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愛媛大学環境 ESDカリキュラムの概要 

  本カリキュラムは，平成 18 年度文部科学省現代 GP 採択事業「瀬戸内の山~里~海~人がつながる環境教

育  －大学と地域との相互学びあい型環境教育指導者育成カリキュラムの展開－」とし平成 18 年度~20 年

度までの 3 年間にわたって，カリキュラムを実践的に開発してきた。 

  本取組は，人間社会から自然環境，地域から地球規模にまたがる広い実践体系を包括する環境教育を展開

するのに必要な要素を兼ね備えている瀬戸内の多様な自然環境，歴史，文化と人材を生かし，山~里~海~

人が空間的にも時間的にも「つながる」活動を通じて持続可能な社会づくりを担うことのできる環境教育指

導者の育成を目標としている。取組では，環境教育の理論や地域から地球規模の環境，経済，社会問題を学

ぶことのできる講義と，フィールド調査や受講生企画による公開講座の開催などの実践講義とで構成される

指導者養成講座を実施し，修了生には環境教育指導者資格を認定する。カリキュラムは， NPO との連携，社

会人聴講生の受け入れ，公開講座の実施などを通して，大学と地域が交流しながら進行する相互学びあい型

カリキュラムとして展開する。資格認定後のフォロー体制も整備し，認定者の継続的な活動を支援し，持続

可能な社会づくりを推進する。 

   

平成 18年度現代 GP選定理由 

  文部科学省現代 GP の選定にあたって，次に上げることが理由として示されていた。 

（選定理由） 

  本取組は，瀬戸内の山，里，海，それに人々をつなげる体験型環境教育プログラムです。特別にユニーク

な取組というわけではありませんが，ＥＳＤ・環境教育指導者を資格認定方式で学習意欲を高めつつ養成し，

なおかつ資格付与後も実践機会の提供などのフォローアップ体制もシステム化している点が高く評価できま

す。 

  特に，瀬戸内の多様な自然環境，産業環境というフィールドを積極的に活用しようとしている点，地域関

係者との連携を重要視している点，座学偏重から現場体験主義に徹底している点，推進体制として全学部に

わたる多分野の教員による環境学ネットワークを形成している点など，その意欲も評価できます。ただし，

「環境教育指導者」という資格には，社会的評価に十分耐えることのできるレベルと内容が求められますの

でさらなる検討が必要です。環境教育の課題がトータルに表われている瀬戸内地域での実践の成果は，他地

域への貴重な参考情報を提供することにもなるので積極的な情報発信を期待します。 

  本報告では，取り組み開始から 3 年を経て，あらためて事業開始当初の目標と選定理由に示された評価と

実際の取り組みを通して築いてきた内容とを照らし合わせながら，取り組みの総括を行う。本取り組みでは，

カリキュラムを実践しながら内容を改善していくトライ・アンド・エラー方式を採用しながら展開してきた

ことに最大の特徴がある。実際の取り組みを通じて，カリキュラムの内容や実施体制そして受講生や地域と
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のニーズマッティングなどにおいて様々な課題が示された。同時に，大学がカリキュラムを通じて地域とつ

ながり，持続可能な社会づくりに貢献するしくみは，持続可能な社会づくりを展開する他の活動加えて新た

なしくみを提示することにもつながった。ポスト GP において，大学の初年時カリキュラムとして今後も継続

的に実施することをめざして，あらためてカリキュラムの成果と課題を整理しながら，3 年間を振り返るこ

ととする。 

 

愛媛大学環境 ESDカリキュラムの目標および総括 

  カリキュラムでは，環境教育をとおして世代内・世代間・種間の公正が保障されながら自然，社会文化，

経済が持続的に発展する社会を構築する指導者になるために必要な，環境 ESD の理論と自然科学，人文科学

および社会科学を横断的に学習する。あわせて，カリキュラムでは実習やフィールド調査をはじめとする野

外活動，公開講座の開催やインターンシップへの参加など実践的な内容を積極的に展開している。 

  本カリキュラムの特徴として，体験重視のフィールドワークを主体とした講義の体系にフィールドとリン

クした知識とスキルの醸成を目指していることと，講義の中で地域づくりに積極的に関わる社会貢献の仕組

みが組み込まれていることにある。 

  また，愛媛大学のカリキュラムは，全国で展開する環境人材育成カリキュラムの中でも一般教養課程で展

開される先駆的な取り組みとして位置づけられている（環境省資料「環境人材育成を実践している国内の大

学・大学院の具体例」，http://www.env.go.jp/council/34asia-univ/y340-02/mat01.pdf）。そして，取り組

みが目指してきた人材育成像は，愛媛大学の教育理念とも合致し，いわば愛媛大学の学生として身につける

べき素養を反映していたカリキュラムとして重要な役割を果たしてきたと言える。本カリキュラムは，以下

に示す愛媛大学の教育理念に呼応するものである。 

  愛媛大学は，豊かな創造性，人間性，社会性を備え，次代を担う自覚と誇りをもつ優れた人材を社会に送

り出すことを最大の使命としている。この使命を果たすために，学生中心の大学づくりに努めながら，多様

な個性と資質を有する学生を広く受け入れ，入学から卒業・修了までの過程で学生が広い視野を身につけ，

自ら学び，考え，実践する能力を習得できる教育体制と環境を整備することを目標としている。具体的には，

愛媛大学は，地域・環境・生命の３つの主題に関連する教育に力点を置き，地域の現場から問題を発見し解

決策を見いだす能力を養うために，フィールドワーク，インターンシップ，ボランティア活動等の実体験型

教育を最重要目標として推進している。さらに，人文科学，社会科学，自然科学の幅広い分野の成果とその

限界が理解できる総合的な教育を実施し，地球環境問題や生命倫理等の現代的課題に対して広い視野と論理

的思考に基づき客観的に判断できる能力を養成することを目指している。 

  愛媛大学環境 ESD カリキュラムが目指す人材育成像は以下の通りである。 

１． 自然環境，社会・文化と経済の 3つの視点に立って俯瞰的に現状をみる力を育成する（ESD の基本的な
視点） 

２． 自ら地域に出向き，地域から地球規模の環境の諸問題について自ら気づく能力を育成する（課題発見
能力の育成） 

３． グローカル精神に基づき，その問題についてさまざまな方向から考察して問題の解決に取り組むこと
のできる知識と技能を育成する（問題解決能力） 

４． 地域のさまざまな意志決定レベルを通して問題を解決しかつ新しい価値を創造することに積極的に働
きかけることのできる態度を育成する（社会参画意識の育成） 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 取り組み開始 3 年を経て，上記人材育成像に示す愛媛大学環境 ESD 指導者が ESD 活動を通じて社会に果た

す役割もより明確となった。愛媛大学環境 ESD カリキュラムで育成する環境 ESD 指導者は，「様々な事象のつ

ながり（連関性）を理解し，当事者間のつながりをつくり，自らと社会の変革に寄与する人を育成する」こ

とを ESD の最大の目標として活動する。 

本取組では，カリキュラムの修了生に対し，学士とは別に環境 ESD 指導者としての資格認定を行うことに特

徴がある。大学 1・2 回生を対象とした学生生活初期段階の共通教育課程の中に，この資格認定の仕組みを組

み込んだ意義は大きい。本取組の資格認定では，必要な単位として，指導者養成講座 I・II とは別に共通教

育で開講されている他の科目の単位取得を要件としている。このことは，学生が資格認定に必要な単位を能

動的に選択し，結果として学生の講義への参加動機の向上につながった。本取組では，学生が進学先の専門

分野関連科目の選択に傾倒する傾向がある中で，環境，経済，社会など専門分野を横断する幅広い知識と経

験を得る機会を提供するカリキュラムであり，持続可能な社会づくりに必要な多角的な視点が反映された教

養を養うことができるカリキュラムとなったと考えている。本取組では，さらに大学囲い込み型の講義の形

をとらず，地域開放型講義に加えて，さらに大学と地域が相互に学びあうことのできるカリキュラムとなっ

ている点についても先進的な事例として挙げることができる。この取組は，これまで大学から地域へ大学の

持つ資源を還元する方向性が強かった公開講座などの生涯学習機会とは異なり，大学と地域の双方が学びあ

いながらさらに発展していくという新たな学習機会の在り方を提示するものである。 

  本取組では，シニア世代を中心に社会人聴講生を受け入れることにも特徴がある。カリキュラムは，持続

可能な社会の構築に活躍することのできるシニア世代のリカレント教育という役割において大きな意義があ

る。さらに，大学初年時の学生にとっては，社会人の存在が刺激となり授業への参加動機が高まったという

利点もあった。しかしながら，カリキュラムが大学初年時の学生向けに設計せざるを得ない面があったこと

から，経験，知識共に豊かな社会人にとっては内容の物足りなさを感じることも多かったようである。今後

の課題としては，リカレント教育にも十分に対応することのできる大学院レベルのカリキュラムの構築が上

げられる。 

  社会のニーズに対する取り組みの効果については他にもいくつか課題が残された。国連教育科学文化機関

UNESCO を推進役として 2005 年から開始された「持続可能な社会づくりための教育の 10 年（DESD）」，あるい

は日本で制定された「環境保全の意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律」などは，地球と国レベルに

おいて ESD を推進するための条件整備が進んできたことを表している。また，企業においては，企業の社会

的責任（CSR）を計画立案評価することのできる人材が求められ，学生の進路の一つとして重要視されてきて

いる。一方，地域レベルにおいては，各種 NPO・NGO の立ち上げ，行政による補助金・施設の整備などが急ピ

ッチで進んできている。しかし，即戦力となる指導者人材が不足していること，人的ネットワークの整備が

遅れていることなどから，活動が頓挫する事案も多く見られるようになってきた。この問題について，取り

組みではインターンシップのしくみを通じてある一定の働きを果たしたと言える。また，松山市の都市化が

進むにつれて，地域住民が意志決定の機会において積極的に働きかける動機がますます希薄になってきてい

る。この点においては，学生の時間外の活動等によって一定の効果をあげているが，多くの学生は専門課程

に移行する段階で，環境 ESD に直接関わる活動への動機が低下する。この点においてはアフターフォローの

体制を再検討する必要がある。しかしながら，本取組では，持続可能な社会づくりにつながる環境教育を実

践することのできる人材の育成を目標においているため，今後とも本取組で育成する人材に対しての地域内

外を問わず社会的ニーズは大きいと考えられる。 

なお，それぞれの科目の教育目標と実績は事項に述べるとおりである。 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愛媛大学環境 ESDカリキュラム講義別総括 

  愛媛大学環境 ESD カリキュラムは，環境 ESD に特化した 5 つのコア科目と既存の共通教育科目および学部

専門科目からカリキュラム運営組織である共通教育センター第 8 部会が選定した科目とから構成される。各

授業のシラバスは愛媛大学修学支援システムから取得することができるので参照されたい。また，愛媛大学

の共通教育の履修のしくみについては，愛媛大学共通教育履修案内を参照されたい 

 

愛媛大学修学支援システム検索ページ： 

https://campus.stu.ehime-u.ac.jp/Portal/Public/Syllabus/SearchMain.aspx 

愛媛大学共通教育履修案内入手先「共通教育センターHP」 

  http://web.iec.ehime-u.ac.jp/ 

 

  大学においては，生活，社会，自然，すべての領域における学生の体験不足が顕著になり，これに伴って

学習意欲や社会問題を発見する能力の低下が認められる。これまで農学部 1 年生を対象に愛媛大学附属演習

林で実施してきた農学部専門科目「生物資源科学実習 IB」（必修）における学生の行動からは，野外体験の

不足が顕著に表れている。さらに，申請者がこれまでに指導してきた学生を見ると，野外体験活動の不足が

顕著な学生の多くは，社会体験・生活体験についても乏しいという傾向がある。これら一連の体験不足は，

学生の社会問題を発見する能力，コミュニケーション能力，進路を決定する力，学習動機の低下，自信喪失

あるいは過信などにも深刻な影響を与えている。現在の大学教育には，本取組のように座学から得た知識に

偏った教育から脱却し，実践を通して自然，経済，社会問題について自ら把握し，考え，解決することので

きる実践を重視したフィールド教育カリキュラムが必要とされている。本取組では，上記問題の解決のため，

履修学生が自らフィールド調査に出向き，社会と交流する機会を得られることを意識して設計した。さらに，

講義には社会人聴講生を受け入れることにより大学生がグループワークを通して社会と交流を図る仕組みが

組み込まれている。また，カリキュラムの最後に実施するシンポジウムや公開講座など環境教育活動では自

ら社会に働きかけ，評価を受ける機会を設定した。 

なお，それぞれの科目の教育目標と実績は以下に述べるとおりである。 

 

ESD-持続発展可能な社会づくりのための学び（2単位） 

  本科目は，事業開始 2年目の平成 19 年度に，共通教育の教養科目，教養コア科目区分「地域・生命・環境」

の中の「人類と環境」に分類される授業として位置づけて開講された。平成 21 年度からは，同教養コア科目

区分「地域・生命・環境」の中に新たに「持続可能な社会づくり（ESD）」として頭出しをして開講すること

となった。当講義は愛媛大学環境 ESD 指導者（初級）資格取得のための必須科目であり，社会人が受講でき

るように木曜日 18:30－20:00 に開講している。 

 

授業の目標 

  持続可能な社会づくり（SD）につながる環境教育活動の企画に活かすために，地球環境問題の現状を学び，

自然・社会文化・経済の視点から持続可能な社会の具体的なイメージを考える。 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到達目標 

１． 現在の持続的ではない状況とその構造（仕組み）について，自然・社会文化・経済の視点か

ら説明できる。 

２．持続可能な社会の具体的なイメージを自然・社会文化・経済の視点から説明できる。 

３．持続可能な社会を構成する人種・文化・生物の多様性を理解し，説明することができる。 

４．持続不可能を可能にするために必要不可欠な教育のあり方について説明することができる。 

 

授業の実績 

（第 1 期：平成 19 年度）教員 3 名が常に担当するチームティーチング講義。1 年次前期，毎週木曜日 18:30

~20:00，15 回開講。受講生 112 名（1 期生，2 期生同時開講） 

（第 2 期：平成 20 年度）教員 3 名が常に担当するチームティーチング講義。1 年次前期，毎週木曜日 18:30

~20:00，15 回開講。受講生 61 名（3 期生） 

 

特徴 

 グループワークをふんだんに盛り込み，ブレーンストーミング，ディスカッション，ワークを行な

った。 

 知識の導入や正しい答えを求めることより，自分で考え，人の意見を聞き，それを受けて自分の考

えを述べるといったプロセスを重視した。 

 グローバルとローカルな問題の関連，環境問題に関係する諸問題（経済，貧困，平和，人権）につ

いて様々な角度，視野から取り上げ，関係性について考えさせた。 

 毎授業の終わりに，レスポンスシートに「感想」「理解が難しかった点」を記入させた。各人の理

解度を測って次のプログラムに反映し，「講師コメント」を返すことでコミュニケーション・ツー

ルとして活用した。 

成果 

 初年度 108 名（うち社会人 9名）が受講し、66 名が単位を取得した。次年度は，61 名（うち社会

人 1名）が受講し、41 名が単位を取得した。 

 グループワークのスキルが向上した。 

 環境問題の複雑さ，多面性の理解が進んだ。 

 時々，事例の紹介にビデオ，DVD などの映像教材（10～20 分程度）を使用したが，評判がよかった。 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課題 

