important part 
of the educational program at Teton Science School. Here students 
take turns describing what the experience has meant to them.

In Yellowstone National Park, binoculars and spotting scopes give 
students the ability to closely watch wild animals from a distance 
that is both safe for the observers and non-invasive for the animals 
being observed. In this way the ethics and respect involved in 
nature conservation are learned.

Students celebrate upon reaching the top of Paintbrush Divide, a 
mountain pass with an elevation of 3,300 meters.

After crossing Paintbrush Divide, students descend across 
permanent snowfields toward camp at Heart Lake. The trip is a 
physical and mental challenge, nevertheless it is one they are 
capable of completing, if they work together effectively. Each 
student takes a turn as a leader during part of the program.
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food, and risks being killed in confrontations with hu-
mans. 

Because of what they have seen and learned on this pro-
gram, students also become aware that similar dynamics 
of climate change and habitat degradation are affecting 

the bears and other animals of Japan. By studying Edu-
cation for Sustainable Development in programs like this 
one, Japanese students just might gain the knowledge 
and motivation they need to take on the most serious 
problem of our generation, that of human influenced 
global climate change.

Herbert A. Donovan III（経営学部 国際経営学科 講師）
Born August 29, 1961, Greybull, Wyoming, USA. BA in Biology, University of Virginia, and Master of Science in Educa-
tion, Temple University. Teaching English for Business in the Bilingual Business Leader Program of Rikkyo University 
College of Business. Active in the North American Association for Environmental Education and as a board member of 
the American Committee for KEEP（Kiyosato Educational Experiment Project.）

Through the scopes, students can get a view of animals such as 
this North American Grey Wolf (Canis lupus), and learn about how 
these magnificent predators were returned to the Yellowstone 
ecosystem in 1995 after being hunted to near extinction.

Dr. James Halfpenny is one of America’s premier carnivore 
ecologists and the leading authority on animal tracking in the Rocky 
Mountains. By studying at his Track Education Center in Gardiner 
Montana, just north of Yellowstone, students have a unique 
opportunity to learn from a leading expert on bears, wolves, tracking, 
and many other aspects of ecology. Here he shows students the 
skull of a Grizzly Bear.

Because wild animals do not react to cars the same way they do to humans on foot, motorists in Yellowstone can get a close view of 
animals, which do not flee when the cars approach. A student took this photo of a female grizzly bear from the safety of the car window. The 
bear was roving through a forest of whitebark pine trees, most likely looking for pinecones to eat as winter approached.



16 Rikkyo ESD Journal No.1 (July 2013)

　2003 年度以来、ちょうど 10 年間にわたって、講演会シ
リーズ「環境と文学のあいだ」を継続し、そのコーディネー
ター役を務めてきた。このようなシリーズの存在、その持
続にどれほどのひとが気づいているかは知る由もないが、
立教大学の片隅で持続的な意思を以て行われたささやかな
実践を記録として留めておきたい。
　もちろん、コーディネーター役は、強いられたものでも
依頼されたものでもなく、みずから志したものである。メ
インタイトルのとおり、「環境と文学のあいだ」を思考す
ること、つまりは環境と文学という二つの異なるカテゴ
リーを架橋することの可能性を探る連続的な試みである。
これは何よりも私自身の研究者としての主題なのであっ
て、この架橋の試みの前提としてあるのは、いうまでもな
く、この二つのカテゴリーがかならずしもすんなりと結合
していない状況にあった。
　「文学の視点からの環境研究」（ネイチャーライティング
研究や環境文学研究）には、文学研究からも環境研究から
も疎まれる、あるいは怪しまれる居心地の悪さがつねにつ
きまとってきたし、いまも大きく変化したとはいえない。
何せ、いまだに環境研究は自然科学系の学問だという偏見
から完全には解放されていない状況さえある。まして、文
学と環境？　いったい何をするのか、そこに実効性はある
のか、何の役に立つのか、社会貢献は？　これが環境派か
らの懐疑である。いっぽう文学派からの懐疑は、環境主義
的イデオロギーに基づく文学研究か、もっと端的にいえ
ば、文学に政治を持ちこむのかといった反応だろう。
　最近、日本におけるもっとも注目すべき環境文学研究の
成果というべき波戸岡景太『ピンチョンの動物園─エコク
リティシズム・コレクション』（水声社、2011）を対象と
する書評をある文学系学会誌で読んだ。きわめて好意的な
書評であったが、一点気に入らなかった。それは大まかに
いえば、エコクリティシズムに基づく研究ながら、文学研
究的にも価値があるといったもの言いだったことだ。「そ
して」ではなく「しかし」なのだ。ここに書評者の偏見が
かいま見える。つまり環境文学研究は、あいかわらず文学
研究の王道ではない、正統ではないという恐るべきスタン
スが露呈している。（私自身も王道である、あるいはある
べきなどとはいささかも思っていないが。）これがなぜ「恐
るべき」かといえば、〈文学〉という制度をまず大前提と
しているからだ。

