
２０２１年度 近畿 ESD コンソーシアム成果発表会・実践交流会開催要項 

 
１．目的 
 小学校においては 2020 年度、中学校では 2021 年度から新学習指導要領が実施された。新たな学習

指導要領には前文に「持続可能な社会の創り手」を育成することが明記されたことより、全国の小中学

校で ESD の理念に基づく教育活動が展開されると考えられる。また、持続可能な開発目標（SDGｓ）

への関心が企業や NPO などの生涯教育において高まってきており、学校教育・生涯教育および企業等

においても、質の高い教育活動が求められることから、構成団体メンバーの意欲向上と活動の質的向上、

また ESD の普及を目的に開催する。 
 
２．主催 
 近畿 ESD コンソーシアム、奈良教育大学 
 
３．後援 ASPUnivNet、ESD 活動支援センター、近畿地方 ESD 活動支援センター 
 
４．開催日時 
 2021 年 12 月 25 日（土）9：50 － 17：20 
          12 月 26 日（日）9：00 － 13：00 
 
５．会場（対面式） 
 2021 年 12 月 25 日（土）：奈良教育大学管理棟 2 階大会議室等 
          12 月 26 日（日）：奈良教育大学次世代教員養成センター２号館 
 
６．日程 
☆１日目 
【12 月 25 日（土）】 

9：30 －  9：50 受付（奈良教育大学管理棟 2 階） 
9：50 － 10：00 ●開会行事 

全体司会：阪本 さゆり（奈良教育大学） 
挨 拶：加藤 久雄（奈良教育大学長） 
挨 拶：河村 裕美 氏（文部科学省国際統括官付国際戦略企画官） 

10：00 － 12：00 ●ESD 子どもフォーラム：管理棟 2 階大会議室（発表 20 分＋講評） 
（参加校） 

奈良市立朱雀小学校 
長浜市立高時小学校（ビデオ発表） 
橋本市立あやの台小学校 
奈良教育大学附属中学校 
司 会：西條秀哉(本学学生)、中家麻弥(本学学生)、大矢真央(本学学生) 
講 評：河村 裕美 氏（文部科学省国際統括官付国際戦略企画官） 

柴尾 智子 氏（近畿 ESD コンソーシアム外部評価委員） 
加藤 久雄（奈良教育大学長） 

※参加者数が多い場合は、別室にてオンラインで見学していただきます。ご了承ください。 



12：00 － 13：30 昼食休憩 
 
13：30 － 15：30 ●ESD 実践交流会Ⅰ（発表 20 分＋質疑 10 分） 

○第１分科会：管理棟 2 階大会議室 
（参加者） 

榊  洋史 氏（橋本市立高野口小学校） 
安座間 康 氏（沖縄県立北部農林高等学校） 
福山 浩之 氏（奈良新しい学び旅推進協議会） 
片浦 亮 氏（大和郡山市立郡山西中学校） 
司 会：大西 浩明（奈良教育大学） 

○第２分科会：管理棟 2 階第 1 会議室 
（参加者） 
藏前 拓也 氏（広陵町立真美ヶ丘第一小学校） 
平田 絵美 氏（大牟田市立大牟田中央小学校） 
吉田 知尋 氏（奈良ストップ温暖化の会） 
川﨑 貴寛 氏（橿原市立耳成南小学校） 
司 会：岡村 孝之 氏（橋本市教育委員会） 

○第３分科会：次世代教員養成センター1 号館大会議室兼教室 
（参加者） 
吉村 泰典 氏（奈良市立六条小学校） 
鬼塚 正博 氏（福岡市立玄界小学校） 
南  哲朗 氏（奈良町資料館） 
小関 直幸 氏（寒河江市立醍醐小学校） 
司 会：大森 亮 氏（彦根市教育委員会） 

 
15：45 － 17：00 ●ESD 講演会：管理棟 2 階大会議室 

題 目：「ESD カリキュラムマネジメントはこうする」 
講 師：及川 幸彦 氏 

（東京大学大学院教育学研究科附属海洋教育センター主幹研究員） 

※参加者数が多い場合は、別室にてオンラインで見学していただきます。ご了承ください。 
 
17：00 － 17：20 ●閉会行事：管理棟 2 階大会議室 

講 評：長友 恒人 氏（近畿 ESD コンソーシアム外部評価委員） 
柴尾 智子 氏（近畿 ESD コンソーシアム外部評価委員） 

挨 拶：高橋 豪仁（奈良教育大学副学長（国際交流・地域連携）） 
 
 
 
 
 
 
 



