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子どもの心が動く健康教育をめざして
~ＥＳＤ日米教員交流プログラムを通じて~

佐　藤　喜世恵

【抄録】　日米教育委員会（フルブライト・ジャパン）主催のＥＳＤ日米教員交流プログラムに参加し、ＥＳＤの
視点から健康教育の実践を試みた。生徒が地球の一市民であるという自覚の下に持続可能な健康生活を送るために
は、他国との交流を通してグローバルな視点を養うことも重要である。今回、日米でＥＳＤの観点から教員交流
し、健康教育について協議し、生徒間交流する機会が与えられたことは大変意義深いものとなった。

【キーワード】　 持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）　日米教員交流　日米教育委員会（フルブラト・ジャパン）　
My Life　ＥＳＤ子どもフォーラム　アメリカ ノースカロライナ州生徒間交流　自尊感情（セルフエスティーム）

１．はじめに

　本校では、2006年の文部科学省スーパーサイエン
スハイスクール指定により、高大連携を通してグロー
バ ル な 人 材 の 育 成 を 核 と し たESD（Education for 
Sustainable Development：持続可能な開発のための教
育）の実践を開始し、2010年には、ユネスコスクール
に登録された。その後、米国ノースカロライナ州の高校
生との訪問交流も行われるようになった。（詳細は本校
紀要参照）
　今年度、米国教員と健康教育について協議し、日米
生徒間交流ができるプログラムを立ち上げたいと考え、
ESD日米教員交流プログラムに参加した。主催した日
米教育委員会は、教育交流を通して、日本と米国の相互
理解を促進するための様々なプログラムを実施している
が、このプログラムでは、日本とは異なる米国のESD
実践や生活文化の直接体験の機会を得ることもでき、新
たな観点でネットワークを構築することもできる。養護
教諭として、今まで中高校生を対象に保健や「総合的な
学習の時間」（本校では総合人間科）を担当してきたが、
今回、これまでの実践をESDの観点から捉え直す大き
な一歩にもなっている。

２．ESD日米教員交流プログラム参加のねらい

（１）　参加前に設定した大きなテーマ
　新たなネットワークを構築し、ESDのフレームワー
クから健康教育を捉え直し、ESDの推進をはかる。
（２）　米国現地プログラム参加のねらい

①　アメリカでのESDの捉え方や実践を知る。
② 　アメリカの子どもたちのエコ意識と、環境への取

り組みを知る。
③ 　ESDを踏まえた教育が、生徒の行動変容にどう

つながるのか、未来づくりに関わる力をどのように

付けるのかを考察する。
④　異校種も含めたネットワークの構築

（３） 　米国研修、米国教員との合同会議後の具体的な生徒
たちへの学習目標
① 　米国のESDの捉え方や実践を生徒たちに紹介し、

日本と比較し、その理由を考えさせる。
② 　①をふまえて、地球規模で考える未来のあり方

や、行動していくために必要なことを考えさせ、今
出来ることを認識させる。

　 　そのために、具体的に海外も含めた他校の生徒た
ちと交流をさせ、自己表現を通して持続可能なコ
ミュニケーション力を培い、クリティカルシンキン
グさせる。このような様々なプラスの経験を積むこ
とにより自尊感情が高まるようにさせる。

米国での研修の様子
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３．ESD日米教員交流プログラム実施スケジュール

日程 都市 スケジュール

４月20日
東京 出発前オリエンテーション

ワシントンD.C 成田出発、ワシントンD.C着
４月21日 ワシントンD.C オリエンテーション、訪問都市の概要、講義、視察
４月22日 ワシントンD.C CHESPAX訪問　環境教育についての野外活動プログラム参加

４月23日
ワシントンD.C TC Williams高校訪問

ソルトレイクシティ ソルトレイクシティへ移動

４月24日 ソルトレイクシティ
レイクリッジ中学、レヒ高校訪問
トランスジョルダンごみ埋立地見学

４月25日 ソルトレイクシティ
ボンヴィル小学校訪問、ユタハウス見学
ソルトレイク州立研究所アンテロープ州立公園研修

４月26日 ソルトレイクシティ
ローランドホール学園訪問、ホークウォッチ環境保護団体訪問
科学技術博物館見学、SHIFT映像教材研修
ホームステイ先へ移動

４月27日 ソルトレイクシティ ホームステイ

４月28日
ソルトレイクシティ サンフランシスコに移動
サンフランシスコ 米国教員と合同会議、訪問都市グループごとのプレゼン準備

４月29日 サンフランシスコ
ESDについて講義
訪問都市グループごとのプレゼンテーション
前年度参加者の共同プロジェクトについての発表

４月30日 サンフランシスコ

ESD活動事例発表、講義
米国教員と分野別小グループディスカッション
米国教員と学校別小グループディスカッション
在サンフランンシスコ日本国総領事公邸にてレセプション