　過去 20 年ほどの間に、文学研究は大きな変化を遂げた。
簡単にいえば、〈文学〉も〈文学研究〉もある制度やパラ
ダイムによって支配されてきたことへの根本的な懐疑を抱
え込んだ。文学史というものの編成、何を傑作と認定し、
何を排除するかを決定する基準なるものを根拠づけていた
のは、〈文学〉とは何かをめぐる時代の、あるいはある勢
力の価値観の反映でしかない。〈文学〉とはひとつの制度
であり、可変的なパラダイムにすぎず、イデオロギーにほ
かならないという自己批判的な思考である。これによっ
て、文学史における正典（キャノン）論議が起こり、これ
まで閑却され、排除されてきた多様な視点に基づく新しい
文学史が編成されるに至った。ジェンダーやコロニアリズ
ムや経済やマイノリティなど多様な視点から文学を再審す
る試みがなされてきた。
　じつのところ、ネイチャーライティングというジャンル
への注目や環境の視点からの文学研究が、1990 年代のア
メリカで急激に進展したのも、こうした〈文学〉という制
度への批判と反省に基づく動きの一環であった。たとえ
ば、ジェンダーの視点からの研究や植民地主義イデオロ
ギーの視点からの研究などは、隆盛をきわめ、いまや主流
を成すといってもいいほどである。にもかかわらず、前述
の書評者に見られるような環境的視点への偏見は、この
20 年間の文学研究の変化の根本をいささかも学んでいな
いとしかいいようがないものである。が、それだけでなく、
環境への視点に対するとくに強い偏見があるようにも感じ
られる。
　その意味では、環境文学研究は、文学研究に対しても環
境研究に対してもその意義を明証する立場を強いられるの
が現状だが、「環境と文学のあいだ」というメインタイト
ルは、二つの異なるカテゴリーあるいは概念を架橋する可
能性を、講師の方々の視点や問題提起を媒介として思考し
つつ、同時にこの「あいだ」への思考を聴衆と共有する機
会を指し示そうとするものだ。さらにいえば、二つの概念
を繋ぐというだけでなく、その二者の「あいだ」そのもの、
つまりいずれにも還元されえない第三の領域の生成を構想
しているのだといってもよい。
　このシリーズは、ESD研究所の前身というべき「東ア
ジア地域環境問題研究所」、大学院・異文化コミュニケー
ション研究科、そして ESD 研究センター（現・研究所）
の主催ないし共催によって開催されてきた。現在、これら

　

「環境と文学のあいだ」
（公開講演会シリーズ）をふりかえる

野田研一

過去10 年間にわたり、シリーズ講演会「環境と文学のあいだ」のコーディネーターを務め、一見、遠い関係に見えがち
なふたつの概念─環境と文学─の接点をめぐる問題を検討してきた。文学というジャンルが環境研究の一部として存在す
る意義の大きさを講師や参加者の皆さんと考えること、またそのことによって環境研究の広がりや可能性を知ること。そ
れは、環境にも文学にも還元されない第３の領域を切り拓くことでもあった。
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野田研一（のだ・けんいち）　立教大学大学院異文化コミュニケーション研究科教授。ESD 研究所運営委員。ASLE-
Japan / 文学・環境学会初代代表。立教大学大学院修了。専門はアメリカ文学 /文化、環境文学。最近の仕事では、編著
書として『〈風景〉のアメリカ文化学─シリーズ・アメリカ文化を読む２』（ミネルヴァ書房、2011）、論考として「都市
とウィルダネス─ボーダーランドとしての郊外」（『〈都市〉のアメリカ文化学─シリーズ・アメリカ文化を読む３』ミネ
ルヴァ書房、2011 所収）がある。また、石牟礼道子氏へのインタビュー「まず言葉から壊れた」が『石牟礼道子全集第
16 巻　不知火』（藤原書店、2013）に収録されたほか、梨木香歩『渡りの足跡』（新潮文庫、2013）の「解説」を執筆。

