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ユネスコスクール御関係者の皆様には、日頃より持続可能な開発のための教育（ESD）
をはじめとするユネスコ活動の推進に御尽力いただき、厚く御礼申し上げます。この
たび、第９回ユネスコスクール全国大会が、ユネスコスクール及びESDの推進に熱心
に取り組んでこられた大牟田市で開催されることを大変うれしく存じております。

さて、2030年を期限とする国際社会全体の開発目標である「持続可能な開発目標
（SDGs）」は、「誰一人取り残さない」社会の実現を目指し、経済・社会・環境をめぐ
る広範な課題に統合的に取り組むものです。SDGsの達成のためには、あらゆる立場の
人々が持続可能な社会づくりの担い手となり、協力して取組を進めていく必要があり
ます。

ESDは、その担い手の育成を通じて、SDGsの17全ての目標の達成に貢献するもので
す。今大会は、「我が国を最先端の持続可能な社会に－ESDのゴールを目指して」をテー
マに、SDGsの達成に向けて、ESDの取組・役割・可能性を研究し、ESDの実践の深化
と拡充を目指すものとなっており、時宜を得たものであると考えます。

ESDの推進拠点であるユネスコスクールは、SDGs達成のための重要なアクターです。
国内のユネスコスクール加盟校数は今年1,000校を超え、世界では11,000校を超えまし
た。各学校は、ユネスコスクールネットワークという世界的な学校間ネットワークを
最大限に活用し、主体的に国内外のユネスコスクールと交流することが大切です。本
大会をその好機と捉え、各学校がこれまで蓄積されてきた好事例を共有するとともに、
教員の皆様の知見を共有していただければ幸いです。そして、学校間はもとより、学
校外の様々な関係者の皆様とも協力関係を築き、ESDをはじめとするユネスコ活動に
先導的に取り組み、普及していくことが大切と考えております。

おわりに、本大会が、本日御来場の皆様にとって、地域や社会、そして世界、さら
には未来に向けたESDの推進に資する充実した機会となることを期待しております。

日本ユネスコ国内委員会会長　安西　祐一郎

第９回ユネスコスクール全国大会の開催に当たり、御挨拶申し上げます。
日本のユネスコスクールは、持続可能な開発のための教育（ESD）の推進拠点として、

学校のみならず、地域や社会でESDを展開する核となっています。
今年３月に小・中学校の新学習指導要領が公示されました。2016年12月に発表され

た中央教育審議会の答申には、「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」とあります。 答申に基づき策定・
公示された小・中学校の新学習指導要領では、前文及び総則で「持続可能な社会の創
り手」の育成が掲げられ、各教科にも関連する内容が盛り込まれました。

持続可能な社会の創り手となるために必要となる資質・能力を育むには、新学習指
導要領で示された「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善や「カリキュ
ラム・マネジメント」の具体的な実践が重要であり、これに向けて、これまでユネス
コスクールで取り組まれてきたESDに関する教育実践の蓄積の活用が期待されます。

今回の全国大会のテーマは、「我が国を最先端の持続可能社会に－ESDのゴールを目
指して」となっています。全国各地で展開されているESDの取組を共有し理解を深め
るとともに、喫緊の教育課題や社会の変化を視野に入れたESDの役割や可能性を研究
することで、それぞれの今後の活動に反映させていきながら、ESDの一層の推進が図
られることを期待しております。

今大会の会場となる福岡県大牟田市は、「ユネスコスクールのまち　おおむた」を掲
げ、市内全ての市立学校がユネスコスクールに加盟し、ユネスコスクール及びESDの
推進に、市を挙げて大変熱心に取り組んでこられました。ここ大牟田で本大会が開催
されることを大変喜ばしく思っております。

本大会の開催に当たり御尽力いただいた関係の方々に深く感謝申し上げるとともに、
引き続き、本日御来場の皆様には、更なるESDの充実のために御協力賜りますようお
願い申し上げます。

第９回ユネスコスクール全国大会／持続可能な開発のための教育
（ESD）研究大会開催に寄せて

文部科学大臣　林　芳正
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大 会 日 程

時間 プ ロ グ ラ ム 会場

09：15～ 受付
※ESD関連企業および団体による展示ブースを設けております ロビー

10：00～10：25 開会式
挨拶
　宮川　典子（文部科学大臣政務官）
　安西　祐一郎（日本ユネスコ国内委員会会長）
　中尾　昌弘（大牟田市長）

大ホール

10：25～10：45 今後のESD推進に関する施策説明
～今日よりいいアースへの学び　
ユネスコスクールとESDの更なる推進に向けて～
　池原　充洋（文部科学省文部科学戦略官）

10：45～11：30 特別講演
「国際的なユネスコスクールの動向を学ぶ」
　ユネスコスクール本部教育局ユネスコスクール（ASPnet）担当課長
　ユネスコスクール国際コーディネーター　ザビーネ・デツェル

11：30～12：45 ランチョンセッション（協力企業による社会貢献活動の紹介）
　イオントップバリュ株式会社
　ネスレ日本株式会社
　株式会社ファーストリテイリング
※昼食をご用意いたします

<<移動・休憩　15分>>

13：00～14：45 分科会
「喫緊の課題とESD」（ワークショップ＆テーマ別交流研修会）
※詳細は、本誌14ページをご覧ください

本誌
会場案内

11ページ参照

<<移動・休憩　15分>>

15：00～16：20 パネルディスカッション
「50年後の社会に向けたESDによる人材育成」
　コーディネーター：見上　一幸（宮城教育大学　学長）
　基調提案：石丸　哲史（福岡教育大学　教授）
　現場からの提案：

長谷川吏子（神奈川県横浜市立永田台小学校　主幹教諭）
藤原　隆範（広島大学附属中・高等学校　教諭） 大ホール

16：20～16：45 全体会　ユネスコスクールのネットワーク化に向けた取組
　棚橋　乾（東京都多摩市立連光寺小学校　校長）

16：45～17：15 第８回ESD大賞表彰式・閉会式

このたびは、第９回ユネスコスクール全国大会が、ここ大牟田市で盛大に開催されますことを
お慶び申し上げます。全国各地から持続可能な開発のための教育（ESD）に取り組まれる教職員
の皆様並びに関係者の皆様にお越しいただいており、大牟田市民を代表して心から歓迎申し上げ
ます。

大牟田市は、室町時代の「燃ゆる石」の発見から現代まで、石炭とともに発展してまいりました。
三池炭鉱の閉山後、20年が経ちましたが、市内には、炭鉱関連資産が多く残っており、平成27年
７月に、「明治日本の産業革命遺産」として、宮原坑、三池炭鉱専用鉄道敷跡、三池港が、世界文
化遺産に登録され、多くの方々が見学に訪れているところです。さらに、大牟田市は、平成29年
３月１日に市制施行100周年を迎えました。この市制100周年という節目を迎え、これまでの大牟
田の歩みを振り返るとともに、これからの100年を見据えたまちづくりを進める中で、将来を担う
子ども達への教育の充実に取り組んでいるところです。

そのような中、平成24年１月17日、全ての市立小・中・特別支援学校が、一斉にユネスコスクー
ルの加盟承認を受けたことから、「ユネスコスクールのまち　おおむた」として、学校や地域の特
色を生かしながら、ESDに取り組んでおります。本年１月には、市制100周年の記念と併せて、「人
と人のつながり」、「学校から地域へ、地域から世界へのつながり」、「過去から現在、現在から未
来へつながり」の３つのつながりを大切にしながら、未来に向かって学び続けてくれることを願
い、全ての市立学校がユネスコスクールに加盟した１月17日を「大牟田市ユネスコスクールの日」
として宣言し、広く全国に発信しました。

また、ESDの推進にあたっては、市長を本部長、教育長を副本部長、各部の部長を推進委員と
する「大牟田市ESD推進本部」を設け、さらに、退職校長会や文化連合会、校区まちづくり協議
会や社会福祉協議会、信用金庫等が会員となって「大牟田市ESD推進協議会」が設立されるなど、
行政、学校、地域などが連携し全市的にESDの取組を進めているところです。

このように、大牟田市では、ESDを通して、郷土を愛し、誇りを持つとともに、グローバルな
視野で身近なことから考え、行動できる子供を育成することで、持続可能な大牟田のまちづくり
を目指しているところでございますので、本市の取組が少しでも皆様方の参考となり、このたび
の全国大会が有意義なものとなりますことを願っております。

最後になりますが、ユネスコスクール全国大会を開催する機会をいただきました、文部科学省・
日本ユネスコ国内委員会の皆様に感謝申し上げますとともに、共催団体としてご協力いただいて
いるNPO法人日本持続発展教育推進フォーラム、公益財団法人ユネスコ・アジア文化センター、
公益社団法人日本ユネスコ協会連盟、その他本大会の成功に向けてご支援いただいている皆様方
に、この場を借りまして厚く御礼申し上げます。

大牟田市長　中尾　昌弘
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分科会会場 【13:00 ～ 14:45】

会場の階数および会場名を左ページと照らし合わせて頂き、 ご移動をお願いします。
２階、 ３階へはできるだけ階段をご利用ください。

１階 小ホール 第１分科会 【ワークショップ】
ESDのゴールに向けて－SDGsをゲームで学ぼう

小ホールホワイエ 第２分科会 【ワークショップ】
地域素材の活用を学ぼう

リハーサル室 第３分科会 【ワークショップ】
ホールスクールアプローチを実践しよう

憩いのmori 第４分科会 【ワークショップ】
グローバル人材の育成にトライしよう

２階 第２会議室 第５分科会 【ワークショップ】
世界文化遺産の効果的な学習を実践しよう

音楽室 第６分科会 【テーマ別交流研修会】
防災とESD

レッスン室 第７分科会 【テーマ別交流研修会】
チーム学校とESD

３階 第４会議室 第８分科会 【テーマ別交流研修会】
道徳、心の教育とESD

第１研修室 第９分科会 【テーマ別交流研修会】
ESDをコアにしたカリキュラム・マネジメント

第２研修室 第10分科会 【テーマ別交流研修会】
主体的・対話的で深い学びとESD

会 場 案 内

１階

２階

３階
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国際的なユネスコスクールの動向を学ぶ

　持続可能な開発目標（SDGs）の達成に向けて、ユネスコスクールの活動の活性化と国際的な連
携が、今一層求められています。
　今、ユネスコスクールに求められる活動は何でしょうか。
　また、世界のユネスコスクールは、どのような理念のもとで、どのような活動を行っているので
しょうか。
　本大会では、ユネスコスクール国際コーディネーターとして、各国と連携し世界のユネスコスクー
ルの動向を把握し、今後のユネスコスクールのビジョンを考えるザビーネ・デツェル氏を特別にお
迎えし、国際的なユネスコスクールの動向を学びます。

講師紹介
ザビーネ・デツェル氏　Ms. Sabine DETZEL

ユネスコ本部教育局ユネスコスクール（ASPnet）担当課長
ユネスコスクール国際コーディネーター

　ルクセンブルク生まれ。ソルボンヌ大学（フランス）
で博士号（教育・雇用計画分野）を取得後、これまで
ユネスコ本部で約30年に亘り、主に国際教育協力分野
で活躍。
　ミレニアム開発目標（MDGs）達成のため、万人に
教育へのアクセス確保を目指す教育開発目標である「万
人のための教育（EFA：Education for all）」の推進や、
持続可能な開発目標（SDGs）の目標４（教育）の推進
方策を定めた「教育2030行動枠組み」の構想に携わる。
2015年から現職。

特別講演　10：45 〜 11：30

〜今日よりいいアースへの学び　ユネスコスクールとESDの更なる推進に向けて〜

　文部科学省／日本ユネスコ国内委員会では、ユネスコスクールを推進拠点と位置付け、国連ESD
の10年開始当初からESDの推進に積極的に取り組んできました。
　一方で、2015年には「持続可能な開発目標（SDGs）」が採択され、2017年３月には新しい学習指
導要領等が公示されるなど、近年ESDの推進にあたって考慮すべき関連の深い指針等が発表されて
います。
　本大会では、ユネスコスクールへの支援をはじめとした、文部科学省によるESD関連施策を御説
明するとともに、ESDがSDGsの採択によりますます重要性を増していることや、学習指導要領の
改訂の方向性とESDとの関連を踏まえ、今後のESDの推進について、参考となるような考え方を御
紹介します。

