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地域の担い手を育成
～国境の島・対馬におけるESDの取組み～

はじめに

　わが国の離島では、若者の多くが学校を卒業すると同時に進学や就職で島を離れてしまうため

に、高齢化と人口減少のスピードが速く、地域の存続が危ぶまれているところが多い。この状況

は、長崎県の離島、対馬も同様である。

　対馬は、日本本土から147㎞、朝鮮半島から49.5㎞に位置しており、全島の約90％が山林で覆わ

れている国境の島である。1960年代には７万人近くいた人口も、2020年６月末現在では２万９千

人台へ激減しており、人口流出に歯止めがかからない。このことは、辺境集落の維持や伝統行事

の継承、同島にしか生息していない天然記念物・ツシマヤマネコの保護など、さまざまな地域活

動の運営に影響を及ぼしはじめている。

　対馬におけるESDの取組みは、島の将来を見越してこのような状況を少しでも改善するために

行われているもので、同じように人口の流出と後継者の育成に苦しむ県内の課題解決の参考にな

るものと調査を行った。

Ⅰ．ESDとは

　ESD（Education for Sustainable Development）と

は、「持続可能な開発のための教育」と訳される。こ

の理念は、2002年のヨハネスブルクサミットにおいて

わが国の小泉首相（当時）が「持続可能な開発のため

の教育の10年」を提案し、同年の国連総会にて同案が

決議され、ユネスコがその推進機関として指名された

ことに始まる。

　ESDの基本的な考え方は、持続可能な社会をつくる

ための担い手づくりであり、個別分野にとどまらず、

環境、経済、社会の各側面から総合的に扱うことが重

要とされている。

はじめに

Ⅰ．ESDとは

ESD概念図

出所：文部科学省・日本ユネスコ国内委員会「持続可
能な開発のための教育」
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１．SDGsの達成に向けて

　SDGs（Sustainable Development Goals）

とは、2015年９月の国連サミットで採択され

た、2030年までに持続可能でよりよい世界を

目指すために達成すべき国際開発目標のこと

である。

　この“持続可能な開発目標”は、17の目標

と169の達成基準から構成されており、地球

上の「誰一人取り残さない（leave no one 

behind）」社会を実現するという理念が掲げ

られている。

　SDGsへの取組みは、わが国でも自治体や

企業を中心に積極的に取り組まれているが、教育もSDGsの目標４として位置付けられており、

ESDはそのなかのターゲット4.7※に明記されている。
※ターゲット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、

平和及び非暴力的文化の推進、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。』

　つまり、ESDによる持続可能な社会の担い手づくりは、SDGsの出口戦略の１つでもあり、

ESDを推進することがSDGsの達成にもつながる。

２．ESDの推進拠点「ユネスコスクール」

　ユネスコスクールとは、ユネスコ憲章に示された理念を学校現場で実践するために、平和や国

際的な連携を実践する学校のことで、現在、世界182か国において11,500校以上が加盟している。

わが国では2019年11月現在、1,120校の幼稚園・小学校・中学校・高等学校及び教員養成系の大

学が加盟しており、１か国当たりの加盟校数では世界最多となった。

　ここ長崎県からは、対馬市にある県立対馬高等学校、雲仙市の県立国見高等学校と佐世保市に

ある県立佐世保南高等学校の計３校が加盟している。このユネスコスクールは、文部科学省及び

日本ユネスコ国内委員会からESDの推進拠点として位置付けられている。

　また、ユネスコスクールとしての登録は行っていないが、ESDやSDGsの実現に向けた教育活

動を展開している学校もあり、今回は対馬における両者の立場での実践を取り上げる。

SDGs 17の目標（うち、教育は“4”）

出所：浦添市立前田小学校HP
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Ⅱ．対馬の県立高等学校および公立小学校におけるESDの実施状況

