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新時代のための教育改革を
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今月の
テーマ

今年は 7月上旬に九州で記録的な豪雨が発
生し、球磨川など大河川が氾濫。その後この豪

雨は東日本や東北地方の広い範囲にも影響を及

ぼしましたが、この一年は例年よりは日本を襲

う台風の回数も少なく気象災害の少ない年でし

た。しかし、新型コロナの感染拡大という思い

もよらぬ危機に見舞われ、日本のみならず世界

中に大きな不安が広がる一年でした。そうした

中にあって、私たちはこの先、気候危機や感染

症の危機などを前提とし、これまでの暮らし方

や働き方、社会や政治や経済の有り様など、こ

れまで当たり前と思ってきたことの見直しを迫

られた一年でもありました。

見直すべき点は多々あり、人それぞれに優先

事項も改善の程度も異なるでしょうが、私はや

はり、社会、経済、政治、技術など全てを動か

す、いわば全ての基盤である「人」を育てる教

育や学びについて、今のままでいいのだろうか

と考えています。以前から、気候変動など社会

的課題に関心を持たない日本人が多いことや日

本に市民社会が育たないのは、哲学や市民教育、

政治教育に不熱心な日本の学校教育にも原因が

あるのではないか？「今だけ、金だけ、自分だ

け」というような短絡的な人間が増え、人間の

質の低下が見られるようになったのも教育に問

題があるのではないか？と考えてきました。さ

らにコロナ禍で、安倍前総理の一言で全国の学

校が休校になり、オンライン授業で教育格差が

露呈し、学術会議が政治問題になるといった昨

今の状況を見ていると、長期的視野が必要な教

育・学問が、短期的視野でしか動かなくなって

いる政治や経済に翻弄されていいのか？　これ

からの新しい社会づくりに向けて「人」を作る

教育や学びこそを、根本的に見直す必要がある

のでは、と思うようになりました。

当会では以前に三井物産環境基金の支援を

受けて、日本の持続性の知恵について検討し、

『環境の思想』（2010年）を出版。その中で私は、
江戸時代から現在に至る学び・教育について整

理しました。そして、江戸時代までの幕藩体制

下では、寺子屋、藩校、私塾、地域社会、商家

など様々な場で培われてきた共同体意識や、儒

教や仏教的思想に基づく「道徳」と ｢読み書き

そろばん｣ に代表される実用教育に重きを置い

た教育が行われ、各々の場で「人」として生き

ていく上で必要なことが授けられていたことを
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風

再認識しました。しかし明治維新以降の教育は、

形式的には欧米型教育システムを導入したもの

の、精神的な部分では ｢国｣ に忠誠を尽くす従

来の「集団の存続」を重視する考えを継続。教

育の目的は、明治政府が富国強兵と殖産興業を

掲げて以降、若干の紆余曲折はあったものの、

一貫して国家が管理し国を富ませる「人」とい

う「材」を生み出すことではなかったかと思う

ようになりました。

こうした管理型の日本の教育が、礼儀正し

くルールを守る日本人と安全な国を作り、争い

よりも調和や平穏を大切にする日本人を生み出

したのは事実でしょう。その反面、曖昧で自分

を表に出さない、誰かが何かをしてくれるとい

う主体性の欠如、集団行動を重視するなどの傾

向も見られます。特に社会的課題について、公

的な場面では自分の意見を言わない・行動しな

い人たちを見ていると、これでは何も変わらな

いと感じることもあります。

確かに、これまではそれで何とか凌げたの

かもしれません。しかし、気候変動や感染症な

ども含め、不確実性が高まるこれからの時代に

向けては、それでは到底成り行かない気がしま

す。日本人の長所は活かしつつ、主体性のなさ

などの短所を克服し、自らが学び考え判断し行

動する「人財」を育てることが、個々の幸せに

も、社会にとっても不可欠ではないでしょうか。

そのためには、今の教育のシステムや内容を見

直す時期に来ていると思うのです。

例えば、世界幸福度ランキング 3年連続トッ
プで、教育分野でも高い評価を受けるフィンラ

ンドの学校教育では、修了年限や時間割に柔軟

性があり、全国カリキュラムはあるものの（大

学院で専門的に訓練された）教師の裁量権が大

きいなど、管理型でない教育が一定の成果を

挙げています。義務教育の 1クラスは 20～ 30
名程度、読書量が多いのも特徴です。この背景

には、資源の乏しいフィンランドでは「人」を

第一の財産とした教育改革が行われ、授業料や

給食は無料、国家や自治体の予算の約 1割を教
育に充てているそうです。

一方日本は、教科書も検定され指導要領に

従った指導が求められ教師の裁量権は限定的。

義務教育の 1クラス人数は標準 40人。また教
育機関への公的支出割合は、OECD加盟国 34
カ国中最下位（ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ 5.6%、日本 2.9％）。9
月に発表されたユニセフ「レポートカード 16」
では、日本の「子どもの幸福度」は、身体的健