今後のESD推進に関する施策説明　10：25 〜 10：45
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本校では、地域で大切にされてきた「桜」を地域素材として取り上げ、まちの活性化を目指す「桜プロジェクト」
を中心とした取組を行っている。その際、地域の活性化を図るためには、全校児童が、自分たちにできることは
何かを考え、行動することが大切であると考え、各学年の段階に応じて地域の素材やひとを活かした活動に取り
組んでいる。

１年生では、地域のいろいろな方々との交流で、人との温かさにふれる活動。２年生では、地域のひと・もの
へ働きかけながら、地域の素晴らしさを味わう活動。３年生では、住みよいまちにするためにアイデアを自分た
ちなりに考え発信する活動。４年生では、地域の自然を守る取組として、校内のビオトープづくりを通して自然
の命のつながりを学び動植物の命を守り育てる活動。そして、５年生では、「桜プロジェクト」において、地域の
方と協働しながら、桜でいっぱいの美しいまちにするために、自分にできることを考え行動する活動。さらには、
６年生では、「大牟田の未来をえがこう」として福祉や世界文化遺産についての学習を行い、持続可能な社会の担
い手を目指す活動に取り組んでいる。

 第２分科会：【ワークショップ】地域素材の活用を学ぼう

吉野のまちづくりの担い手として
～「桜プロジェクト」を中心とした取組～

髙口　直喜（福岡県大牟田市立吉野小学校　教頭）　　
藤木　春美（福岡県大牟田市立吉野小学校　主幹教諭）

SDGsは、持続可能な社会に向けた17つの目標をワールドワイドで達成することを目的としており、「2030 
SDGs」は、その目標達成までの道のりを疑似体験するゲームです。このゲームは「なぜSDGsが私たちの世界に
必要なのか」、そして「目標達成のためにはどうしたらよいか」に気付かせてくれます。

ESDは、「SDGsを達成するための教育」と言い換えることもできそうです。SDGs達成のためには、ESDが欠か
せません。また、知識を得ることはもちろんですが、子どもたちの心や、コミュニケーション能力などを育んで
いく必要があります。

ゲームを通じて子どもたち自身が交流することで、コミュニケーション能力の向上が期待できます。今回は、
このゲームを体験していただき、SDGsについての理解を深めていただければ幸いです。また、後半では、実際に
学校教育の現場に取り入れた事例と、実際に行っているESDについて紹介させていただき、今の自分にできるこ
とを皆さんと共に考える時間にできればと思います。

 第１分科会：【ワークショップ】ESDのゴールに向けて－SDGsをゲームで学ぼう

「2030 SDGs」カードゲームで 2030 年までの世界を体験

神田　みゆき（熊本県熊本市立出水南中学校　教諭）
会 場 テ ー マ ファシリテーター・発表者

第１分科会
（１階）
小ホール

【ワークショップ】
ESDのゴールに向けて－SDGsをゲームで学ぼう

熊本県熊本市立出水南中学校
 教諭　神田　みゆき

第２分科会
（１階）

小ホール ホワイエ

【ワークショップ】
地域素材の活用を学ぼう

福岡県大牟田市立吉野小学校
 教頭　髙口　直喜
 主幹教諭　藤木　春美

第３分科会
（１階）

リハーサル室

【ワークショップ】
ホールスクールアプローチを実践しよう

聖心女子大学
 教授　永田　佳之

第４分科会
（１階）

憩いのmori

【ワークショップ】
グローバル人材の育成にトライしよう

宮城教育大学
　教員キャリア研究機構
　国際教育領域
 教授　市瀬　智紀

第５分科会
（２階）

第２会議室

【ワークショップ】
世界文化遺産の効果的な学習を実践しよう

福岡県大牟田市立駛馬北小学校
 教諭　下地　徹
奈良県奈良市立飛鳥小学校
 教諭　大西　浩明

第６分科会
（２階）
音楽室

【テーマ別交流研修会】
防災とESD

熊本県宇城市立小川小学校
 教諭　村上　春樹

第７分科会
（２階）
レッスン室

【テーマ別交流研修会】
チーム学校とESD

多摩市教育委員会
 教育部参事　山本　武

第８分科会
（３階）

第４会議室

【テーマ別交流研修会】
道徳、心の教育とESD

福岡県大牟田市立中友小学校
 教諭　平田　絵美

第９分科会
（３階）

第１研修室

【テーマ別交流研修会】
ESDをコアにしたカリキュラム・マネジメント

神奈川県横浜市立永田台小学校
 校長　住田　昌治

第10分科会
（３階）

第２研修室

【テーマ別交流研修会】
主体的・対話的で深い学びとESD

福岡県北九州市立藍島小学校
 主幹教諭　園田　誠

分科会「喫緊の課題とESD」　13：00 〜 14：45
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本校の校区には世界文化遺産宮原坑があり、たくさんの方が見学に訪れている。本校では、見学される方を子
どもたちが案内する「子どもボランティアガイド」に取り組んでいる。

このガイド活動を目標として、４年生から発達段階に応じて時間的・空間的なものの見方が深まるように宮原
坑を対象とした社会科や総合的な学習の時間のカリキュラムを組むことで、段階的に三池炭鉱への理解を深め、
郷土への愛情が育まれるように考えている。

本校は、世界遺産「古都奈良の文化財」の８つの構成資産のうち、元興寺、興福寺、東大寺、春日大社、春日
山原始林に近く、いつでも見学に行ける恵まれた環境にある。そこで、各学年の様々な学習や活動の中に世界遺
産と触れる機会を意図的に取り入れ、例えば東大寺でも多様な角度から繰り返し取り上げて学ぶことによって、
世界遺産の本当の価値や、今それがここにあることの素晴らしさや人の営みを深く感じ取らせたい。

 第５分科会：【ワークショップ】世界文化遺産の効果的な学習を実践しよう

郷土のよさをとらえ伝えていく子どもたち
～「子どもボランティアガイド」活動と段階的なカリキュラムの構成～

多様な角度から世界遺産の価値を学ぶ

下地　徹（福岡県大牟田市立駛馬北小学校　教諭）

大西　浩明（奈良県奈良市立飛鳥小学校　教諭）

本校校区には、江戸時代から続く商店街があり、この商店街を中心に毎年３月に初市が行われている。この初
市に参加することを通して、郷土に学び、地域の発展に寄与する人材の育成を図っている。低学年は、地域の商
店について学び、お店の手伝いをする。高学年は、自分たちの店を出す。５年生は、郷土の特産品等を使った「初
市ランチ」を考え提供したり、地域の人と作った廃油石けん等を販売したりする。６年生は、地域の農家の方か
ら野菜や花を仕入れたり、自分たちで花の苗を育てたりと、総合的な販売活動を行う。小川小学校の初市への参
加は、平成20年から行われており、初市への客足も伸びてきている。そんなふるさと小川町を平成28年４月14日
午後９時26分震度６弱、４月16日午前１時25分震度６強の地震がおそった。江戸時代からの古い建物の多くは、
大きな被害を受けた。本校は避難所となり、児童会を中心に避難してこられた方々とのふれあう活動を行った。
人と人とがつながる地域に住まう子どもたちが将来の担い手となるよう、社会参画の意識を高めていきたい。

 第６分科会：【テーマ別交流研修会】防災とESD

地域の心と文化の継承
～熊本地震から学んだこと～

村上　春樹（熊本県宇城市立小川小学校　教諭）

「国連ESDの10年」で明らかになったESDの世界的な課題は「ホールスクール」でESDを実現させること、つま
り「学校まるごとESD」です。持続可能な未来のあり方について授業で扱うだけでなく、学校全体で取り組むに
はどうすればよいでしょうか。それは全体計画や年間計画を立てるだけでは実現できない、学校設計と関わる実
に深い課題です。具体的には、持続可能な未来に向けた学習を支えるビジョンを中心に、食やエネルギー、ジェ
ンダー、評価、地域や海外との関係性、生徒の参画（意思決定のあり方）など、学校を形づくるありとあらゆる
要素が関わってくる課題なのです。

このワークショップでは、ユネスコ等の理論から学びつつ、皆さんの学校で実際にどうすればホールスクール
が実現するのかについて海外の優良事例を含めて学び合います。

 第３分科会：【ワークショップ】ホールスクール・アプローチを実践しよう

永田　佳之（聖心女子大学　教授）

ESDにおけるグローバル人材の育成とは、持続可能な社会の担い手となることを目標に、システム思考で、環
境、経済、社会のバランスを考え、地域、国、国際社会を往還できる人材を育成することであると考えます。また、
ESDでは、知識、態度、行動といった側面での児童生徒の変容を見ていくことも重視しています。本ワークショッ
プでは、ユネスコスクールのメリットを確認しながら、①グローバル人材像（資質・能力を含む）を明確化すること、
②グローバル人材育成のための手法とリソースについて掘り起こすこと、③グローバル人材育成で何が変わる（変
わってきた）のかについて共有することを目標としています。学校教員以外の国際教育のリソース団体の方の参
加も期待しています。小中高等学校の学校種に配慮し、参加される方々にとって、個人でも学校全体で実践され
る場合でも、有意義な情報が得られるような交流会になることを期待しています。

 第４分科会：【ワークショップ】グローバル人材の育成にトライしよう

市瀬　智紀（宮城教育大学　教員キャリア研究機構国際教育領域　教授）
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ESDは、次期学習指導要領の全体において基盤となる理念であると言われています。前文では「持続可能な社
会の創り手を育てること」が明記され、ますますESDへの関心も高まっています。ESDの学校への導入は、子ど
も同士、子どもと教職員、学年や教科等を超えた教職員同士、教職員と保護者・地域、学校と行政や企業・NPO
等との連携・協働を求めているものでもあり、持続可能な未来を実現するための教育を行う学校へと変えるチャ
レンジです。したがって、ESDをコアにしたカリキュラム・マネジメントは学校全体で取り組むものであり、学
校経営と教育内容を統合的につなぎ合わせていくことでもあります。しかし、これまでは、つながり感を持たず、
学校運営と授業をはじめとする教育活動に関わる取組が、分断され断片的に行われてきました。そこでESDをコ
アに、マネジメント意識をもってホールスクール・アプローチに取り組み、学校内外のリソースの活用を通して、
授業や学校を改善し、活性化を図る営みを行っています。また、今何より学校で重要なのは、教員の働き方改革です。
ESDをコアにしたカリキュラム・マネジメントでは、それをも受けつつ、学校は何が出来るのかを細部にわたり
検討しています。

 第９分科会：【テーマ別交流研修会】ESDをコアにしたカリキュラム・マネジメント

住田　昌治（神奈川県横浜市立永田台小学校　校長）

「ふるさと藍島を愛し、豊かな心と、たくましく生きる力をもった子どもの育成」が本校の学校教育目標である。
この学校教育目標を達成するために、地域の伝統文化や自然環境の学習に取り組んでいる。

取組の一つとして「藍島盆踊り」がある。島の保存会の方と一緒に、北九州市指定無形民族文化財に指定され
ている「藍島盆踊り」をクラブ活動の中で行っている。このことにより、児童は島の伝統を大切に守っていこう
とする態度を身につけることができている。

また、島の周りに広がる海を生かし、イルカの仲間である「スナメリ」を調査したり、マリンワールドの職員
と一緒に、海の水質調査を行ったりする学習に取り組んでいる。児童は、島の豊かな自然環境を実感したり、環
境保全に向けた実践力を身につけたりすることができている。

このような様々な活動を通して児童の主体性を引き出し、対話していく中で学習を深めていこうとしている。
その中で、ふるさと藍島を大切にしていく心を育てていきたいと考えている。