の講演録をまとめ、出版準備を進めている最中である。こ
の 10 年にわたる持続の成果を支えて下さった、講演者を
はじめとするさまざまな方々への謝意は、改めて出版物の
かたちでお伝えしたい。以下、10 年間の記録である。（講
師の肩書等は当時のものであることをお断りしておく。）

環境と文学のあいだ 1
日時：2003 年６月７日（土）
講師：�稲本正氏（作家、工芸家）・結城正美氏（金沢大学

助教授）・森崎和江氏（作家、詩人）
主催：立教大学東アジア地域環境問題研究所
環境と文学のあいだ２　自然はどこにあるか
日時：2004 年６月５日（土）
講師：�内山節氏（立教大学特任教授）・坪井秀人氏（名古

屋大学教授）・加藤幸子氏（作家）
環境と文学のあいだ３　ことばの力
日時：2005 年 10 月 29 日（土）15：00 〜 18：00
講師：�石牟礼道子氏（作家）・田口ランディ氏（作家）・川

村湊氏（法政大学教授）
江戸再考　循環型社会とメディア
日時：2006 年１月 14 日（土）16：00 〜 18：00
場所：太刀川記念館３階多目的ホール
講師：田中優子氏（法政大学教授）
コメンテーター：渡辺憲司氏（立教大学教授）
環境と文学のあいだ　異文化の音、自然の音―音楽を〈異
化〉する
日時：2006 年３月 18 日（土）16：00 〜 18：00
講師：�細野晴臣氏（作曲家・音楽プロデューサー）・三上

敏視氏（作曲家・音楽プロデューサー）
環境と文学のあいだ４　歴史への視点
日時：2006 年 11 月 11 日（土）15：00 〜 18：00
講師：�赤坂憲雄氏（東北芸術工科大学教授）・高良勉氏（詩人）
環境と文学のあいだ５　動物論の視座
日時：2007 年 11 月 24 日（土）15：00 〜 18：00
講師：�矢野智司氏（京都大学教授）・今福龍太氏（東京外

国語大学教授）
コメンテーター：上田恵介氏（立教大学教授）
環境と文学のあいだ６　交感は可能か？
日時：2008 年 11 月８日（土）
講師：�小池昌代氏（詩人 ･作家・立教大学特任教授）・門

脇仁氏（環境ジャーナリスト ･翻訳家）

環境と文学のあいだ７　自然とともに在ること
日時：2009 年 11 月 14 日（土）15：00 〜 18：00
講師：加藤幸子氏（作家）・梨木香歩氏（作家）
環境と文学のあいだ８　交感論
日時：2010 年 10 月 23 日（土）15：00 〜 18：00
講師：�北條勝貴氏（上智大学専任講師）・河野哲也氏（立

教大学教授）
環境と文学のあいだ９　メディア、言語、表象
日時：2011 年 11 月 12 日（土）15：00 〜 18：00
講師：�北川扶生子氏（鳥取大学准教授）・細馬宏通氏（滋

賀県立大学教授）
環境と文学のあいだ 10　〈場所の文化〉をめぐって
日時：2012 年７月 14 日（土）16：30 〜 18：00
講師：大城立裕氏（作家）・山里勝己氏（琉球大学教授）

装幀◎水橋真奈美（ヒロ工房）
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勉誠出版
定価：本体2400円＋税

『環境という視座─日本文学とエコクリティシズム（アジア遊学143）』
（勉誠出版、2011 年７月刊）。2010 年１月に開催された国際シンポ
ジウム「エコクリティシズムと日本文学研究─自然環境と都市」（立
教大学大学院文学研究科日本文学専攻主催）の記録。表紙デザインに
注目していただきたい。花札（花鳥風月）のフレームからの逸脱が意
匠化されている（装幀：水橋真奈美〈ヒロ工房〉）。
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１．科目基礎情報

科目群・科目名：
主題別科目群Ｂ「持続可能な開発のための教育（ESD）」

学期・曜限・単位数・履修定員：
　前期・火曜２限・２単位・50 名

コーディネーター・担当教員：
阿部　　治（ESD研究所長・社会学部教授）
湯本　浩之（ESD研究所員・文学部特任准教授）
　市川　照伃（�立教大学キャリア教育オフィス　コオプ・