康 1位、学力・社会的スキル 27位でしたが、
精神的幸福度はなんと 37位と下から 2番目で
した。（これには周りの大人の働き方や経済状

況も大きく影響しています。）

国の大きさや歴史、社会の状況なども異な

り単純な比較はできませんが、少なくとも、今

の日本では教育の価値が低く置かれ、次世代を

担う子どもたちもあまり Happyではないよう
です。

現行の教育基本法では、教育の目的は、個

としての人格の完成と、平和で民主的な国家及

び社会の形成者として必要な資質を備えた国民

の育成です。そして本来の教育・学びは、学校

だけでなく、家庭、地域、職場でも行われ、成

長に合わせ各々の時期に各々の場所で行われる

べきものだと思います。しかし現状では、親や

大人は忙しく、教育は学校任せ、その学校は文

科省管理のもとで行われ、教師も忙しさに追わ

れる状況。大学教育も「たこつぼ化」し、職場

での教育も昔ほどにはなく、人格の完成も社会

の一員としての育成も中途半端です。こうした

状況から、現在大学入試や学習指導要領の改革

も進められていますが、一般の関心は低く、こ

のままではよい変化は望めない気がします。

コロナ感染拡大により今年の年末年始はい

つもと違うものになります。是非、持続可能な

社会の基盤となる「人」をどう育てていくか、

そんな本質的なことも考えてみてほしいと思い

ます。よい新年をお迎え下さい。
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執筆のスタンス

与えられたお題に対しては、「受験のため

の詰め込み」、「ゆとりのない先生の仕事」等

の問題提起が思い浮かぶ。しかし、そのあた

りは教育問題の専門家から、現場を踏まえた

話があるだろうから、教育（特に初・中等教

育）には門外漢の筆者は、少し違った視点か

ら論じてみる。

ということで、ここでは身近な事例を題材

に “ 問題提起 ” をして、それに専門家からの

意見を頂戴するというスタンスで書いてみた

いと思う。

取り上げる題材

「学び、考え、行動する若者」と聞いた時、

いま一番に思い浮かぶのは “ グレタ・トゥン

ベリ ” さんではないか。環境問題の幅広い知

識、その意味を深く考えてそれを社会に発信

す る 行 動 力 は 驚 異 と い う し か な い。 そ れ は

ヨーロッパの政界図を動かす可能性さえ感じ

させる。そのグレタさんの姿に驚いた大人達

は、「誰かの洗脳だろう」、「社会のこともよ

く知らずにヒステリックに叫んで」などと中

傷 め い た 批 判 を す る。 あ の ト ラ ン プ も 含 め

て、何人かの元首たちがからかい口調でけな

すなど、大人気ないというしかない。

では、当人に会ったこともない筆者が彼女

のことを評価する理由は何かと問われるだろ

う が、 そ れ に 対 す る 返 答 こ そ が こ の 拙 文 の

キーでもある。それは、年齢、その主張や行

動様式がよく似た “ 我が家のグレタ ” を身近

に見ていて、その延長線上に本家のグレタさ

んを類推するからである。当家でも、「あの

歳で環境問題に発言をするのは、爺さんの教

育のせいだろう」と、言われた。しかし、そ

れは全く当たらない。爺さんは問われたこと

にヒントを与えたことはあるが、それ以上の

教育などは施していない。むしろ専門家とい

うことで半世紀以上もやってきた小生が、答

えに窮するようなことが度々ある。あの年代

の感性と理解力を侮ってはいけない。

では、どんな勉強をしたのか？

「我が家のグレタ」は、実は小学卒業直前

から不登校であった。では勉強はどうしたの

か。基本は独学であり、多少の通信とフリー

スクールでの勉学だけである。それにもかか

わらず難しい生態系に関しては、食物連鎖や

適者生存を、地球環境問題でもエネルギー保

存とエントロピー増大などを、その本質もか

なり理解しているようである。

「な ぜ そ ん な 難 し い こ と を 知 っ て い る の

か？」と尋ねると、「学校に行かず宿題も予

習もないのだから、考える時間は十分あるか

ら」と言い返された。それは時間だけの問題

ではなく、本人の理解力も認めねばならない

と思うが…。

加えて、時間があるので様々なことに自ら

取り組む。例えば、作物を育てることに興味

があり、そのために堆肥を作るが、その方法

を検索しながら、水分と土壌と生育の関係な

どを試行錯誤しつつ会得している。つまり経

験を通して知識を得ている感じである。大工

仕 事 に も 関 心 が あ り、 縁 の 修 理 や 動 物 小 屋

を、設計し、材料を集め、製作するとか、灰

と廃油で石鹸を作るなど、ほんの初歩ではあ

るが「材料学、力学、化学」なども体験から

得ているように見える。
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それ以外、学校で学習する知識の大半は、