 第10分科会：【テーマ別交流研修会】主体的・対話的で深い学びとESD

ふるさと藍島を大切に守り続ける

園田　誠（福岡県北九州市立藍島小学校　主幹教諭）

本校では、５年生のESDの取組の一環として、高齢者をはじめとする地域の方々と関わる「子ども民生委員活動」
を行っている。自分も地域の一員であることを自覚して、地域のためにできることを考えて実行する子どもの育
成を目指している。

主な活動には、運動会の招待状渡し、敬老会への参加、赤い羽根共同募金活動があり、活動の目的に合わせて、
子ども達がアイディアを出し合いながら取り組んできた。例えば敬老会への参加では、多くの高齢者に喜んでも
らうために、インタビューなどをして事前に情報を収集し、「肩もみをする」「手を添えて案内をする」など具体
的な行動をとることができた。

一年間の活動を終えた子ども達からは「今後も地域のためにできることをしていきたい。」「人とのつながりを
大切にしたい。」と地域に対する思いが膨らんだ姿が見られた。子ども達の地域とのつながりを大切にする心情を
育めるよう、活動の充実・発展に一層努めたい。

 第８分科会：【テーマ別交流研修会】道徳、心の教育とESD

みんながつながる中友校区を目指して
～子ども民生委員活動を通して～

平田　絵美（福岡県大牟田市立中友小学校　教諭）

平成29年２月に東京都教育委員会から「東京都におけるチームとしての学校の在り方検討委員会報告書」が示
された。チーム学校の実現のためには、教員を中心とした学校組織から、教職員が多様な専門人材と連携・協働
しながら対応していく新しい学校観への転換が必要である。具体的には、学校を取り巻く環境は多様化・複雑化
しており、対応する教員の「多能化」には限界があるため、「教員の多能化」から「多様な人材との協働」へと学
校の組織を転換することが不可欠である。

多摩市教育委員会では、「ESDコンソーシアム連絡会」を構築し、情報の共有化等を通して各団体の相互連携と
学校との連携の強化、また平成27年度から５年間にわたって開催される「子どもみらい会議」への支援の充実を図っ
ている。さらに、各学校においてもESDをきっかけとし、地域との窓口となる教員の育成を図るとともに、「地域
支援コーディネーター」と協力して教育活動を充実している。

専門人材が「チーム学校の一員」として、目的や目標を共有し、それぞれの専門性に基づく役割を担い、学校
として一体となり得る体制をつくることが重要であると捉えている。

 第７分科会：【テーマ別交流研修会】チーム学校とESD

山本　武（多摩市教育委員会　教育部参事）
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［図２］
主な「消える職業」「なくなる仕事」

銀行の融資担当者 税務申告書代行者

スポーツの審判 図書館員の補助員

不動産ブローカー データ入力作業員

レストランの案内係 彫刻師

保険の審査担当者 苦情の処理・調査担当者

動物のブリーダー 簿記、会計、監査の事務員

電話オペレーター 検査、分類、見本採取、測定を行う作業員

給与・福利厚生担当者 映写技師

レジ係 カメラ、撮影機器の修理工

娯楽施設の案内係、チケットもぎり係 金融機関のクレジットアナリスト

カジノのディーラー メガネ、コンタクトレンズの技術者

ネイリスト 殺虫剤の混合、散布の技術者

クレジットカード申込者の承認・調査を行う作業員 義歯制作技術者

集金人 測量技術者、地図作製技術者

パラリーガル、弁護士助手 造園・用地管理の作業員

ホテルの受付係 建設機器のオペレーター

電話販売員 訪問販売員、路上新聞売り、露店商人

仕立屋（手縫い） 塗装工、壁紙張り職人

時計修理工

［図１］

（出所）「週刊現代」2014 年 11 月 1 日号より作成

50年後の社会に向けたESDによる人材育成
超少子高齢化、人口急減期、AIの急速な発展など、急激な変化を遂げるこれからの社会を生き抜
く子供をどのように育て、どのような資質・能力を育むのか、ESDの視点から探ります。

コーディネーター
見上　一幸（NPO法人日本持続発展教育推進フォーラム 副理事長、宮城教育大学 学長）

基調提案
石丸　哲史（福岡教育大学　教授）

現場からの提案
長谷川吏子（神奈川県横浜市立永田台小学校　主幹教諭）
藤原　隆範（広島大学附属中・高等学校　教諭）

（参考）
１．人口急減期に入った日本
　2015年に実施された国勢調査（2016年発表）において、日本の総人口は１億2,709万人。1920年
の同調査開始以来、初めて前回調査（2010年）と比べて総人口が減少した。大きな転機と言える。
　国立社会保障・人口問題研究所の「日本の将来推計人口」（平成29年度推計）では、人口の年次
推移を図１のように示している。
・総人口は、2065年には8,808万人と推計。
・老年人口割合（高齢化率）は、2015年の26.6%から2065年には38.4%へと上昇。
・同じく生産年齢人口（15 ～ 64歳）は7,728万人から4,529万人に、年少人口（０～ 14歳）は1,595
万人から898万人と推計。
　現在、人間が住んでいる地域において、６割以上で人口が半数以下になるともいわれており、日
本全体の過疎化が進む。人口の急減、超高齢化、そして財政難が進むとみられている。

２．AIの影響でなくなる職業
　自動運転の急速な進展で、運転関係の仕事は間もなくなくなるだろうと言われている。このよう
にAIの影響で、多くの職業がなくなろうとしている。ニューヨーク市立大学のキャシー・デビッ
ドソン教授は、「2011年にアメリカの小学校に入学した子供たちの65％は、大学卒業時に今は存在
していない職業に就くだろう」と予測。また、オックスフォード大学でAI（人工知能）の研究す
るマイケル・A・オズボーン准教授とカール・ベネディクト・フライ研究員は、「図２」のように「消
える職業・なくなる仕事」を予測している。
　野村総合研究所によると、日本の労働人口の約49％が、技術的には人工知能やロボット等により
代替できるとされた。

パネルディスカッション　15：00 〜 16：20

平成29年推計値
（日本の将来推計人口）

実績値
（国勢調査等）

○日本の人口は近年減少局面を迎えている。2065年には総人口が9,000万人を割り込み、高齢化率は
38％台の水準になると推計されている。
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（出所） 総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29推計）：出生中位・死亡中位推計」（各年10月1日現在人口）
厚生労働省「人口動態統計」

2015

人口の年次推移

高齢化のピーク
（65歳以上人口

が最大）
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　“届けよう、服のチカラ”プロジェクトは、ユニクロ・ジーユー
が行う「全商品リサイクル活動」の一環として、2013年から始
まった子ども服の回収プロジェクトです。回収した衣料は主に、
UNHCR（国連難民高等弁務官事務所）を通じ、世界中の難民・
避難民のもとに届けられます。
本プロジェクトでは、まずユニクロ・ジーユー社員が学校を訪問し、
服のもつ役割や寄贈先である難民・避難民の課題について出張授
業をします。その後、児童・生徒がポスターなどを作成して校内
や地域に告知をし、衣料の回収を行ないます。衣料の寄贈後には、
ファーストリテイリングより難民キャンプでの寄贈レポートを共
有します。
2017年度は、全国の小中高322校、約30,000人が参加しており、参
加校の先生・生徒が集う活動報告会や、参加校の取組を表彰する
アワードも新たに実施しています。
先生からは、「国際問題への関心・理解を深められた」「地域との
つながりが強くなった」「生徒の自主性が見られた」などご好評を
頂いております。
＜問い合わせ先＞

“届けよう、服のチカラ”プロジェクト事務局　TEL：03－5565－6551（土日祝日を除く10：00－18：00）
E-mail：fukunochikara@fastretailing.com

“届けよう、服のチカラ”プロジェクト

株式会社ファーストリテイリング

若い力と築く持続可能な社会
「買い物が未来を変える」

　イオン株式会社は地域社会の、そして国際社会の一員として社会貢献活動
を行っております。その中で生まれたイオンのプライベートブランド「トッ
プバリュ」は、「小売業は平和産業である」という理念を商品としてカタチ
にし、買い物を通じてお客さまと向き合い、お客さまの声から商品開発を行っ
てきました。
　近年では、フェアトレードを中心とした「誰かの為に買い物がしたい」「誰
かの為の商品開発をしたい」という若い世代の声を受け、全国の先生方と連
携して出張授業を行っています。授業では、社会や環境の持続可能性に配慮
して調達した商品を通じ、持続可能な社会の担い手として倫理的な商品を選
ぶ力を養うことができます。さらには、毎日の買い物を通じて、子供たちが
社会の中で自分の役割や存在価値を感じたり、広い視野で「世界の中の日本」
を捉えるきっかけづくりをお手伝いしています。
　「地域」の一員としてのイオンを、ESDの実践の場として今後も広く活用
して頂きたいと考えております。
＜問い合わせ先＞ 
イオントップバリュ株式会社　マーケティング本部　有本幸泰　E-mail：arimoto-y@aeonpeople.biz

イオントップバリュ株式会社

ネスレ日本株式会社

持続可能な社会を担う子どもたちに必要な栄養と運動の知識をわかりやすく伝える
「ネスレ ヘルシーキッズ プログラム～自分のからだは自分でつくる～」

　「ネスレ ヘルシーキッズ プログラム」はネスレの共通価値の創造（CSV:Creating 
Shared Value）の注力エリアの１つ ｢栄養・健康・ウェルネス｣ の主要な取組のひ
とつです。栄養プログラムと運動プログラムで構成されており、2016年末時点で、
既に84カ国で展開しています。日本では「自分のからだは自分でつくる」をコンセ
プトに活動し、2016年末までに、延べ7,200校を超える小学校、140万人を超える児童
に教材を提供しました。
栄養プログラムでは、これまでの、食べることの意味、食べ物の働きや栄養バラン
ス、丈夫な骨についての学びに加えて、2017年には、水分補給の重要性や野菜をしっ
かりとることの重要性が学べる内容を追加。運動プログラムでは楽しみながら、栄
養の知識を使って体を動かす「ヘルシーキッズ鬼ごっこ」、限られたスペースで一人
でもできる「ヘルシーキッズBRTプログラム」、地域コミュニティーでの異世代間の
交流も可能な「ヘルシーキッズ健康卓球」に取り組みます。時代のニーズに適応し
たプログラムで、持続可能な社会の担い手としての子どもたちの健康に貢献します。
＜問い合わせ先＞
一般社団法人ニュートリション運動推進会議子どもの健康づくり委員会
TEL：03－3541－6362　　　　http://www.ugoku-taberu.com

ランチョンセッション　11：30 〜 12：45
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区分 学　　校　　名 都道府県 市町村