 受講生の当事者意識が弱い。レスポンスシートのコメントでも「日本は～」「先進国は～」という
記述があっても，自分自身がそこに含まれているという意識が希薄。 

 社会人と院生・学生の経験，知識の差が大きいため，議論の時に社会人が遠慮してしまう。 

 指導者養成講座受講生との知識・経験の差が大きい。 

 ディスカッションに時間がかかり，結論まで至らない班があったなど，全体での共有が不十分だっ

た。 

 初年度は 3人の講師の「環境 ESD」コンセプトの統一，有機的なリンクが不足していた。そこで 2

年目からは 3 人の講師の順番をアラカルトからリレー形式にして，それぞれ「持続不可能な現状」

→「グローバリズムと環境問題」→「ローカルな実践と ESD の手法」というコンセプトを統一した

流れをつくった。 

 受講生の 2/3 以上を農学部生が占めており、グループワークの際の興味・関心・知識に偏りが見ら

れる。 

 指導者養成講座 Iの受講生にとっては，後から「基礎講座」を受ける順番になっている。 

 

最終回レスポンスシートのコメント分析（複数回答可，受講生 78 名）   

環境問題を考える時に，多様な視点（経済面や他の社会問題からの切り口，立場の異な

る人）と，グローバルな広い視野が大切であると感じた。 
31  40% 

グループディスカッションで，人の意見を聞くこと，異なる価値観を知ることができた。  26  33% 

実際の行動に結びつけることが大切。これから行動に移していきたい。  24  30% 

様々な知識を得ることができた。もっと知識を得るよう努力したい。  18  23% 

環境問題が他の社会問題と関連しており，複雑で難しいと感じた。  9  12% 

貿易ゲームが印象的で，世界の不公正が実感できた。  7  9% 

 

環境 ESD 指導者養成講座 I（4 単位） 

  本科目は，事業開始 1年目の平成 18 年度に，共通教育の教養科目，知の展開科目区分「自然との共生」の

中の「自然との共生」に分類される授業として位置づけて開講された。平成 21 年度からは，同主題別科目区

分「科学と現代」の中に新たに「環境 ESD」として頭出しをして開講することとなった。当講義は愛媛大学

環境 ESD 指導者（初級）資格取得のための必須科目であり，社会人が受講できるように木曜日 18:30－20:00
および土曜日 9:00－17:00 に開講している。本授業は，ESD の基礎を学んだ学生から環境 ESD 指導者を目指

す学生向けにフィールド体験型授業を重点的に提供し，実体験を通じて現状を把握する能力と問題解決に結

びつく環境 ESD のあり方について学ぶ講義となっている。 

 

授業の目標 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１． 持続可能な社会づくり（SD）に主体的に参画するために，現代の地域および地球が抱えてい

る自然，社会文化，経済，人権の諸問題について現状を認識する。 

２．瀬戸内の山~里~海と人とのつながりを意識した体験をしながら，問題解決に結びつく環境

ESD（持続可能な社会づくりのための環境教育）の基礎を学ぶ。 

 

到達目標 

１．環境 ESD の理念・現状・課題について説明できる。 

２．環境 ESD に関わる問題を 4つ以上説明できる。 

３．環境 ESD に関わる問題をクリティカルに分析し，環境倫理に基づいて対処す方法を説明でき

る。 

４．フィールドワークにおいて観察・取材した情報を正確に記述できる 

５．様々なフィールドの状況に応じて安全かつ適切に活動することができる 

６．他者と協調してグループワークを進めることができる 

７．コミュニケーション能力を現状よりも向上させる 

 

授業の実績 

（第 1 期：平成 18 年度）山・里（都市）・海および自然・社会文化・経済を専門とする学内外講師による講

義および実践講義をオムニバス形式にて実施。12 月および 3 月の休業中にそれぞれ 4 日間（8:30~16:10）

の集中講義および 1月~2 月のフィールドワークで構成。（受講生 65 名） 

（第 2 期：平成 19 年度）山・里（都市）・海および自然・社会文化・経済を専門とする学内外講師による講

義および実践講義をオムニバス形式にて実施。それぞれ 1年次後期に毎週木曜日 18:30~20:00，および毎週

土曜日終日，それぞれ 15 回開講。（受講生 25 名） 

（第 3 期：平成 20 年度）山・里（都市）・海および自然・社会文化・経済を専門とする学内外講師による講

義および実践講義をオムニバス形式にて実施。それぞれ 1年次後期に毎週木曜日 18:30~20:00，および毎週

土曜日終日，それぞれ 15 回開講。（受講生 25 名） 

 

特徴 

 自然体験の不足を補うため，一種のイニシエーションとしてハードなフィールドワークを設定し，

野山を歩いて自然と向き合い，自分と向き合う機会をつくった。 

 当事者意識や社会問題への関心を深めるため，毎週新聞記事など時事問題を取り上げて分析する

「ESD 課題レポート」を課した。 

 土曜日はフィールドワークに専念するため，木曜夜に座学（農学部で開講）＋土曜フィールドワー

クの組み合わせで開講した。 

7



 東温市の協力を得て、重信川流域をフィールドに設定した。移動手段も予算が減る来年以降のこと

を考慮し、公共交通機関を利用した。（海洋実習、中四国ミーティングを除く） 

 

成果 

 ハードな実習を経て，受講生の間の連帯感が育まれた。 

 育成する人材像が，フィールドワーカーなのか，アクティビストなのか，コーディネーターなのか，

ファシリテーターなのか，教員間のコンセプトが統一されていなかった。 

 

課題 

 社会人，特に高齢者にとって，ハードな実習についていくのが大変だった。 

 専門知識や経験の再構築を求めている社会人受講生のニーズとカリキュラムがマッチしなかった。 

 それぞれのテーマをつなぐ「ESD」としてのリンクが不足している。 

 体験重視であっても，課題設定→フィールドワーク→ふりかえり・フィードバックの流れが作れず，

ブツ切れになってしまった。 

 リスク管理の授業をやったにもかかわらず、雨が降っていても雨具を持ってこない、水に入るのに

長靴を持ってこない、寝坊して遅刻するなど、フィールドワークの準備の甘さが目立った。 

 フィールドワークを数多くこなしたが、見聞きしたものを記録してフィードバックする時間が少な

く、体験と知識が体系的に積み上げられていないせいか、個々の課題を関連づけることが難しい。 

 課題発見の視点が弱く、自ら原因を調べ、解決のための道筋をつくる、というストーリーが欠落し

ている。 

 後半、モチベーションの低下からか、授業開始に半数も来ていない、実習に 1/3 が欠席するなど遅

刻・欠席が目立ち、レポートの提出率も悪かった。 

 ESD の E（教育）の部分が少ない。具体的な企画づくりまで至らなかった。 

 フィールドワークの下見や検討は担当の先生にお任せで、十分な準備、打ち合わせができなかった。 

 

環境 ESD 指導者養成講座 II（4 単位） 

  本科目は，事業開始 2年目の平成 19 年度に，共通教育の教養科目，知の展開科目区分「自然との共生」の

中の「自然との共生」に分類される授業として位置づけて開講された。平成 21 年度からは，同主題別科目区

分「科学と現代」の中に新たに「環境 ESD」として頭出しをして開講することとなった。当講義は愛媛大学

環境 ESD 指導者（初級）資格取得のための必須科目であり，社会人が受講できるように土曜日 9:00－17:00

に開講している。本授業は，愛媛大学環境 ESD 指導者 II 種資格の認定を目前に控え，実体験を通じた指導者

スキルの修得に主眼を置いて開講している。 

授業の目標 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１．環境 ESD（持続可能な社会づくりのための環境教育）活動の企画，実施，評価の手法について，

必要な知識を学んだうえで実践を通して体得する。 

２．環境 ESD 活動を効果的に実施するために，環境 ESD 対象者について学ぶ（ニーズを学ぶ） 

３．環境 ESD 活動を効果的に実施するために，企画実施に活用することのできる国内外の具体的

な実施事例について実践を通して学ぶ（シーズを学ぶ）。 

４．環境 ESD 活動を安全に実施するために関連法規と医療・救急救命技術を含む安全対策につい

て学ぶ 

 

到達目標 

１．環境 ESD を安全に実施するための関連法規・医療を説明できる。 

２．環境 ESD を安全に実施するための救急救命技術を実践することができる。 

３．環境 ESD につながる具体的な活動事例を 5つ以上説明することができる 

４．環境 ESD 対象者ごとに効果的なの環境 ESD の企画を立案することができる。 

５．環境 ESD の企画，実施，評価について必要な知識を説明し，実践することができる。 

６．フィールドワークにおいて観察・取材した情報を正確に記述できる 

７．収集した情報を適切な方法で発信することができる 

８．環境 ESD に関わる問題をクリティカルに分析し，環境倫理に基づいて対処す方法を説明でき

る。 

 

授業の実績 

（第 1期：平成 19 年度）環境 ESD 指導者の実践に必要な理論と実践スキルの学習。また，海に関する知識と

実践学習。学内外講師による講義および実践講義をオムニバス形式にて実施。毎週土曜日終日 15 回開講。（受

講生 33 名） 

（第 2期：平成 20 年度）環境 ESD 実践事例の蓄積と実践に必要な理論に関する学習。また，海に関する知識

と実践学習。学内外講師による講義および実践講義をオムニバス形式にて実施。毎週土曜日終日 15 回開講。

（受講生 18 名） 

特徴 

 ESD の E，教育の部分として「プログラムデザイン」に重点を置き，環境 ESD プログラムの企画を

一班 5～6 人の班毎に行なった。 

 初年度は城北キャンパスの北を流れる都市河川の大川流域をフィールドとして，課題発見→プログ

ラム立案→試行→知識の補足→プログラム修正→実践，というカリキュラムを組んだ。次年度以降，

重信川流域にフィールドを移し，座学＋フィールドワークから、座学＋フィールドワーク＋ふりか

えり、で構成した。 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 教員の都合によっては必ずしも上記の組み合わせで連続的な授業の流れがつくれないため、「カリ

キュラムマップ」を作成し、それぞれの授業のねらいと、どの授業とどのフィールドワークがリン

クしているか明示した。 

 毎回、授業やフィールドワークの内容や課題、学生の反応などを教員メーリングリストで報告し、

授業の前後のつながりを意識しながら授業・フィールドワークを行った。 

成果 

 企画づくりと実践の機会をつくった。 

 グループワークを多用し，ディスカッションの機会が多く持てた。 

課題 

 初年度は指導者養成 II でも，ESD を未だに理解できていない受講生がいる。このことから，次年度

以降は愛媛大学環境 ESD としての理念を明示し，授業を通して繰り返し思い返す機会をつくり改善

した。 

 板書をしないとノートやメモを取らない学生が目立ったため、途中で記録の重要性や、記録の取り

方について授業に盛り込んだ。→その後、改善が見られた 

 課題発見では，「自然，社会，文化」の関連がブツ切れで，様々な課題と関連づけて考える力が弱

い。 

 企画づくりの具体的なイメージが弱かった。企画の組み立て，アイデアといったスキルは，実践経

験の差によると思われる。 

→  実戦経験，特に自然体験が予想以上に不足しているためか，企画の構成が単なる体験に留ま

り，ESD 的な発展が乏しかった。 

 班によっては，企画立案の段階で妥協に流れる人も若干あり，モチベーションの低下が見られた。 

 地域の中に入っていくことが足りない。まだ躊躇があるのか，入り方が見えていない。 

→  指導者演習の中で，実践力をつけていく必要がある。 

 社会人と学生の間のコミュニケーションスキルが不足しており（特に学生），お互いを尊重する建

設的なディスカッションやグループワークが困難な班もあった。 

 授業時間内に歩いて行けるフィールドとしては環境の多様性が乏しく，指導者養成 Iで扱った自然

の豊かな所と異なる街中の都市河川であったため，課題発見の視点が見つけにくかったなど，自然

環境のスケールの小ささに失望する学生もいた。 

 課外に準備する時間を必要としたが，学生と社会人で時間の調整がつきにくかった。 

 カリキュラムの初めに，ゴール地点の共有とカリキュラムの全体像を明確にしなかったため，どこ

に向かっていけばよいのかわからない受講生もいた。さらに，受講生の進捗に合わせたスケジュー

ル調整が裏目になり，行き当たりばったりの印象を与えてしまった。 

 

環境 ESD 指導者養成演習 Iおよび II（2 単位） 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 本科目は，事業開始 2年目の平成 19 年度に，共通教育の教養科目，知の展開科目区分「自然との共生」の

中の「自然との共生」に分類される授業として位置づけて開講された。平成 21 年度からは，同主題別科目区

分「科学と現代」の中に新たに「環境 ESD 演習」として頭出しをして開講することとなった。当講義は愛媛

大学環境 ESD 指導者（初級）資格取得のための必須科目であり，環境 ESD 関連団体でのインターンシップを

行う。当授業は，受け入れ団体と愛媛大学環境 ESD カリキュラム運営組織が協議を行い，社会人も受講でき

るように，休日や休業期間中に弾力的なスケジュールで 60 時間のインターンシッププログラムをデザインし

ている。本授業は，愛媛大学環境 ESD 指導者 I 種資格の認定を目標に，現場での実体験を通じた指導者スキ

ルの修得に主眼を置いて開講している。 

 

授業の目標 

１．環境 ESD（持続可能な社会づくりのための環境教育）に関連する活動を行っている諸団体等で

のインターンシップを通じて，企画運営に関する実務を学ぶ。  

２．持続可能な社会づくりを意識した活動を体験しながら，地域に密着した人的・物的資源を発

掘する。  

３．環境 ESD 指導者 II 種を取得するまでに学んだ知識と経験を，インターンシップ先の活動を通

じて，地域社会に還元する。 

 

到達目標 

１．インターンシップ先に期待されている実務を遂行することができる。  

２．地域のニーズや課題を発見し，考察することができる。  

３．対象者に応じて，持続可能な社会づくりについて効果的に伝達することができる。  

４．地域の人との交流を通じて人的ネットワークを積極的に拡大することができる。 

５．自らの専門性について，持続可能な社会づくりとの関係と活用方法を説明することができる  

６．環境 ESD に関わる活動を主導して実施することができる。 

 

授業の実績 

  本報告別項参照 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特徴 

 外部団体，大学，受講生の 3者の学びあいができるように企画。 

 団体紹介→受講生が希望調書を提出→大学がマッチング→大学と団体，受講生と団体が契約→イン

ターンシップ→中間報告→最終報告，という段取りを組んだ。 

 活動前または活動中に各団体を訪問し，活動の様子を伺って，プログラムの調整を行なった。 

 県内に受け入れられる団体が少ないため、高知、広島、島根の中四国にエリアを拡大した。 

 限りなく NPO に近い住民出資の株式会社 2社も対象にした。 

募集をした団体は、前期・後期あわせて以下のとおり 

* 石鎚ふれあいの里（西条市） 

* （特）愛媛生態系保全管理（今治市ほか） 

* （特）えひめグローバルネットワーク（松山市） 

* （特）ODA の木協会（内子町小田） 

* （特）自然と共に生きる会（東温市川内）     

* まつやま NPO サポートセンター（松山市） 

* （特）黒潮実感センター（高知県大月町） 

* （特）ひろしまね（島根県邑南町） 

* じゅうみん株式会社四万十ドラマ（高知県四万十町） 

* 株式会社わかたの村（広島県三次市作木町） 

 

成果 

 学内ではできない地域密着型の体験ができた。地域の人との接点も大きかった。 

 活動ごとに，受講生の活動日誌に受入先のコメントをつけたものを大学に送ってもらい，活動状況

や課題について情報共有ができた。 

 受講生が行くことで，受入先の ESD に関する理解が深まった。 

 シンポジウムで成果発表をしたことで，各団体の活動やインターン生の活動を広く知らせることが

できた。 

 受講生の受け入れ中にすべての団体を訪問し、現地で活動の様子を見ると同時に、県外の団体にも

愛媛大学環境 ESD の取り組みについて知らせるきっかけができた。 

課題 

 NPO について「指導者養成 I」で授業はあったが，事前研修では特に触れなかったためか，学生の

NPO に対する無理解や誤解から，受入先との意識の食い違いが生じた。 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 受入先から「社会人として基本的なマナー，例えば来訪者に挨拶をする，遅刻欠席は事前に連絡す