今のネット時代では簡単に検索して分かるの

で、先生より最新情報を知っている。これは

大学でも同じで、「水俣病とは…」といった

解説をしていると、さっさと検索して後は横

を向いている。検索では得られない「問題の

背景、将来予測など」を話す時だけ講義を聴

いてくれる。ネット時代になって、やっと本

来の授業・講義ができる（というより、せざ

るを得ない）時代がきたのは、先生には大変

かもしれないが、結構なことではある。

ひきこもり事例から見えてくるもの

前 段 で 書 い た の は、 一 言 で い え ば 今 の 学

校教育の問題点を、 我が家のグレタという

少 々 特 異 な 例 を 通 じ て 提 起 し た も の だ が、

他の引きこもり事例から見えてくる学校事

情を考えてみる。

私たちが設立した「認定 NPO 法人ソーシャ

ルデザインセンター淡路（略称 SODA）」は「誰

もが役割のある社会」をめざして、ひきこもり・

不登校等の支援に取り組んでいる。その対象の

一人、M さんは、小・中学校でいじめにあい、

人目が怖くて 15 年間も引きこもっていた。そ

れが SODA に出会って仕事をするようになっ

てから、温かい人たちに「ありがとう」の言葉

をたくさんもらって元気になり、今では支える

側になることが彼の夢となっている。類似の嬉

しい具体例をいくつも紹介したいが、紙数の関

係で割愛する。

今、学校へ行かない子、社会へ出られずに籠っ

ている子がたくさんいる。理由は様々だが、共

通しているのは、自尊感情が希薄で「自分は何

の役にも立たない厄介者だ」と思い込んでいる

ことである。しかし、どの子もそれぞれがとて

も輝くものを持っている。SODA では、絵を描

き、木工や瓦細工など色々の作業をするが、そ

の中で繊細で驚くような作品を作る。人との会

話は苦手だが、こうした作品を通じて自分を表

現する。そのような個性を生かせない社会は、

社会の損失でもある。そもそも「役に立つ」と

は何なのかが問われるべき時だろう。

これからの学校を考える

上記のような経験を踏まえて、私たちはい

ま新たな学校つくりを計画をしている。その

基本を、「多様な生き方が選べ、自らその未

来を切り開くことができる土台を作る学校」

とした。それを支えるために、以下の教育方

針を想定している。

「哲学の学習」：“人はどう生きるか、社会

はどうあるべきか、なぜ学校に行くのか”と

いった根本命題を自ら考えられる哲学の学習

である。的確で速い理解は、理由を納得して

からの勉強である。また、「一人では生きて

いけない人間という存在」のことを学ぶこと

も包含したい。

「個性の尊重・育成」：戦前は、「富国強

兵」を目指し兵士の教育に徹していた。戦

後は産業戦士の育成が目的となったが、そ

の産業が「規格大量生産」を特徴としたの

で、教育にも「規格」を求めたのだろう。

しかし、個性ある企業が活躍する世界の趨

勢の中で、ガラパゴス化・ゾンビ化したと

される日本産業を救うためにも、個性ある

才能が必要である。

こだわりの強い個性を持った人は、こだわ

り の モ ノ づ く り に 適 し て い る こ と が、NPO
の作業でも見られる。個性的なモノづくりが

求められるこれからは、一人一人の個性を伸

ばす教育が大事で、「普通、人並」という基

準で評価し、そこからはみ出していると「い

じめ」にあうような学校は変えるべきだろう。

「実学からの学びの重視」：我が家のグレ

タに見るような、自ら興味のある実践から

始め、そこで必要になった知識を学ぶ仕組

みを作る。必要性を感じて学めばより知識

が身に付く。また、言葉に加えて、音楽、

絵、身体、造形など様々な手段で自己表現

できる場を用意する。
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１．「大学」のいま

私が大学に入学した 1975 年から 45 年を
経て、今の大学は同じ高等教育機関でも当時

とは中身が全く別物との感がある。

高等教育を通して独自性や自立性を高め

るという点では同じなのかもしれないが、

目指す方向が全く異なっている。私たちの

当時は、どのような「人間」になるかが問

われていたように思う。それに対して、今

の大学ではどのような「社会人」になるか

が問われている。

現在、大学では社会人になるための基礎

力として「意思疎通力」、「発表・説明力」、「情

報収集・調査力」の習得が強化されている。

一人前の「社会人」であることが重要な側

面なのは間違いないが、やはり全人格の一

面でしかない。

大学は、高等専門教育を施し、研究機能に

よって社会に貢献する機関である（文科省が

定義する「今」の大学機能とは異なるかもし

れないが…）。専門教育や研究を通してこれ

らの社会人基礎力を自ら鍛え、社会で活躍で

きる全人格的な人財が育つ場の提供こそが、

大学本来の重要な社会的役割だと思う。

２．当世大学生気質：「大学生」の今昔

私自身、企業の研究職から大学教員に転じ

ていつの間にか 10 年近くになろうとしてい
る。そんな経験を通じて、大学生世代の今昔

にも大きな格差を感じる。昔からの迷言「今

どきの若い者は…？」に習って、この格差に

ついて感じるままに戯れ言を少し並べたい。

文部科学統計要覧等によると、大学進学率

は 45 年前の 1975 年度は全体で 27.2％（男：

41.0％、女：12.7％）だった。高校生平均 4
人に 1 人の進学で、男子は 5 人に 2 人、女
子で 8 人に 1 人しか進学しなかった。対して
2017 年度、全体で 52.6％（男：55.9％、女：
49.1）となり、男女ともほぼ 2 人に 1 人が進
学している。

以前は大学数が少なく進学率も低い分、進

学者にはある程度の基礎学力や意識・意欲の

高さが必然的に備わっていた。それが、良く

も悪くも受験勉強や一発入試という形で、あ

る一定レベル以上の篩にかけられてきた。

近 年、 大 学 数 が 増 え（1975 年：420 校
→2017 年：780 校）、入試方法も AO 入試（人
物、あるいは特定能力評価）や指定校推薦入

試制度などにより、進学率が 45 年間で約 2
倍に上昇した。進学率の上昇は大学生人口を

増加させるが、一方で基礎学力や意識・意欲

面での幅が大きく広がることも意味する。

大学の雰囲気も当然大きく変わる。私の

大学時代、文系・理系に関係なく、キャン

パスには、よく言えば熱情があって活気

に溢れ、悪くいえば荒々しく尖っていて男

臭いコミュニティだったように覚えている

（ジェンダ―を無視しているわけではなく、

当時への個人的郷愁とご理解いただきた

い）。それに対して、今は、よく言えば全体

的に平和的で落ち着いているが、穿って観

ると沈滞した活性度の低い雰囲気だとも言

える。全く無関心というわけでもない。し

かし、全般的に学生の物事への関心や意欲

は低く、良い意味での拘りや執着心が少な

い。特に、学修面で「適当に」、「ある程度」

といった彼らの言葉に表れているように、

その傾向を強く感じる。
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３．「考え・学び・行動する」基礎を

身に付ける大切な大学時代

大学時代は、人間の成長段階で心身共に最

も活性度が高くなる時期だと思う。門外漢な

がら、人間が持っている三大欲求「食欲・性欲・

睡眠欲」に加えて、おそらく「知識欲」も最

も強くなる時期ではないだろうか。その影響

は、専門の修得だけでなく、あらゆる活動面

に顕れてもおかしくない。そして、その結果

の経験、特に「失敗」を通して学ぶことは多

いし、その後の自分の貴重な財産になる。

そんな経験を通して、「考え・学び・行動

する」基本的な方法論を実践的に身に付ける

ことができる。これが大学時代の重要な意義

だと思う。何よりも「大きな失敗（犯罪など

は除いて）をしても、十分やり直しが効く」

というのが、この時期の大きな特権である。

４．「考え・学び・行動する」の阻害要因  

      　候補～「豊かさ・便利さ」の功罪～

今どきの学生は、大学時代のこの恩恵を十

分享受し活かしているようにみえない。むし

ろ折角の機会を自ら放棄している感さえあ

る。学修意欲の低い学生は「わからないから

勉強しない」とよく言う。教員でなくとも、

普通は「わからないから勉強する」だと思う。

あらゆる物事に対して「わからないから、

やらない」という考え方は、多くの学生にな

ぜか共通するようで、「考える・学ぶ・行動す

る」ための起動力を阻害しているようにみえ

る。その根本的要因はたくさんありそうだが、

敢えて独断と偏見で挙げれば、現大学生世代

が生まれながらに恩恵を受けている「豊かさ、

便利さ」の影響が大きいと考えている。

わからないことがあれば、すぐにインター

ネットから必要な情報が引き出せる。知らな

い言葉や英単語は辞書の代わりにウィキペ

ディアで調べられるし、計算は電卓かパソコ

ンがやってくれる。「マンガで学ぶ…」、「絵で

わかる…」といった教科書や参考書が出版さ

れ、web 上での e- ラーニングで「気楽」に学

習できるようになった。あらゆる面で「据え膳・

上げ膳」化しており、地道で継続的な努力無

しに何かを安易（気楽）に得ようとする社会

的傾向が加速している気がする。バランスの

とれた日々の食事を自分で消化・吸収する代

わりに、咀嚼したり消化しなくても、速効吸

収できる流動食や栄養補強食品だけで効率良

く栄養を摂るようなものである。誠に「豊か」

で「便利」な「気楽」に生活できる社会になった。

しかし、学生達の学修状況の実態はどう

か？便利なものを使えばわかった、できたと

誤解した状態で終わってしまっている。さら

に悪いことに、自分たちが理解していないこ

とに気づく感性さえ乏しくなっている。

筋肉や消化器官を使わなければ機能が衰え

るように、自分の頭を積極的に使わないから

「考える力」が弱まり、集中力や持続力も弱

くなっているように感じる。結果として、大

学で身に付けるべき「学び方」自体を学ぶこ

とができず、「やらない⇔わからない」の悪

循環に陥っている。

豊かで便利な社会の実現が、皮肉にも「（気）

楽さ」、「怠惰」への欲求を、特に多くの若者

世代の中で増殖させていることは否めない。

５．大学教育の原点回帰へ

温暖化など既知の地球環境問題に加えた

コロナ禍で未来がさらに混沌とする中、自主

的に課題発見でき、解決策を創り出せる人材

（財）がますます不可欠である。大学時代は

あらゆる欲求に対して渇望し、それが物事へ

の関心を高め、「失敗」を恐れず、未知のモ

ノへ挑戦するエネルギーになる。

そんな活性化した自律心ある「人財」を育

成するのが大学の使命だろう。大学教育本来

の原点は、その使命を果たす処にある。「社

会人基礎力」の教育が社会ニーズへの対応で

あれば、むしろ、今こそ大学教育の原点に戻

る改革を実行する時期である。
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浅利　美鈴　( あさり　みすず／京都大学大学院地球環境学堂　准教授 )