小

学

校

世田谷区立中里小学校 東京都 世田谷区
東京学芸大学附属大泉小学校 東京都 練馬区
聖心女子学院初等科 東京都 港区
目黒区立五本木小学校 東京都 目黒区
稲城市立稲城第一小学校 東京都 稲城市
稲城市立稲城第三小学校 東京都 稲城市
稲城市立稲城第七小学校 東京都 稲城市
稲城市立稲城第二小学校 東京都 稲城市
稲城市立稲城第四小学校 東京都 稲城市
稲城市立稲城第六小学校 東京都 稲城市
稲城市立向陽台小学校 東京都 稲城市
稲城市立城山小学校 東京都 稲城市
稲城市立長峰小学校 東京都 稲城市
稲城市立平尾小学校 東京都 稲城市
稲城市立若葉台小学校 東京都 稲城市
小笠原村立小笠原小学校 東京都 小笠原村
小笠原村立母島小学校 東京都 小笠原村
清瀬市立清明小学校 東京都 清瀬市
多摩市立瓜生小学校 東京都 多摩市
多摩市立大松台小学校 東京都 多摩市
多摩市立貝取小学校 東京都 多摩市
多摩市立北諏訪小学校 東京都 多摩市
多摩市立諏訪小学校 東京都 多摩市
多摩市立多摩第一小学校 東京都 多摩市
多摩市立多摩第三小学校 東京都 多摩市
多摩市立多摩第二小学校 東京都 多摩市
多摩市立豊ヶ丘小学校 東京都 多摩市
多摩市立永山小学校 東京都 多摩市
多摩市立西落合小学校 東京都 多摩市
多摩市立愛和小学校 東京都 多摩市
多摩市立東落合小学校 東京都 多摩市
多摩市立東寺方小学校 東京都 多摩市
多摩市立聖ヶ丘小学校 東京都 多摩市
多摩市立南鶴牧小学校 東京都 多摩市
多摩市立連光寺小学校 東京都 多摩市
調布市立布田小学校 東京都 調布市
横浜市立幸ヶ谷小学校 神奈川県 横浜市
横浜市立永田台小学校 神奈川県 横浜市
横浜国立大学教育人間科学部附属鎌倉小学校 神奈川県 鎌倉市
新潟市立上山小学校 新潟県 新潟市
新潟市立下山小学校 新潟県 新潟市
柏崎市立北鯖石小学校 新潟県 柏崎市
佐渡市立相川小学校 新潟県 佐渡市
十日町市立飛渡第一小学校 新潟県 十日町市
長岡市立中野俣小学校 新潟県 長岡市
新潟大学教育学部附属長岡小学校 新潟県 長岡市
見附市立今町小学校 新潟県 見附市
見附市立上北谷小学校 新潟県 見附市
見附市立葛巻小学校 新潟県 見附市
見附市立田井小学校 新潟県 見附市
見附市立名木野小学校 新潟県 見附市
見附市立新潟小学校 新潟県 見附市
見附市立見附小学校 新潟県 見附市
見附市立見附第二小学校 新潟県 見附市
富山市立光陽小学校 富山県 富山市
富山市立五福小学校 富山県 富山市
富山市立寒江小学校 富山県 富山市
富山市立神通碧小学校 富山県 富山市
富山市立中央小学校 富山県 富山市
富山市立古沢小学校 富山県 富山市
富山市立堀川小学校 富山県 富山市

区分 学　　校　　名 都道府県 市町村

小

学

校

高岡市立成美小学校 富山県 高岡市
南砺市立福野小学校 富山県 南砺市
氷見市立朝日丘小学校 富山県 氷見市
金沢市立浅野川小学校 石川県 金沢市
金沢市立粟崎小学校 石川県 金沢市
金沢市立泉小学校 石川県 金沢市
金沢市立泉野小学校 石川県 金沢市
金沢市立内川小学校 石川県 金沢市
金沢市立扇台小学校 石川県 金沢市
金沢市立大浦小学校 石川県 金沢市
金沢市立大野町小学校 石川県 金沢市
金沢市立押野小学校 石川県 金沢市
金沢市立金石町小学校 石川県 金沢市
金沢市立鞍月小学校 石川県 金沢市
金沢市立兼六小学校 石川県 金沢市
金沢市立小坂小学校 石川県 金沢市
金沢市立小立野小学校 石川県 金沢市
金沢市立犀川小学校 石川県 金沢市
金沢市立四十万小学校 石川県 金沢市
金沢市立十一屋小学校 石川県 金沢市
金沢市立新神田小学校 石川県 金沢市
金沢市立新堅町小学校 石川県 金沢市
金沢市立西南部小学校 石川県 金沢市
金沢市立大徳小学校 石川県 金沢市
金沢市立田上小学校 石川県 金沢市
金沢市立千坂小学校 石川県 金沢市
金沢市立中央小学校 石川県 金沢市
金沢市立戸板小学校 石川県 金沢市
金沢市立富樫小学校 石川県 金沢市
金沢市立長坂台小学校 石川県 金沢市
金沢市立中村町小学校 石川県 金沢市
金沢市立西小学校 石川県 金沢市
金沢市立額小学校 石川県 金沢市
金沢市立花園小学校 石川県 金沢市
金沢市立馬場小学校 石川県 金沢市
金沢市立東浅川小学校 石川県 金沢市
金沢市立伏見台小学校 石川県 金沢市
金沢市立不動寺小学校 石川県 金沢市
金沢市立三谷小学校 石川県 金沢市
金沢市立緑小学校 石川県 金沢市
金沢市立南小立野小学校 石川県 金沢市
金沢市立三和小学校 石川県 金沢市
金沢市立三馬小学校 石川県 金沢市
金沢市立明成小学校 石川県 金沢市
金沢市立杜の里小学校 石川県 金沢市
金沢市立森本小学校 石川県 金沢市
金沢市立森山町小学校 石川県 金沢市
金沢市立安原小学校 石川県 金沢市
金沢市立夕日寺小学校 石川県 金沢市
金沢市立湯涌小学校 石川県 金沢市
金沢市立米泉小学校 石川県 金沢市
内灘町立大根布小学校 石川県 内灘町
内灘町立清湖小学校 石川県 内灘町
内灘町立鶴ヶ丘小学校 石川県 内灘町
内灘町立西荒屋小学校 石川県 内灘町

ユネスコスクール加盟校（2017年10月現在）
区分 学　　校　　名 都道府県 市町村

幼

稚

園

愛国フレンド幼稚園 北海道 釧路市
湖畔幼稚園 北海道 釧路市
みはらフレンド幼稚園 北海道 釧路市
わかばフレンド幼稚園 北海道 釧路市
清泉幼稚園 北海道 室蘭市
羅臼町立春松幼稚園 北海道 羅臼町
羅臼町立羅臼幼稚園 北海道 羅臼町
気仙沼市立唐桑幼稚園 宮城県 気仙沼市
気仙沼市立馬籠幼稚園 宮城県 気仙沼市
清和大学附属八重原幼稚園 千葉県 君津市
新潟大学教育学部附属幼稚園 新潟県 長岡市
かおり幼稚園 山梨県 甲斐市
愛知教育大学附属幼稚園 愛知県 名古屋市
名古屋市立桶狭間幼稚園 愛知県 名古屋市
名古屋市立神の倉幼稚園 愛知県 名古屋市
奈良市立富雄北幼稚園 奈良県 奈良市
奈良市立二名幼稚園 奈良県 奈良市
奈良市立都跡幼稚園 奈良県 奈良市
奈良市立六条幼稚園 奈良県 奈良市
広島大学附属幼稚園 広島県 東広島市

小

学

校

北海道教育大学附属札幌小学校 北海道 札幌市
厚岸町立太田小学校 北海道 厚岸町
石狩市立生振小学校 北海道 石狩市
石狩市立双葉小学校 北海道 石狩市
恵庭市立松恵小学校 北海道 恵庭市
江別市立対雁小学校 北海道 江別市
小樽市立高島小学校 北海道 小樽市
北海道教育大学附属釧路小学校 北海道 釧路市
更別村立更別小学校 北海道 更別村
斜里町立朝日小学校 北海道 斜里町
千歳市立末広小学校 北海道 千歳市
千歳市立緑小学校 北海道 千歳市
羅臼町立春松小学校 北海道 羅臼町
羅臼町立羅臼小学校 北海道 羅臼町
留寿都村立留寿都小学校 北海道 留寿都村
東通村立東通小学校 青森県 東通村
宮城教育大学附属小学校 宮城県 仙台市
石巻市立鮎川小学校 宮城県 石巻市
大河原町立大河原小学校 宮城県 大河原町
大河原町立大河原南小学校 宮城県 大河原町
大河原町立金ヶ瀬小学校 宮城県 大河原町
大崎市立大貫小学校 宮城県 大崎市
大崎市立鬼首小学校 宮城県 大崎市
大崎市立鹿島台小学校 宮城県 大崎市
大崎市立鳴子小学校 宮城県 大崎市
大崎市立沼部小学校 宮城県 大崎市
角田市立東根小学校 宮城県 角田市
栗原市立高清水小学校 宮城県 栗原市
気仙沼市立大島小学校 宮城県 気仙沼市
気仙沼市立大谷小学校 宮城県 気仙沼市
気仙沼市立面瀬小学校 宮城県 気仙沼市
気仙沼市立唐桑小学校 宮城県 気仙沼市
気仙沼市立九条小学校 宮城県 気仙沼市
気仙沼市立気仙沼小学校 宮城県 気仙沼市
気仙沼市立小泉小学校 宮城県 気仙沼市
気仙沼市立小原木小学校 宮城県 気仙沼市
気仙沼市立鹿折小学校 宮城県 気仙沼市
気仙沼市立新城小学校 宮城県 気仙沼市
気仙沼市立月立小学校 宮城県 気仙沼市
気仙沼市立津谷小学校 宮城県 気仙沼市
気仙沼市立中井小学校 宮城県 気仙沼市