コーディネーター）

ゲスト講師（登壇順・敬称略）：
小玉　敏也（麻布大学生命・環境科学部教授）
飯島　　博（NPO法人アサザ基金代表理事）
長沢恵美子（�一般社団法人経団連事業サービス・総合企

画・事業支援室長）
湯本　貴和（京都大学霊長類研究所教授）

インターネット授業の屋久島側参加者（敬称略）：
　荒田　洋一（樹木医）
木原　幸治（屋久島町役場環境政策課）
武田　　剛（�元朝日新聞社「地球環境」担当記者・屋久

島ユースホステル）
手塚　賢至（屋久島まるごと保全協会）
戸越雄一郎（財団法人屋久島環境文化財団）

テキスト：
『図説屋久島：屋久島
環境文化村ガイド』
（第５刷、屋久島環境
文化財団、2010 年）

２．授業の「ねらい」と構成

　本授業では、生態的に持続可能で社会的に公正な地球社
会の実現という ESDが持つ教育理念をはじめ、その教育
内容や教育方法、国内外における実践の状況や課題などを
理解するとともに、履修者自身が学内外で実際に行動して
いくためのグループワークやファシリテーションなどの基
本的技能や、参加・対話・協働などによって主体的かつ自
発的に問題を解決していく態度の習得を「ねらい」とした。
　また、具体的な授業計画に当たっては、「講義」「事例紹
介」「ワークショップ／グループワーク」「インターネット
授業」の４つの授業形態で構成することとした（「表１」
参照）。

① 講義：
　ESDの重要な教育課題である「持続可能な開発」と
いう概念やこれが成立してきた歴史的経緯をはじめ、
ESDが掲げる理念の実現に向けて、早急な解決が待た
れる環境・開発・人権・平和といった地球的課題（global�
issues）の諸概念やその様相などについて解説した。

② 事例紹介：
　ESDが取り組まれている学校教育、NPO活動そして

当研究所は、前身であるESD研究センターの設立（2007 年３月）に伴い、「持続可能な開発のための教育（ESD）」を立
教大学の全学共通カリキュラム主題別Ｂ科目として提案し、開講してきた。2012 年度から全学共通カリキュラムは改訂
されたが、本科目は引き続き承認された。本稿では、2012 年度開講の本科目の実施の概要をはじめ、「授業アンケート」
の結果を報告する。

阿部治・湯本浩之・市川照伃

表 1：「授業スケジュール」
① 4/11 講義 1「持続可能な開発とESD」（阿部）
② 4/18 WS 1「地球社会の現状と課題 1」（湯本（浩））
③ 4/25 講義 2「地球社会の現状と課題 2」（�〃�）
④ 5/9 WS 2「参加型学習とワークショップ 1」（�〃�）
⑤ 5/16 講義 3「参加型学習とワークショップ 2」（�〃�）
⑥ 5/23 事例 1「学校でのESDのとりくみ」（小玉）
⑦ 5/30 事例 2「NPOによる ESDの取り組み」（飯島）
⑧ 6/6 事例 3「企業によるESDの取り組み」（長沢）
⑨ 6/13 講義 4「屋久島概論：世界自然遺産とは」（市川）
⑩ 6/20 講義 5「屋久島の自然保護とその活用」（湯本

（貴））
⑪ 6/27 WS 3「屋久島教室 1」（市川）
⑫ 7/4 インターネット授業「屋久島教室 2」（湯本（貴）・

市川・屋久島関係者）
⑬ 7/11 講義 6「ESDの今後に向けて」（阿部）
⑭ 7/18 「授業内試験」

立教大学全学共通カリキュラムにおけるESDの実践
─ESDの理念と実践：参加型の「学び」と持続可能な社会づくり
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企業活動の現場に関わる関係者をゲスト講師として招聘
したほか、屋久島で「持続可能な開発」に取り組む関係
者との対話から、ESD 実践の現場の「声」を紹介し、
その現状や課題を検討した。

③ ワークショップ／グループワーク：
　将来、履修者自身が社会や組織の中で ESDを実践し
ていけるよう、ワークショップを実施して、グループ
ワークやファシリテーションなどの参加型学習の考え方
や方法論を体験的に学習するとともに、「屋久島教室２」
に向けたグループワークを実施した。