私は現在、京都大学の地球環境学堂とい

うところで、「環境教育論」という講座を担

当している。一応、「教育」を標榜している

のだが、教育学などの基礎や専門的知見が

ある訳ではない。今回のお題については、

あくまで大学等での自身の教育体験に基づ

いて雑感を綴らせて頂きたい。

そもそも「地球環境学堂」という所属組

織…聞きなれないと思う。通常、〇〇研究

科と呼ぶところ、ここは学堂と名乗ってい

る。平たく言うと、「先生も学生も、文系・

理系を問わず様々な学部（私は、元は工学

部）から集まってきて、地球環境問題の解

決を目指すための研究・教育・社会貢献活

動を志している大学院」といったところだ

ろうか。私自身がここにきて約 5年になる。
この大学院（修士課程）は、地球環境問題

に関する基礎的な知識を幅広く学べるだけ

でなく、3 か月以上のインターンで実務能
力を身に着け、研究につなげることが求め

られる。ほぼ全ての講義が英語で行われる

こともあり、概ね半分は地球や地域の環境

問題を解決したいとの志を持つ留学生であ

る。

廃棄物管理や環境教育をテーマとする私

の研究室も、まさに全世界からの留学生が

集まってくる。困難な社会課題に立ち向か

おうとする意欲的な学生が多いが、さて「学

び、考え、行動する」力はどうだろう？特

に、いわゆる途上国からの留学生を見てい

ると、「学び、考える」ことには真面目に

取り組むのだが、どうしても「行動する」

ところまでいかない、もしくは、中途半端

になることが多いように感じる。行動のレ

ベルにもよるが、「ごみ分別」「資源の節約」

「節水・省エネ」などの日々の暮らしにお

ける行動が、手っ取り早く観察できる。ま

たエッセイなどを書かせると、立派なもの

を提出してくるのだが、研究室に所属した

当初の行動は見ていられない。まさに、ハ

イムーンまんが「意識と行動」そのもの

だ。もちろん、母国ではそのような受け皿

がない（例えば、ごみの回収・リサイクル

が根付いていないため、分別の習慣がない

など）といった状況も考えられる。しかし、

日本に留学するレベルの学生の場合、現地

では比較的恵まれた家庭環境にある場合が

多く、節約や身の回りの細かな配慮、汗水

かいての我慢や努力が求められなかったと

いうことも考えられる。

しかし、当研究室では、徹底して環境配

慮行動を叩き込む。おそらく、京大一（い

や、日本一？？）のエコラボではないかと

思う。ごみ分別は当然だが、省エネも徹底

しており、冬もエアコンなしで、ウォーム

ビズと炬燵で乗り切るくらいである。もち

ろん、日々の暮らしのマナーだけでなく、

地域や大学、様々なコミュニティにおける

社会貢献活動やリーダーシップ活動など

も、積極的に後押しするようにしている。

自分自身の背中も見られていると思うと背

筋が伸びる想いだが、このような教育・コ

ミュニケーションの効果は小さくないと思

う。もともと、優秀な学生なので、みるみ

る吸収し、特に後輩の指導などを始めると、

本領発揮となる。母国に戻ってからの活躍

にも期待したい。

さて、当研究室には、学部生も多く出入
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りしている。「エコ～るど京大」という学

生を中心とした学内団体の拠点になってい

るからだ。様々な出身地、様々な学部の学

生が来るが、留学生同様、当研究室では、

厳しい環境配慮行動が求められる。同時に、

「学び、考え、行動する」ことを極めても

らうことが醍醐味となっている。

「学ぶ」は当然だが「とことん考え、議

論する」ことを、何事においても大切にし

ている。考え方や関心が違う学生と議論を

始めると、時間がいくらあっても足りない。

気づいたら日付を跨いでいたということも

度々だ。そのような中で、ユニークな提案

やプロジェクトも生まれてきた。最近では

「京都大学プラ・イドチャート」や「マイ

ボトルダンス」「バラバラボ」「今日も明日

も SDGs」など、名前からしても学生らし
い取り組みが誕生している。どれも、数カ

月の議論を経て、考え抜かれてきたもので

ある。ただし、放っておくと、いつまでも

考え続けてしまうので、行動に移すように

背中を押すタイミングも重要なのだが…。

「行動」力やスキルは、今時の学生らしく、

私たちにはできないようなことを、いとも

簡単にやってしまい、感心することも多い。

オンラインでのイベントや、動画素材の作

成などはもちろん、なんでも「ググって」

解決・実行してしまい、頼もしい。

小学校等に対しても、特に SDGs をテー
マにした授業／プログラム開発支援で、い

ろいろなところにお邪魔している。多くの

場合、総合学習の時間を使うことになる

が、タイトな中で効果的に進めるため、校

長先生や担任の先生方とのやりとりが重要

となる。生徒さんたちの「学び・考え・行

動」それぞれの進度と、到達目標を丁寧に

確認しながらプログラムを組んでいく。最

近の授業は、内容もツールも進め方も、私

の想像を超えている。特に、子供たちによ

る授業の進行や、モチベーションアップの

仕掛け、他の教科とも連携した展開など

は、私の小学生時代では考えられない。ア

クティブラーニングの推進が叫ばれている

が、現場は、まさに実現しようとしている。

SDGs という、大人でも取っつきにくいテー
マであるが、さすがは若い脳みそ！どんど

ん吸収して、様々な形で自分たちの暮らし

や地域に落とし込んでいく。この小学生た

ちが、大人になったら、世の中どうなるの

か？？期待でいっぱいだが、その時には、

私たちの世代は、戦力外通告を受けてしま

うかもしれない。

こうしてみると、「どう育てるか？」と

いうことへの解としては、私の場合、場を

創って、時間を使って、一緒に実践してい

くことに尽きる。時間もエネルギーも必要

となる。しかし、決して与えているばかり

ではない。私も共に学んでいるという実感

がある。また、そこから波紋が広がってい

く実感もある。最近では、オンラインによ

り、海外の学生や、国内の高校生とも、同

じように「学び、考え、行動する」機会も

増えてきた。地道にではあるが、こうして

少しずつ、しかし確実に、この輪を広げて

いくことができればと思う。

ハイムーンまんが「意識と行動」
(注 ) 点線が意識、実線が行動
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大西　悟　( おおにし　さとし／東京理科大学　理工学部　経営工学科　助教 )