区分 学　　校　　名 都道府県 市町村

小

学

校

気仙沼市立階上小学校 宮城県 気仙沼市
気仙沼市立松岩小学校 宮城県 気仙沼市
気仙沼市立水梨小学校 宮城県 気仙沼市
白石市立大平小学校 宮城県 白石市
白石市立大鷹沢小学校 宮城県 白石市
白石市立小原小学校 宮城県 白石市
白石市立越河小学校 宮城県 白石市
白石市立斎川小学校 宮城県 白石市
白石市立白川小学校 宮城県 白石市
白石市立白石第一小学校 宮城県 白石市
白石市立白石第二小学校 宮城県 白石市
白石市立深谷小学校 宮城県 白石市
白石市立福岡小学校 宮城県 白石市
大和町立鶴巣小学校 宮城県 大和町
富谷町立日吉台小学校 宮城県 富谷町
丸森町立金山小学校 宮城県 丸森町
新庄市立新庄小学校 山形県 新庄市
新庄市立沼田小学校 山形県 新庄市
新庄市立北辰小学校 山形県 新庄市
福島市立庭坂小学校 福島県 福島市
福島市立森合小学校 福島県 福島市
会津若松市立大戸小学校 福島県 会津若松市
会津若松市立川南小学校 福島県 会津若松市
いわき市立四倉小学校 福島県 いわき市
須賀川市立白方小学校 福島県 須賀川市
須賀川市立長沼東小学校 福島県 須賀川市
只見町立朝日小学校 福島県 只見町
只見町立只見小学校 福島県 只見町
只見町立明和小学校 福島県 只見町
足利市立東山小学校 栃木県 足利市
前橋市立大胡東小学校 群馬県 前橋市
高崎市立六郷小学校 群馬県 高崎市
藤岡市立鬼石北小学校 群馬県 藤岡市
藤岡市立鬼石小学校 群馬県 藤岡市
藤岡市立小野小学校 群馬県 藤岡市
藤岡市立神流小学校 群馬県 藤岡市
藤岡市立日野小学校 群馬県 藤岡市
藤岡市立平井小学校 群馬県 藤岡市
藤岡市立藤岡第一小学校 群馬県 藤岡市
藤岡市立藤岡第二小学校 群馬県 藤岡市
藤岡市立美九里西小学校 群馬県 藤岡市
藤岡市立美九里東小学校 群馬県 藤岡市
藤岡市立美土里小学校 群馬県 藤岡市
さいたま市立新開小学校 埼玉県 さいたま市
熊谷市立久下小学校 埼玉県 熊谷市
熊谷市立佐谷田小学校 埼玉県 熊谷市
蓮田市立蓮田中央小学校 埼玉県 蓮田市
千葉市立白井小学校 千葉県 千葉市
市川市立稲越小学校 千葉県 市川市
市川市立大野小学校 千葉県 市川市
市川市立鶴指小学校 千葉県 市川市
市川市立中山小学校 千葉県 市川市
市原市立辰巳台西小学校 千葉県 市原市
成田市立公津の杜小学校 千葉県 成田市
荒川区立尾久宮前小学校 東京都 荒川区
大田区立赤松小学校 東京都 大田区
葛飾区立青戸小学校 東京都 葛飾区
江東区立東雲小学校 東京都 江東区
江東区立八名川小学校 東京都 江東区
新宿区立西戸山小学校 東京都 新宿区
杉並区立西田小学校 東京都 杉並区
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豊橋市立前芝小学校 愛知県 豊橋市
豊橋市立松葉小学校 愛知県 豊橋市
豊橋市立松山小学校 愛知県 豊橋市
豊橋市立幸小学校 愛知県 豊橋市
豊橋市立向山小学校 愛知県 豊橋市
豊橋市立牟呂小学校 愛知県 豊橋市
豊橋市立豊小学校 愛知県 豊橋市
豊橋市立吉田方小学校 愛知県 豊橋市
長久手市立東小学校 愛知県 長久手市
西尾市立西尾小学校 愛知県 西尾市
半田市立有脇小学校 愛知県 半田市
半田市立板山小学校 愛知県 半田市
半田市立亀崎小学校 愛知県 半田市
東浦町立緖川小学校 愛知県 東浦町
東浦町立藤江小学校 愛知県 東浦町
大台町立宮川小学校 三重県 大台町
鈴鹿市立飯野小学校 三重県 鈴鹿市
鈴鹿市立神戸小学校 三重県 鈴鹿市
名張市立桔梗が丘小学校 三重県 名張市
名張市立蔵持小学校 三重県 名張市
名張市立薦原小学校 三重県 名張市
名張市立名張小学校 三重県 名張市
名張市立箕曲小学校 三重県 名張市
彦根市立城西小学校 滋賀県 彦根市
彦根市立城北小学校 滋賀県 彦根市
京都市立梅津北小学校 京都府 京都市
京都市立上賀茂小学校 京都府 京都市
京都市立乾隆小学校 京都府 京都市
京都市立紫竹小学校 京都府 京都市
京都市立下京渉成小学校 京都府 京都市
大阪市立晴明丘小学校 大阪府 大阪市
大阪市立高殿小学校 大阪府 大阪市
大阪市立御幸森小学校 大阪府 大阪市
河内長野市立美加の台小学校 大阪府 河内長野市
豊中市立上野小学校 大阪府 豊中市
豊中市立桜井谷小学校 大阪府 豊中市
豊中市立新田小学校 大阪府 豊中市
豊中市立千成小学校 大阪府 豊中市
松原市立恵我南小学校 大阪府 松原市
松原市立三宅小学校 大阪府 松原市
聖母被昇天学院小学校 大阪府 箕面市
奈良育英小学校 奈良県 奈良市
奈良教育大学附属小学校 奈良県 奈良市
奈良市立飛鳥小学校 奈良県 奈良市
奈良市立帯解小学校 奈良県 奈良市
奈良市立佐保川小学校 奈良県 奈良市
奈良市立佐保小学校 奈良県 奈良市
奈良市立済美小学校 奈良県 奈良市
奈良市立済美南小学校 奈良県 奈良市
奈良市立鼓阪北小学校 奈良県 奈良市
奈良市立鼓阪小学校 奈良県 奈良市
奈良市立椿井小学校 奈良県 奈良市
奈良市立鶴舞小学校 奈良県 奈良市
奈良市立東市小学校 奈良県 奈良市
奈良市立鳥見小学校 奈良県 奈良市
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奈良市立二名小学校 奈良県 奈良市
奈良市立都跡小学校 奈良県 奈良市
奈良市立柳生小学校 奈良県 奈良市
橿原市立今井小学校 奈良県 橿原市
橿原市立白橿北小学校 奈良県 橿原市
和歌山市立広瀬小学校 和歌山県 和歌山市
岩出市立根来小学校 和歌山県 岩出市
橋本市立紀見小学校 和歌山県 橋本市
橋本市立高野口小学校 和歌山県 橋本市
岩美町立岩美北小学校 鳥取県 岩美町
岩美町立岩美西小学校 鳥取県 岩美町
岩美町立岩美南小学校 鳥取県 岩美町
岡山市立足守小学校 岡山県 岡山市
岡山市立伊島小学校 岡山県 岡山市
岡山市立浮田小学校 岡山県 岡山市
岡山市立宇野小学校 岡山県 岡山市
岡山市立開成小学校 岡山県 岡山市
岡山市立加茂小学校 岡山県 岡山市
岡山市立旭竜小学校 岡山県 岡山市
岡山市立蛍明小学校 岡山県 岡山市
岡山市立甲浦小学校 岡山県 岡山市
岡山市立江西小学校 岡山県 岡山市
岡山市立興除小学校 岡山県 岡山市
岡山市立小串小学校 岡山県 岡山市
岡山市立三勲小学校 岡山県 岡山市
岡山市立城東台小学校 岡山県 岡山市
岡山市立庄内小学校 岡山県 岡山市
岡山市立曽根小学校 岡山県 岡山市
岡山市立第一藤田小学校 岡山県 岡山市
岡山市立第三藤田小学校 岡山県 岡山市
岡山市立第二藤田小学校 岡山県 岡山市
岡山市立高島小学校 岡山県 岡山市
岡山市立建部小学校 岡山県 岡山市
岡山市立竹枝小学校 岡山県 岡山市
岡山市立千種小学校 岡山県 岡山市
岡山市立津島小学校 岡山県 岡山市
岡山市立角山小学校 岡山県 岡山市
岡山市立南輝小学校 岡山県 岡山市
岡山市立西小学校 岡山県 岡山市
岡山市立東疇小学校 岡山県 岡山市
岡山市立平島小学校 岡山県 岡山市
岡山市立福島小学校 岡山県 岡山市
岡山市立福田小学校 岡山県 岡山市
岡山市立福渡小学校 岡山県 岡山市
岡山市立政田小学校 岡山県 岡山市
岡山市立御南小学校 岡山県 岡山市
岡山市立御休小学校 岡山県 岡山市
岡山市立鯉山小学校 岡山県 岡山市
倉敷市立粒江小学校 岡山県 倉敷市
矢掛町立中川小学校 岡山県 矢掛町
矢掛町立三谷小学校 岡山県 矢掛町
矢掛町立矢掛小学校 岡山県 矢掛町
広島市立大林小学校 広島県 広島市
広島市立幟町小学校 広島県 広島市
広島市立畑賀小学校 広島県 広島市
広島市立戸坂小学校 広島県 広島市
広島大学附属東雲小学校 広島県 広島市
広島大学附属小学校 広島県 広島市
大竹市立栗谷小学校 広島県 大竹市
尾道市立山波小学校 広島県 尾道市
海田町立海田東小学校 広島県 海田町
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内灘町立向粟崎小学校 石川県 内灘町
小松市立蓮代寺小学校 石川県 小松市
能美市立粟生小学校 石川県 能美市
輪島市立三井小学校 石川県 輪島市
小浜市立内外海小学校 福井県 小浜市
勝山市立荒土小学校 福井県 勝山市
勝山市立北郷小学校 福井県 勝山市
勝山市立鹿谷小学校 福井県 勝山市
勝山市立成器西小学校 福井県 勝山市
勝山市立成器南小学校 福井県 勝山市
勝山市立野向小学校 福井県 勝山市
勝山市立平泉寺小学校 福井県 勝山市
勝山市立三室小学校 福井県 勝山市
勝山市立村岡小学校 福井県 勝山市
坂井市立鳴鹿小学校 福井県 坂井市
南アルプス市立芦安小学校 山梨県 南アルプス市
南アルプス市立櫛形西小学校 山梨県 南アルプス市
高山村立高山小学校 長野県 高山村
茅野市立永明小学校 長野県 茅野市
山ノ内町立西小学校 長野県 山ノ内町
山ノ内町立東小学校 長野県 山之内町
山ノ内町立南小学校 長野県 山ノ内町
岐阜市立島小学校 岐阜県 岐阜市
高山市立朝日小学校 岐阜県 高山市
高山市立岩滝小学校 岐阜県 高山市
高山市立北小学校 岐阜県 高山市
高山市立清見小学校 岐阜県 高山市
高山市立久々野小学校 岐阜県 高山市
高山市立山王小学校 岐阜県 高山市
高山市立新宮小学校 岐阜県 高山市
高山市立栃尾小学校 岐阜県 高山市
高山市立西小学校 岐阜県 高山市
高山市立東小学校 岐阜県 高山市
高山市立本郷小学校 岐阜県 高山市
高山市立三枝小学校 岐阜県 高山市
高山市立南小学校 岐阜県 高山市
高山市立宮小学校 岐阜県 高山市
養老町立広幡小学校 岐阜県 養老町
静岡サレジオ小学校 静岡県 静岡市
富士市立岩松北小学校 静岡県 富士市
愛知教育大学附属名古屋小学校 愛知県 名古屋市
椙山女学園大学附属小学校 愛知県 名古屋市
名古屋市立愛知小学校 愛知県 名古屋市
名古屋市立有松小学校 愛知県 名古屋市
名古屋市立内山小学校 愛知県 名古屋市
名古屋市立笹島小学校 愛知県 名古屋市
名古屋市立千早小学校 愛知県 名古屋市
名古屋市立鳴海小学校 愛知県 名古屋市
名古屋市立東築地小学校 愛知県 名古屋市
名古屋市立八熊小学校 愛知県 名古屋市
あま市立甚目寺小学校 愛知県 あま市
安城市立里町小学校 愛知県 安城市
一宮市立浅井北小学校 愛知県 一宮市
一宮市立浅野小学校 愛知県 一宮市
一宮市立朝日西小学校 愛知県 一宮市
一宮市立末広小学校 愛知県 一宮市
一宮市立丹陽西小学校 愛知県 一宮市
一宮市立千秋小学校 愛知県 一宮市
一宮市立中島小学校 愛知県 一宮市
一宮市立西成小学校 愛知県 一宮市
一宮市立葉栗北小学校 愛知県 一宮市
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一宮市立葉栗小学校 愛知県 一宮市
一宮市立宮西小学校 愛知県 一宮市
犬山市立東小学校 愛知県 犬山市
愛知教育大学附属岡崎小学校 愛知県 岡崎市
岡崎市立梅園小学校 愛知県 岡崎市
岡崎市立男川小学校 愛知県 岡崎市
岡崎市立形埜小学校 愛知県 岡崎市
岡崎市立城南小学校 愛知県 岡崎市
岡崎市立常磐南小学校 愛知県 岡崎市
岡崎市立細川小学校 愛知県 岡崎市
岡崎市立六ツ美中部小学校 愛知県 岡崎市
尾張旭市立旭小学校 愛知県 尾張旭市
刈谷市立富士松南小学校 愛知県 刈谷市
北名古屋市立師勝小学校 愛知県 北名古屋市
江南市立宮田小学校 愛知県 江南市
新城市立作手小学校 愛知県 新城市
豊田市立土橋小学校 愛知県 豊田市
豊橋市立旭小学校 愛知県 豊橋市
豊橋市立芦原小学校 愛知県 豊橋市
豊橋市立東田小学校 愛知県 豊橋市
豊橋市立石巻小学校 愛知県 豊橋市
豊橋市立磯辺小学校 愛知県 豊橋市
豊橋市立飯村小学校 愛知県 豊橋市
豊橋市立岩田小学校 愛知県 豊橋市
豊橋市立岩西小学校 愛知県 豊橋市
豊橋市立植田小学校 愛知県 豊橋市
豊橋市立牛川小学校 愛知県 豊橋市
豊橋市立老津小学校 愛知県 豊橋市
豊橋市立大崎小学校 愛知県 豊橋市
豊橋市立大清水小学校 愛知県 豊橋市
豊橋市立大村小学校 愛知県 豊橋市
豊橋市立小沢小学校 愛知県 豊橋市
豊橋市立賀茂小学校 愛知県 豊橋市
豊橋市立下条小学校 愛知県 豊橋市
豊橋市立西郷小学校 愛知県 豊橋市
豊橋市立栄小学校 愛知県 豊橋市
豊橋市立汐田小学校 愛知県 豊橋市
豊橋市立下地小学校 愛知県 豊橋市
豊橋市立新川小学校 愛知県 豊橋市
豊橋市立杉山小学校 愛知県 豊橋市
豊橋市立嵩山小学校 愛知県 豊橋市
豊橋市立鷹丘小学校 愛知県 豊橋市
豊橋市立高師小学校 愛知県 豊橋市
豊橋市立高根小学校 愛知県 豊橋市
豊橋市立谷川小学校 愛知県 豊橋市
豊橋市立玉川小学校 愛知県 豊橋市
豊橋市立多米小学校 愛知県 豊橋市
豊橋市立津田小学校 愛知県 豊橋市
豊橋市立つつじが丘小学校 愛知県 豊橋市
豊橋市立天伯小学校 愛知県 豊橋市
豊橋市立豊南小学校 愛知県 豊橋市
豊橋市立中野小学校 愛知県 豊橋市
豊橋市立野依小学校 愛知県 豊橋市
豊橋市立八町小学校 愛知県 豊橋市
豊橋市立花田小学校 愛知県 豊橋市
豊橋市立羽根井小学校 愛知県 豊橋市
豊橋市立福岡小学校 愛知県 豊橋市
豊橋市立富士見小学校 愛知県 豊橋市
豊橋市立二川小学校 愛知県 豊橋市
豊橋市立二川南小学校 愛知県 豊橋市
豊橋市立細谷小学校 愛知県 豊橋市
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区分 学　　校　　名 都道府県 市町村