５月１日 サンフランシスコ My　First　Step考察　  まとめ
５月２日 サンフランシスコ 日本に帰国

６月27日～ 29日 東京 米国教員との合同会議

４．米国教員と構築したプログラム

　アメリカでの現地研修、東京での合同会議を経て、よ
り具体的にＥＳＤ推進のイメージが広がった。まず自分
の教育実践をＥＳＤの観点から捉え直した時、生徒自身
の自尊感情（セルフエスティーム）が重要であることを
再認識した。自分を大切に思っていない、尊い存在だ
と思っていない、自尊感情が低い子どもは、未来のこと
を絶望的に考えてしまう傾向が高い。持続可能という視
点さえ持てない。関心さえない。それは、アメリカでも
同様であることが、米国教員との交流でより明確になっ
た。環境を守る、平和をめざすという大きな目標にたど
り着くには、根本的にその人の自尊感情が高い状態、心
が豊かな状態が維持されなくては難しい。したがって、
そのために、まず自分というものを表現することから始
める。他人に表現することにより客観視ができるように
なる。そして、他人との比較ではない自己評価が出来て
いく。それを積み重ねて自分の良さを認識していく。少
しずつではあるが、自尊感情を高めていくには、最良の
方法の一つであるという考えが、米国教員との合意の中

で生まれた。
　このような共通認識の下、「子どもたちのボイスで心
を豊かにして、持続可能な地球の未来を創る」という
テーマで、日米学校間交流を進めていくことになった。
　どんな自己表現、自分メッセージが効果的か、合同会
議で話し合い、その結果、

「 I AM project 」というチームで、以下の①から⑤ま
で順で実施していくことになった。
①　自尊感情についての事前調査
②　各学校でビデオレター作り
③　ビデオレターを各校で交換して共有
④ 　アメリカのＥＳＤを紹介し、「持続発展可能な地球

市民とは」ということをクリティカルシンキング、そ
して行動目標を具体的に設定する。

⑤　事後調査

　ビデオレターは、各生徒1分間ぐらいで以下の文章を
入れて自己表現させることにした。

・I am ～
・I come from ～
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・I believe　～
・I need　～
・I fear　～
・I want　～
・I love　～
・I hope　～

　さらに、ビデオレター作りの前段階として、我が校で
は、高校1年生が「My Life」という題で生徒自身の日
常生活やストレス解消法などを紹介するポスターを作成
した。これらのポスターを「 I AM project 」のメンバー
の学校と交換した。ポスター作品の一部を紹介する。

５．ESD推進のための活動

（１）　米国ESD研修の紹介
　本校の図書館報「窓」に、全校生徒へ今回の日米
ESD教員交流について紹介した。以下紹介文。

　『今年度、日米教育委員会主催でアメリカ合衆国に
訪問してきました。米国の教育、社会、文化について
理解を深め、ESD（持続可能な開発のための教育）を
推進するためです。帰国後は、米国の学校と共同プロ
ジェクトを行っています。第１弾として高校1年生が

「My Life」というテーマで、ポスター作製し、米国高
校生に紹介しました。現在第2弾として、中学3年生
と高校1年生が、「日米Voice交流プロジェクト」で米
国の中高生とビデオ交流しています。
　今回は、アメリカ訪問の様子をぜひ、みなさんに紹
介したいと思います。
　日本全国から24名の教員が、ワシントンから、ユ
タ州ソルトレイクorアリゾナ州フェニックスへ、そ
して、サンフランシスコに集合という行程でアメリカ
を横断してきました。多くの学校、NPO・NGO団体、
施設を訪問し、米国教員と合同ミーティングを行いま
した。

米国から送付されたポスター

日本から送付したポスター

子どもの心が動く健康教育をめざして 　~ＥＳＤ日米教員交流プログラムを通じて~
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　アメリカの学校訪問中に、小・中・高校生に日本の着
物を体験してもらいましたが、なかなか好評でした。男
子もチャレンジしてくれました。一本の帯布から立体的
な帯が出来上がるのが不思議なようです。
　また、アメリカの先進的なESD実践学校へ訪問したの
ですが、まさに、名大附属でしている総合人間科の発展
形というところがありました。自分でテーマを決めて、調
査研究し、FWを行うのです。地域のコミュニティーや
NPO団体で活動し、地域社会の中で体験を積みます。そ
の成果を、訪問した私たちに、1対1でパワーポイントを
使って説明してくれました。年々成果を出し、地域の中
で必要な存在となっていると実感できているようでした。
　ある高校生は、アメリカは多民族国家なので、ご近所
や両親はスペイン語しか話さないが、学校では英語とい
う家庭が多いコミュニティーで、バイリンガルを活かし
た語学教室のような活動をしていました。
　また、ある高校生は、冬季オ
リンピックが開かれたことのある
ソルトレイクで、スキー場開発と
環境について調査をしていまし
た。その高校生自身がスキーを
楽しんでいて考えるようになった
とのことです。