るなどができていない」との苦言があった。 

 資格目的で活動している学生はモチベーションや自発性が低く，受入先でも対応に苦慮いていた。 

 活動期間が 11 月末～2 月上旬で年末年始をはさみ，実質 2ヶ月しかなくて受講生，受入先共にハー
ドなスケジュールになって負担が大きかった。 

 後期については、県外で交通事情も不便な僻地の団体が多く、送迎に手間を要した。車やバイク等

の移動手段を持たない受講生は行かれる範囲も限られるため、公共交通等で通える受け入れ先の開

拓が必要である。 

 後期については、夏休み期間も想定して 7月上旬に受講案内をしたが、既に夏休みの予定・他のイ

ンターンシップ等の予定が入っている学生が多かった。案内は 6月中に実施しないと難しい。 

  短期集中の場合は、活動日誌とのタイムラグが生じるため、何か問題が生じた時に修正をかける

のが難しい。本人、受け入れ先、大学の事前の細かい打ち合わせ、受け入れ中の積極的なフォロー

が必要である。 

 遠方で短期集中の場合、宿泊場所の確保が難しい。今回 3 団体は宿泊可能な施設を有していたが、

1団体については、スタッフの方の自宅にお世話になる形になり、今後の検討課題である。 

 

ESD 認定共通教育科目（自然，社会文化，経済からそれぞれ 2科目，合計 6 単位） 

共通教育センター第 8 部会（環境教育指導者養成）が，毎年共通教育の中で開講されている授業

の中から環境 ESD に関連があると判断した授業を，自然・社会文化・経済に分類し学生に提示す

る一連の選択講義。 

ESD 認定学部専門科目（合計 10 単位） 

共通教育センター第 8 部会（環境教育指導者養成）が，毎年学部専門科目の中で開講されている

授業の中から環境 ESD に関連があると判断した授業を学生に提示する一連の選択講義。 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愛媛大学環境 ESD指導者資格の認定 

  地球環境及びそれに内包される人類社会が危機的な状況に直面している現在，自然環境の保全，社会・文

化の発展，経済の開発が調和しながら推進される持続可能な社会を構築する必要がある。そのような社会を

実現するための価値観を養い，社会づくりに参画する力を育む手段として，特に，環境面からの「持続可能

な社会づくりのための教育」（ESD）の推進が求められる。 

  このニーズに応えるため，愛媛大学は，平成 18 年度文部科学省現代的教育ニーズ取組支援プログラム（持

続可能な社会につながる環境教育の推進）選定事業「瀬戸内の山～里～海～人がつながる環境教育－大学と
地域との相互学びあい型環境教育指導者育成カリキュラムの展開－」により，新たに環境 ESD 指導者養成カ

リキュラムを創設することとした。 

  このカリキュラムを通して，愛媛大学は環境 ESD に関する知識・技術を教授し，環境 ESD 活動の推進者と

して適切な能力・識見等を有すると認めた者に本学独自の愛媛大学環境 ESD 指導者資格資を授与し，広く社

会にその人材を輩出する。 

  指導者資格は，Ⅱ種資格と，その上級資格であるⅠ種資格に区分され，それぞれの資格の有効性は次のと

おりである。 

 

  (1) 愛媛大学環境 ESD 指導者 II 種資格 

  本資格は，各種環境 ESD 活動において環境 ESD に関する知識・技術の付与並びに環境 ESD 活動

に関する助言又は指導を行う指導者として活動するときにその有効性をもつ。 

  (2) 愛媛大学環境 ESD 指導者 I 種資格 

  本資格は，各種環境 ESD 活動を主導的に企画・運営・評価し，環境 ESD に関する知識・技術の

付与並びに環境 ESD 活動に関する助言又は指導を行う主指導者として活動するときにその有効性

をもつ。 

 

  これまで二期にわたって実施してきたカリキュラムの中で必要な単位を修め，指導者資格を取得した学生

の人数は，指導者 II 種が 44 名，指導者 I 種が 10 名である。 

 

愛媛大学環境 ESD 指導者資格の認定に関する要項 

（趣旨） 

第１  この要項は，愛媛大学環境 ESD 指導者資格の認定に関し必要な事項を定めるものとする。 

（資格の種類） 

第２  愛媛大学環境 ESD 指導者資格（以下「指導者資格」という。）は，愛媛大学環境 ESD 指導者Ⅰ種資格及

び愛媛大学環境 ESD 指導者Ⅱ種資格とする。 

（授与） 

第３  指導者資格は，別表に定める基礎資格を有し，かつ，愛媛大学において別表に定める単位を修得し，
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機構に対し所定の授与申請を行った者に授与する。 

２  指導者資格及びその証書は，愛媛大学教育・学生支援機構（以下「機構」という。）が認定し，授与する。 

（原簿記入等） 

第４  機構は，指導者資格を授与したときは，その資格の種類及びその者の氏名を原簿に記入しなければな

らない。 

２  前項の原簿は，機構において作製し，保存しなければならない。 

（再交付） 

第５  指導者資格を有する者が指導者資格の証書を破損若しくは紛失したときは，指導者資格の証書の再交

付を機構に願い出ることができる。 

（事務） 

第６  指導者資格に関する事務は，教育学生支援部が処理する。 

（その他の事項） 

第７  この要項に定めるもののほか，指導者資格に関し必要な事項は，機構長が別に定める。 

 

愛媛大学環境 ESD 指導者資格の認定に関する申合せ 

１．愛媛大学環境 ESD 指導者資格の認定に関する要項（以下「要項」という。）の具体的な施行に関しては，

この申合せの定めるところによる。 

２．要項の別表（以下「別表」という。）－備考１－(1)及び別表－備考２－(1)に定める愛媛大学環境 ESD 指

導者資格（以下「指導者資格」という。）の取得に係る必修科目は，共通教育センター（以下「センター」と

いう。）に置く第８部会（環境教育指導者養成分野）において企画する。 

３．別表－備考１－(2)及び別表－備考２－(2)に定める指導者資格の取得に係る選択科目は，各学期の初め

に，愛媛大学（以下「本学」）で開設される授業科目の中から第８部会が選定する。 

４．別表－備考３に定める「機構が適当と認めた単位」の認定については，本学の学生で該当者がいる場合

は，学期の初めに，第８部会が認定の原案を作成し，共通教育センター会議（以下「センター会議」という。）

がその審査を行う。 

５．別表－備考４及び別表－備考５に定める「最低単位数から差し引くことができる」単位数の認定につい

ては，本学の科目等履修生で該当者がいる場合は，学期の初めに，第８部会が控除の原案を作成し，センタ

ー会議がその審査を行う。 

６．要項第３第２項に定める指導者資格及びその証書の授与については，センター会議の議を経て，共通教

育センター長の申出に基づき教育・学生支援機構長がこれを授与する。 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別表（資格認定に関する要項） 

第１欄  第２欄  第３欄 

愛媛大学において修得することを

必要とする最低単位数 資格の種類  基礎資格 

必修科目  選択科目  合 計 

愛媛大学環境ESD指

導者Ⅰ種資格 

愛媛大学の学生又は愛媛大学の

科目等履修生であること。 
14  16  30 

愛媛大学環境ESD指

導者Ⅱ種資格 

愛媛大学の学生又は愛媛大学の

科目等履修生であること。 
10  6  16 

備考 

１．第１欄の愛媛大学環境ESD指導者Ⅱ種資格に係る第３欄に定める科目の修得方 

  法は次のとおりとする。 

  (1) 必修科目については，共通教育科目のうち次の科目について修得するものとする。 

      教養コア科目「人類と環境」（授業題目「持続的発展可能な社会のための学び̶ESD

」）  ２単位 

      知の展開科目「自然との共生」（授業題目「環境ESD指導者養成講座Ⅰ」） 

        ４単位 

      知の展開科目「自然との共生」（授業題目「環境ESD指導者養成講座Ⅱ」） 

        ４単位 

  (2) 選択科目については，共通教育科目のうち機構が指定する科目の中から６単位を修

得するものとする。 

 

２．第１欄の愛媛大学環境ESD指導者Ⅰ種資格に係る第３欄に定める科目の修得方法は次の

とおりとする。 

  (1) 必修科目については，前項第1号に定める科目に加えて，共通教育科目のうち次の科

目について修得するものとする。 

      知の展開科目「自然との共生」（授業題目「環境ESD指導者養成演習Ⅰ」） 

        ２単位 

      知の展開科目「自然との共生」（授業題目「環境ESD指導者養成演習Ⅱ」） 

        ２単位 

  (2) 選択科目については，前項第1号に定める科目に加えて，専門教育科目のうち機構が

指定する科目の中から１０単位を修得するものとする。 

 

３．第２欄に定める「愛媛大学の学生」について当該学部が認定した入学前の既修得単位

等の認定単位のうち機構が適当と認めた単位については，その単位数を第３欄の選択

科目の最低単位数に含めることができる。 

 

４．第２欄に定める「愛媛大学の科目等履修生」が入学前に大学又は短期大学において履

修した授業科目について修得した単位のうち機構が適当と認めた単位については，そ

の単位数を第３欄の選択科目の最低単位数から差し引くことができる。 

 

５．第２欄に定める「愛媛大学の科目等履修生」が満２０歳を超えて経験した環境ESDに関

わる実務経験（実務証明責任者の証明を有することを必要とする。）のうち機構が適当

と認めた実務経験については，２単位にその実務経験年数を乗じて得た単位数を第３

欄の選択科目の最低単位数から差し引くことができる。 

 

６．愛媛大学の学生又は愛媛大学の科目等履修生が本表に定める科目の単位を修得するに

当たっては，機構は，各科目についての学生の知識及び技能の修得状況に応じ適切な

履修指導を行うこととする。 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カリキュラム運営組織 

  本事業で展開する愛媛大学環境 ESD カリキュラムは,共通教育の中で開講する科目であることからその運

営については愛媛大学教育学生支援機構・共通教育センターに置く。共通教育センターでは，カリキュラム

の運営に関わる事項を審議するために部会を置いており，本カリキュラムについては第 8 部会「環境教育指

導者養成分野」が運営母体として組織された。第 8部会委員は前額の部局から任命し，(1)指導者資格の認定，

(2)授業の認定（共通教育・学部教育）の選定，(3)社会人科目等履修生の募集受付，(4)受講ガイダンス，(5)

実習先選定，実施までの交渉，移動手段の確保，(6) 担当教員とのスケジュール調整，(7)インターンシップ

先との調整などを行う。 

 

            平成 18 年度~20 年度のプロジェクト構成教員および学外協力者 

所属 氏名 所属 氏名 

総合健康センター   佐伯修一 農学部附属農場 上野秀人 

医学部 坪井敬文 農学部附属農場 ※日鷹一雅 

医学部総合医学教育センター ※小林直人 理学部 井上幹生 

教育・学生支援機構 ※柳澤康信 総合情報メディアセンター ※中川祐治 

共通教育センター 佐藤浩章 工学部 三宅 洋 

東温市建設課 上岡浩二 工学部 渡邊政広 

東温市新エネ推進室 池川英信 法文学部人文学科 ※堤 純 

農学部 高瀬惠次 法文学部総合政策学科 ※栗田英幸 

農学部 竹ノ内徳人 地域創成研究センター ※野崎賢也 

農学部 山口聰 沿岸環境科学研究センター 半藤逸樹 

農学部 二宮生夫 沿岸環境科学研究センター ※兼田敦史 

農学部 鶴見武道 沿岸環境科学研究センター 金本自由生 

農学部応用生命化学 山内聡 沿岸環境科学研究センター 大西秀次郎 

農学部応用生命化学 伊藤和貴 以下学外協力者   

農学部森林資源学 ※杉森正敏 石鎚ふれあいの里 山本貴仁 

農学部生物環境保全区 中野伸一 えひめグローバルネットワーク 竹内よしこ 

農学部生物資源教育学 寺下太郎 えひめグローバルネットワーク 肥田浩一 

農学部生物資源政策 胡柏 はーとねっとくらぶ 油木まゆみ 

農学部生物生産 杉本秀樹 まつやま NPOサポートセンター 近藤美由紀 
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農学部地域環境工学 ※藤原正幸 松山市環境政策課 仙波匡視 

農学部附属演習林 ※小林 修 水をきれいにする会 武井糸 

農学部附属演習林 大田伊久雄 弓削商船高専 高岡俊輔 

農学部附属農場 水谷房雄 自然環境教育えことのは 斉藤智子 

              ※印は平成 18 年度~平成 20 年度の共通教育第 8部会委員 

 

取り組み実績報告 

【平成 18 年度実績報告】 

① 取組コアカリキュラムである環境ESD指導者養成講座Iの開講に先立ち，取組説明用パンフレットを作成す
るとともに，受講生に向けたガイダンスを10月と12月に実施した。 

・ パンフレットを作成した上でガイダンスを実施したことにより，全学だけでなく，学外の受講希

望者へ広く取組内容を周知することができた。計2回実施したガイダンスには，社会人延べ約20名，

学生延べ約160名の参加があった。ガイダンス実施後に受講希望者から提出された受講動機レポー

トとアンケートからは，学生や社会人の環境教育やESDに対する関心の高さと，受講希望者の動機

の強さを把握することができ，カリキュラムの構築に役立てることができた。 

② 環境ESD指導者養成講座Iの実施に先立ち，取組に必要なITシステムの立ち上げと運用の試験運用を開始し，
必要環境を整備したうえで集中講義およびフィールドワークにおいて活用した。 

・ 環境ESD指導者養成講座Iの実施に先立ち，取組に必要なITシステムのうち，GPS携帯電話端末を用

いたWebGIS（地理情報システム）と，講義やフィールドワークの内容をデジタルコンテンツとし

て蓄積するe-Learningシステムの環境を構築した。入念な準備の結果，授業開始時には滞りなく

システムを活用することができた。 

③ 取組担当教員による国内外における環境教育・ESDに関わる地域，及び実践事例の調査を実施し，現地フ
ィールドの調査，現地担当者との情報交換などを行い，取組に必要な情報などを収集し，会合などにおい

ての場で報告会を実施して情報を共有した。 

・ 取組担当教員により，環境教育・ESDに関わる国内の先進地と，米国，ドイツ，ポーランド，中華

人民共和国など国外先進地における実践事例調査を行い，取組に必要な情報を収集した。調査内

容は，会合などにおいて報告され，より有意義なカリキュラムの構築と運営に高く貢献した。 

④ 地域のNPOを交えた取組プロジェクト会議を月2回のペースで定期的な実施し，一連の環境ESD指導者養成
講座カリキュラムを構築した。 

・ 地域のNPOを交えた取組プロジェクト会議を月2回のペースで定期的な実施したことで，多分野に

またがる教員ネットワークを生かした意見交換を綿密に行うことができた。さらに，地域で活躍

するNPOなど指導者との連携体制を構築し，実践者からの意見もくみ上げ，カリキュラムに反映す

ることができた。 

⑤ 文科省大学教育改革プログラム合同フォーラム，日本環境教育フォーラム清里ミーティング，愛媛大学「教
育改革シンポジウム」，岩手大学GPフォーラムにおいて，取組内容を報告し意見交換を行った。 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・ 文科省大学教育改革プログラム合同フォーラム，日本環境教育フォーラム清里ミーティング，愛

媛大学「教育改革シンポジウム」において，取組内容を報告して意見交換を行い，取組の運営や

カリキュラムの構築などについて他大学，他機関との具体的な情報を得ることができ，その内容

を当該取組に反映させることができた。 

⑥ 取組コアカリキュラムである環境ESD指導者養成講座Iを実施した。授業には，社会人科目等履修生10名，
大学院生4名，1回生51名（医学部を除く全学部から）の計65名の履修があった。内容として，集中講義を