大学に移ってから 5 年が経とうとしてい
る。その間、SDGs が賑やかなこともあり、
それまで「環境」に関心のなかった学生も、

教員も、サステイナビリティを日常的に口に

するようになった。しかし、もちろん、これ

まで関連した研究をしてきた先生とその教え

子たちは別だが、SDGs を指針に「学び、考
え、行動する」人を育てる機運があるかと言

えば、その多くは心もとないのが現状だろ

う。そのような中、私なりに試みてきた教育

と実践をここでは述べたい。

「継承可能性」としてのサステイナビリティ

サステイナビリティを、持続可能性と訳す

場合、それは規範的かつ普遍的である。未来

に理想の世界があり、そこからバックキャス

ティングで現在の在り方を模索する線形の世

界観がそこにある。そして、その原動力は、

西洋の一神教のもとで培われてきた倫理と社

会規律にある。そのため、多くの日本人にとっ

ては、建前として理解できたとしても、目の

前の行動を変えるほどの腑に落ちた深い理解

には届きづらいのではないかと思う。SDGsの
ロゴの訳を英語の直訳ではなく、自分事にする

ように工夫したとの逸話は、大いに賛同する。

それをさらに促すために、どこか他人事の

持続可能性を自分に引き付けるために、訳語

として「継承可能性」を持ち出してはどうか。

継承という言葉は、誰かが、誰かに、何かを

引き継ぐ、ことを意味する。すなわち、自分

が主語で、愛する人と大切なものを述語にす

ることで、自身を通じて解釈することを促す。

持続可能性の要求する果てなき時間軸、例え

ば 1000年続く等、へも区切りをつけたい。私

たちにできることは、せいぜい祖父母、両親

たちの世代の蓄積を基盤に、子供、孫のため

に今を積み重ねることだ。そんな人の顔の見

える訳語で再構築していくことで、行動を促

していこうというのが、今の私のスタンスだ。

もちろん、これは二項対立を意図していな

い。お互い補完しあえるし、曖昧に使い分け

られるのが日本人のよいところだ。その際に、

2 つの訳語をつなぎとめる考え方の整理が大
切になる。私自身、その中身を教材として徐々

に発信していこうと思うが、その第１歩を紹

介したい。

講義「哲学」での実践

2019 年度より、法政大学の学部１年生を
対象に、「哲学」の講義を担当している。私

は、工学者なので身分不相応なのだが、恩人

の依頼で引き受けた。話すからには、前述の

問題意識を自由に持ち込ませてもらった。ま

ず、最終レポートの設問は、自身で作成し、

それに自分に答えてもらうこととした。受験

勉強から解放された学生が、社会の動向を自

分事に考えてもらう試みだ。もちろん、設問

は、以下のように誘導してあり、毎回の小レ

ポートで言語化する訓練を入れている。

テーマは、環境を哲学する意義、工学の環

境史観、西洋の倫理と東洋の道徳、地域共創、

循環と共生という戦略、実践知としての環境

哲学と多岐にわたる。学生も一般教養の単位

環境哲学的な問い、２．それに対する回答
『哲学』の講義を受け、①自身の立場から、②関心
のあるキーワードに関心を持った。その理由は、自分
が③問題意識を持っているためである。これを思索す
ることで④貢献する対象に対し、どんなことができる
だろうか？

〔レポート設問〕
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合わせのつもりが、思わぬ内容で面食らう。

小レポートでは、まず、自身の関心を「自分

の言葉で書けない」ことに気づく。そして、「問

いが広すぎて、何を書いていいかわからない」

と嘆く学生もいれば、「知っていることと、

分かって考えることは違うんですね」と理解

する学生もおり、中には新しい行動を宣言す

る学生も出てくる。最終レポートは、まさに

千差万別。誰一人、同じ問いは出てこない。

少人数を想定していたが、１年目の履修

者 50 名はほぼ単位を取り、2 年目は 90 名の
履修者になっている。彼らが学年もあがり、

社会に出るころにいくばくか役に立てばと

思っている。

「共創デザイン研究会」の挑戦

もう一つ、地域づくりの、より実践的な教

材づくりに取り組んでいる。研究者の仲間 3
人で「共創デザイン研究会」を立ち上げ、そ

の成果の第一弾として、「共創による持続可

能な地域づくりのための 20 のパターン Ver.1 
～紫波町の地域づくりをもとに～」※を発行

した。これは、地域の状況に薄々危機感を感

じつつも、どう動き出し継続していけばよい

か、が分からず日々の業務や生活に追われて

いる地域の方々の手助けを意図している。

いわゆる先進地域と呼ばれる地域に、視察

に行って数週間はやる気になっても、「うち

には無理だ」と片付けてしまったり、周りを

説得できずに終わったり。そんな方々に、自

身の地域と結びつける見取り図を示し、それ

を活用した実践、行動を促す仕掛けを開発し

ていく予定だ。今年度は、調査対象を真庭市、

日南市、女川町に対象を広げ具体的な活用方

法を構築する。

イーロン・マスクと中村朱美、

そして、継承可能性

ここまで私の小さな実践を書いてきたが、

「行動力」について再考したい。サステイ

ナビリティで抜群の行動力を発揮している

対照的な二人。一人は、イーロン・マスク。

電気自動車のテスラ、PV のソーラーシティ、
火星開発のスペース X の CEO、会長として、
「人類の救済が必要」との信念のもと、持続

可能なエネルギーシステムと別の惑星での

文明をつくることに身を捧げ、自家用ジェッ

トで文字通り行動は留まらない。掲げた目

標の達成のためなら、何でもする強靭な知

識欲と行動力だ。

もう一人は、中村朱美。（株）minitts の代
表取締として「売り上げを、減らそう。」を

掲げた “ 佰食屋 ” を経営し、持続可能な働き

方を実現。業績至上主義が身近な人を幸せに

していない、というまっとうな発想をもと

に、ビジネスプランを構想し、専門家にけな

されつつも、実現し、継続する行動力。そし

て、その発想を洗練させたのが、家族の存在

だった。ささやかな行動力がしなやかに伝播

し、社会を少しずつ変化させていく、そんな

強さを予感させる。

サステイナビリティに向けた行動は、地球

スケールでの持続可能性と身近なスケールで

の継承可能性を追求するものだと、ここでは

主張したい。前者は、SDGs やパリ協定の枠
組みで否応なく対応が迫られる。その際に身

近な生活変化との葛藤は否めないだろう。後

者は、自分を含め、身近な人、コミュニティ、

景観の変貌への危機感から、より良い選択肢

を創りだす。だが、社会の制度・仕組みの再

考にまではつながらない、という課題が残

る。私は、両者をつなぎとめる具体的な方策

を粘り強く検討していきたい、と一研究者と

して考えている。

行動力の源は、根源的に個人的である。サ

ステイナビリティを持続可能性と継承可能性

と訳し分けることを提唱していき、「学び、

考え、行動していく」人を後押ししていく。

※ 詳細は、検索もしくはpatternlangage@nies.go.jpへ
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環文ミニセミナー ( 第４～６回 )

10月16日(金)、11月6日(金)、11月20日(金)にオンラインにて開催いたしました、環文ミニセミナーの概要を
ご紹介します。なお年内のミニセミナーはこれで終了となります。新年1月から再開します。
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第４回「石巻発 寄付車でつくるやさしい未来」