１．対馬高等学校（校長：田川耕太郎、生徒数 421名）

　（１）長崎県内初のユネスコスクール

　長崎県立対馬高等学校は、2015年２月に県で初め

てユネスコスクールへの加盟を承認された学校であ

る。その活動テーマを『地域性を活かして系統的な

環境学習に取り組むと共に、国際交流を積極的に進

め、校訓の「至誠剛健」に基づき、自らの可能性の

開拓と他者への思いやりの心の育成に取り組みなが

ら、郷土と母校に誇りを持ち、持続可能な社会の創

設に寄与する、誠実で心身ともにたくましい人材を

育成する。』とし、主な活動内容としては、

　・環境問題に関する大学教員等による講義・遠隔授業等への参加

　・日韓合同漂着ゴミ清掃・ワークショップ

　・海外の高校生との交流、韓国への研修旅行

　・実践型合宿「対馬市島おこし実践塾」への参加

　・対馬の魅力を発信するフリーペーパーの発行

　・環境に優しい特産品の開発

などを掲げている。

　次いで、同年６月には、対馬市と環境省との間で「持続可能な地域づくりのための担い手育成

に係る協定書」も締結している。これは、高等学校が環境省と協定を締結した初の事例となった。

　さらに、2018年４月にはESD活動を行う県内唯一の部活動「ユネスコスクール部」が始動して

いる。

①　取組み項目

　対馬高校の2019年度におけるユネスコスクールとしての主な取組みは【図表１】の通りである。

本来、このなかには日韓で協力して行う海岸清掃活動や、夏に行われるイベントへの参加なども

組み込まれていたが、日韓関係の悪化とコロナ禍のため中止となった取組みも多く、例年に比べ

て取り組む項目が少なくなっている。

Ⅱ．対馬の県立高等学校および公立小学校におけるESDの実施状況

市の木「ヒトツバタゴ」の花が咲く対高校舎
写真提供：対馬高等学校
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②　取組み事例

　ユネスコスクール部が力を入れている活動の１つ

に、【図表１】にもある絶滅危惧種の蝶「ツシマウ

ラボシシジミ」の保護活動が挙げられる。ツシマウ

ラボシシジミは、餌となる野草が増え過ぎたツシマ

ジカの食害に遭っているために、今では対馬北部の

ごく限られた地域にしか生息していない蝶である。

　部員たちは、この蝶の幼虫が食べるケヤブハギや

ヌスビトハギの苗を、一定の大きさになるまで校舎

敷地内で育てた後、対馬北部の山中にある鹿よけの

防護柵で囲まれた保護区内に毎年９月頃に40株ほど植栽している。

　部員たちが１年前に植えた苗を保護区内で観察した結果、ツシマウラボシシジミの卵が産みつ

けられた苗、さらに、その幼虫の姿を確認できた苗もあるなど、成果は顕著に表れ始めている。

　（２）ESD対馬学

　対馬高校では、ESDに取り組むにあたり、郷土を教材と捉え、市や県も共同運営者として企画・

運営の全般に参画した「ESD対馬学」を、総合的な探究の時間を活用して１年生の２学期から２

年生にかけて実施している。

【図表１】2019年度におけるユネスコスクールとしての主な取組み

出所：対馬高校の資料を基に当研究所にて作成

SDGsの目標 分 野 主　な　取　組　み 対　象 関係部活動

環 境

①ツシマウラボシシジミ（絶滅危惧種指定の対馬固
有の蝶）の保全活動 ユネスコ部

ユネスコ
スクール部②対馬学フォーラムへの参加 普通科・２年生

③海ごみ交流事業参加・活動報告 ユネスコ部

国際理解
文化多様性

①釜慶大学校・富平女子高校との遠隔交流
国際文化交流科・
コース

国際交流部②釜山情報観光高校との交流

③長崎外大・立命館アジア太平洋大との遠隔交流 普通科・１、２年生

その他
（持続可能
な地域づく
り）

①ESD対馬学 普通科・２年生
商業経済部
報道部

②「島おこし実践塾」への参加 希望者

ケヤブハギの苗を校内で鉢植え
写真提供：対馬高等学校
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①　目標