中

学

校

稲城市立稲城第二中学校 東京都 稲城市
稲城市立稲城第四中学校 東京都 稲城市
稲城市立稲城第六中学校 東京都 稲城市
多摩市立落合中学校 東京都 多摩市
多摩市立諏訪中学校 東京都 多摩市
多摩市立青陵中学校 東京都 多摩市
多摩市立多摩中学校 東京都 多摩市
多摩市立多摩永山中学校 東京都 多摩市
多摩市立鶴牧中学校 東京都 多摩市
多摩市立東愛宕中学校 東京都 多摩市
多摩市立聖ヶ丘中学校 東京都 多摩市
多摩市立和田中学校 東京都 多摩市
横浜市立市ヶ尾中学校 神奈川県 横浜市
横浜国立大学教育人間科学部附属鎌倉中学校 神奈川県 鎌倉市
新潟市立赤塚中学校 新潟県 新潟市
新潟市立白新中学校 新潟県 新潟市
新潟市立巻東中学校 新潟県 新潟市
新潟市立宮浦中学校 新潟県 新潟市
新潟市立横越中学校 新潟県 新潟市
十日町市立松之山中学校 新潟県 十日町市
長岡市立南中学校 新潟県 長岡市
新潟大学教育学部附属長岡中学校 新潟県 長岡市
見附市立今町中学校 新潟県 見附市
見附市立西中学校 新潟県 見附市
見附市立見附中学校 新潟県 見附市
見附市立南中学校 新潟県 見附市
南魚沼市立大巻中学校 新潟県 南魚沼市
富山市立楡原中学校 富山県 富山市
富山大学人間発達科学部附属中学校 富山県 富山市
金沢市立泉中学校 石川県 金沢市
金沢市立内川中学校 石川県 金沢市
金沢市立金石中学校 石川県 金沢市
金沢市立兼六中学校 石川県 金沢市
金沢市立小将町中学校 石川県 金沢市
金沢市立紫錦台中学校 石川県 金沢市
金沢市立芝原中学校 石川県 金沢市
金沢市立城南中学校 石川県 金沢市
金沢市立高岡中学校 石川県 金沢市
金沢市立高尾台中学校 石川県 金沢市
金沢市立鳴和中学校 石川県 金沢市
内灘町立内灘中学校 石川県 内灘町
小松市立板津中学校 石川県 小松市
七尾市立朝日中学校 石川県 七尾市
七尾市立能登香島中学校 石川県 七尾市
能美市立根上中学校 石川県 能美市
勝山市立勝山中部中学校 福井県 勝山市
勝山市立勝山南部中学校 福井県 勝山市
勝山市立勝山北部中学校 福井県 勝山市
敦賀気比高等学校付属中学校 福井県 敦賀市
南アルプス市立芦安中学校 山梨県 南アルプス市
高山村立高山中学校 長野県 高山村
信州大学教育学部附属松本中学校 長野県 松本市
山ノ内町立山ノ内中学校 長野県 山ノ内町
岐阜市立青山中学校 岐阜県 岐阜市
池田町立池田中学校 岐阜県 池田町
川辺町立川辺中学校 岐阜県 川辺町
岐阜市立長森南中学校 岐阜県 岐阜市
高山市立朝日中学校 岐阜県 高山市
高山市立清見中学校 岐阜県 高山市
高山市立国府中学校 岐阜県 高山市
高山市立中山中学校 岐阜県 高山市

区分 学　　校　　名 都道府県 市町村

中

学

校

高山市立東山中学校 岐阜県 高山市
高山市立北稜中学校 岐阜県 高山市
静岡市立玉川中学校 静岡県 静岡市
伊豆市立天城中学校 静岡県 伊豆市
掛川市立北中学校 静岡県 掛川市
静岡大学教育学部附属島田中学校 静岡県 島田市
富士宮市立富士宮第二中学校 静岡県 富士宮市
愛知教育大学附属名古屋中学校 愛知県 名古屋市
名古屋市立菊井中学校 愛知県 名古屋市
名古屋市立笹島中学校 愛知県 名古屋市
名古屋市立汐路中学校 愛知県 名古屋市
名古屋市立宝神中学校 愛知県 名古屋市
名古屋市立前津中学校 愛知県 名古屋市
名古屋市立丸の内中学校 愛知県 名古屋市
名古屋市立若水中学校 愛知県 名古屋市
安城市立東山中学校 愛知県 安城市
一宮市立萩原中学校 愛知県 一宮市
愛知教育大学附属岡崎中学校 愛知県 岡崎市
岡崎市立新香山中学校 愛知県 岡崎市
岡崎市立常磐中学校 愛知県 岡崎市
岡崎市立南中学校 愛知県 岡崎市
岡崎市立竜南中学校 愛知県 岡崎市
学校法人中部大学　春日丘中学校 愛知県 春日井市
新城市立作手中学校 愛知県 新城市
豊田市立藤岡南中学校 愛知県 豊田市
豊田市立前林中学校 愛知県 豊田市
豊橋市立石巻中学校 愛知県 豊橋市
豊橋市立五並中学校 愛知県 豊橋市
豊橋市立章南中学校 愛知県 豊橋市
豊橋市立青陵中学校 愛知県 豊橋市
豊橋市立高師台中学校 愛知県 豊橋市
豊橋市立高豊中学校 愛知県 豊橋市
豊橋市立中部中学校 愛知県 豊橋市
豊橋市立東部中学校 愛知県 豊橋市
豊橋市立東陽中学校 愛知県 豊橋市
豊橋市立東陵中学校 愛知県 豊橋市
豊橋市立豊岡中学校 愛知県 豊橋市
豊橋市立南部中学校 愛知県 豊橋市
豊橋市立南陽中学校 愛知県 豊橋市
豊橋市立南稜中学校 愛知県 豊橋市
豊橋市立羽田中学校 愛知県 豊橋市
豊橋市立二川中学校 愛知県 豊橋市
豊橋市立豊城中学校 愛知県 豊橋市
豊橋市立北部中学校 愛知県 豊橋市
豊橋市立本郷中学校 愛知県 豊橋市
豊橋市立前芝中学校 愛知県 豊橋市
豊橋市立牟呂中学校 愛知県 豊橋市
豊橋市立吉田方中学校 愛知県 豊橋市
半田市立亀崎中学校 愛知県 半田市
三重大学教育学部附属中学校 三重県 津市
鈴鹿市立鼓ヶ浦中学校 三重県 鈴鹿市
名張市立北中学校 三重県 名張市
名張市立南中学校 三重県 名張市
長浜市立西浅井中学校 滋賀県 長浜市
長浜市立西中学校 滋賀県 長浜市
彦根市立中央中学校 滋賀県 彦根市
彦根市立西中学校 滋賀県 彦根市
大阪市立鶴見橋中学校 大阪府 大阪市
豊中市立第十一中学校 大阪府 豊中市
豊中市立第十三中学校 大阪府 豊中市
豊中市立第二中学校 大阪府 豊中市

区分 学　　校　　名 都道府県 市町村

小

学

校

北広島町立新庄小学校 広島県 北広島町
熊野町立熊野第一小学校 広島県 熊野町
熊野町立熊野第三小学校 広島県 熊野町
熊野町立熊野第二小学校 広島県 熊野町
熊野町立熊野第四小学校　 広島県 熊野町
東広島市立入野小学校 広島県 東広島市
福山市立内海小学校 広島県 福山市
福山市立駅家西小学校 広島県 福山市
三次市立安田小学校 広島県 三次市
藍住町立藍住北小学校 徳島県 藍住町
藍住町立藍住西小学校 徳島県 藍住町
藍住町立藍住東小学校 徳島県 藍住町
藍住町立藍住南小学校 徳島県 藍住町
佐那河内村立佐那河内小学校 徳島県 佐那河内村
三豊市立下高瀬小学校 香川県 三豊市
松山市立新玉小学校 愛媛県 松山市
新居浜市立泉川小学校 愛媛県 新居浜市
新居浜市立浮島小学校 愛媛県 新居浜市
新居浜市立大生院小学校 愛媛県 新居浜市
新居浜市立金子小学校 愛媛県 新居浜市
新居浜市立金栄小学校 愛媛県 新居浜市
新居浜市立神郷小学校 愛媛県 新居浜市
新居浜市立角野小学校 愛媛県 新居浜市
新居浜市立惣開小学校 愛媛県 新居浜市
新居浜市立高津小学校 愛媛県 新居浜市
新居浜市立多喜浜小学校 愛媛県 新居浜市
新居浜市立中萩小学校 愛媛県 新居浜市
新居浜市立新居浜小学校 愛媛県 新居浜市
新居浜市立垣生小学校 愛媛県 新居浜市
新居浜市立船木小学校 愛媛県 新居浜市
新居浜市立宮西小学校 愛媛県 新居浜市
新居浜市立若宮小学校 愛媛県 新居浜市
四万十町立七里小学校 高知県 四万十町
福岡市立百道浜小学校 福岡県 福岡市
大牟田市立天の原小学校 福岡県 大牟田市
大牟田市立大牟田中央小学校 福岡県 大牟田市
大牟田市立上内小学校 福岡県 大牟田市
大牟田市立銀水小学校 福岡県 大牟田市
大牟田市立倉永小学校 福岡県 大牟田市
大牟田市立白川小学校 福岡県 大牟田市
大牟田市立大正小学校 福岡県 大牟田市
大牟田市立高取小学校 福岡県 大牟田市
大牟田市立玉川小学校 福岡県 大牟田市
大牟田市立手鎌小学校 福岡県 大牟田市
大牟田市立天領小学校 福岡県 大牟田市
大牟田市立中友小学校 福岡県 大牟田市
大牟田市立羽山台小学校 福岡県 大牟田市
大牟田市立駛馬北小学校 福岡県 大牟田市
大牟田市立駛馬南小学校 福岡県 大牟田市
大牟田市立平原小学校 福岡県 大牟田市
大牟田市立三池小学校 福岡県 大牟田市
大牟田市立みなと小学校 福岡県 大牟田市
大牟田市立明治小学校 福岡県 大牟田市
大牟田市立吉野小学校 福岡県 大牟田市
北九州市立藍島小学校 福岡県 北九州市
北九州市立赤崎小学校 福岡県 北九州市
北九州市立市丸小学校 福岡県 北九州市
北九州市立鞘ヶ谷小学校 福岡県 北九州市
北九州市立すがお小学校 福岡県 北九州市
北九州市立藤松小学校 福岡県 北九州市
宇城市立小川小学校 熊本県 宇城市