④ インターネット授業：
　屋久島環境文化財団が運営する屋久島環境文化村セン
ターとインターネット回線で結んで、屋久島で「持続可
能な開発」や ESDに長年取り組んでこられた関係者と
の対話授業を実施した。
　なお、この授業のための回線や機材等の設営に際して
は、本学のメディアセンターから多大な理解と協力を得
ることができたことに感謝の意を表したい。

　さらに、地球的課題を理解し、それを解決していくため
の知識や技能を習得することは、学生が今後どのような進
路を選ぼうと、地球社会を生きるひとりの市民として、ま
た、本学が掲げる「専門性に立つ教養人」や「世界に通用
する自立した人材」として不可欠な素養であると考えられ
る。この点から本科目を、履修者が持続可能で公正な社会
をつくる一員として成長していくことを願うキャリア教育
ならびにコオプ教育（社会連携教育）の一環としても位置
づけ、授業の企画運営を行うこととした。

３．�おわりに：「授業アンケート」から�
見えてくること

　7月11日の第13回授業時に「授業アンケート」を実施し、
履修登録者50名のうち42名から回答を得ることができた。
なお、この科目は本学が各期末に実施している「学生によ
る授業評価アンケート」の対象とはならなかったが、アン
ケートの内容や書式は、それと同様なものとした。

　アンケート結果の詳細は省略するが、「設問４」に対す
る回答から判断すれば、履修者から高い評価や満足度を得
ることができた。また、本科目が独自に設定した「設問５」
の回答をみると、ESD 等に関する科目の開講をはじめ、
ワークショップ等の参加型の正課授業、スタディツアー等
の実施を強く要望する学生の割合が非常に高いことを伺い
知ることができた（「表２」参照）。
　本学でも FD（Faculty�Development）活動やグローバル
人材育成の取り組みが見られるが、そうした活動の今後の
展開にとって、本科目の経験がひとつの参考になることを
願いたい。

阿部治（p. 7 参照）

湯本浩之（ゆもと・ひろゆき）　1960 年生まれ。宇都宮大学留学生・国際交流センター准教授。国際関係論、教育学。在
中央アフリカ共和国日本大使館在外公館派遣員、NGO活動推進センター（現（特活）国際協力NGOセンター）事務局
次長。（特活）開発教育協会事務局長、立教大学異文化コミュニケーション研究科非常勤講師などを経て、2008 年 4 月よ
り立教大学文学部特任准教授（〜 2013 年 3 月）。立教大学ESD研究所員（2012 年度）。

市川照伃（いちかわ・てるよ）　立教大学文学部フランス文学科卒業。金沢市文化財団金沢 21 世紀美術館、金沢大学広報
戦略室室長などを経て、立教大学キャリア教育オフィス　コオプ・コーディネーター（2008 年４月〜 2013 年３月）。

インターネット授業「屋久島教室 2」

表 2：「授業アンケート」の主な結果
設問 4：�総合的に見て、この授業は以下の項目にどの程

度当てはまりますか？
　① わかりやすい授業だった（4.45/3.94）
　② 授業全体の目標が明確だった（4.57/3.93）
　③ 学問的興味をかきたてられた（4.50/3.78）
　④ この授業を受けて満足した（4.57/3.85）

設問 5：
　② �ESD や地球的課題をテーマとした教育活動に関す

る科目の開講をこれからも希望しますか？�（4.55）
　③ �この授業ではワークショップやグループワークを

採用しましたが、正課の授業でこうした学習手法
を採用することに意義があると思いますか？�（4.79）

　④ �屋久島へのスタディツアーやフィールドトリップ
を企画した場合、参加してみたいですか？�（4.29）

※�なお、括弧内の左側の数字は、「5：とてもそう思う」
から「1：そう思わない」の 5段階評価の平均値。「設
問 4」の右側は 2011 年度「全学共通カリキュラム」
の平均値である。
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　雪どけを迎えた南魚沼市の山間部。田んぼのあぜを、レ
ジ袋を片手に歩いている地元の人たちをよく見かける。山
菜を集めているのだ。
　住民たちがわくわくする季節が始まった。豪雪地帯とし
て知られるこの一帯では、１年のうち半年近くの間、雪が
ある。雪はゴミや匂いを吸収し、すみきった空気の中で暮
らすことができる。そして４月になり、雪の中から顔を出
すフキノトウを摘んだ時に広がる香りは、まさに春を告げ
る。匂いをかぐだけで脳が活性化するかのようだ。
　「冷たい雪の中で育った山菜は、えぐみやアクが少なく
ておいしいそうです」。
　「TAPPO南魚沼やまとくらしの学校」（TAPPO）の「山
菜講座」の一コマだ。市内や関東圏から集まった人たちに、
村の講師役の男性が説明する。雪が少ない群馬県では食に
適さないものが、南魚沼市で食べられるのはそんなわけだ
と市内からの参加者たちも納得する。