12月25日~28日（8:30-16:30）と3月5日~8日（8:30-16:30）に開講し，フィールドワークを1月~2月に

かけて実施した。 

・ 取組コアカリキュラムである環境ESD指導者養成講座Iを実施した。集中講義では，受講生に山・

里・海の各フィールドと，人・社会文化・経済的各分野に見られる様々な問題について知識を提

供することができた。受講生は，学習内容を背景にフィールドワークに出向き，現場において実

践的に環境ESDに関わる問題を探求した。受講生から提出された課題レポートからは，集中講義で

提供された知見の理解と，フィールドワークでの経験を体得したことが伺えた。また，次年度に

取組の改善に生かすべき情報も得ることができた。 

⑦ 環境省および自然学校から外部講師を2名招へいし，持続可能な社会づくりに貢献する「自然を守る仕事
セミナー」を開催した。 

・ 環境省および自然学校から外部講師を2名招へいし，持続可能な社会づくりに貢献する「自然を守

る仕事セミナー」を開催し，行政の立場と実践者の立場から，仕事として環境ESDに関わることに

ついての実例を受講生に紹介することができた（参加者47名）。また，セミナーでの意見交換を

通して，受講生の進路の決定に結びつく，より具体的な情報を提供することができた。受講生に

よる評価アンケートから，90%以上の参加者が内容に満足したと答え，セミナーの効果を確認する

ことができた。また，次回セミナー開催時に招へいを希望する講師についても意見を収集するこ

とができた。 

⑧ 第1回愛媛大学環境ESDシンポジウムを開催し，受講生による成果発表と，他大学や自然学校そしてNPO団
体などから招へいした外部講師による講演会を開催した。さらに，環境ESDステップアップセミナーを実

施した。平成18年度2月までに実施した取組内容をまとめ，成果報告書を作成した。 

・ 第1回愛媛大学環境ESDシンポジウムを開催し（参加者116名），受講生による取組成果の発表を行

い，その評価を教員，受講生，外部講師，学外参加者から得た。このことにより，受講生がカリ

キュラムを通して会得した知識と経験を確認することができ，提示された課題とあわせてその成

果を次年度の取組に反映することのできる情報を収集することができた。また，外部講師による

講演と環境ESDステップアップセミナーを通して，受講生により具体的な環境ESDの活動事例を紹

介することができた。受講生のレポートからは，評価を受けたことによる，自身の目標到達度を

確認することができたこと，次の授業の履修動機が高まったことなどが感想としてあげられた。

ただし，本年度の取組では取組担当員の目標達成度と学生の達成度との間に一部乖離が見られ，

次年度の取組への課題がいくつか提示された。本課題を解決することにより，次年度の取組をよ

り有意義に前進させることができると考えられる。 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【平成 19 年度実績報告】 

① 指導者養成講座I・IIで運用するITシステムの整備とデータの蓄積及び運用を行った。 

・ 今回実施したITシステムの整備とデータの蓄積には，取組ホームページの改良，講義中のフィー

ルドワークで使用するGPS携帯電話と連携させたWebGISサーバーの整備とデータ蓄積，及び講義内

容の記録とその成果の公開を担う e-Learningシステムの構築（改良）とコンテンツの蓄積が含ま

れる。本システムにより，受講生，教職員そして参加者がより効果的に学ぶ環境を整備すること

ができた。また，ホームページなどを通した情報公開により，全国的に取組内容を迅速に公開す

ることができた。 

② NPOを交えた取組プロジェクト会議の定期的な実施，及びカリキュラムの構築・運用・評価分析を行い，
カリキュラムに反映した。 

・ NPOを交えた取組プロジェクト会議をほぼ毎月定期的に実施し，実践的な事例収集と地域問題の把

握について意見交換を行いながら，カリキュラムに反映した。このことにより，より地域の環境

問題の現状を反映させた実践的なカリキュラムを展開することができた。また，学生の受講動機

の向上を図るだけでなく，本取組を地域の環境問題の改善と，持続可能な社会づくりに向けたよ

り実践的な活動への展開をはじめることができた。 

③ 環境教育先進地の調査，及び各種報告会にて取組内容の報告を行い同時にカリキュラムに反映した。 

・ 国内外における環境教育・ESDに関わる地域として水俣や米国サンタクルーズなどで実践事例の調

査を行い，報告書を作成し取組資産としてまとめるとともに，取組の成果をインドにて開催され

た第4回国際環境教育会議，及び岩手大学にて開催されたHESDシンポジウムをはじめとする学外研

究会，フォーラムなどで積極的に公表した。その結果，国内外の環境教育ESDの実践事例について，

新鮮な生きた情報を学生に提供することができた。また，実践事例を取組プロジェクトとして分

析した結果をカリキュラムに反映させ，最先端の情報を元にしたステークホルダー同士が相互に

学び合うカリキュラムを展開することができた。 

④ 環境ESD指導者養成講座IIの講義とフィールドワークを実施した。 

・ 「指導者養成講座II」は，毎週土曜日の11:00～16:30に開講した。内容として座学による講義と
フィールドワークとを組み合わせ，環境ESDの活動を行うのに必要な企画運営評価の方法論，安全

教育について，包括的かつ実践的に学習した。授業には，社会人科目等履修生9名，2回生21名，

大学院生3名の合計33名が受講した。また，本授業により大学新入生に不足しがちな実体験の機会

を提供することができた 

⑤ 環境ESD指導者養成講座I・IIとあわせて開講されたコアカリキュラムESD講義を実施した。 

・ 講義「持続発展可能な社会づくりのための学び（ESD）」では，環境教育・ESDに関する理念と知

識，さらに地域からグローバルレベルの自然・社会文化・経済について，包括的かつ論理的に学

習機会を提供した。このことにより，環境ESD活動を展開する際の確固たる視点を育成することが

できた。なお，受講生は社会人科目等履修生9名，大学院生3名を含む112名であった。 

⑥ 取組参加教員による環境教育に関わる公開セミナー「アフター５セミナー」を実施した。 

・ 取組参加教員による環境教育に関わる公開セミナー「アフター５セミナー」を2回実施し，それぞ

れ「中国における環境市場の創設と環境教育」「ドイツ環境保護活動の背景」をテーマに，実践

事例視察の報告を行なった。講義の受講生，学内教職員，一般参加者，約60名が参加し，活発な
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意見交換を行なった。 

⑦ 環境ESD指導者養成講座IIの受講生による公開講座を実施した。 

・ 環境ESD指導者養成講座IIの受講生が，自ら学習した成果を実践することと，実践者としての適用

を確認するため，さらに地域に環境ESDを還元するため公開講座を大学キャンパス近くの都市河川

である大川にて「環境ESD大川フェスティバル」と題して実施した。当日は，地域住民大学生を含

め約50名の参加を得た。 

⑧ 環境ESD指導者養成講座IIの受講生を対象とした国内外でのフィールドワークを実施した。 

・ 受講生の知見と実践経験を向上させるため，フィリピン，水俣など国内外の環境ESD先進地へフィ

ールドワークに出向いた。現地に出向き，現実を目の当たりにした学生は，当事者意識が高まり，

授業への参加動機がより強まった。また，学生によってはサークル活動を通して得た経験を実際

の活動に反映しはじめた学生も出た。 

⑨ 取組参加教員，受講生による公開シンポジウム「第2回愛媛大学環境ESDシンポジウム」を10月に実施した。 

・ 取組参加教員の環境教育活動，及び18年度・19年度の調査結果を公表するため，「第2回愛媛大学

環境ESDシンポジウム  愛媛大学発！持続可能な未来のための学び，山～里～海～人をつなげる環
境ESDの挑戦」を10月に開催した。本シンポジウムでは主として，行政，大学で活躍するESD関係

者を外部から講師としてむかえ，大学教員，カリキュラム受講生，そして地域社会の参加者とワ

ークショップ形式で情報交換を行い環境ESDに関する意識をステークホルダーどうしで高めるこ

とができた。当日は，約80名の参加があった。 

⑩ 取組参加者に内容を周知するための資料の作成，及び受講希望者向けのガイダンスを実施した。 

・ 取組内容を広く学内外に周知するため，資料を作成するとともに，受講希望者向けのガイダンス

を実施した。この事により，第2期目のカリキュラムに参加する受講生を募集することができた。

受講生は，環境ESD指導者養成講座Iに23名，環境ESD指導者演習I・IIに15名であった。 

⑪ 環境ESD指導者養成講座Iの講義とフィールドワーク，環境ESD指導者養成演習I・IIを実施した。 

・ 指導者養成講座I」では，座学による講義とフィールドワークを組み合わせ，環境教育・ESDに関

する理念と知識，及び地域からグローバルレベルの自然・社会文化・経済について，包括的かつ

実践的に学習する。授業では，社会人聴講生も受け入れ，地域と学生そして教員が相互に学び会

う仕組みを意識した講義を開講した。授業は毎週木曜日の18:30～20:00に座学講義を行い，毎週
土曜日の9:00～17:00にはフィールド実践講義を行った。受講生は社会人2名，社会人大学院生1名，
1年生20名の23名であった。また指導者養成講座の修了生対象に，「指導者養成演習I・II」を開

講し，愛媛県内のNPOおよび社会教育施設にてインターンシップを行なった。受講生は社会人3名，

大学院生1名，2年生6名であった。 

⑫ 取組参加教員と受講生による公開シンポジウム「第3回，第4回愛媛大学環境ESDシンポジウム」を実施し
た。 

・ シンポジウムを開催し，環境ESD指導者養成演習の受講生がインターンシップで実施した事業の発

表を行い，取組内容とその成果を広く社会に公表するとともに，環境教育・ESDに携わる実践者を

招聘して最先端の情報に関して学ぶ機会をとして「第3回愛媛大学環境ESDシンポジウム  持続可

能な未来のための学び，山～里～海～人をつなげる環境ESDの展開」，「第4回愛媛大学環境ESDシ
ンポジウム  持続可能な社会づくりを担う人材育成ビジョンと大学カリキュラム」を開催した。
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当日の参加者はそれぞれ約90名および80名であった。 

⑬ 第3回，第4回環境ESDシンポジウムにて持続可能な社会づくりに貢献する仕事について情報を提供した。 

・ 上記シンポジウム第2回，第3回の中で環境問題の視点から持続可能な社会づくりに貢献する仕事

に関する情報を提供し，学生に対して本取組で得た成果を将来の進路に生かす道筋を提示した。 

⑭ 第 1回から第 4 回シンポジウムの中で取組の内容と成果を公表し，取組成果報告書を作成した。 

・ 第 1 回 第 4 回までのシンポジウムを開催し，ホームページなどを通してシンポジウムの内容と

取組の実践内容とその成果について報告し，外部からの評価を受けた。また，シンポジウムの内

容と合わせて，取組の実践内容，教員による実地調査などの成果と合わせて，報告書にとりまと

めた。 

 

【平成 20 年度実績報告】 

①  〔４月～３月〕指導者養成講座 I・II で蓄積する e-Learning の収集においては，年間を通じて講義を記
録し，講義での活用と報告書への反映を行った。また， GIS データの収集においてはフィールド研修実

施時に受講生とともに実習先の情報を収集し，オンタイムで Web データベースに蓄積し公表した。 

・ 指導者養成講座 I・II で蓄積する e-Learning の収集においては，年間を通じて講義を記録し，講義
で活用するためのコンテンツを収集し授業の復習やカリキュラム内容の点検に利用してカリキュラ

ムの改善に反映させることができたとともに，報告書作成時にも記録を起こす有効な媒体として活用

することができた。また，GIS データの収集においてはフィールド研修実施時に受講生とともに実習

先の情報を収集するシステムの改良を行い，フィールドワーク中に学生がより主体的に学ぶ姿勢を引

き出すツールとして有効であることを確かめることができた。さらに，オンタイムで Web データベー

スに蓄積し公表することにより，環境 ESD のカリキュラム実施内容をオンタイムで遠隔地から把握す

る手段として，実施内容の公表に有効的に活用することができることを立証した。 

② 〔４月～３月〕  取組プロジェクト会議，地域連携協議会の定期的な実施をとおしたカリキュラムの運
用・成果分析・公表においては，カリキュラム理念と講義内容との整合性についてのチェック，カリキ

ュラムスケジュールの調整，次年度カリキュラム実施に必要な自己評価および地域との連携におけるプ

ロジェクトについての打合せを行った。 

・ 取組プロジェクト会議，地域連携協議会の定期的な実施をとおしたカリキュラムの運用・成果分析・
公表においては，学内関係者のみならず学外関係者も加えることで，カリキュラム理念と講義内容と

の整合性についてのチェック，カリキュラムスケジュールの調整を綿密に行うことができる必要不可

欠な仕組みとして定期的・継続的な実施が必要であることを改めて認識することができたとともに，

次年度カリキュラム実施に必要な自己評価および地域との連携におけるプロジェクトについての打

合せを行うことで，次年度以降も大学の独自予算で継続的にカリキュラムを実施するための準備とカ

リキュラム理念の再構築・実施方針を打ち立てることができた。 

③ 〔４月～３月〕  環境教育先進地の調査・学生研修においては，国内の先進地に教員のコーディネイトの
もとで受講生とともに出向き，実地体験を主体としたフィールド研修を行った。各種報告会での取組内

容の報告においては，環境 ESD に関連するこれまでの取組と自己評価の内容に関する成果などを広く報

告した。 

・ 環境教育先進地の調査・学生研修においては，国内の先進地に教員のコーディネイトのもとで受講生
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とともに出向き，実地体験を主体としたフィールド研修を行った結果，地元学的手法など環境 ESD 活

動に応用することができる有効な活動展開のための環境ESDプログラムや教材に関する学習に役立て

ることができた。また，環境 ESD を展開する者として必要不可欠な公害問題などの現場を実際に訪ね

ることで，受講生のみならずプロジェクトに関わる教員の参加動機をも向上させることができた。各

種報告会での取組内容の報告においては，環境 ESD に関連するこれまでの取組と自己評価の内容に関

する成果などを広く報告し，活動について学外を中心とした日本国内に広く周知させることができた

とともに，フィードバックとして有効な意見を収集することができたことにより，カリキュラムの充

実に反映することができる貴重な情報を得ることができた。 

④ 〔４月～３月〕  環境 ESD 指導者演習 I・II（インターンシップ）の実施においては，環境 ESD に関連し
た先進的な活動を行っている愛媛県内および周辺各地の NPO をはじめとする実践団体と連絡をとり，確

実な成果に結びつくインターンシップの内容について，受け入れ先と大学とが協働して企画するシステ

ムを構築し，実施した。  

・ 環境 ESD 指導者演習 I・II（インターンシップ）の実施においては，環境 ESD に関連した先進的な活
動を行っている愛媛県内および周辺各地の NPO をはじめとする実践団体と連絡をとり，確実な成果に

結びつくインターンシップの内容について受け入れ先と大学とが協働して企画するシステムを構築

することができた。特に，受け入れ団体と大学とが取り交わす覚え書きを締結する仕組み，大学がイ

ンターンシップに必要な必要経費を負担する仕組みは，大学が受け入れ団体に学生の指導を丸投げす

ることを防止する効果と，受け入れ先自身も環境 ESD カリキュラムに即したインターンシップカリキ

ュラムを持って企画する姿勢を双方に導き出せた。さらに，インターンシップを通じてインターンシ

ップ先自身が環境 ESD の理念を理解することにつなげることができた。 

⑤ 〔４月～７月〕  環境 ESD 指導者養成講座 II の講義とフィールドワークの実施においては，これまでに
実施した内容について②で検討・構築したカリキュラムを基にスケジュールを作成して実施した。 

・ 環境 ESD 指導者養成講座 II の講義とフィールドワークの実施においては，これまでに実施した内容
について②で検討・構築したカリキュラムを基にスケジュールを作成して実施したことにより，大学

と地域とが主体的に協働して企画実施するカリキュラム構築の仕組みをつくり出せた。また，大学が

地域に実際に存在する問題を取り上げ，カリキュラムを通してその問題解決に取り組む方法について，

当事者全員で検討することができた。 

⑥ 〔４月～７月〕  ESD 講義の実施においては，これまでに実施した内容について②で検討・構築したカリ
キュラムを基にスケジュールを作成して実施した。 

・ ESD 講義の実施においては，これまでに実施した内容について②で検討・構築したカリキュラムを基
にスケジュールを作成して実施し，特に大学入学直後の学生に対して，現代社会の持続不可能性につ