　ESD対馬学の取組みは、SDGsの17の目標のうち「№11 住み

続けられるまちづくりを」を中核目標として、環境問題や国際

理解などに関する講義やグループワークを通じ、対馬の良さと

可能性、課題を知り、自己や故郷、日本と世界の未来を考えつ

つ、郷土愛や誇りを養い、持続可能な社会づくりに積極的に取

り組む若者を育てることを目的としている。さらに、関連する

目標を４つ選定、計５つのSDGs目標を主たる活動領域とした

（図表２）。

②　取得してもらいたい知識や技能

　ESD対馬学に取り組むにあたり、対馬高校が生徒に身に着けてもらいたいと考えている項目は

次の通りであり、地域のことを気がける人材の育成を目指している。

ａ．対馬の産業・文化・自然・環境等に関する知識

ｂ．資料や記事から（対馬の）現状を分析する能力

ｃ．（対馬の現状から）問題点を探り出す能力

ｄ．（対馬の抱える）問題点を解決に導こうとする姿勢

ｅ．解決策を実現に向ける行動力

ｆ．多様な他者と協働してものごとを進めようとする協調性

ｇ．多様な他者と円滑に協働をはかるための表現力

ｈ．わかりやすい資料を作成・発信するためのITスキル

対馬高校「ESD対馬学」概念図

図表提供：対馬高等学校

出所：国際連合広報センターHP

【図表２】対馬高校が取り組むSDGs目標
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③　対馬学における活動

　ESD対馬学における活動は、１年生時に各部門の専門家や対馬

にＵ・Ｉターンした人などからの講義を受講するなど、まずは郷

土を知ることから始まる。それから２年生になると、島内の事業

所などにバス巡検を行い、対馬の抱える問題について生の意見を

聴き取る。そして、解決したい課題を決めて考察と実践活動に取

り組み、結果を対馬学フォーラム（後述）にて発表を行う。

２．厳原北小学校（校長：平山俊章、児童数 58名）

　対馬市厳原町小浦にある対馬市立厳原北小学校は、

国選択無形民俗文化財に指定されている「対馬厳原

の盆踊り」のひとつ“曲
まがり

の盆踊り”が残る曲地区を

含む３つの地区を校区とする小学校である。当校の

生徒数は、校区内に自衛隊の官舎があることから、

これまで100人前後で推移していたものの、ここ数

年は減少傾向にあり、2020年度は60人を割ってし

まった。

　（１）厳原北小学校のESD

　厳原北小学校におけるESDは、地域社会の存続が危ぶまれている離島、対馬の未来を託す人財

の育成につなげようとの考えから、「持続可能な対馬を支える人財育成」としてふるさと学習の

一環として行われている。そこで重視されていることは次の２点。

１．持続可能な社会を目指して活躍している人とつながり、自分たちでできることを探求する。

２．自分たちにもできることを行動に移し、実践する。

　当校のESDは、校長主導のもと2017年度から取り組まれており、対馬島内外で持続可能な社会

づくりを視点に活動している研究者や移住実践家他多くの人材との“つながり”を大切にした学

習を展開している。また、離島というハンディーを克服する取組みの象徴として、遠隔授業を積

極的に取り入れており、海外の子どもたちとの出会いの場を創出するなどの工夫もなされている。

　（２）関係機関からの支援・連携

　厳原北小学校におけるESDへの取組みは、NPO法人との連携や長崎県をはじめ、各関係機関

の事業を積極的に活用している（図表３）。

2018年対馬学フォーラム
写真提供：対馬高等学校

ヒトツバタゴとつつじが映える北小校舎
写真提供：厳原北小学校
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　（３）ESDのテーマと高めたい資質や能力