　TAPPOは、私が代表を務めるNPO法人エコプラスが
2007 年から、新潟県南魚沼市の地域や学校と共同で始め
た事業だ。地域一帯を学びの場と位置づけ、住民と国内外
の訪問者が交流し、学びあう。
　一般的な教育プログラム、特に環境 ･野外教育の分野で
は、個人の変化や成長に重きを置くものが多い。しかし学
びを通した「地域づくり」という視点を持っているこの事
業では、個人の変化や成長も、持続可能な社会づくりを強
く意識している。
　具体的な場や地域が存在するために、集落の住民だけで
なく、訪問者らにとっても課題やその解決のために自分が
できることを考えやすい。同時に、自分たちの地域やライ
フスタイル、消費者としてのあり方も考えるきっかけに
なっている。
　国内の農山村では過疎高齢化が進行し、経済的にも人口
動態的にも持続不可能だと言われ始めている。しかし都市
は、ダムや水源や田畑がある地方があってこそ経済活動や
暮らしが成立している。ここ 20 年ほどのうちに都市でも
高齢化が一気に進むという予測があるが、そうなった時に
農山村がしっかりしているかどうかは、日本全体のサバイ
バルに関係する。
　農山村の多くは、何百年以上も歴史を積み上げている。
ある場所で、そこの自然とうまく折り合いをつけて暮らし

て来た知恵や技術には、これからもそこで命をつなげてい
くために必要な教えがあるに違いない。だからその「場の
暮らし」から学ぶ。

　高度経済成長の時代、日本には一般的に、強い都市志向
があった。「田舎」は「遅れている」ことを示す蔑称であり、
日本中の集落が「都市化」を望んでいた。それは「お金」
であり「便利」な暮らしでもあった。その中で、地方や農
山村では、自分たちの地域にある、金では買えない、かけ
がえのないものに気づかない人たちが多くなっていった。
　TAPPO を始める頃も、「地域活性化」といえば、いか
に外からの資金を呼び込むか、観光客に金を落としてもら
うかが主流の議論だった。エコツーリズムとは景観や温泉
を利用した観光業で、グリーンツーリズムとは農山村や農
業を観光の対象としてプログラムを開発すること、という
ような理解だっただろうか。
　けれど地域づくりの根幹は、そこに暮らす人たちが自分
たちの場を理解し、幸福であり誇りを持てることではない
だろうか。そして何よりも、そこに育つ子どもたちと、彼
らを育む地域との絆が重要だ。だから最初のTAPPO事業
は、村の人たちと一緒に実施する「生き物調べ」だった。
　村の中をゆっくり歩きながら、どの時期にどの場所にど
んな動植物がいるかを記録していく。水と緑に恵まれた、
生物多様性が高い土地であることを実感する。
　最初は「何でこんなこと」と思いながら、つきあいで参
加してきた人たちから、「こんなものが村にいたとは初め

　

学びの場としての山間集落
─TAPPO南魚沼やまとくらしの学校の目指すもの

高野孝子

過疎高齢化が進行する農山村だが、自然の恵みで暮らしを支える知恵など、これからも大切なことをたくさん抱えている。
本稿では、持続可能な社会づくりを問う教育的活動の一例として、「TAPPO南魚沼やまとくらしの学校」の試みを取り
上げる。

築地本願寺の朝市で、話がはずむ。
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て知った」「オオルリってきれいだな」「カエルはただのカ
エルじゃあなくなった」と様々な声が聞こえるようになっ
た。もちろん、仕事や家族、集落の役割がある日々の暮ら
しの中で、「金にならないこと」にさらなる時間を割くこ
とそのものは容易ではない。ただ、こうしたことの積み重
ねで生まれる誇りや愛着、そして理解が、村作りの中核に
なり、最終的には方向性を左右するのではないかと考えて
いる。