いての認識と，その裏に隠されている我々一人ひとりの持続不可能性を助長する姿勢への気づきを促

すことができたとともに，次世代にもつながる持続可能な社会の将来ビジョンの取りかかりイメージ

を受講生一人ひとりの興味，能力に基づき構築する授業内容を企画することができた。 

⑦ 〔６月〕  中四国環境教育ミーティングの主催，教員・学生による成果の公表，ワークショップの実施に
おいては，ミーティング企画段階からプロジェクト教員が中心となって企画し，中四国，関東，そして

海外からゲストスピーカーおよび参加者を得て，愛媛県大洲市で２泊３日の日程により実施し，教員と

学生双方に取組成果を公表する機会をつくり，さらに学習を深めるためのワークショップを実施した。 

・ 中四国環境教育ミーティングの主催，教員・学生による成果の公表，ワークショップの実施において
は，ミーティング企画段階からプロジェクト教員が中心となって企画し，中四国，関東，そして海外

からゲストスピーカーおよび参加者を得て，愛媛県大洲市で２泊３日の日程により実施し，教員と学
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生双方に取組成果を公表する機会をつくった結果，環境 ESD の理念を広く共有する場を作成すること

ができ，環境 ESD を多いに普及することができた。さらに，学内外の参加者とともに学習を深めるた

めのワークショップを実施したことにより，当事者間のネットワークを構築することができ，環境 ESD

カリキュラムの充実と受講生の自身に必要な人的ネットワークの構築，特に受講生の動機を向上させ

ることに役立てることができた。 

⑧ 〔８月～９月〕  環境 ESD 指導者養成講座 II の受講生による公開講座の実施においては，受講生と地域
の団体，行政機関とが協働して企画を作成し，地元小学校や地域の参加を得る環境 ESD 活動を実施した。 

・ 環境 ESD 指導者養成講座 II の受講生による公開講座の実施においては，受講生と地域の団体，行政
機関とが協働して企画を作成し，地元小学校や地域の参加を得る環境 ESD 活動を実施したことで，受

講生がカリキュラムで培った知識経験を実践で確かめる機会をつくることができたとともに，学外の

地域住民，小学生の環境問題の意識を高めることができた。地域においては，地域の魅力と課題につ

いて再発見する機会となっただけでなく，多世代が同じ時間にものごとを共有することの大切さと次

世代に持続可能な社会を引き渡さなければならないという意識を醸成することができた。 

⑨ 〔８月～９月〕  環境 ESD 指導者養成カリキュラムの受講生を対象とした国内外でのフィールドワークの
実施においては，国内外の環境 ESD 活動の展開が必要または必要と見込まれる課題を有する地域に教員

のコーディネイトのもとで受講生とともに出向き，実地体験を主体としたフィールドワークを実施した。 

・ 環境 ESD 指導者養成カリキュラムの受講生を対象とした国内外でのフィールドワークの実施におい

ては，国内外の環境 ESD 活動の展開が必要または必要と見込まれる課題を有する地域に教員のコーデ

ィネイトのもとで受講生とともに出向き，実地体験を主体としたフィールドワークを実施した結果，

特に休業期間中に集中して現場に入ることのできる機会を利用して，環境 ESD を展開する者として必

要不可欠な社会問題などの現場を実際に訪ねることで，受講生のみならずプロジェクトに関わる教員

の参加動機をも向上させることができた。 

⑩ 〔10 月〕  環境 ESD 指導者養成講座 II の受講生による成果発表と学外講演者による公開シンポジウムの
実施においては，学外に広く広報して参加者を募り，受講生による学習成果の公表を行うとともに，知

識をさらに深めるために学外講演者を招へいして講演会を実施した。 

・ 環境 ESD 指導者養成講座 II の受講生による成果発表と学外講演者による公開シンポジウムの実施に
おいては，学外に広く広報して参加者を募り，受講生による学習成果の公表を行うことで，学生自ら

が学習した内容を振り返ることができたとともに，他者に伝えるということを通して学習内容をさら

に深化させることができた。また，参加者に広く持続可能な社会づくりの理念と必要性について理解

を促すことができた。さらに，学外講演者を招へいの講演は，学生自らの理解を深め動機を高めるの

に多いに役立てることができた。 

⑪ 〔４月，10 月〕  パンフレットの作成およびガイダンスの実施においては，本事業で実施するカリキュラ
ムを学内受講希望者や学外社会人受講希望者に広く広報するためにパンフレットを作成するとともに，

カリキュラム内容の周知，受講生の受講希望動機を把握するためのガイダンスを実施した。 

・ パンフレットの作成およびガイダンスの実施においては，本事業で実施するカリキュラムを学内受講
希望者や学外社会人受講希望者に広く広報するためにパンフレットを作成し，社会人を含めた受講生

の募集に役立てることができた。これにより，カリキュラム内容の周知とカリキュラムが提示する人

材育成像と受講生が期待する受講内容とのマッチングを行うことができ，講義が始まってからのミス

マッチングを防止する効果があることを確かめることができた。さらに，受講生の受講希望動機を把

握したことにより，年度ごとの受講生の指向性，能力と姿勢の不足内容を把握することができ，カリ

キュラムの柔軟な改善に役立てることができた。 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⑫ 〔10 月～３月〕  環境 ESD 指導者養成講座 Iの講義とフィールドワークの実施においては，これまでに実
施した内容について，②で検討・構築したカリキュラムを基にスケジュールを作成して実施した。 

・ 環境 ESD 指導者養成講座 Iの講義とフィールドワークの実施においては，これまでに実施した内容に
ついて②で検討・構築したカリキュラムを基にスケジュールを作成して実施した。これにより大学と

地域とが主体的に協働して企画実施するカリキュラム構築の仕組みをつくり出せた。また，大学が地

域に実際に存在する問題を取り上げ，カリキュラムを通してその問題解決に取り組む方法について，

当事者全員で検討することができた。 

⑬ 〔３月〕  取組の内容と成果を発表するシンポジウムの開催においては，学内外に広く広報して参加者を
募り，受講生による学習成果の公表を行うとともに，知識をさらに深めるために学外講演者を招へいし

てフィールドワーク中心のより実践的な学習機会をつくり，実施した。 

・ 取組の内容と成果を発表するシンポジウムの開催においては，学内外に広く広報して参加者を募り，
受講生による学習成果の公表を行うとともに，知識をさらに深めるために学外講演者を招へいしてフ

ィールドワーク中心のより実践的な学習機会をつくり，実施した。このことで，学生自らが学習した

内容を振り返ることができたとともに，他者に伝えるということを通して学習内容をさらに深化させ

ることができた。また，参加者に広く持続可能な社会づくりの理念と必要性について，理解を促すこ

とができた。さらに，学外講演者を招へいの講演は，学生自らの理解を深め動機を高めるのに多いに

役立てることができた。 

⑭ 〔３月〕  取組成果報告書の作成においては，成果を広く公表することを念頭に最終年度の取組成果を取
りまとめ，印刷媒体を作成した。 

・ 取組成果報告書の作成においては，成果を広く公表することを念頭に最終年度の取組成果を取りまと
め，印刷媒体を作成し，プロジェクト当事者自身の自己評価に役立てるとともに，次年度以降も大学

独自予算でカリキュラムを展開する上で必要な学内組織体制づくりに役立て，学内に取組内容を広く

周知することのできる資料を作成することができた。 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小林修（2006）愛媛大学大学農学部附属演習林，視覚障害者向け森林体験講座の展開．24 時間テレビ「愛

は地球を救う－絆－」，愛媛大学会場，松山，8月． 

小林修（2006）愛媛大学大学農学部附属演習林，愛媛大学農学部附属演習林森林体験講座  めざせ！森の

達人！の展開．24 時間テレビ「愛は地球を救う－絆－」，愛媛大学会場，松山，8月． 

小林修（2006）愛媛の集い（パネルディスカッション司会）．オイスカ愛媛支局，松山，10 月． 

小林修（2006）瀬戸内海の山～里～海～人がつながる環境教育．地球温暖化防止フェスティバル 2006 ～
みんなの地球を考えよう～．主催：愛媛県，松山市，11 月． 

小林修（2006）愛媛大学研究室からこんにちは（12 月 23 日，30 日放送番組出演），南海放送ラジオ，松

山，12 月． 

小林修（2007）教養教育の課題と ESD「愛媛大学現代 GP 採択事業瀬戸内の山~里~海~人がつながる環

境教育」．岩手大学 GP フォーラム「２１世紀型市民」育成のための教育プログラム」，岩手大学，盛

岡，3月． 

小林修（2007）愛媛大学環境 ESD シンポジウム（企画・運営・司会），愛媛大学現代 GP「瀬戸内の山~里
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~海~人がつながる環境教育，愛媛大学，松山，3月 

小林修（2007）愛媛大学における森林環境教育の展開~持続可能な社会づくりに向けた環境教育~（講演）．

中四国技術職員研修，松山市，６月． 

小林修（2007）持続可能な社会づくりを担う視覚障害者の役割（講演）．全国視覚障害児（者）親の会愛

媛県支部主催「体験キャンプ~魚を捕ろうの巻~ in 興居島相小の浜」，松山市，8月． 

小林修（2007）ネイチャーセンスを磨こう！森の小道（企画・講演・実践）．南海放送 24 時間テレビ企画

展示，松山市，8月． 

小林修（2007）地球に Eco しょ！エコ検定（講演）．南海放送 24 時間テレビ企画「愛媛一受けたい授業」，

松山市，8月． 

小林修（2007）環境 ESD が目指す社会づくり（講演）．愛媛県生涯学習センターコミュニティ・カレッジ

「環境講座」，松山市，9月． 

小林修（2007）愛媛大学発！持続可能な未来のための学び－山~里~海~人をつなげる環境 ESD プロジェ

クトの挑戦－（主催）．第 2回愛媛大学環境 ESD シンポジウム，松山市，10 月． 

小林修（2007）視覚障害者と森林~体感する森（講演）．長野大学市民開放講義「私たちにとって森には

どんな価値があるのか」，長野大学（長野県上田市），11 月． 

小林修（2007）障害者と共に展開する環境教育活動から全員参画の社会づくりへ（ワークショップ主催），

清里（山梨県），11 月． 

小林修（2008）山~里~海~人をつなげる環境 ESD の展開－（主催）．第三回愛媛大学環境 ESD シンポジ

ウム，松山市，2月． 

小林修（2008）すべての人に森林環境教育を！－持続可能な社会をめざして－（講演）．滋賀大学研究フ

ォーラム・第 4回環境総合研究センター年次シンポジウム「森林・里山での自然体験型環境教育で子

供たちに伝えたいこと」，大津市（滋賀県），3月． 

小林修（2008）持続可能な社会づくりを担う人材育成ビジョンと大学カリキュラム（主催）．第四回愛媛

大学環境 ESD シンポジウム，松山市，3月． 

小林修（2008）愛媛大学環境 ESD 指導者養成講座-カリキュラムにおける知識と経験の両立-．日本科学教

育学会・学会企画課題研究「持続可能な社会のための科学教育」，岡山大学，8月． 

 

（環境 ESD 受講生の活躍記事） 

真鍋沙耶香（平成 18 年度生農学部） 

［人・ひと・人］枝打ちは朝飯前  森守る  真鍋沙耶香さん（２０） 

2008.03.03   朝刊   地二   （全 320 字） 

学生パワーで森林再生を  愛媛大農学部と４高校２７人  ボランティア結成  砥部の国有林  月１回  看板

設置や枝打ちに汗 

2008.01.11   朝刊   地一   （全 819 字） 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千歳  滋（平成 18 年度生科目等履修生） 

［人・ひと・人］千歳滋さん  庄司仁さん  神田孝一さん 

2008.06.24   朝刊   地二   （全 946 字） 

麦わら編み小物作ろう  今治で体験教室 

2008.05.27   朝刊   地四   （全 253 字） 

 

柳井彰人（平成 19 年度生農学部） 

［人・ひと・人］学園祭でエコ体験して  柳井彰人さん（１９） 

2008.06.11   朝刊   地二   （全 293 字） 

 

相原俊雄（平成 19 年度生科目等履修生） 

「大きな木に育ってね」  クヌギやコナラ  児童ら６００本植樹  東温の河川敷 

2008.03.18   朝刊   地四   （全 412 字） 

※以下受講開始前の記事 

「自然再生」がボクらの願い  河川敷の“森”に  苗木８５０本植樹  東温・川上小児童 

2007.03.09   朝刊   地四   （全 466 字） 

「伸びたね」苗木と再会  東温・川上小児童  河川敷に植樹２カ月 

2006.05.16   朝刊   地二   （全 417 字） 

後世に残そう豊かな河畔林  東温  児童ら苗植樹 

2006.03.11   朝刊   地二   （全 334 字） 

花や虫・僕らの楽園  河畔を緑いっぱいに  クヌギやケヤキ２０００本植樹  東温市  川上小児童ら 

2005.03.21   朝刊   地二   （全 492 字） 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環境 ESD受講生のカリキュラム外活動 

小林芽里（環境 ESD プロジェクト推進専門研究員）まとめ 

授業時間外に行われたカリキュラム受講生，修了生の活動実績をまとめる。学生を主体としたサークルは以

下の通りである。 

・ Ecoキャンパスサポーター（Student Campus Volunteer）：メンバー約30名。愛媛大学Student Campus 

Volunteer サークルの一つ。 

・ HOPE：学生主体の環境団体。中四国を中心とした学生間情報交流事業を展開 

・ Re:cap：学生主体の環境団体。ペットボトル回収リサイクル事業の展開 

・ 森林再生ボランティア：森林再生活動を主な活動とする環境団体。愛媛大学生と聖カタリナ高校

生との合同組織で構成。 

 

  取り組み 1期生（指導者養成 II 修了生），2 期生（指導者養成 II 受講生），3 期生（ESD 基礎受講生）を対

象に，①関連イベントに参加，②関連団体で活動，③団体を立ち上げ設立，④取材・執筆  について調べた。

イベントについては，環境 ESD プロジェクト主催事業，2 期生の中四国ミーティングは授業の一環としての

扱いなので含まなかった。またアルバイト等，有償で参加したものは含んでいない。その結果，2 期生は 1

期生より高い割合で関連イベントや団体での活動に参加していることが明らかになった。3期生については，

1年生が多く ESD 基礎しか受講していないが，1期生，2 期生の同時期に比べてイベント参加率が高く，今後，

指導者養成講座を受講していく中で，この割合も上がっていくことが予測される。団体設立については，1

期生が設立した団体に参加している 2期生，3 期生もいるためか，新規団体設立は 2年目，3 年目でそれほど

増えていない。 

受講生による時間外活動の種類と活動者の割合 

 

受講生の時間外活動を財政的に支援するため，受講生には積極的に助成金などに申請するようにアドバイス
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などを行った。受講生が申請した環境，ESD 関連のプロジェクトは以下の通りである。 