区分 学　　校　　名 都道府県 市町村

小
学
校

宇城市立海東小学校 熊本県 宇城市
姫島村立姫島小学校 大分県 姫島村
綾町立綾小学校 宮崎県 綾町
金武町立中川小学校 沖縄県 金武町

中

学

校

札幌市立手稲西中学校 北海道 札幌市
北海道教育大学附属札幌中学校 北海道 札幌市
北広島市立西部中学校 北海道 北広島市
千歳市立東千歳中学校 北海道 千歳市
羅臼町立春松中学校 北海道 羅臼町
羅臼町立羅臼中学校 北海道 羅臼町
仙台市立郡山中学校 宮城県 仙台市
仙台市立南吉成中学校 宮城県 仙台市
石巻市立牡鹿中学校 宮城県 石巻市
岩沼市立岩沼中学校 宮城県 岩沼市
大河原町立大河原中学校 宮城県 大河原町
大河原町立金ヶ瀬中学校 宮城県 大河原町
大崎市立田尻中学校 宮城県 大崎市
大崎市立古川北中学校 宮城県 大崎市
角田市立角田中学校 宮城県 角田市
気仙沼市立大島中学校 宮城県 気仙沼市
気仙沼市立大谷中学校 宮城県 気仙沼市
気仙沼市立面瀬中学校 宮城県 気仙沼市
気仙沼市立唐桑中学校 宮城県 気仙沼市
気仙沼市立気仙沼中学校 宮城県 気仙沼市
気仙沼市立鹿折中学校 宮城県 気仙沼市
気仙沼市立条南中学校 宮城県 気仙沼市
気仙沼市立津谷中学校 宮城県 気仙沼市
気仙沼市立新月中学校 宮城県 気仙沼市
気仙沼市立階上中学校 宮城県 気仙沼市
気仙沼市立松岩中学校 宮城県 気仙沼市
白石市立小原中学校 宮城県 白石市
白石市立白川中学校 宮城県 白石市
白石市立白石中学校 宮城県 白石市
白石市立東中学校 宮城県 白石市
白石市立南中学校 宮城県 白石市
南三陸町立志津川中学校 宮城県 南三陸町
大仙市立大曲南中学校 秋田県 大仙市
新庄市立新庄中学校 山形県 新庄市
須賀川市立長沼中学校 福島県 須賀川市
只見町立只見中学校 福島県 只見町
宇都宮市立一条中学校 栃木県 宇都宮市
足利市立山辺中学校 栃木県 足利市
前橋市立第六中学校 群馬県 前橋市
安中市立松井田北中学校 群馬県 安中市
藤岡市立小野中学校 群馬県 藤岡市
藤岡市立北中学校 群馬県 藤岡市
藤岡市立西中学校 群馬県 藤岡市
藤岡市立東中学校 群馬県 藤岡市
さいたま市立大宮八幡中学校 埼玉県 さいたま市
坂戸市立若宮中学校 埼玉県 坂戸市
蓮田市立蓮田中学校 埼玉県 蓮田市
成田市立玉造中学校 千葉県 成田市
大田区立大森第六中学校 東京都 大田区
大田区立馬込東中学校 東京都 大田区
江東区立第二南砂中学校 東京都 江東区
江東区立深川第一中学校 東京都 江東区
世田谷区立喜多見中学校 東京都 世田谷区
世田谷区立駒沢中学校 東京都 世田谷区
聖心女子学院中等科 東京都 港区
稲城市立稲城第五中学校 東京都 稲城市
稲城市立稲城第三中学校 東京都 稲城市



30 31

区分 学　　校　　名 都道府県 市町村
中高一貫校等 学校法人清和学園・清和女子中高学校 高知県 南国市

高

等

学

校

札幌創成高等学校 北海道 札幌市
札幌山の手高等学校 北海道 札幌市
市立札幌大通高等学校 北海道 札幌市
北海道札幌平岸高等学校 北海道 札幌市
旭川龍谷高等学校 北海道 旭川市
北海道遠軽高等学校 北海道 遠軽町
北海道上士幌高等学校 北海道 上士幌町
北海道上ノ国高等学校 北海道 上ノ国町
北海道留辺蘂高等学校 北海道 北見市
北海道清里高等学校 北海道 清里町
北海道阿寒高等学校 北海道 釧路市
北海道斜里高等学校 北海道 斜里町
北海道南富良野高等学校 北海道 空知郡
海星学院高等学校 北海道 室蘭市
北海道羅臼高等学校 北海道 羅臼町
北海道礼文高等学校 北海道 礼文町
盛岡中央高等学校 岩手県 盛岡市
宮城県気仙沼高等学校 宮城県 気仙沼市
宮城県気仙沼西高等学校 宮城県 気仙沼市
宮城県多賀城高等学校 宮城県 多賀城市
宮城県富谷高等学校 宮城県 富谷町
秋田市立秋田商業高等学校 秋田県 秋田市
明桜高等学校 秋田県 秋田市
福島県立安達高等学校 福島県 二本松市
群馬県立利根実業高等学校 群馬県 沼田市
筑波大学附属坂戸高等学校 埼玉県 坂戸市
千葉県立千葉東高等学校 千葉県 千葉市
千葉県立市川昴高等学校 千葉県 市川市
千葉県立国分高等学校 千葉県 市川市
市原中央高等学校 千葉県 市原市
千葉県立鎌ヶ谷西高等学校 千葉県 鎌ヶ谷市
千葉県立佐倉南高等学校 千葉県 佐倉市
千葉県立流山おおたかの森高等学校 千葉県 流山市
千葉県立下総高等学校 千葉県 成田市
千葉県立船橋豊富高等学校 千葉県 船橋市
千葉県立松戸国際高等学校 千葉県 松戸市
千葉黎明高等学校 千葉県 八街市
渋谷教育学園渋谷高等学校 東京都 渋谷区
東京都立杉並総合高等学校 東京都 杉並区
筑波大学附属駒場高等学校 東京都 世田谷区
聖心女子学院高等科 東京都 港区
東京都立三田高等学校 東京都 港区
東京都立六本木高等学校 東京都 港区
慶應義塾高等学校 神奈川県 横浜市
神奈川県立有馬高等学校 神奈川県 海老名市
新潟県立国際情報高等学校 新潟県 南魚沼市
富山国際大学付属高等学校 富山県 富山市
福井工業大学附属福井高等学校 福井県 福井市
山梨県立巨摩高等学校 山梨県 南アルプス市
長野県長野西高等学校 長野県 長野市
長野県中野西高等学校 長野県 中野市
岐阜聖徳学園高等学校 岐阜県 岐阜市
岐阜県立池田高等学校 岐阜県 池田町
岐阜県立大垣北高等学校 岐阜県 大垣市
岐阜県立各務原高等学校 岐阜県 各務原市
岐阜県立大垣養老高等学校 岐阜県 養老町
静岡県立伊豆総合高等学校 静岡県 伊豆市
愛知県立愛知商業高等学校 愛知県 名古屋市
愛知県立千種高等学校 愛知県 名古屋市
東邦高等学校 愛知県 名古屋市

区分 学　　校　　名 都道府県 市町村

高

等

学

校

名古屋市立工業高等学校 愛知県 名古屋市
名古屋市立名古屋商業高等学校 愛知県 名古屋市
名古屋市立名東高等学校 愛知県 名古屋市
名古屋市立山田高等学校 愛知県 名古屋市
愛知県立安城東高等学校 愛知県 安城市
学校法人中部大学春日丘高等学校 愛知県 春日井市
愛知教育大学附属高等学校 愛知県 刈谷市
愛知県立刈谷北高等学校 愛知県 刈谷市
愛知県立刈谷高等学校 愛知県 刈谷市
愛知県立豊田東高等学校 愛知県 豊田市
豊橋中央高等学校 愛知県 豊橋市
中部大学第一高等学校 愛知県 日進市
三重県立木本高等学校 三重県 熊野市
京都外大西高等学校 京都府 京都市
京都市立紫野高等学校 京都府 京都市
京都府立嵯峨野高等学校 京都府 京都市
大阪府立市岡高等学校 大阪府 大阪市
大阪府立今宮高等学校 大阪府 大阪市
大阪府立北淀高等学校 大阪府 大阪市
大阪府立住吉高等学校 大阪府 大阪市
大阪府立西淀川高等学校 大阪府 大阪市
明浄学院高等学校 大阪府 大阪市
大阪教育大学附属高等学校池田校舎 大阪府 池田市
大阪府立佐野高等学校 大阪府 泉佐野市
大阪府立北摂つばさ高等学校 大阪府 茨木市
大阪府立春日丘高等学校 大阪府 茨木市
関西創価高等学校 大阪府 交野市
大阪府立長野高等学校 大阪府 河内長野市
大阪府立泉北高等学校 大阪府 堺市
羽衣学園高等学校 大阪府 高石市
大阪府立富田林高等学校 大阪府 富田林市
大阪府立能勢高等学校 大阪府 能勢町
大阪府立枚方高等学校 大阪府 枚方市
大阪府立松原高等学校 大阪府 松原市
神戸市立葺合高等学校 兵庫県 神戸市
兵庫県立北須磨高等学校 兵庫県 神戸市
兵庫県立兵庫高等学校 兵庫県 神戸市
兵庫県立洲本実業高等学校 兵庫県 洲本市
兵庫県立三木北高等学校 兵庫県 三木市
奈良県立法隆寺国際高等学校 奈良県 斑鳩町
和歌山県立星林高等学校 和歌山県 和歌山市
和歌山県立串本古座高等学校 和歌山県 串本町
和歌山県立田辺高等学校 和歌山県 田辺市
島根県立島根中央高等学校 島根県 川本町
松江市立女子高等学校 島根県 松江市
岡山学芸館高等学校 岡山県 岡山市
岡山県立岡山一宮高等学校 岡山県 岡山市
おかやま山陽高等学校 岡山県 浅口市
岡山龍谷高等学校 岡山県 笠岡市
岡山県美作高等学校 岡山県 津山市
岡山県立真庭高等学校 岡山県 真庭市
岡山県立林野高等学校 岡山県 美作市
岡山県立矢掛高等学校 岡山県 矢掛町
岡山県立和気閑谷高等学校 岡山県 和気町
広陵高等学校 広島県 広島市
山陽高等学校 広島県 広島市
広島県立広島井口高等学校 広島県 広島市
広島県立広島国泰寺高等学校 広島県 広島市
広島県立安古市高等学校 広島県 広島市
広島県立尾道北高等学校 広島県 尾道市
広島県立御調高等学校 広島県 尾道市

区分 学　　校　　名 都道府県 市町村

中

学

校

寝屋川市立第十中学校 大阪府 寝屋川市
松原市立松原第七中学校 大阪府 松原市
尼崎市立成良中学校 兵庫県 尼崎市
奈良教育大学附属中学校 奈良県 奈良市
奈良市立京西中学校 奈良県 奈良市
奈良市立興東館柳生中学校 奈良県 奈良市
奈良市立月ヶ瀬中学校 奈良県 奈良市
奈良市立都南中学校 奈良県 奈良市
奈良市立富雄中学校 奈良県 奈良市
奈良市立二名中学校 奈良県 奈良市
奈良市立平城西中学校 奈良県 奈良市
奈良市立都跡中学校 奈良県 奈良市
奈良市立三笠中学校 奈良県 奈良市
橿原市立畝傍中学校 奈良県 橿原市
岡山市立足守中学校 岡山県 岡山市
岡山市立京山中学校 岡山県 岡山市
岡山市立興除中学校 岡山県 岡山市
岡山市立光南台中学校 岡山県 岡山市
岡山市立上道中学校　 岡山県 岡山市
岡山市立上南中学校 岡山県 岡山市
岡山市立瀬戸中学校 岡山県 岡山市
岡山市立高島中学校 岡山県 岡山市
岡山市立建部中学校 岡山県 岡山市
岡山市立高松中学校 岡山県 岡山市
岡山市立福田中学校 岡山県 岡山市
岡山市立福南中学校 岡山県 岡山市
岡山市立藤田中学校 岡山県 岡山市
岡山市立操山中学校 岡山県 岡山市
岡山市立御南中学校 岡山県 岡山市
広島市立古田中学校 広島県 広島市
江田島市立三高中学校 広島県 江田島市
熊野町立熊野中学校 広島県 熊野町
熊野町立熊野東中学校 広島県 熊野町
山陽女学園中等部 広島県 廿日市市
如水館中学校 広島県 三原市
周南市立太華中学校 山口県 周南市
周南市立和田中学校 山口県 周南市
防府市立佐波中学校 山口県 防府市
三好市立池田中学校 徳島県 三好市
新居浜市立泉川中学校 愛媛県 新居浜市
新居浜市立大生院中学校 愛媛県 新居浜市
新居浜市立川東中学校 愛媛県 新居浜市
新居浜市立北中学校 愛媛県 新居浜市
新居浜市立角野中学校 愛媛県 新居浜市
新居浜市立中萩中学校 愛媛県 新居浜市
新居浜市立西中学校 愛媛県 新居浜市
新居浜市立東中学校 愛媛県 新居浜市
新居浜市立船木中学校 愛媛県 新居浜市
新居浜市立南中学校 愛媛県 新居浜市
大牟田市立甘木中学校 福岡県 大牟田市
福岡市立元岡中学校 福岡県 福岡市
大牟田市立歴木中学校 福岡県 大牟田市
大牟田市立宅峰中学校 福岡県 大牟田市
大牟田市立田隈中学校 福岡県 大牟田市
大牟田市立橘中学校 福岡県 大牟田市
大牟田市立白光中学校 福岡県 大牟田市
大牟田市立松原中学校 福岡県 大牟田市
大牟田市立宮原中学校 福岡県 大牟田市
北九州市立尾倉中学校 福岡県 北九州市
北九州市立菊陵中学校 福岡県 北九州市
北九州市立黒崎中学校 福岡県 北九州市