☆２日目 
【12 月 26 日（日）】会場：奈良教育大学 次世代教員養成センター２号館 

8：40 －  9：00 受付（次世代センター２号館） 
9：00 － 10：30 ●ESD 実践者対談シンポジウム：次世代教員養成センター2 号館多目的ホール 

（参加者） 
・長野会場 ：菅原  勇介 氏（山ノ内町立南小学校） 
・沖縄会場 ：神村  智子 氏（沖縄県教育委員会） 
・山形会場 ： 太田  馨  氏（上山市立南小学校） 
・大牟田会場：高倉  洋美 氏（大牟田市教育委員会） 
・福岡会場 ：遠入  哲司 氏（福岡市立田隈小学校） 
・奈良会場 ：西口美佐子 氏（奈良市立東登美ヶ丘小学校） 
司 会：大西 浩明（奈良教育大学） 
助言者：長友 恒人 氏（近畿 ESD コンソーシアム外部評価委員） 

 
10：40 － 12：40 ●ESD 実践交流会Ⅱ（発表 20 分＋質疑 10 分） 

○第４分科会：次世代教員養成センター2 号館多目的ホール 
菅原 勇介 氏（山ノ内町立南小学校） 
長浜佐知子 氏（奈良市立都跡小学校） 
大島 英樹 氏（福岡市立住吉小学校） 
鎌田 大雅  （奈良教育大学附属幼稚園） 
司 会：三木 恵介 氏（奈良市教育委員会指導主事） 

○第５分科会：次世代教員養成センター2 号館会議室 
中島 寛子 氏（大牟田市立天の原小学校） 
中澤 哲也 氏（平群町立平群北小学校） 
若森 達哉   （奈良教育大学附属中学校） 
阿部 友幸 氏（山形大学附属特別支援学校） 
司 会：河本 大地（奈良教育大学） 

○第６分科会：次世代教員養成センター2 号館モデル教室 
島  俊彦 氏（大牟田市立吉野小学校） 
中村 友弥 氏（奈良市立朱雀小学校） 
新垣 孝子 氏（糸満市立糸満中学校） 
佐藤 こころ さん（奈良教育大学ユネスコクラブ） 
根本 優 さん （奈良教育大学ユネスコクラブ） 
司 会：中澤 静男（奈良教育大学） 

 
 12：40 － 13:00 ●閉会行事：次世代教員養成センター2 号館多目的ホール 

講 評：柴尾 智子 氏（近畿 ESD コンソーシアム外部評価委員） 
及川 幸彦 氏（近畿 ESD コンソーシアム外部評価委員） 

挨 拶：松田 孝史（奈良教育大学附属中学校 校長） 
 
 
 



７．コロナウイルス感染症対策の徹底について 
奈良教育大学では、「新型コロナウイルス感染症への本学の対応について（第１９報）」、「新型コロナ

ウイルス感染症に対する学生ならびに教職員の行動指針」及び「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)
対応マニュアル（第１０報）」等を遵守の上（一つの密でも回避、マスク着用、手指消毒、健康チェック

シート・行動記録票の記入、COCOA の登録等）、感染防止に努めています。 
本成果発表会・実践交流会においても、本学教職員・学生ともに、検温・健康観察、マスクの着用、

手指消毒、ソーシャルディスタンスの確保や会場の換気、座席の配置、器具や机等の消毒など感染防止

対策を行い実施いたします。 
参加者のみなさまにおかれましては、当日のマスクの着用・手指消毒・ソーシャルディスタンスの確

保等、感染防止にご協力お願いいたします。また、当日発熱（37.5℃を目安）、咳、全身倦怠感、嗅覚障

害、味覚障害等いずれかの症状があり、ご自身に新型コロナウイルス感染を疑わせる症状がある場合は、

参加をお控えくださいますようお願いいたします。 
なお、参加後に新型コロナウイルス感染を疑わせる症状がある場合は、速やかに下記連絡先までご連

絡くださいますようお願いいたします。 
ご理解、ご協力を賜りますようお願いいたします。 

 
○新型コロナウイルス感染症に関する本学の対応について 

https://www.nara-edu.ac.jp/campus_life/coronataiou.html 
 
○新型コロナウイルス感染症への本学の対応について（第１８報） 

https://www.nara-edu.ac.jp/ADMIN/SOUMU/corona2021/Coronataiou_18 
 
○新型コロナウイルス感染症に対する学生ならびに教職員の行動指針 

https://www.nara-edu.ac.jp/ADMIN/SOUMU/corona2020/kodoshishin0914.pdf 
 
○新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対応マニュアル（第１０報） 

https://www.nara-edu.ac.jp/ADMIN/SOUMU/corona2020/COVID19taioumanual10.pdf 
 
 
 
 

（問い合わせ） 

〒630-8528 奈良市高畑町 

奈良教育大学 教育研究支援課 ESD 担当：葉草、西田 

E-mail： k-soumu@nara-edu.ac.jp 

TEL 0742-27-9367 / FAX 0742-27-9147 

 