　アメリカでは、国土の大きさから来る感覚の違いを実
感することが何度もありました。上のごみ埋め立て場の
写真のトラックの大きさを想像できますか。日本の大型
トレーラー以上なのですが…。見学地では、次の埋め立
て場の心配をする話は全くなく、臭いもごみの量もBig
なのですが、近隣住民もいないし、埋め立て場からでる
メタンガス利用の施設といった感じでした。土地に困っ
ている日本との違いが出ています。ごみを減らすという
ことよりも、出たごみをどう使うかということに主眼が
おかれています。ランチがある学校では大型コンポスト
で残飯を肥料にし、畑で野菜を作っています。しかし、
ペーパータオルが山のようにおかれ、ランチのフォーク
は使い捨てでした。水がとても貴重なのです。どの部分
を大切にするかで、生活様式も変わってしまいますね。
　米国内の気候が様々で適応能力の違いがあるのか、服
装もばらばらでした。毛糸の帽子の人、半袖半ズボンの
人。違っていてもしだいに違和感がなくなっていきま
す。シャツなしで電車に乗ってしまう人もいるのでしょ
うか。下のような注意書きを見つけました。

電車の中の注意書き

　自分たちと違うところを違うんだで終わらせるのでは
なく、その違いに至った理由や背景を理解し、それぞれ
が価値を置いているところから共通認識を探り出し分か
ち合う大切さを体験できた訪問でした。アメリカ大陸を
横断し、大きさだけでなく違いが生まれてしまう必然性
を実感し、そして米国の先生たちとじっくり話せた成果
です。』

米国高校図書室での和服体験交流

米国高校での授業風景

見学したごみ埋め立て場
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ホームステイしながら本校授業に参加している。本校生
徒の訪米は昨年度からで、現地高校生宅にホームステイ
しなら、現地高校の授業に参加し、交流会では日本文化
についてのプレゼンテーションを行っている。

６．まとめ

　今年度は、健康教育の分野だけでなくESD全般に関わ
ることができ、大変有意義であった。初歩的なことである
が、グローバルな視点で、他国と関わるには英語をツール
としたコミュニケーション能力が必要であることも痛感し
た。また、それ以前に自国の文化等についての深い理解や
自分の意見をしっかり発表できる力が必須であると思った。
　米国教員と構築した「 I AM project 」でも、生徒が相
手に伝えたいことを英語で、というところが予想どおり壁
となり、時間を要した。英語科の先生方の協力なくしては
完成できなかった。苦労はしたが、やり終えた時には、初
めのねらい通り、自信に満ちた表情を生徒たちはしていた。
　ノースカロライナへ訪米した高校生は、一時期だけいる
日本人という扱いではなく、同じ教室にいる仲間として米
国高校生から、いろいろアドバイスを受け、新たな課題を
見つける機会も与えてもらったようであった。多民族多文
化共生が当たり前の米国から学べたことは大変多かった。
違いが生まれてしまう必然性を考える機会にもなった。

【謝辞】
　このような研修の機会を与えてくださり、また多くの
方に支えていただいたおかげで、米国教員と共通の目標
を持ち、教育活動ができました。関係者の方々に深く感
謝申し上げます。

米国ノースカロライナ州の高校での様子

（２）　愛知県ESD子どもフォーラム
　ESDユネスコ世界会議あいち・なごや支援実行委員
会主催のESD子どもフォーラムに、生徒6名（中学生2
名・高校生4名）が参加した。
　これは、2014年11月に開催される「ESDに関するユ
ネスコ世界会議」にあわせて、未来を担う子どもたちが、
持続可能な社会づくりについて話し合う「子ども会議」
で、愛知県内の小学5年生から高校3年生まで120名が
学校のESDの実践や自己の体験を持ちより、ESDに関
する学びを通して、持続可能な社会づくりを考え発表す
るフォーラムである。
　本校からは、環境学習コースに中学生2名、国際理解
学習コースに高校生4名が参加した。
　活動内容は以下の４回である。

①エクスカーション
　・体験を通してESDについて学ぶ
②グループディスカッション１
　・エクスカーションで学んだことへの意見交換
　・子どもフォーラムに向けてのテーマの話し合い
③グループディスカッション２
　・ テーマについて自分たちができることの話し合い

と、成果発表にむけてのまとめ
④子どもフォーラム
　・各学校のESDの取り組み発表
　・グループディスカッション成果発表

子どもフォーラムの様子

（３）　米国ノースカロライナ州高校生との交流プログラム
　 本 校 で は、 平 成23年 度 よ り 米 国 ノ ー ス カ ロ
ラ イ ナ 州 の 高 校 生 が1週 間 訪 日 し、 生 徒 宅 に

子どもの心が動く健康教育をめざして 　~ＥＳＤ日米教員交流プログラムを通じて~

－100－