 2007 年度「田んぼの学校」企画コンテスト  立ち上げ部門  （社）農村環境整備センター主催   

「22 世紀型愛媛ふる里学校構想スタートアップ ～生きものも人もみんな「と・も・だ・ち」～」 

猪谷 信忠（大学院農学研究科），久松 定智（連合大学院）  ⇒  落選 

 2007 年度「情熱 TC」  愛媛大学農学部   

 「目に見えているようで見えないつながり」安松環，木村紘佳，一宮祐輔（農学部 2年）⇒  落選 

 「学生による森林環境教育」  中島隆一（農学部 1年），三角真一（法文学部 3年）  ⇒  採択 

 2008 年度「プロジェクト E」  愛媛大学     

 「割り箸から始まる環境教育」  愛デコ，三角真一（法文学部 4年）ほか  ⇒  採択 

 「おじいちゃん･おばあちゃんをひとりにしない II－10 項目の実施」 
  真鍋沙耶香，森美由貴，安松環（農学部 3年）  ⇒  採択 

 2008 年度「情熱 TC」  愛媛大学農学部     

「育林技術の歴史と未来～日本の三大林業地域を訪ねる」  真鍋沙耶香（農学部 3年）  ⇒  採択 

 2008 年度「田んぼの学校」企画コンテスト  立ち上げ部門  （社）農村環境整備センター主催 

「地球にへばりつく農村環境教育～『野良仕事』『自然観察』『地域活動』三位一体プロジェクト～」 
原田桃子（農学部 2年），村上絵美（法文学部 2年）    ⇒  落選 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取り組みで実施したセミナー・シンポジウム 

 「自然を守るセミナー」 

2007年2月15日  愛媛大学城北キャンパス  共通教育講義棟31番教室 

講師：鈴木清彦さん（環境省水・大気環境局市街地汚染対策係長） 

  齋藤  薫さん（財団法人キープ協会・環境事業部） 

参加者：47 名 

 

 第 1 回愛媛大学環境 ESD シンポジウム 

２００７年３月１１日（日）８：３０～１８：００  愛媛大学農学部附属農業高等学校  

参加者：１１６名 （受講生 65 名，学内講師 10 名，学外講師 7 名，一般 34 名）  

プログラム：  

第 1部   

８：３０～９：３０「現代ドイツの環境教育：第３の流れ」 柴崎文一（明治大学政治経済学部助教授）  

コメンテーター：竹内よし子（ＮＰＯえひめグローバルネットワーク代表理事） 

９：３０～１２：３０  環境ＥＳＤ企画報告 と評価 

発表：愛媛大学環境ＥＳＤ指導者養成講座１８年度生 

進行：小林修（愛媛大学農学部講師）  

第 2部 

１３：３０～１４：１０「ＥＳＤと幼児教育」   浜本奈鼓（くすの木自然館  専務理事） 

コメンテーター：斉藤智子（ＮＰＯ自然環境教育えことのは代表理事） 

１４：１０～１４：５０「ＥＳＤと初等中等教育」   松田和彦（自由の森学園  教諭） 

コメンテーター：藤井多起（愛媛大学大学院連合農学研究科博士課程１年）  

１４：５０～１５：３０「ＥＳＤ－Ｊの国内外の動向」   村上千里（ＥＳＤ－Ｊ事務局長）  

コメンテーター：宮元  均（独立行政法人水資源機構  水路事業部長）  

進行：日鷹一雅（愛媛大学農学部助教授）  

第 3部 

１６：００～１８：００  分科会形式ワークショップ  

「ファシリテーション論」   森  雅浩（Ｂｅ－Ｎａｔｕｒｅ  Ｓｃｈｏｏｌ代表）  

佐藤浩章（愛媛大学教育・学生支援機構  助教授） 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「地域文化と自然環境教育」  浜本奈鼓（くすの木自然館  専務理事） 

斉藤智子（ＮＰＯ自然環境教育えことのは代表理事） 

「心の体のバランス－身体感覚」  松田恵美子（Ｂｅ－Ｎａｔｕｒｅ  Ｓｃｈｏｏｌ講師）  

小林直人（愛媛大学医学部総合医学教育センター長  教授） 

「身体を使った文化教育」   講演：松田和彦（自由の森学園  教諭）  

野崎賢也（愛媛大学地域創成研究センター助教授）  

 

 第 1 回  After-5  Seminar 

「環境市場の創設と環境教育」  愛媛大学農学部  胡柏  教授 

2007年6月27日（水）17:30～18:30  愛媛大学城北キャンパス共通教育北別館41番教室 

参加者：20 名 

 

 第２回  After-5  Seminar 

「ドイツ環境保護活動の背景」  愛媛大学農学部  寺下太郎  准教授 

2007 年 7 月 26 日（木）17:30～18:30  愛媛大学城北キャンパス  共通教育北別館 41 番教室 

参加者：17 名 

 

 第２回  愛媛大学環境 ESD シンポジウム   

「愛媛大学発！持続可能な未来のための学び  山～里～海～人をつなげる環境 ESD の挑戦」 

2007 年 10 月 21 日（日）9:00～16:00  愛媛大学城北キャンパス  メディアセンターホール  

参加者：78 名（新受講生 22 名，受講修了生 24 名，その他学生 6名，一般 10 名，大学関係者 13 名ほか） 

 

＜午前の部＞  

  9:00  開会の挨拶  柳澤康信（愛媛大学理事）  

  9:10  愛媛大学環境 ESD の取組報告   

  9:30  ディスカッションⅠ 

  11:00  講演  鈴木克徳（金沢大学フロンティアサイエンス機構特任教授，元国連大学高等研究所） 

白石賢司（環境省環境教育推進室） 

＜午後の部＞ 

  13:00 講演  小澤紀美子（東京学芸大学教育学部教授） 

  13:30 学生の活動報告 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 14:10 ディスカッション 

  15:40 総括 

  16:00 閉会 

 

 第３回  愛媛大学環境 ESD シンポジウム   

「持続可能な未来のための学び  山～里～海～人をつなげる環境 ESD の展開」 

2008 年２月 11 日（祝）9:30～16:00  愛媛大学城北キャンパス  メディアセンターホール  

参加者：64 名（受講生・修了生 33 名，その他学生 2名，一般 10 名，大学関係者 7名ほか） 

 

＜午前の部＞  9:30～11:40   「大学と地域がつくる学びの輪」 インターンシップ報告 

 石鎚ふれあいの里 

 えひめグローバルネットワーク 

 まつやま NPO サポートセンター 

 愛媛生態系保全管理 

＜午後の部＞  13:00 16:00   「子どもが学び，大人も学び，地域が変わる ESD」  

 岡山市の事例  池田満之さん（岡山ユネスコ協会） 

 西宮市の事例  添田晴雄さん（こども環境活動支援協会） 

 国連大学 RCE の取組  名執芳博さん（国連大学高等研究所） 

 松山市の施策  高田  稔さん（松山市市民参画まちづくり課） 

 東温市の施策  萩原朋子さん（東温市生活環境課） 

 ディスカッション 

 

 第４回  愛媛大学環境 ESD シンポジウム   

「持続可能な社会づくりを担う人材育成ビジョンと大学カリキュラム」 

2008 年 3 月 4 日（火）13:00～17:00  愛媛大学城北キャンパス  放送大学愛媛学習センター講義室１(4F) 

参加者：約８０名 

 

＜プログラム＞ 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13:00-14:00  「持続可能な社会のための教養教育の再構築」 

  玉  真之介（岩手大学副学長，岩手大学現代 GP 事業推進責任者） 

    コメンテーター：小林  修（愛媛大学講師，環境 ESD 指導者カリキュラム担当） 

14:00-15:00     「ユネスコチェアを活用した大学教育への ESD 導入」 

  阿部  宏史（岡山大学大学院環境学研究科長岡山大学ユネスコチェア・チェアホルダー）   

コメンテーター：小林  修（愛媛大学講師，環境 ESD 指導者カリキュラム担当） 

15:00-16:00    「ICU リベラルアーツ教育の理念としくみ」 

  森本  光生（ICU 学務副学長） 

    コメンテーター：秦  敬治（愛媛大学准教授，愛媛大学リーダーズ・スクール(ELS)担当） 

16:00-17:00    「参加型高等教育と環境人材育成にむけた提案」 

  佐藤  真久（武蔵工業大学  講師） 

    コメンテーター：佐藤浩章（愛媛大学准教授，『お接待』の心に学ぶキャンパス・ボランティア担当） 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愛媛大学現代GP
瀬戸内の山～里～海から人が

つながる環境教育
～大学と地域との相互学びあい型

環境教育指導者育成カリキュラムの展開～
申請代表　小林　修

農学部森林教育・教育分野　特任講師

平成18年度～平成20年度
総括

持続可能な開発とは… 

「環境と開発に関する世界委員会」（ブルントラント委員会）報
告書「Our Common Future(我ら共有の未来)1987」では、
「持続可能な開発とは、将来の世代が自らの欲求を充足する
能力を損なうことなく、今日の世代の欲求を満たすような開
発をいう」と定義している。

国際自然保護連合（ＩＵＣＮ）、国連環境計画（ＵＮＥＰ）、世
界自然保護基金（ＷＷＦ）が共同で作成した「新・世界環境保全
戦略」（1992）では
「持続可能な開発」とは、「人々の生活の質的改善を、その生
活支持基盤となっている各生態系の収容能力限界内で生活しつ
つ達成すること」と定義している。

持続可能な開発のための教育（ESD）

国際協力　　　農業　　　　消費
在日外国人　市民事業　まちづくり　自然保護
障害者　　地場産業　　高齢者　　学校　　女性

文化　　　　福祉　　　　　こども

国際理解

教育

人権教育

平和教育

開発教育
環境教育

ジェンダー

環境問題や経済，人権，女性差別，戦争・紛争など，様々な社会的課題
に向き合い，解決していく力を，地域において”参加”という学習プロセ
スを通して育むことを目標とする教育

ESDの目標

世代内の公正（地域間の公正），世代間の
公正，種間の公正

を保ちながら

自然，社会・文化，経済が持続的に発展す
る社会を構築する

愛媛大学農学部　小林　修

愛媛大学環境ESDの全体像

ESD

環境ESD指導者I

環境ESD指導者
演習I,II

環境ESD指導者II

社会人
リカレント教育

持続可能な社会

シンポジウム

シンポジ
ウム

資格
認定

資
格
認
定

日本 世界

大学

地域

5

地域コミュニティー

学びの形態
個人・家庭

NPO

教育機関

行政

農林漁業者

企業

学びあい
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つながりを生かした行動

家庭
地域
国

世界
行動

意識
個人

つながりを意識した学び

当事者としての Think globally
Act locally

カリキュラムで養成する人材像
自然環境，社会・文化と経済の3つの視点に立って俯瞰的に
現状をみる力を育成する（ESDの基本的な視点の育成）

自ら地域に出向き，地域から地球規模の環境の諸問題につい
て自ら気づく能力を育成する（課題発見能力の育成）

グローカル精神に基づき，その問題についてさまざまな方向
から考察して問題の解決に取り組むことのできる知識と技能
を育成する（問題解決能力）

地域のさまざまな意志決定レベルを通して問題を解決しかつ
新しい価値を創造することに積極的に働きかけることのでき
る態度を育成する（社会参画意識の育成）

!"#$%&'()

*+,-'(./01

2,-'(3+451

678,-'(9:501

;28,-'(<=>?1

成果の公表
主催シンポジウム（4回）
印刷物（9件）
小林修，母里有紀子，磯部高弘（2007）愛媛大学「瀬戸内の山～里～海～人
がつながる環境教育」．特集「こんな勉強がしてみたい！特色ある「大学の授
業」研究」，蛍雪時代2007年9月号，P.172-174．など

学会等発表（9件）
Kobayashi, O. : Actions for EESD from Ehime University, Japan- 
Bachelor Level Curriculum and Forest Education for All ‒ (2007) 
International Conference on Environmental Education, Ahmedabad 
(India), November.など

講演等（21件）
小林修（2008）すべての人に森林環境教育を！-持続可能な社会をめざして-
（講演）．滋賀大学研究フォーラム・第4回環境総合研究センター年次シンポ
ジウム「森林・里山での自然体験型環境教育で子供たちに伝えたいこと」，大
津市（滋賀県），3月．など

環境省の評価
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実施体制
@AB

CD
EF
%G

地域

HA
IJK

LMESD
NOPQR
STUVWX
YZ[

\]
%^

C%^ _%^

9%^

`%^

ab
%^

教育・学生支援機構

（評価，FD）

NPO

cdef
ghiZ

jkLM
l%mn
ghiZ

cdop
qrst
ghiZ

uvwD

Hxy6

z{|}~

cdl%
mn��
ghiZ

大学フィールド

���R
mn
ghiZ

人 自然環
境

����
ghiZ

取組の実施体制

��\]ghiZ
�8^�

�LM\]NOPQR���

第8部会メンバー

部会長：柳澤康信（愛媛大学教育担当理事）

小林　修（農学部），杉森正敏（農学部），日鷹
一雅（農学部），藤原正幸（農学部），栗田英幸
（法文学部）， 堤純（法文学部）， 野崎賢也
（地域創成研究センター）， 小林直人（医学
部）， 中川祐治（総合情報メディアセンター）

カリキュラム担当教員

カリキュラム
LMESDNOP
QR��II����
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��

1��
��

2��
��

���
��

3&4
��

LMESDNOP
QR��I����

��\]
��tl��

��|��|LM
-- 'ef
�¡wuvl��
¢£'b¤
�¥'¦§
l%'¨©
ª«'w��

t¬iZ¬TZST®¯[

2°±

LMESDNOPQR��w8?²

³´
µ¶

6°±
·¸
��

NOPII¹

NOPI¹

NOPII¹³´

NOPI¹³´

�º»#;u¼½$¾�w,¿w%&ÀESD�����
��\]Á�tl����|��|LM!¢Â'LM�v�l�

%^ÃÄl�
10°±
·¸
��

�16°±�

�14°±�
LMESDNOP
QR@AI|II����

合計単位数は
副専攻必要単位を
イメージして設定
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ESD-持続発展可能な社会づくりのための学び

（第1期：平成19年度）教員3名が常に担当するチーム
ティーチング講義。1年次前期，毎週木曜日18:30～
20:00，15回開講。受講生112名（うち社会人10名）
（1期生，2期生同時開講）

（第2期：平成20年度）教員3名が常に担当するチーム
ティーチング講義。1年次前期，毎週木曜日18:30～
20:00，15回開講。受講生61名（社会人3名）（3期
生）

講義風景

受講生レスポンスシートから 環境ESD指導者養成講座I

（第1期：平成18年度）山・里（都市）・海および自然・社会文化・経済を専門と
する学内外講師による講義および実践講義をオムニバス形式にて実施。12月および
3月の休業中にそれぞれ4日間（8:30～16:10）の集中講義および1月～2月の
フィールドワークで構成。（受講生65名うち社会人11名）

（第2期：平成19年度）山・里（都市）・海および自然・社会文化・経済を専門と
する学内外講師による講義および実践講義をオムニバス形式にて実施。それぞれ1
年次後期に毎週木曜日18:30～20:00，および毎週土曜日終日，それぞれ15回開
講。（受講生25名うち社会人3名）

（第3期：平成20年度）山・里（都市）・海および自然・社会文化・経済を専門と
する学内外講師による講義および実践講義をオムニバス形式にて実施。それぞれ1
年次後期に毎週土曜日終日15回開講。（受講生20名を想定）
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指導者養成講座Iの内容

座学講義
6時間×8日=48時間
フィールド研修

最低8時間×2日=16時間
合計=64時間

シンポジウム報告準備を含めると
100時間強

�ÅÆÇ
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¬sZÊËÌZW 受講生アンケートから

知識や実践内容，実際に活動できる場の提供など
がありとても良かった。

期待していた以上に授業内容が充実していた。

疲れるがすごくおもしろい！

内容と構成に熱意を感じた

量が多すぎて担当教員の授業への意欲・熱意
が伝わった
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受講生アンケートから
自分が環境について理解するだけでなく，自
分の知識や持っている情報を適切に伝えるこ
とが重要だとわかった。

そして，自分の伝えたいことを分かりやすく
表現することが難しいことも分かった。

環境教育というものの具体的な姿がまだ見え
てこない。

ESDという言葉が難しく認識できている部分
とできていない部分があるように思う

環境ESD指導者養成講座II

（第1期：平成19年度）環境ESD指導者の実践に必要な理論と実践スキルの学習。
また，海に関する知識と実践学習。学内外講師による講義および実践講義をオムニ
バス形式にて実施。毎週土曜日終日15回開講。（受講生33名うち社会人10名）