日時：10 月 16 日（金）16:00 － 17:00

講師：吉澤 武彦 氏　（一般社団法人日本

カーシェアリング協会 (JCSA)　代表理事）

JCSA は、東日本大震災で大被害を受けた
石巻を拠点に活動。2011 年石巻の仮設住宅
でカーシェアリング活動を開始し、その経

験を基に活動のひな型を作り、現在では「寄

付車を使用した新しい支え合いの仕組みを

つくり、石巻から全国に広げる」をミッショ

ンに、地域での連携・協力により、20 代～
70 代のスタッフ 20 名が 250 台の車を使っ
て、次の３つの活動を行っている。

(1)車をシェアして支え合う仕組みを地域に

「コミュニティ・カーシェアリング（CCS）」

カーシェアリングは支え合う地域づくり

を達成する手段で、各地域の住民が自らルー

ルや役割を決めて運営する。石巻では、不

便な土地で、知り合いが少なく、高齢者が

多い、という仮設・復興住宅の３課題に対

応し、住民がサロン（おちゃっこ）で運営

について話し合い、作業と経費は全員が分

担し、町内会のような雰囲気で活動。現在

では石巻を含め全国 650 人以上（平均年齢
75 歳）が各地域の CCS に参加し地域の親睦
に大きな役割を果たしている。高齢者は居

場所、比較的若い層は自己有用感が得られ、

身体的、心理的、社会的によい効果が表れ

介護予防にもなり、高齢者の免許返納にも

一役買って自治体からも期待されている。

活動を可能にするのは産官学民の地域連携。

行政は地域コミュニティに注目し、石巻で

は復興財源がなくなった後も福祉予算を当

てている。寄付車整備は大学の機械工学の

授業の一環となり、用品は企業が社会貢献

として支援、運営を担当する住民は研修を

通じてスキルアップ。各々にメリットある

提案をすることが喜んで参加してもらうこ

とが鍵で、そこに経験を基に協力しやすい

お膳立てを提供するのが JCSA の役目だ。

(2)寄付車を貸し出すことで人と地域を

元気にする「ソーシャル・カーサポート」

レンタカーやリースの仕組みを使い地域

で困っている人や団体をサポートする活

動。地域の商店での買い物でレンタカー代

キャッシュバック、震災遺構訪問時の割引、

離島での移動手段の提供、生活再建支援、

地域での自主活動の支援などを行っている。

貸出した車は災害時にはすぐに返却しても

らうことを条件とした低価格のカーリース

の仕組みだ。

(3)災害時に車で困らない仕組みを作る

「モビリティ・レジリエンス」

近年頻発する豪雨災害でも車は被災後の

片づけに必須。SNS やメール、業界団体や
メディアにも働きかけて車を集め、ボラン

ティアや支援企業が寄付車を現地に運んで

貸出す。岡山から始まり現在は熊本と佐賀

で活動中。県が地元の業界団体に車提供を

要請し、市町村が場所を確保し、JCSA が
被災者への情報提供を行うというスキーム

ができている。動かない寄付車でもパーツ
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の再利用や部品買取業者を通じて資金化し

て活動に役立てている。

今年 5 月に佐賀県の誘致で九州支部を設
置し、ふるさと納税の 9 割を活動費に充て
られることになった。今後は石巻のひな型

を基に、３つの活動を通じて高齢化・災害

多発時代に有効な具体的な支え合いの仕組

みを社会に示していきたい。

第 5 回「いつもの暮らしの持続可能な発展」

日時：11 月 6 日（金）16：00-17：00

講師：西岡 秀三 氏

（地球環境戦略研究機関 参与）

菅首相の所信表明で日本でもようやく脱

炭素に向け動き始めるが、「脱炭素」の意味

がまだ完全に理解されているとは言い切れ

ない。これからは脱炭素を前提に、どうい

う社会を築くかが課題。米国大統領選との

絡みで早めに宣言した方がよいと言う人、

原子力推進のチャンスだと考える人、対応

の遅れが国際競争力の失墜につながると懸

念する声など様々な反応があるが、脱炭素

とは目先の話ではないとの認識共有が必要。

人類生存のためには温室効果ガス排出をゼ

ロに向かうしかなく、脱炭素社会は必ず実

現する、やるしかない、という覚悟を持っ

てほしい。過去 30 年の排出量から計算する
と、２℃上昇で止めるには今後排出できる

分量はあと 30 年分くらいしかない点を理解
する必要がある。首相の宣言は大きな一歩

で、経団連中西会長も排出ゼロにしなけれ

ば経済は立ち行かないとの認識を示した。

「低炭素」と「脱炭素」の大きな違いは、「現

状から何％減らすか」から「全ての国がゼロ

排出へ」（パリ協定）が最終目標になった点。

そのためには、「経済発展の範囲で削減を目

指してそのうち止める」ではなく、「生存な

ければ経済なし。まず温度上昇を止める」と

ならざるを得ない。当事者意識も大きく変わ

る必要があり、「他人事」から「自分事」へ、

次世代も含め全国民（全人類）同じ目標ゼロ

エミッションを掲げることになる。また、こ

れまでは炭素排出許容量が決まらず皆が勝手

に排出していたが、今後は 2℃までに抑える
ための許容排出量（炭素 budget）の上限が
定まるため、後になるほど炭素価格が高価に

なる。そこで安いうちに脱炭素インフラへの

投資を進めた方が得な状況となる。

脱炭素社会の実現には、エネルギー消費

削減が第一。その上で、一次エネルギーは

炭素強度の低い天然ガスに転換し、最終的

には自然エネルギーに転換する。EU を中
心に炭素中立社会でのエネルギーシステム

の骨格が確立しつつあり、それに従って日

本でも転換を進める。エネルギー源を全て

自然由来にするには、狭い日本では難しい

面もあるが、太陽光など活用できるものを

活用すれば需要対応可能なことは計算済み。

「自立分散型エネルギーシステム」を確立し

「地域」分散居住により自然資源を管理する

ことが重要である。

従来脱炭素化が進まなかったのは、世界

の気候変動危機管理システムがうまく機能

してこなかったため。科学的データは蓄積

してきたが、それを評価する IPCC が 7 年
ごとで科学的知見を実際の抑止対策に繋げ

ることが遅れ、更に国際政治では各国が排

出削減を停滞させ、国内政治も「ゼロ排出」

という覚悟に欠け様子見のままで社会実装

が進まなかった。

今後は、脱炭素可能なエネルギーシステム

の構築に向け、まずエネルギー利用を半分に

した上で、核融合や宇宙空間利用など確実性

の低い技術革新に頼るのではなく、できるこ
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とから着実に確実に積み上げていくよう政府