　TAPPO開始時の目標は「暮らす人々の幸福感・希望感」
「地元の子どもたちの成長と教育（持続可能な社会の基盤）」
「スモールビジネスの創出」「生物多様性の保全」だった。
これらを実現する手法として、「学びあい」がある。
　交流事業では、農山村の暮らしを学びの素材として中心
に据えている。通年での無農薬の米作り、畑作、山菜採り
とその調理法、秋の山のおやつ集め、原木ナメコ収穫、雪
掘り、祭り、保存食講座、村の共同作業、豆腐作り。地域
の人たちは講師であり、参加者であり、そして夜の懇親会
のメンバーでもある。
　こうした活動の多くは、屋外で身体を動かすことにな
る。人が自然の中で体を動かすこと、自然に働きかけるこ
とに関わることは、生き物としての人間にとって大切な何
かがある。一人一人が内観的に時間を取り戻し、身体性を
取り戻すきっかけとなる。そして心の免疫力をも高めるの
だろうか、たいていの人たちが、筋肉痛や疲労はあっても、
とても元気になっていく。
　村の人たちにとっては、苗の手植えや草取り、稲の手刈
りなどは面倒くさく、かつつらい作業だ。けれど、村以外
から来た人たちが一生懸命取り組む姿から教わることがあ
るし、そうした人たちに教えるのはおもしろい。機械によ
らない農作業は、コミュニケーションを生むので、だんだ
んと親しくもなる。そうした時でしか聞けない話や、こう
した時でなければ話をしないような世代との対話が生まれ
る。いろいろな立場と年齢の人々が一緒に作業をしなが
ら、学び合いの場が成立する。
　一方で参加者は、楽しませてもらう「お客さん」ではな
く、地域づくりの仲間として、またその地域とつながるた

めという趣旨でやってくる。お金でサービスと体験を交換
するのではなく、人と人の絆を土台とするところに、価値
や学びが生まれる。

　農山村ならではの宝物はたくさんある。それらを利用し
て、スモールビジネスを作っていくことも、持続可能な社
会をにらんで必要なことだ。ここ数年で本格化してきたの
が、地元の女性たちの手作り料理の提供と、食材を東京の
市場で売ることだ。

　車で運んで村の人たちが直接売る時は、買う人たちと作
る・採る人たちとの出会いを通して、野菜はただの「商品」
ではない価値を備える。また近年東京で、「食を介して人
をつなぐ。人を介して地域をつなぐ」をモットーに、野菜
があまっている農山村と、それを必要とする都市部の地域
をつないで、社会の課題解決の糸口を見つけようとしてい
る青年集団とも出会った。そこでも「商品」に彼らの気持
ちが加わり、別の価値を持った温かいものになる。
　TAPPOではフキノトウを始めとして、今からどんどん
新鮮な山菜を収穫して送る計画だ。集落で育つ子どもたち
や戻ってきた青年層らが、スモールビジネスのヒントとし
て、こうしたアイデアをさらに育ててくれるのではないか
という期待がある。
　人と自然の関係についての本質的な理解と、自分だけで
なくみんなのためという倫理を持った異なる立場の人たち
の協働によって、社会のさまざまな課題が打開される可能
性を持つことを、TAPPOの活動を通して実感している。

集落内を歩くとたくさんの生きものと出会う。

不定期に「カフェ」を開く。村の人たちが楽しみにする寄り場になっ
ている。
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高野孝子（たかの・たかこ）　早稲田大学教授、（特活）エコプラス代表理事。エジンバラ大学 Ph.D、早稲田大学政治学
修士。野外 ･環境・持続可能性教育、社会人類学。90 年代初めから「人と自然と異文化」をテーマに、地球規模の環境・
野外教育プロジェクトの企画運営に取り組む。環境ドキュメンタリー「地球交響曲第７番」に出演。2013 年３月まで立
教大学特任教授・ESD研究所員。

山菜講座。ランチでは地元の女
性たちが腕をふるった多種類の
山菜料理がテーブルに並ぶ。

山菜講座。集落を歩けばワラビやウドがたくさん手に入る。

山菜講座。採ってきた山菜の処理の仕方などを教わる。

田んぼから学ぶ講座の一コマ。多国籍、多年齢での田植えとなった。

雪国の暮らしから学ぶ講座で、高齢者世帯の雪掘りをする参
加者。
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