（第2期：平成20年度）環境ESD実践事例の蓄積と実践に必要な理論に関する学
習。また，海に関する知識と実践学習。学内外講師による講義および実践講義をオ
ムニバス形式にて実施。毎週土曜日終日15回開講。（受講生18名うち社会人1
名）

（第3期：平成21年度）環境ESD実践事例の蓄積と実践に必要な理論に関する学
習。また，海に関する知識と実践学習。学内外講師による講義および実践講義をオ
ムニバス形式にて実施。毎週土曜日終日15回開講。（受講生20名を想定）

指導者演習　大川清掃 新開発教材の誕生

むっくり池 大川
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東温市井内での田植え研修 東温市河之内での地元学の実践

学生レポートから

環境問題への特効薬のような解決策は無いことが分かった。そ
の代わりに、現在世間で良いとされている活動が本当に良いも
のなのかどうか自分できちんと調査して判断しなければ、間違
えた選択をすることになりかねないことが分かった。

正しい知識は、問題を一面的に捉えずに多面的に捕らえること
で見えてくるものだということも分かった。

グローカルに考えること、関係性を見つめる、多面的に考え
る、“つけ回し”にならない解決など得たものは非常に多く、列
記できないぐらい。指導者（大学の先生）のタフさと人間性
（情緒の安定）に環境教育を指導する資質を見た。

学生レポートから
以前と比べると、断然、日常生活において多くの場面で自然
環境を気にかけるようになったと感じています。

今までの大学の授業では受身となる場合多かったためか、予
想以上に濃い実習が多かったのも良かった。頭の中で考える
だけではなかなか理解できないようなことでも、実地に赴い
て五感を使いながら考え、様々な人の意見を聞きながら考え
ることで、得られるものも多くあった。

講義を受ける前は、環境問題を改善していくためには、自分
ひとりががんばってもしかたがないから、より多くの仲間を
つくり、環境保全の意識を広げていかなければならないと考
えていた。そのような活動も重要であるが、まず自分が行動
することがもっとも大切なことであると思った。

愛媛大学環境ESD指導者II種　第1期生　修了

延べ学習時間約320時間

愛媛大学環境ESD指導者II種→32名の誕生

愛媛大学環境ESD指導者II種資格

本資格は，各種環境ESD活動において環境
ESDに関する知識・技術の付与並びに環境
ESD活動に関する助言又は指導を行う指導者
として活動するときにその有効性をもつ。

環境ESD指導者養成演習IおよびII

環境ESDの実践活動を行っているNPO・NGO，行政機
関などでの実践活動を中心としてインターンシップを
60時間（受講生15名）
受け入れ団体、大学、受講生の3者の学びあいができる
ように企画。
団体紹介→受講生が希望調書を提出→大学がマッチン
グ→大学と団体、受講生と団体が契約→インターン
シップ→中間報告→最終報告、という段取りを組ん
だ。
活動前または活動中に各団体を訪問し、活動の様子を
伺って、プログラムの調整を行なった。
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学生の活動日誌から

学内ではできない地域密着型の体験ができた。地域の人との
接点も大きかった。

活動ごとに、受講生の活動日誌に受入先のコメントをつけた
ものを大学に送ってもらい、活動状況や課題について情報共
有ができた。

受講生が行くことで、受入先のESDに関する理解が深まっ
た。

シンポジウムで成果発表をしたことで、各団体の活動やイン
ターン生の活動を広く知らせることができた。

カリキュラムの副次的効果
共通教育認定科目履修制度により，履修分野
の片寄りを無くし，自然，社会文化，経済分
野の授業からバランス良く履修するしくみを
確立

学部専門科目の履修に際しては，受講生が自
信に学習目標を立てさせることにより計画的
な履修と履修動機の向上を促すことができ
た。

ESD学生による自主的活動への展開

松山NPOサポートセンターで
の活動的継続（有償）

松山イヌ・ネコの会での
活動的継続（有償）

Re:cap
ペットボトルキャッ
プの回収・寄付活動

えひめ学生森林ボラ
ンティアの組織

四国ギャザリングの組
織

都市環境学習センターでの活
動継続（有償）

学生の自主的活動状況

0

20

40

60

80

イベント参加 団体活動 団体設立 取材執筆

1期生（33名） 2期生（18名）
3期生（53名）

受講生設立団体

四国青年NGO HOPE：磯部高弘ほか56人
Re:cap～みんなの力：一宮祐輔ほか12人
えひめ学生森林ボランティア：真鍋沙耶香ほか約30人
愛媛大学における環境に関するデザイン及びコーディ
ネート集団（愛デコ）：三角真一ほか15人
Eco Campus Supporter（SCVサークル）：浅野恭
平ほか約30人

学生による助成金申請
2007年度
「田んぼの学校」企画コンテスト　立ち上げ部門　（社）農村環境整備センター主催　「22
世紀型愛媛ふる里学校構想スタートアップ ～生きものも人もみんな「と・も・だ・ち」～」
猪谷 信忠（大学院農学研究科）、久松 定智（連合大学院）　⇒　落選
「情熱TC」愛媛大学農学部
「目に見えているようで見えないつながり」安松環、木村紘佳、一宮祐輔（農学部2
年）⇒　落選
「学生による森林環境教育」　中島隆一（農学部1年）、三角真一（法文学部3年）　⇒　
採択

2008年度
「プロジェクトE」　愛媛大学　　
「割り箸から始まる環境教育」　愛デコ、三角真一（法文学部4年）ほか　⇒　採択
「おじいちゃん･おばあちゃんをひとりにしないII－10項目の実施」
　真鍋沙耶香、森美由貴、安松環（農学部3年）　⇒　採択

「情熱TC」　愛媛大学農学部「育林技術の歴史と未来～日本の三大林業地域を訪ねる」　真
鍋沙耶香（農学部3年）　⇒　採択
「田んぼの学校」企画コンテスト　立ち上げ部門　（社）農村環境整備センター主催
「地球にへばりつく農村環境教育～『野良仕事』『自然観察』『地域活動』三位一体プロジェ
クト～」原田桃子（農学部2年）、村上絵美（法文学部2年）　　⇒　落選
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受講生のニーズ
大学生
入学前から環境問題に関心がある
分野横断的な学習に興味がある
フィールドワークをへの参加動機が強く，経験不足を補
いたいという希望が強い
環境ESD受講生は，リーダース養成，食育プログラムな
どの受講にも強い意欲がある

社会人受講生
シニア世代における環境ESD実践者が多い
これまでの実践活動に対する学術的な裏付けを期待
フィールドワークにおいても経験よりは学術的な裏付け
を得ることに満足

環境ESD第1期カリキュラムモデル

座学

フィールドワーク

座学

シンポジウム

座学 フィールドワーク

公開講座の実施

シンポジウム

指導者スキルの理論 指導者スキルの実践訓練

指導者スキルの確認

成果の公表・外部評価

環境ESD企画案の公表・外部評価

集中講義：フィールドワークの事前知識，フィールドワークの観察
視点の育成

問題の発見，環境ESD企画案の作成

集中講義：フィールドワークのふりかえ
り，物質循環，グローカル問題

インターンシップ

養
成
講
座
I

養
成
講
座
II

養成
演習
I・II

共
通
教
育
6
単
位

学部
専門10
単位

ESD

※地域：大川流域

指導者スキルの体得

環境ESD第II期カリキュラムモデル

座学 フィールドワーク

シンポジウム

座学 フィールドワーク

公開講座の実施

シンポジウム

養
成
講
座
I

養
成
講
座
II

フィールド
ワークの事
前知識

実践者から実践活動を
学ぶ実践参加型ワーク

実践スキルの確認

成果の公表・外部評価

環境ESD企画案の公表・外部評価

フィールドワークの事前知識
フィールドワークの観察視点の育成

インターンシップ

×7セット

講義の振り返り

フィールドでの座学実感を主体にしたワーク

共
通
教
育
6
単
位

学部
専門10
単位

養成
演習
I・II

×7セット

ESD

※地域：重信川流域

指導者スキルの体得

環境ESD第III期カリキュラムモデル

座学フィールド
ワーク

シンポジウム

公開講座の実施シンポジウム

養
成
講
座
I

養
成
講
座
II

実践者から実践活動を学
ぶ実践参加型主体ワーク

実践スキルの確認成果の公表・外部評価

環境ESD企画案の公表・外部評価

インターンシップ

講義の振り返り

共
通
教
育
6
単
位

学部
専門10
単位

養成
演習
I・II

×3セット

ESD

リー
ダーズ
養成

※地域：重信川流域

フィールド関連講義・課題認識作業

フィールド
ワーク

山×１，里×２

座学フィールド
ワーク ×3セットフィールド

ワーク

フィールド関連講
義・課題認識作業

大学院（レベル）

指導者スキルの体得
EESDをコーディネイトできる人材
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第8部会　環境教育分野のタスク

社会人科目等履修生の募集受付
受講ガイダンス
認定授業選定（共通教育・学部教育）
カリキュラム日程の作成：担当教員スケジュール調整
実習先選定，実施までの交渉，移動手段の確保
指導者資格の認定
インターンシップ先との調整

カリキュラム組織

ポストGP運営予算の概算 G8　首脳宣言

「環境・気候変動」

持続可能な開発のための教育

39.　我々は、より持続可能な低炭素社会の実
現につながるような国民の行動を奨励するた
め、持続可能な開発のための教育(ESD)の分
野におけるユネスコ及びその他の機関への支
援及び、大学を含む関連機関間の知のネット
ワークを通じて、ESDを促進する。

G8　環境大臣会合

【議長総括（５月２６日）】

　人材育成・持続可能な開発のための教育（ESD）

１２． 持続可能な社会を担う人材育成を進めるため、国連
ESD の10 年が重要であり、ドイツにおける来年３月の
ESD の世界会議開催が歓迎された。

ESD の一層推進のため、関係主体間の協働による取組事例
等の各国の優良事例の共有や、途上国と先進国間での高等
教育機関及び国際機関等のネットワークによる途上国の人
材育成支援が有用と考えられる。 http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokuren/index.html
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環境ESD第III期カリキュラムモデル

座学フィールド
ワーク

シンポジウム

公開講座の実施シンポジウム

養
成
講
座
I

養
成
講
座
II

実践者から実践活動を学
ぶ実践参加型主体ワーク

実践スキルの確認成果の公表・外部評価

環境ESD企画案の公表・外部評価

インターンシップ

講義の振り返り

共
通
教
育
6
単
位

学部
専門10
単位

養成
演習
I・II

×3セット

ESD

リー
ダーズ
養成

※地域：重信川流域

フィールド関連講義・課題認識作業

フィールド
ワーク

山×１，里×２

座学フィールド
ワーク ×3セットフィールド

ワーク

フィールド関連講
義・課題認識作業

大学院（レベル）

指導者スキルの体得
EESDをコーディネイトできる人材

愛媛大学農学部　小林　修

持続可能な社会づくりに果たす愛媛大学
環境ESDの役割

大学の
研究成果

環境
ESD

持続可能な
社会づくり

63 愛媛大学農学部　小林　修

愛媛大学環境ESDコーディネイター
大学院レベルの創設

64

環境ESD
コーディネイター

ファンド
（銀行など）

企業CSR
コンサルティ
ング

地域連携
国際連携

外部資金獲得運営型

研究科横断型の
集団指導体制

主たる対象（リカレント教育）
環境ESD実践者（シニア世代
メイン），企業環境ESD担当
者

愛媛大学農学部　小林　修

ESDの地域連携モデル
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外部との連携

行政団体：東温市，松山市，内子町
東温市が推進する「環のまちづくり」（東温
市版ESD）施策と協働。
平成21年度に国連大学のRCE認定の申請を
目指す。
他大学との連携：徳島大学（現代GP同期），
高知大学（環境省ESDモデル）
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海外高等教育機関との連携

アジア：中国，タイ，フィリピン，イン
ドネシア，ネパール，インド

アフリカ：マダガスカル，マリ，モザン
ビーク

Glocal Web Net for Sustainability 

愛媛大学にて，アジア・アフリカからの高等教育機関
に所属する教員から環境ESD人材を育成

愛媛大学が，カリキュラム修了生どうしの国際的な連
携ネットワークの創設，ESD実践事例収集と情報交
換を推進

愛媛大学農学部　小林　修

相互学術協力により期待される成果

MJ 持続可能社会モデル
*MJ: Mozambique - Japan
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第四回国際環境教育会議
4th International Conference on Environmental Education

2007年11月26日～28日

参加者数：約97ヶ国から1,500人

女性650名，青年150名，40ヶ国から政府関係者
が参加。国連関係者は100名

ワーキンググループの総数：30

http://www.tbilisiplus30.org/

Ahmadabad宣言

地球環境の現状に対する強い危機意識を持ち，今こ
そ教育という手段を通して行動することが重要ある
ことを共有

ESDが持続可能な社会を保障するうえで必要不可欠
であることを環境教育に携わる者として明確に認識

環境教育はESDをサポートしながら協働して活動を
推進していくことを共有

A Call to Action
Education for life: life through education

ガンジーの名言からの引用
Let my life be my message→行動で示すことの重
要性

there is enough in the world for everyone’s 
need, but not for anyone’s greed→格差社会が生
まれる構図を理解すべし

from having more to being more→量よりも質へ
の転換→Quality of life
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愛媛大学「環境 ESD 指導者養成演習 I・II」インターンシップ概要（2008 年後学期） 

 
環境 ESD プロジェクト推進専門研究員  小林芽里 

 
本取り組みでは，環境 ESD 関連団体と協働して受講生にインターンシップの機会を提供している。また，本

取り組みで認定する環境 ESD 指導者 I 種の取得には，このインターンシップの受講を必修としている。以下，

その制度と成果について報告する。 

 

愛媛大学環境 ESD のインターンシップが目指すもの 

 たったの 60 時間？されど 60 時間！  

2006 年から開始した愛媛大学の「環境 ESD 指導者養成講座」では、2007 年８月に 33 名、2008 年 8 月に 18 名

の受講修了生を送り出しました。その次のステップとして「指導者養成演習」があり、学外でインターンシップ（60～90
時間×２回）を行なうことが、「愛媛大学環境 ESD 指導者 I 種資格」の要件となっています。 

学外の NPO など「持続可能な社会づくり」を実践している団体で、自ら地域の課題を発掘し、それを解決するため

の「学びの場」をつくる企画・立案や、組織の運営などに関わる実践力、強いモチベーションを養うことを目指していま

す。これまで 10 団体が受け入れ団体となり、計 13 人がインターンシップに参加していますが、その成果を見ると、社

会教育の場として「NPO の教育力」はもっと評価されてもよいのでないかと思います。 
 

 「単なる体験」でない「質の高い学び」を  

インターンシップというと、通常は会社での「就業体験」を指しますが、大学の企業インターンシップは、学生の報告

書は 1 枚きりで、無償で就労体験をさせているところが多いようです。環境 ESD では単なる体験だけでなく、ESD を

実践している人たちの熱い思いに触発されてほしい、そしてインターンシップそのものが ESD として相互の学び合い

になるような形をとれないかと考えました。 
私は NPO の専従スタッフをしていた時に、大学や NPO 間のインターンシップや実習を多数受け入れてきましたが、

「ハンコを押して単位を出す」だけでは、一方通行の体験で終わってしまうことを痛感してきました。単なるボランティア

やイベント参加では得られない、質の高い学びのあるプログラムにするためには、手間はかかっても丁寧にやってい

きたいと思い、「活動計画」→「活動日誌」→「報告会」→「自己評価」というプロセスを作りました。 
「活動計画」で目標を立て、それに基づいて終了後に自己評価を行ないます。「活動日誌」では、活動内容、成果、