に強く要求する必要がある。エネルギー転換

には多少の無理をする必要もある。

これを不安視する経済界の理解を得られ

るような対策を打ち出し、将来に希望や安

心感を持てるような政策を今から行ってい

くべき。更に 2℃以上の上昇が発生する可能
性も踏まえ、リスク回避の適応策も十分に

検討しておくべき。これまでのように国際

機関や国に任せきりにせず、皆が主役にな

り、責任を自覚し、対話により知恵を共有

する。特に日本のような先進国は、自分の

国だけでなく途上国への貢献も忘れずに行

う。先進国は多量の温室効果ガスを排出す

るインフラができあがっているため、ここ

からゼロ排出社会に到達するのは大変だが、

発展途上国は現在もインフラ整備中か未整

備の状況であり、ゼロ排出社会を目指す上

でより近道を辿れるだろう。

脱炭素が実現した暁にどのような脱炭素社

会を築くのか。それは自然と共生し「人が幸

福」である「日常」が持続可能な社会だろう。

例えば、ブータン王国では経済発展は手段と

捉え、国民の幸福な生活を支える基盤を提供

するため「国民総幸福指標」に基づく政策を

実施している。脱炭素社会の構築には市民の

社会的役割は多様である。低炭素の商品・サー

ビスをマーケットで支える購入者、日常生活

で低炭素に向け行動する生活者、低炭素社会

づくりへのビジネスなどへ投資する投資家な

ど、様々な立場で脱炭素社会に向け行動する

ことが求められる。フランスでは国民各層か

ら 150 名の市民をくじ引きで大統領が招き、
温室効果ガス 40% 削減達成のための政策提
言を行う「気候市民会議」を開催。計 7 回会
議を重ね、専門家の意見も交えて 149 の政
策を提言した。マクロン大統領は 3 つを除き
全ての提言を採択した。

第 6 回「気候安全保障：気候変動による

複合的リスク」

日時：2020 年 11 月 20 日（金）

講師：亀山 康子 氏　( 国立環境研究所 

社会環境システム研究センター センター長 )　

気候変動による複合的リスク（compound 
risk of climate change）とは、経済的・社
会政治的リスクを合わせたもので、台風や

洪水などによる物理的被害がどのように経

済的インパクトや政治的不安定につながる

のかを考察することで、ここ数年、欧米の

研究者の間ではホットな話題になっている。

例えば、2011 年にタイで洪水が起きたこ
とにより部品調達ができなくなり、日本の

製造ラインがストップした。また日本では

多くの食料を輸入しているため、海外での

干ばつは日本の食卓に影響が及ぶ。更に、

アジアでの社会的不安定性が高まれば難民

の発生につながり、日本の人道支援や開発

協力にも影響が及ぶ。このように、サプラ

イチェーン等を介して世界の気候変動が

様々な形で日本に影響を与えることをまず

理解することが大事である。

最近では、 日本の企業も TCFD（Task 
F o r c e  o n  C l i m a t e - r e l a t e d  F i n a n c i a l 
Disclosures: 気候関連財務情報開示タスク
フォース）の考え方に従って、自社の気候

変動リスクを真剣に議論し始めている。企

業が受けるリスクには、緩和策による「移

行リスク（Transition Risks）」と、自然現
象による「物理的リスク（Physical Risks）」
の二つがある。前者については、例えば、

政策変更により炭素税を導入したり電気自

動車しか走らせないとなった場合、今まで

化石燃料に頼っていた企業は大きなリスク

に直面する。後者については、気候変動に

起因する災害等によるリスクである。物理
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的リスクへの懸念について、CDP（企業や
自治体の気候関連情報の収集・提供を行う