　厳原北小学校におけるESDのテーマと、高めたい児童の能力は【図表４】と【図表５】のとおり。

【図表３】各関係機関の事業を活用

厳原北小学校からの資料を基に当研究所にて作成

【図表４】厳原北小におけるESDテーマの変換

資料提供：厳原北小学校

年度 第３学年 第４学年 第５学年 第６学年

2017年度
（平成29年度）

対馬しいたけのよさを
PRしよう！

身近な歴史や文化財から対馬
の未来を考えよう

ツシマヤマネコをPRし
よう

海岸漂着ゴミから対馬の環
境保全について考えよう

2018年度
（平成30年度）

北小しいたけの生産と販
売に取りかかろう

対馬の伝統を引き継ごう
～地域の宝・曲の盆踊り～

ツシマヤマネコが住みや
すい環境をつくろう

対馬と韓国のつながりを知
ろう

2019年度
（令和元年度）

北小しいたけをおいしく
いただこう

対馬の伝統を知り、伝えよう
～曲の盆踊り～

ツシマヤマネコが住みや
すい環境をつくろう

魅力ある未来の対馬の姿を
提案しよう

2020年度
（令和２年度）

対馬のおいしいものを
しょうかいしよう

地球にやさしい
エコな入れ物

ツシマヤマネコをPRし
よう

魅力ある未来の対馬の姿を
提案しよう

学力向上の視点から
解決したい資質・能力

総合的な学習の時間において
育てたい資質・能力

SDGs・ESDの視点から
育てたい能力・態度

①表現力 探求的な学習過程 ①批判的に考える力

・表現力を培う体験 課題解決の知識・技能 ②未来像を予測して計画を立てる力

・表現力を培う関心・意欲 課題に係る概念形成 ③多面的・総合的に考える力

・表現力を培う語彙力 実生活・実社会とつながる ④コミュニケーション能力

・表現力の基になる情報収集力 主体的・協働的な取組 ⑤他者と協力する態度

②読解力 積極的な社会参加 ⑥つながりを尊重する態度

・情報の分析・取捨選択力 ⑦進んで参加する態度

【図表５】ESDにより高めたい資質や能力、態度

資料提供：厳原北小学校
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　（４）取組み事例

　例えば、６年生では「魅力ある未来の対馬」を想像して自分にできること、やりたいことを考

えて自らの課題を設定する。次に、ネット検索などによる歴史や文化、自然などについて情報収

集を行い基礎知識を得る。さらなる情報収集活動として、対馬の課題解決や魅力の発信をしてい

る人たちへの取材を行う。それらの収集した情報と自分が考える「魅力ある未来の対馬」との接

点を考え、そのために自分ができることをまとめて発表する。そうして、それらの学びから自分

自身と未来の対馬との関わり、持続可能な対馬の未来の姿についてPRなどの実践に移していく。

　また、面白いのが３年生の対馬どんこ（椎茸）への取組みである。対馬の名産品・対馬原木椎

茸のPRを考えようと2017年度から始まったこの取組みは、地元生産業者の協力もあり、翌2018

年度から校内でどんこの生産を試みてこれに成功、“北小しいたけ”として商品販売にまでこぎ

つけて完売した。校舎裏には椎茸の菌を打ち込む原木が

ズラリと並べられており、珍しい小学校産の椎茸が生産

可能となっている。

　（５）遠隔授業の積極的活用

　同校は、離島のハンディーゆえに必要な情報収集や

見学活動が制約される。その解消策としてSkypeによ

る遠隔授業を採り入れている。この遠隔授業は、海外

では台湾の小学校と、また、国内では校区の曲地区

“曲の盆踊り”の関係で、盆踊りの発祥地・福岡県宗

像市鐘崎地区の玄海東小学校と鐘崎盆踊り保存会や、

アマミノクロウサギの保護に取り組む奄美猫部、さら

には大学や動物園などとも行われてきた。なかでも、

台湾の彰化縣文徳國民小学校との授業は、ともにツシマヤマネコと石
シ

虎
フ

（＝タイワンヤマネコ。

ベンガルヤマネコの亜種）という、絶滅が危惧されている野生動物の保護活動を行う共通点があ

校舎裏“どんこ”のほだ場 北小しいたけ児童によるほだ場づくり
写真提供：厳原北小学校

台湾との遠隔授業のようす
写真提供：厳原北小学校
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ることから、両校の５年生児童が年１回のペースで定