区分 学　　校　　名 都道府県 市町村

中

学

校

北九州市立早鞆中学校 福岡県 北九州市
武雄市立武雄北中学校 佐賀県 武雄市
宇城市立不知火中学校 熊本県 宇城市
大分市立鶴崎中学校 大分県 大分市
姫島村立姫島中学校 大分県 姫島村
綾町立綾中学校 宮崎県 綾町
阿久根市立大川中学校 鹿児島県 阿久根市
北谷町立北谷中学校 沖縄県 北谷町

中

高

一

貫

校

等

北海道登別明日中等教育学校 北海道 登別市
宮城県仙台二華中学校・高等学校 宮城県 仙台市
仙台育英学園秀光中等教育学校 宮城県 多賀城市
茨城県立並木中等教育学校 茨城県 つくば市
茨城キリスト教学園中学校高等学校 茨城県 日立市
佐野日本大学中等教育学校 栃木県 佐野市
新島学園中学校・高等学校 群馬県 安中市
国際学院中学校高等学校 埼玉県 伊奈町
自由の森学園中学校・高等学校 埼玉県 飯能市
市川中学校・市川高等学校 千葉県 市川市
渋谷教育学園幕張中学・高等学校 千葉県 千葉市
麗澤中学・高等学校 千葉県 柏市
桜丘中学・高等学校 東京都 北区
東京立正中学校・高等学校 東京都 杉並区
立教女学院中学校・高等学校 東京都 杉並区
昭和女子大学附属昭和中学校・高等学校 東京都 世田谷区
田園調布学園中等部・高等部 東京都 世田谷区
東京都市大学等々力中学校・高等学校 東京都 世田谷区
麹町学園女子中学校・高等学校 東京都 千代田区
雙葉中学校・高等学校 東京都 千代田区
東京学芸大学附属国際中等教育学校 東京都 練馬区
トキワ松学園中学校高等学校 東京都 目黒区
晃華学園中学校・高等学校 東京都 調布市
武蔵野女子学院中学校・高等学校 東京都 西東京市
八王子学園八王子中学・高等学校 東京都 八王子市
桜美林中学校・高等学校 東京都 町田市
湘南学園中学校・高等学校 神奈川県 藤沢市
新潟県立佐渡中等教育学校 新潟県 佐渡市
新潟県立燕中等教育学校 新潟県 燕市
山梨英和中学校・高等学校 山梨県 甲府市
文化学園長野中学・高等学校 長野県 長野市
不二聖心女子学院 静岡県 裾野市
星陵中学校・高等学校 静岡県 富士宮市
学校法人栗本学園�名古屋国際中学校・高等学校 愛知県 名古屋市
名古屋大学教育学部附属中・高等学校 愛知県 名古屋市
セントヨゼフ女子学園高等学校・中学校 三重県 津市
三重中学校・高等学校 三重県 松阪市
滋賀県立守山中学・高等学校 滋賀県 守山市
立命館守山中学校・高等学校 滋賀県 守山市
平安女学院中学・高等学校 京都府 京都市
大阪学芸中等教育学校 大阪府 大阪市
浪速中学校・高等学校 大阪府 大阪市
追手門学院中学校高等学校 大阪府 茨木市
帝塚山学院泉ヶ丘中学校高等学校 大阪府 堺市
神戸大学附属中等教育学校 兵庫県 神戸市
奈良女子大学附属中等教育学校 奈良県 奈良市
和歌山県立古佐田丘中学校・橋本高等学校 和歌山県 橋本市
清心中学校・清心女子高等学校 岡山県 倉敷市
広島大学附属中・高等学校 広島県 広島市
広島県立広島中学・高等学校 広島県 東広島市
英数学館中・高等学校（広島加計学園） 広島県 福山市
野田学園中学高等学校 山口県 山口市
高水高等学校付属中学校／高水高等学校 山口県 岩国市
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　NPO法人日本持続発展教育推進フォーラムでは、ESD（Education For Sustainable 
Development）の取組を実践する学校を奨励する「ESD大賞」を2010年より実施しています。
　本事業は、全国の小・中・高等学校から実践的研究事例を募り、ESDの優れた実践を
奨励するとともに、その輪を広げ、日本の持続可能な開発のための教育の推進に寄与する
ことを目指し、実施するものです。

ESD大賞

第８回ESD大賞　受賞校

文部科学大臣賞
福岡県大牟田市立吉野小学校

ユネスコスクール最優秀賞
千葉県立桜が丘特別支援学校

�
小学校賞

東京都大田区立赤松小学校
�

中学校賞
埼玉県さいたま市立大宮八幡中学校

�
高等学校賞

神戸大学附属中等教育学校
�

ベスト・アクティビティ賞
北海道札幌平岸高等学校

�
スタートアップ賞

宮城県仙台市立郡山中学校
�

ネスレ日本ヘルシーキッズ賞
東京都目黒区立田道小学校
大阪府岬町立深日小学校

区分 学　　校　　名 都道府県 市町村

高

等

学

校

広島県立呉三津田高等学校 広島県 呉市
山陽女学園高等部 広島県 廿日市市
広島県立賀茂高等学校 広島県 東広島市
広島県立大門高等学校 広島県 福山市
広島県立福山誠之館高等学校 広島県 福山市
広島県立府中高等学校 広島県 府中市
広島県立安芸府中高等学校 広島県 府中町
如水館高等学校 広島県 三原市
広島県立三次高等学校 広島県 三次市
山口県立周防大島高等学校 山口県 周防大島町
徳島県立徳島科学技術高等学校 徳島県 徳島市　
香川県立高松桜井高等学校 香川県 高松市
香川県立観音寺総合高等学校 香川県 観音寺市
愛媛県立新居浜東高等学校 愛媛県 新居浜市
愛媛県立新居浜南高等学校 愛媛県 新居浜市
福岡県立香住丘高等学校 福岡県 福岡市
福岡県立城南高等学校 福岡県 福岡市
福岡県立ひびき高等学校 福岡県 北九州市
福岡県立武蔵台高等学校 福岡県 筑紫野市
福岡県立光陵高等学校 福岡県 福津市
長崎県立国見高等学校 長崎県 雲仙市
長崎県立対馬高等学校 長崎県 対馬市
大分県立臼杵高等学校 大分県 臼杵市
大分県立三重総合高等学校 大分県 豊後大野市

大

学

国立大学法人宮城教育大学 宮城県 仙台市
玉川大学（教育学部） 東京都 町田市
国立大学法人愛知教育大学 愛知県 刈谷市
国立大学法人三重大学 三重県 津市
国立大学法人奈良教育大学 奈良県 奈良市

高等専門学校 国立石川工業高等専門学校 石川県 津幡町

特

別

支

援

学

校

千葉県立桜が丘特別支援学校 千葉県 千葉市
千葉県立印旛特別支援学校 千葉県 印西市
見附市立見附特別支援学校 新潟県 見附市
愛知教育大学附属特別支援学校 愛知県 岡崎市
愛知県立みあい特別支援学校 愛知県 岡崎市
愛知県立豊橋聾学校 愛知県 豊橋市
広島県立西条特別支援学校 広島県 東広島市
徳島県立ひのみね支援学校 徳島県 小松島市
大牟田市立大牟田特別支援学校 福岡県 大牟田市

そ

の

他

釧路市立山花小中学校 北海道 釧路市
標茶町立中茶安別小中学校 北海道 標茶町
斜里町立知床ウトロ学校 北海道 斜里町
聖ウルスラ学院英智小中学校 宮城県 仙台市
東京都足立区興本扇学園 東京都 足立区
もみの木保育園太子堂 東京都 世田谷区
もみの木保育園長峰 東京都 稲城市
もみの木保育園若葉台 東京都 稲城市
東京賢治シュタイナー学園 東京都 立川市
横浜シュタイナー学園 神奈川県 横浜市
粟島浦村立粟島浦小中学校 新潟県 粟島浦村
静岡市立清沢こども園 静岡県 静岡市
静岡市立久能こども園 静岡県 静岡市
静岡市立東豊田こども園 静岡県 静岡市
静岡市立由比こども園 静岡県 静岡市
静岡市立和田島こども園 静岡県 静岡市
愛知インターナショナルスクール 愛知県 名古屋市
燈影学園�（一燈園小学校・中学校・高等学校） 京都府 京都市
京田辺シュタイナー学校 京都府 京田辺市
むくのき学園（大阪市立啓発小学校・中島中学校） 大阪府 大阪市
コリア国際学園 大阪府 茨木市
NPO法人箕面こどもの森学園 大阪府 箕面市

区分 学　　校　　名 都道府県 市町村

そ

の

他

箕面市立彩都の丘学園 大阪府 箕面市
兵庫県立神出学園 兵庫県 神戸市
奈良市田原小中学校 奈良県 奈良市
奈良市立富雄第三小中学校 奈良県 奈良市
和歌山市立伏虎義務教育学校 和歌山県 和歌山市
廿日市市立宮島小学校・宮島中学校 広島県 廿日市市
ナーサリー富田幼児園 徳島県 徳島市
新居浜市立別子小・中学校 愛媛県 新居浜市
鳳鳴乃里幼稚舎 佐賀県 佐賀市
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協力企業一覧（50音順）

イオントップバリュ株式会社
ネスレ日本株式会社

株式会社ファーストリテイリング

ESD活動支援センター
ESD・国際化ふじのくにコンソーシアム（静岡大学教育学部）

ESDコンソーシアム愛知
大牟田市教育委員会

岡山市役所
近畿ESDコンソーシアム

独立行政法人国際協力機構九州国際センター
資源と環境の教育を考える会「エコが見える学校」

ジャパンアートマイル実行委員会
信州ESDコンソーシアム

新居浜市教育委員会
日米教育委員会（フルブライト・ジャパン）

日本ESD学会
日本ジオパークネットワーク（JGN）

日本ユネスコエコパークネットワーク（JBRN）
公益社団法人 日本ユネスコ協会連盟

広島ESDコンソーシアム
公益財団法人ユネスコ・アジア文化センター（ACCU）

ユネスコスクール支援大学間ネットワーク（ASPUnivNet）
横浜市ESD推進コンソーシアム

展示団体一覧（50音順）

第９回ユネスコスクール全国大会
持続可能な開発のための教育（ESD）研究大会

プログラム

発行日：平成29年12月２日
発 行：NPO法人日本持続発展教育推進フォーラム
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