国際 NGO）が世界の約 23,000 社に毎年行っ
ているアンケートを基に分析すると、企業

は「急激かつ集中的な降雨や干ばつ」等突

発的な自然災害への認識は高く、特に日本

企業は台風やハリケーンへの懸念が強いが、

「平均的降雨量の変化」や「海面上昇」など

徐々に変化する事象には比較的関心が低い

ことがわかる。また日本も世界もともに「企

業の評判」と「消費者行動の変化」を懸念

する企業が多い。業種別にみると、金融業

界では「極端な現象や大災害による操業・

業務への損害や混乱」「操業・業務を行って

いる地域や顧客のいる地域への影響」を懸

念する企業が半数を占める。一方、食品や

素材業界では「原材料の供給コスト増加」

が約半数を占めた。つまり、全ての企業が

全ての気候変動リスクを懸念する必要はな

く、関連するリスクをよく把握して正しく

リスクに備える必要がある、ということだ。

世界と比較して日本企業は認識している

リスクの種類が少なく、干ばつや季節的変

化を心配する企業は少ない。また世界の多

くの企業が懸念する投資や株主評価に対す

るリスク認識が低い。

「気候安全保障」という言葉の使われ方

を分析すると、4 つの定義に分けられる。
①「長期的かつ不可逆的な地球規模変化」

の定義は、温暖化自体や気候変動等の地球

規模の変化から地球・人類・生態系を守る

ため、GHG の削減（緩和策）を推進しよう
とする立場で使われる。②「個人への短期

的かつ突発的リスク」は、地域あるいは個

人レベルでの異常気象や付随する様々な損

失・損害という脅威から食料やエネルギー

など日常生活の基盤を守るため、レジリエ

ンス構築（適応策）の推進を図ろうとする。

③「紛争や暴力の根源的要因」と定義した

場合は、「移住など人の対立の原因」（資源

の奪い合いなど）を脅威と見なし、これら

から民族など人の基本的集団を守るため社

会不安につながる諸要素（政治的問題など）

を除外しなければならないという考え方。

④「軍事力や防衛力への影響」とは、「ハリ

ケーンや海面上昇が国の軍事施設等に与え

る被害」を懸念し、主にアメリカで議論さ

れている。日本では、①と②は緩和策、適

応策という言葉を用いて不充分ながら既に

議論されているが、③と④は、気候安全保

障の範疇という認識がほとんどない。しか

し、環境難民（気候変動を原因として移住

を余儀なくされた人々）の受入れ問題はパ

リ協定でも議論されており、世界の４％の

CO2 を排出する日本の責任上、今まで通り

移民を受け入れないという主張はできなく

なるだろう。

米国では気候安全保障の議論が進んでお

り、国防総省の報告書で、海外での自然災害・

海面上昇による人道支援の派遣増加、国内

に流入する難民増加、国外の治安悪化・紛

争増加の見通しを政権に関わりなく何度も

警告している。不安が現実になりつつある

現在、今回のアメリカ大統領選挙でも争点

となった。多くの GHG 排出国である米国
は難民を受け入れるべきと主張したバイデ

ン氏が選挙戦を制したことで今後の政策に

も変化があるだろう。

今後は日本でも気候安全保障の観点から、

パリ協定の下で難民の受け入れ、海面上昇＝

小島の水没による排他的経済水域の縮小、魚

類生態系の生息域の変化が漁業資源獲得に及

ぼす影響、北極の氷解による北極航路の変化

が北東アジア圏の安全保障に与える影響、に

ついて議論が進むことが予測される。

（文責：事務局）
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新型コロナ禍にはほとほ

と辟易しつつ、あわよくば

そこから何かしら「希望」

を見出せないかと、ずうっ

と思案してきた。その結果、

いったん私の見出した「希

望」とはどういうものか。

それはいつ叶うとも知れ

ぬ経済第一主義からの転換

が、人類の自発的選択では

なく、感染症拡大という強

制力にねじ伏せられる形で

実現する。そのことで温暖

化の危機はいくらか緩和さ

れる、というものだ。後手

にまわるゆえの、さらなる

混乱と犠牲の先にもたらさ

れる「希望」である。

その一方で、加藤三郎氏

の新著『危機の向こうの希

望』にはこうある。「コロナ

危機では、人々や行政の対

応が一変した」「それならば、

環境の危機に対しても、そ

の恐るべき脅威を多くの人

が実感をもって認識できる

よう、説明や広報の仕方を

工夫するなどすれば、人々

の行動も政治のプライオリ

ティも劇的に変化するはず

だ」。人類の理性をあきらめ

ない。人類のはしくれとし

ては、こちらの「希望」こ

そを追求すべきだろう。

それでは、どんな「説明や

広報の仕方」が有効なのだろ

うか。まずそれは新しい感染

症の流行と地球環境の不安定

化を、別個の脅威と見てそれ

ぞれに対処するのではなく、

その二つが実は同じ源から発

したものであることを示す。

そのような解き明かし方な

のだと考える。そうするこ

とで、コロナ禍によく身構

えることのできた人びとは、

そのまなざしを、環境の危

機にも向けることになるの

ではないか。

でも、それだけでは足り

ない。より大事なことがあ

る。多くの人びとが、環境

の危機を「恐るべき脅威」

と実感できない、その本当

の理由は何だろうか。それ

は私たちが、自分自身の幸

福の射程を、個としての人

生せいぜい数十年にしか

持っていないから。その刹

那を直接おびやかしたから、

新型コロナは恐るべき脅威

なのであり、一方、今日や

明日にいのちを奪われない

（ように見える）環境の危機

は、いまだ他人事なのであ

る。過去から未来へのなが

い時間の流れに、個として

の自分の持ち時間を重ね合

わせるという感覚。その実

感を取り戻すことで、私た

ちは環境の危機を自分事に

できるのではないか。この

あたりは、加藤氏はじめ環

文の皆さんが力説する、日

本の伝統的価値観の見直し

にも通じると思う。

めまぐるしく変転する情

報と刺激で風景が成り立つ

ような今日にあって、いか

にながい時間軸へのコミッ

トを取り戻すか。鈍感な私

などは、先人の気配濃い土

地で暮らしと仕事を得たこ

と、毎日の出勤時に自宅の

裏手に聳えるおおきな山を

一瞥するといった習慣のな

かで、ようやく、自分の持

ち時間をこえる意識をいく

らか持ち始めた気がする。

まず、そういう自分に仕

立て直すということ。各自

その工夫をするということ。

それは、環境の危機を克服

するための十分条件ではな

い。しかし欠くべからざる

必要条件である。
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今月のテーマ：学び考え行動する人をどう育てるか

〔風〕

　新時代のための教育改革を…………………藤村コノヱ 1
〔ながれ〕

学び、考え、行動する人をどう育てるか…内藤正明／木田薫 3
  「学び・考え・行動する」人創りの「場」としての「大学」

………………………宇郷良介 5
 「共に」学び、考え、行動する…………………浅利美鈴 7
「継承可能性」、という試み………………………大西悟 9

〔報告〕

環文ミニセミナー（第 4 回～ 6 回）…………事務局 11
〔地域〕

　二つの危機のあいだ…………………………十文字修 15
〔うごき〕……………………………………………………16

環境文明 21 の主な動き（2020 年 11 月）

11 月   6 日 第五回環文ミニセミナー開催 ( オンライン )
11 月 12 日 グリーン連合幹事会 ( オンライン ) に

　　　　　 藤村代表参加
11 月 20 日 第六回環文ミニセミナー開催 ( オンライン )
11 月 28 日 オンラインエコツアー開催 ( オンライン )

●環境倫理部会

日時　2021 年 1 月下旬～ 2 月上旬予定
　※オンラインにて開催

●経営者「環境力」大賞顕彰式・発表会

日時　2021 年 2 月 26 日 ( 金 )   午後
　※オンラインにて開催。詳細は追ってお知らせします。

●エコサロン大阪（関西グループ）

次回の会合について、日時、場所、内容は許斐（このみ）
さんにご連絡ください。
(tomato331.konomidaisy@gmail.com)

2020 年 12 月号
2020 年 12 月 15 日発行
第 28 巻　第 12 号　通巻 327 号

目次 (28 巻 12 号 )

 ★環文ミニセミナー
　
　第 7回　1月下旬の開催を予定しています。

※参加にはマイク・スピーカー機能のついた PC もしく
はスマホ、タブレットが必要です。

■「もーもーイレブン」をご存じですか？福島の原発事故を

生き延びた 11 頭の被災牛たちのことです。あのとき避難区

域に取り残された牛たちが、殺処分されたり餓死しているこ

とを知った谷さつきさんという方が、牛たちを助けたいとの

一心で、双葉郡の荒廃農地を覆い尽くす草木が牛たちの餌に

なるのではと思いつき、生き延びた 11 頭を連れて 2013 年

に「もーもープロジェクト」を始めました。畑に戻りたくて

も戻れない農家の期待に応え、もーもーイレブンがモリモリ

草を食べ続けて農地の荒廃を食い止めたので、被災農家さん

からの依頼は増え続け、これまでに 8 ヘクタールの農地を回

復したそうです。今では「もーもーガーデン」と名付けられ

た牛たちの「仕事場」は、谷さんが代表理事を務める「ふる

さとと心を守る友の会」が管理して、ボランティアで世話を

する人も定着しているそうです。私は Facebook で知り注目

していたのですが、意外にも知人の娘さん（画家）が牛たち

の絵を描くために通っていることを最近知りました。いずれ

は絵本になるそうで、コロナが落ち着いたら、彼女とともに

現地見学に行ってみたいと今から楽しみにしています。(O)
■対面での研修や打ち合わせができず ZOOM 利用が続い

ています。遠方の方が参加できたり移動時間の短縮になっ

たり便利な面もありますが、何となく物足りなさも。加え

て、便利な ZOOM 会合が目白押しで週末が忙しくなった

りもして。コロナ後はバランスをとって、ですね。／感染

が再燃し、当然のこと、忘年会も中止です。毎年特別ゲス

トのＲ君（M さんの 4 歳の息子）。「今年はＲ君の気持ちい

いほどの食べっぷりが見られないのは残念だなぁ」と所長。

代わりに、アイドルのいない、中高年だけの簡単な昼食会

をやる予定です。／環境と経済、医療と経済、常にあるこ

の対立。環境は全ての命の基盤、医療は人間の命を守る基

盤、経済は命あっての人間の行為。そんな当たり前のこと

を考えれば、GOTO より先にやるべきことはわかるはず。

政治家・官僚への信頼は薄らぐばかりです。／例年より気

象災害は少なかった一方、コロナ、コロナの一年でした。

そんな中でもご支援頂いた会員の皆様に深く感謝して

います。来年は明るい年になりますように !!（コ）

「みんなのページ」へのご投稿をお待ちしています

「みんなのページ」は会員のみなさまの交流の場です。

環境や暮らしについて思うこと、ミニセミナーや本の感想等

テーマは問いません。ご投稿をお待ちしています。

メール（kaihou@kanbun.org）または郵送でお送りください。 
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