期的に行われており、学習成果の交流場面でも活用さ

れている。

　実施にあたっては、遠隔授業を行うために必要な

Skypeの設定とその動作テスト、相手校の選定や授業

内容の調整、通訳の手配、資料作成とその翻訳などの

さまざまな事前準備に加え、当日のパソコン操作など

の煩雑な部分は校長がフォローし、多忙な教諭の負担

軽減が図られている。

　なお、この取組みは文部科学副大臣および同省担当職員からの視察も受けている。

　（６）ESD・遠隔授業の利点

　厳原北小学校がESDに取り組み、遠隔授業まで行う理由・背景は次の９つである。

１．Web活用時代になった今、対馬は『離島』というハンディーが小さくなった。ICT環境が

整っていることで、『離島』は“利島”となる。

２．対馬には、SDGsを実証できる優れた社会性と環境があり、「質の高い教育」が実現可能で

ある。

３．外国の児童と交流することにより、語学への意欲を高めることができ、国際理解と自分が

世界の一員である、との意識が芽生える。

４．見学や調査に係る費用や移動時間を節約できて、安全性が高い。皆が平等に見聞きできる。

５．ESDの学習過程に教科の学びを丁寧に位置づけることで、学力課題の解決につなげられて

いる。

６．他者とつながることの大切さやつながることの喜びを実感できる。

７．児童に育てたい創造力は、“思いを実現しよう”とする意欲が起点となる。

８．授業プログラム力、実践力など、教師側にも主体的で対話的・深い学びを促すことができる。

９．学校教育に貢献したい大学・企業などとウィンウィンの関係を築くことができる。

Ⅲ．行政の取組み

　地元行政機関の対馬市も、地域づくりにはそれを担う人材の確保と育成が重要との認識から、

ESDの推進に積極的に取り組んでいる。

遠隔授業をZoomでも実施
写真提供：厳原北小学校

Ⅲ．行政の取組み
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１．ESDへの取組み経緯

　対馬市では、豊かな生態系を有し、地域の自然資源を活用した持続可能な経済活動を進めるモ

デル地域“ユネスコエコパーク”への登録をかつて目指していた時期があり、そこに登録される

ために必要となるESDへの取組みを島内各学校に推奨していた。対馬高等学校のユネスコスクー

ルへの加盟もこれに呼応したものである。

２．域学連携地域づくり推進事業

　地域における大学の存在は大きく、大学があるところでは学生が地域活性化の担い手として大

きな役割を果たすなど、その有無が地域格差に拍車をかけている。対馬のように大学がない地域

では、多くの若者が進学や就職のために地域を離れてしまうことで、慢性的な若手不足となって

いる。

　そこで、対馬市では島全体を「対馬学舎」というキャンパスに見立てて、離島で大学を身近に

感じられるような環境を創り出し、大学や学生が地域と連携して課題解決や地域づくりに取り組

み、地域活性化や人材育成に寄与する『域学連携』事業を展開している。

　この事業は、2012年に島おこし協働隊員（＝地域おこし

協力隊員）が、学生などを対象とした実践合宿「島おこし

実践塾」を企画運営したことに始まる。当事業は、翌2013

年に総務省の域学連携地域活力創出モデル実証事業に採択

されるなど、域学連携の基盤となった。そうして、2017年

には内閣府の地方創生推進交付金に採択されたこともあり、

さらなる事業展開が可能となった。
島おこし実践塾
写真提供：対馬市

【図表６】2019年度域学連携事業における取組みと成果

対馬市からの資料を基に当研究所にて作成

取 組 み 項 目 成　果　の　概　要

①対馬市島おこし実践塾（入門編） 地元高校生21名、明治大生など大学生５名、衆議院議員政策秘書など社会人３名が参加。ソー
シャルビジネス企画のプレゼンテーションを実施。

②対馬市島おこし実践塾（専門編） 立教大生など学生・大学院生10名、社会人２名が参加。「現場で学ぶSDGs」をテーマとし、
地域づくりの課題解決のための政策提言会を開催。

③学生実習「現場学」の受け入れ 立教大観光学部より学生１名を受け入れ。

④学術研究の奨励 対馬に関する学術研究奨励補助の全国公募を行い、７件18名の学生に対して学術研究等奨励
学生として、研究補助を行う。

⑤対馬学フォーラムの開催 小中学生によるふるさと学習発表。対馬関連の研究・実践活動のポスター発表会、観光研究
者による特別講演など。336名が来場。

⑥域学連携地域づくり推進事業にか
かる意見交換会の開催 年に２回、連携協定締結大学教員との意見交換会を実施。

⑦大学・学生個別活動の受け入れ・
他受け入れ機関との連携

大学の研修合宿や調査研究、島内機関主催の実習などからの要望に応じて、プランの提案や
人物の紹介など、対馬市がサポートを行う。
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　この域学連携による地域づくり事業の取組みは、ESDそのものであり、その2019年度における

内容は【図表６】のとおり。

　（１）対馬学フォーラムの開催

　【図表６】の⑤にある「対馬学フォーラム」は、

2015年の初開催から数えて昨年（2019年）で５回目

を数える。

　この公開討論会は、立場や組織、分野を問わずに

対馬に関する日頃の研究や実践活動の成果、さらに

今後の構想などを広く共有することで、対馬の環境

や文化の保全、地域振興、教育、課題解決等につな

げることを目的としている。

　対馬高等学校と厳原北小学校も参加実績があり、昨年は厳原北小学校が努力賞を受賞した。

　（２）域学連携事業の成果

　当事業の主な成果には、2017年から３年間の来島者数2,036人（目標：300人）、延滞在者数9,937

名、学生リピート数422人（同30人）、UIターン者６人（同10人）が挙げられ、UIターン者数以

外は数値目標を大きく上回っている。なかでも、関係人口の創出という点において、再来島する

リピート学生の存在が増えたという質的成果は大きい。

　（３）事業の課題

　当事業の最も大きな課題は、事業を継続するための財源である。本来ならば受益者負担として、

来島する学生、大学などに費用負担を求めたいところであるが、現在の学生の生活状況、大学の

財政ともに厳しいことから、それを求めると彼らの来島機会を失うことにもなりかねない。結局、

国の事業に採択されての交付金をはじめとする、行政負担が中心となってしまっている。対馬市

の財政事情も厳しく、自主財源の確保が重い課題として残っている。

　（４）今後の展開

　当事業は、これからは対馬市が主導するのではなく、島内の各地域と大学との連携が自発的に

生じる段階に移行することを目標としている。そのために、SDGs目標の達成に向けてリーダー

シップを発揮できる人材の育成をESDを活かして推進していくこととした。この目標に対応する

新たな取組みが、今年度（2020年）９月からWEBで開始予定の対馬グローカル大学である。

2019年対馬学フォーラム
写真提供：対馬市
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■対馬グローカル大学

　対馬グローカル大学は、対馬市と連携している大学の教員や、対馬においてさまざまな分野で

研究活動を行っている人などを講師として、対馬市民、もしくは島外在住の対馬出身者で高校生

以上の20人に対してオンライン授業を行う取組みである。本講座を修了した受講生については、

対馬市市民研究員・地域イノベーターとして認定するという、人材づくり＝ESDそのものである。

　　　　　　　　　　※対馬グローカル大学

　　　　　　　　　　　http://tsushimaglocal-u.com/

Ⅳ．ESDの課題などについて

１．わかりにくい「ESD」

　SDGsと比べてESDはまだその言葉が一般に浸透しているとはいえず、また、日本語訳も“持

続可能な開発のための教育”とされるなど、その意味がわかりづらい。

対馬グローカル大学概念図

資料提供：対馬市

Ⅳ．ESDの課題などについて



地域の担い手を育成

27ながさき経済  2020.8

調 査

　「ESD」とは何なのかについて、域学連携事業に取り組んでいる対馬市役所のしまの力創生課・

前田剛氏と、ESD教育を推進する厳原北小学校の平山校長は次のような見解を持っている。

　前田氏は「例えば、小学生に“ESD”と言っても何を意味するのかわからないだろう。ESDは

深い学びであり、その範囲は広く、考え方も１つではないうえに答えが出ないものも多い。しか

しながら、考える力を養い、知恵を磨き、可能性を感じ取ることができるのもESDである。環境

問題や希少動植物の保護など、ESDには現場で行うことが効果的となる題材が多いが、そのよう

な題材が溢れていることが対馬最大の強みとなっている」と語る。

　また、平山校長も「ESDとは将来の人財育成である。対馬には、発想の転換ができるさまざま

な経歴の人たちが島外から入ってきて地域を支える活動を行っている。地元の子供たちに、小学

生のころからこのような人たちと接する機会を多く持たせることで、自分が対馬にできることは

何なのかを学ぶことができる。そうして、地元からも地域を支える人財の輩出を促してゆく。対

馬は、ふるさと教育やESDに取り組む場として、他に類似の所がない最高の場所である」と語っ

ている。

２．ESDの継続が難しい

　「持続可能な社会」は、すべての学校段階の教科書にも記載されている今後の重要な視点である。

しかし、福岡県大牟田市教育委員会のように行政主導でESDへの取り組みを行うケースを除いて

は、その広がりや定着、継続は難しい。多くの教育活動を担う現場に、新たな視点からの取組み

を促すためには、文部科学省が提唱する地域学校協働本部などの支援組織が有効に働く環境が整

えられたり、ESD推進教育コーディネータが先に育成されたりしなければならないと感じる。学

校運営協議会（コミュニティー・スクール）などの改革が進んでいる現状のなか、さらなる学校

現場の改革は負担感が大きいのかもしれない。

　また、今でこそGIGAスクール構想※の下、小学生から情報端末を一人一台とする情報機器環

境整備が進行中であるが、これまで県内のこうした環境には地域差が大きく、県からのESD促進

の働きかけも成果をあげていないように思われる。今後の情報教育環境整備が、ESD促進を後押

しするのではないだろうか。
※Global and Innovation Gateway for All。2019年12月に閣議決定された、全国の学校で義務教育を受ける児童生徒に、
１人１台の学習用PCと高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備する構想。

３．子どもたちの減少

　国全体で少子化が進行するなか、離島である対馬ではそのペースが速く、児童・生徒の数が急

速に減ってきている。
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　ESDの主要対象者である子どもの数そのものが減少していくと、将来、対馬にＵターンしてく

る人の数も必然的に減ることとなり、地域の維持がさらに難しくなっていくことが予想される。

おわりに

　対馬では、域学連携事業で呼び込んだ大学生に新たな地域コミュニティの形成を促すことで、

そこからリピート学生の長期滞在者が増えることや、卒業後の対馬への移住に期待するなど、大

学生を地域づくりの貴重な戦力とみなしてきた。

　一方、島内の学校で行われているESDは、地元の将来人財の育成につながる取組みである。

ESDに児童・生徒の頃から取り組ませる意義は大きいものと思われ、大学生の招聘や地域おこし

協力隊の募集のような人財を外から呼び込むだけではなく、地域で人財を育てるというこの取組

みは、今後の対馬が持続可能な地域となるために最も重要な方策の１つとなり得る。

　ESDにより「対馬にいたい、帰ってきたい」などと思わせるふるさと教育に加え、自分で道を

切り拓いていける教育を島内の学校全てにおいて一貫して行われるようになると、これは他地域

にはない対馬独自の強みとなり、人財が育ち、島の未来に希望が持てる地域となるだろう。長崎

県内における少子化の進行は速く、一刻も早く持続可能な地域社会を開発していける人材育成の

有効な手立てが必要であり、ESDの理解と実践の拡大、地域・関係機関の連携の実現が待たれる

ところである。

（杉本　士郎）　

おわりに