課題を 1 ページで書き、受入先のコメントをいただきます。目標を立て、活動を振り返り、分析すること、受入先の担当

者とコミュニケーションすること、報告会で他の人に伝え共有することを通して、体験がどんな意味を持つものであった

か再認識して、自分のものとできるように組み立てています。 
 

 「活動日誌」から見えてくるもの  

活動日誌を読んでいると、イベント参加だけでは見えない楽屋の部分とでもいうか、団体の日常の活動や課題、イ

ベントを意図した背景やねらい、人や組織のつながりが見えてきて、「へぇ～、こういう仕掛けがあったのか！」とびっく

りすることもしばしばありました。間接的ながら地域のニーズを知るツールにもなっています。 
また、いつも掘り下げの浅いレポートが気になっていた学生が、しっかり分析した報告を書くようになったり、授業で

はよく理解できなかったことが現場で初めて理解できたと書いてきたり、「こういう活動をやりたい」という企画を持ち帰

ってきたり、「現場の持つ力」と学生の目覚ましい成長に驚かされました。机上で勉強したものを、現場で実践すること

で、漠然としていた ESD の概念が明確になっていった過程が伺われました。 
特に 2008 年度は文字どおり“山・里・海”で活動する団体ばかりで、私も全ての団体を訪問しましたが、1 日～2 日

滞在しただけでも、様々な課題やヒントが見えてきました。受講生にとっても、大学での学びが実地で活かされる貴重

な現場を団体の方々に提供いただくことができたのでないかと思います。 
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しかしながら、大学内部では日誌や評価について多忙な先生方に目を通していただくことができず、報告会も教員

の参加は数名で、せっかくの学生の成長や、地域の活動について共有し、議論する機会が作れませんでした。ある学

生の発表で「ESD は“学びあい”というけれど、先生方は一体私たちから何を学んだんですか？」という問いかけがあ

りましたが、私ばかりが成果を独占する形になってしまい、これらのプロセスを大学内で共有するしくみが弱かったの

は大きな反省点でした。 
 

 有償での委託について  

活動日誌の受入先のコメントはどの団体でも本当に丁寧に書いてくださり、活動の趣旨や理念を補足説明したり、

暖かい励ましがあったり、約 200 字の中にこめられた思いに毎回頭が下がる思いでした。 
専従スタッフを置いているような NPO では、少ない予算と少ない人材で、多大な仕事を抱えていることが多く、学生

の指導に割く時間はなかなか取れません。また企業と違って、既存の人材育成プログラムや担当があるわけではない

ので、特に半人前の学生が提供する労働力と、その学生の指導にかかる手間を比較すると、「後者の方が断然大き

い」とのことで、このインターンシップのために充実したプログラムを企画して、受講生を迎えてくださったことは、感謝

に絶えません。 
ある団体では「他の大学のインターンシップでは、どうしても作業の手伝い的なことだけで終わってしまう」と言われ、

プログラムを作ったり、団体の活動を丁寧に紹介したり…というのは別格の対応ということでした。このような対応をして

くださるのも、大学から有償で委託していることが大きいと思います。 
 

 ニーズの高い NPO でのインターンシップ  

2008 年に環境省の「持続可能なアジアに向けた大学における環境人材育成ビジョン検討会」を傍聴した際、大学

における NGO/NPO でのインターンシップやフィールドワークの重要性が課題に上がり、「しかし、実践できている大

学が少ない」との報告がありました。愛媛大学の ESD カリキュラムには座学、フィールドワーク、インターンシップが組

み込まれている点では、全国のモデル的なものになりうる可能性があります。 
インターン生の何人かは、インターンシップ終了後も団体の活動に自発的に関わっており、地域とのつながりが生

まれているようです。ESD が生きた学びにつながるよう、「地域に学ぶ」しくみをよりよいものにしていく議論を、みなさ

んと共に重ねていきたいと思っています。 
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【企画の意図】  
 

 
【スケジュール】  

１）受け入れ先の「活動カリキュラム」作成 
２）インターンシップガイダンス 受講生の「希望書」提出 
３）受け入れ先とのマッチング → 「承諾書」「覚書」の取交 
４）「活動計画書」の作成 
５）インターンシップ（60～90 時間。時間配分は各受け入れ先の活動状況などによる。） 
６）中間報告会（時期未定、活動スケジュールによる） 
７）成果報告会 
 
 

【受講生にかかわる情報】  
１） 本講義は，「愛媛大学環境 ESD 指導者資格 II 種」取得者（見込みを含む）が受講できる。 
２） 学生教育研究災害傷害保険および学生教育研究賠償責任保険に加入していること。 
３） インターンシップに関わる交通費などは原則的に自己負担とする。 
４） 環境 ESD 以外のインターンシップの制度や単位などと重複させないこと。 
５） 「環境 ESD 指導者演習 I・II」（各 2 単位）と、指定する学部専門科目 10 単位を修得したものは，「愛媛大学環

境 ESD 指導者 I 種」の資格認定を申請することができる。 
６） 受入先には規定の「誓約書」を提出する。 
 
【受け入れ先の役割】  
１） 組織のミッション、目標、活動、メンバーなどの説明 
２） 「インターンシップ活動計画書」の作成 

 組織の活動状況と、受講生の希望、ニーズをよく相談して、活動計画を作ってください。 
 組織のやり方や方針を説明し、責任を持って主体的に関われる仕事を与えてください。 
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 イベントの当日スタッフだけではなく、なるべく企画段階から関われるようにしてください。 
３） 受講生へのアドバイス、評価： 

「活動日誌」へのコメントを記入してください。（約 200 字程度） 
４） 成果報告会への出席、発表 

受講生および組織としての成果、課題を発表してください。（県外の団体は文書でも可） 
５） 最終評価 

   「到達目標」の各項目について、5 段階の評価をつけてください。 
６） インターンシップ全体への評価、報告書の提出 
 
【受入先への謝金】  

愛媛大学の規定による（1000 円／1 時間／１人） 
 毎月、月末に各人の受け入れした日時をお知らせください。翌月に振り込みます。 
 
【評価】  
１） インターンシップ実施中に受講生が記録した活動日誌（40%） 
２） インターンシップ受け入れ先からの最終評価（20％） 
３） 中間発表と結果報告（20％） 
４） 口頭試問（20％） 
５） 自主的に取り組んだ成果を提出した場合にはボーナスポイントを付加する。 
 
【受け入れ団体】  
・ 西条石鎚ふれあいの里（担当：山本貴仁） H19 後期 2 名、H20 前期 2 名 
・ 特定非営利活動法人 愛媛生態系保全管理（担当：小沢潤） H19 後期 3 名、H20 前期 2 名 
・ 特定非営利活動法人 えひめグローバルネットワーク（担当：竹内よし子） H19 後期 1 名 
・ まつやま NPO サポートセンター（担当：近藤美由紀） H19 後期 3 名 
・ 特定非営利活動法人 ODA の木協会（担当：高本師津雄） H20 前期１名、後期 1 名 
・ 特定非営利活動法人 自然と共に生きる会（担当：相原俊雄） H20 後期２名 
・ 特定非営利活動法人 黒潮実感センター（担当：津戸） H20 後期 2 名（予定） 
・ 特定非営利活動法人 ひろしまね（担当：小田博之） H20 後期 1 名 
・ じゅうみん株式会社 四万十ドラマ（担当：井上登） H20 後期 2 名 
・ 株式会社 わかたの村（担当：坂根憲昭） H20 後期 1 名 
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2007年度後期  愛媛大学  環境 ESD指導者養成演習 

インターンシップ活動日記 
No.19 

インターン名 一色  正博 

団体名 まつやま NPOサポートセンター 

活動日時 平成２０年２月７日（木）  １３時  ～  １５持 

活動場所 庚申庵史跡庭園 

活動メンバー 

（肩書きも） 

渡部さん（庚申庵史跡公園専従職員） 

近藤さん（スタッフ）、一色（インターン） 

活動内容 

 

庚申庵史跡公園専従職員渡部さんへの聞き取り取材 

  ・活動概要 

  ・活動のいきさつ 

  ・認知、組織、協働についての質問 

今日の成果 

 

  庚申庵は江戸時代の俳人栗田樗堂が建てた草庵で、老朽化が進み存続が困難となっ

ていた文化財を修復し、その保護と活用をしていこうとされているのが庚申庵倶楽部

です。もともとは個人の所有であったこの建物ですが、文化財として市が修復し、こ

の団体が維持や管理、イベントなどを行っています。松山で生まれ育ちながら初めて

訪問しましたが、静かでゆっくりとした時間の流れており、とても落ち着ける場所で

した。 

  イベントや新聞、メディア出演、新聞、ガイドラインなどで広報を行っています。

また、庚申庵に来てくれた人に直接丁寧にお話をすることで、今度はその人にガイド

になってもらってよちまわりへと広がっていることを期待しているそうです。一人が

何役もこなしているようですがスタッフが得意な分野を分担して活動を行っていま

す。渡部さんの考えと私が ESDについて考えていたイメージに似た部分があり、貴重

な意見を聞かせていただきました。 

今日の課題 

 

・協働を進めるにあり、行政と NPOの性質の違いによる目的や認識のずれがある（行

政は成果主義で数字や目に見える形で結果がほしいが、庚申庵倶楽部のほうでは長

い時間をかけてじっくりと取り組んでいきたいと感じていることもある） 

・より多くの人への広報、活動の拡大をすると、負担が多くなり事務局のスタッフを

増やしたりしなければいけない 

（テレビで放送された後は反響がすごくて対応がおいつかなかった） 

受け入れ先 

コメント 

 
記入者名 

（近藤  美由紀） 

 

  共感する部分が多くあったようで、紹介した側としてとても嬉しく思います。文化

財も自然環境も、「好きだから大切にしたい」「いいところだから紹介したい」という

共通の考えが根底にあると私は考えています。 

  協働「せざるを得ない」状況で両者の方向性にずれが生じているのが現状のようで

すね。行政はお金を出している分、その使い道に口を出す権利がありますが、NPO側

もこんなふうにしたい！という想いがあります。お互いを知り、理解し合うことで少

しずつ溝が埋まっていけばと願っています。 
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2008年度前期  愛媛大学  環境 ESD指導者養成演習 

インターンシップ活動日記 
No.６ 

名前 重松  大介 

団体名 愛媛生態系保全管理 

活動日時 平成２０年６月５日（木）１３時  ～  １８時 

活動場所 朝倉ふるさと美術古墳館・多岐宮古墳群 

活動メンバー 

（肩書きも） 

愛媛生態系保全管理の小澤さん、朝倉公民館の藤原さん 

ふるさと古墳美術館の窪田さん、インターン生  一色、重松 

活動内容 

 

 

・三浦基金のプレゼンの仕方や助成金を使ってどんなことをどういった方法で行うか

の確認 

・朝倉で行う観察会の打ち合わせ 

・多岐宮古墳群の見学 

今日の成果 今回のインターンシップでは、今治・朝倉の「地域の魅力」を再確認できた。 

まず、はじめに話し合った三浦基金についてでは、その助成金の使用方法を確認す

る中で、シバナ・カスミサンショウウオといった多くの今治にしかない魅力が挙げら

れた。今回の助成金は、先ほど挙げた、日本最大規模を誇るシバナの群落や他の地域

のものとは生息環境も DNA も異なっており、別種の可能性もあるカスミサンショウ

ウオ、また今治沿岸の島の特定生物の保護や調査のために使われる。これらの貴重な

生物の調査を行い、その生態や個体数などを把握し、適正な保護活動を行う一方、そ

の生物の重要性や価値などを住民の方々にアピールし、地域の魅力（財産）として地

域に浸透させる活動が今後重要になってくると小澤さんに教えていただいた。 

次の朝倉で行う観察会の打ち合わせ朝倉では、朝倉の川を用いた観察会を行う方向

で行くことが決定した。その内容としては、パックテストや生き物探しなどといった

ものがいくつかあがったが、とにかく先ほども述べたような、地域の魅力を伝えられ

るような内容にしようと考えている。 

最後にふるさと古墳美術館の学芸員の窪田さんと行った多岐宮古墳群では、その地

域の歴史を教えていただきながら、古墳の中にも実際に入らせていただいた。今回は

じめて、朝倉の自然的魅力だけでなく、このような歴史的魅力について学ぶことがで

きた。 

今日の課題 

 

・観察会の内容や方法の検討 

・朝倉に魅力とは何かを深める 

受け入れ先 

コメント 

記入者名 

（小沢  潤  ） 

ハードなスケジュールお疲れ様でした。私たち NPO が目指しているのは環境教育を

確実なデータに基づいて伝えていくことでしっかりとした調査がベースになります。

また、里山の環境について考える上で歴史の認識は欠くことができないと思います。 

朝倉は岡山市で実践されている ESD、公民館、大学、博物館、NPO の連携が取れる

ところだと思います。思いっきりその可能性を試してください。 
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2008年度前期  愛媛大学  環境 ESD指導者養成演習 

インターンシップ活動日記 

No.7 

名前 安松  環 

団体名 ひろしまね 

活動日時 2008年        ９月      15日（月）            9:00～23:00             

活動場所 ひろしまね事務所  島根県美郷町 

活動メンバー 
山崎  永井  秋本利彦  小田博之  藤槻篤範  富永平八郎  井上睦英  友永英輝 

愛媛大学インターンシップ生  山下梨香子   

活動内容 

 

 

我聞塾で、江の川支流をたどるフィールドワークに行きました。塩谷川を上流へ登

り、さらに支流の程原川へと進み、そのあと峠を越えて、赤来高原へ出ました。赤来

高原の道の駅で昼食をとり、赤名湿原を散策し、女亀山麓の銀の道跡を見学し、作木

の岡三渕の古代植物遺跡を観察し、帰りました。 
夜、夕食のあと、我聞塾座学の時間です。今回は香月洋一郎の「三原の村々を訪ね

て」とういう題材で、議論をしました。 

今日の成果 

 

 

 

 

 

 

たたらばの跡やかんなながしの跡を山の形やその地区の石垣から発見するところに

驚きを感じました。何もないところに何かあるとはまさにこのことで、我聞塾では、

フィールドは宝の山といったものです。普段見えているようで、見えないことはたく

さんあります。集落ひとつとってもそこには人々の暮らしがあり、歴史があります。

見過ごしてしまいそうなとこに、視点をもっていけることは新たな刺激を生むだけで

なく、考え方を柔軟にします。このフィールドワークで驚くことは、ひとつの分野に

とらわれないことです。 
神社にいったり、銀の街道跡を見たり、湿原の観察をおこなったり、田の中を歩い

てみたり、歴史、民俗、宗教、自然、産業、くらしの中のあらゆる分野に関心をもっ

て取り組んでいることに驚きました。この視点は非常に大切であると思います。普段、

わたしがどれだけ目先のことで頭がいっぱいで、一つのことしか見えてないかがよく

わかりました。こういう経験を大事にしたいものです。 
座学も白熱したものになりました。一つの疑問からさらに広く様々な角度で話題を

出し、議論していきます。はじめたころはほとんど議論にならなかったそうです。60
回という経験が、生み出したもので、継続の必要性を強く感じました。 

今日の課題 

 

 

ひろしまねの方は年齢を重ねてもいつでも学ぶ姿勢で、物事に敏感です。その学ぶ

姿勢に学生である私自身はいま、謙虚に学ぶ姿勢を貫いているのかと疑問を持ちまし

た。そして、山下さんと愛媛大版我聞塾を開こうという話になりました。 

受け入れ先 

コメント 

記入者名 

（藤槻  篤範  ） 

  「複層的視点」これが我聞塾の考えです。一方向から見れば○でも視点を変えると

□にも△にも見えるのです。そのどれもがそのものの本質であるのに、多くの人は最

初に見えた形に囚われ、その形が絶対無二だと思いがちです。また、同じものを見て

いるのに、人によって見えるものと見えないものとがある。見えるためには知識も必

要、感性も必要。感性を磨き、多様な視点と立場になって考えることが出来る能力を、

こうしたフィールド観察を通して身につけようとしています。囚われない見方、考え

方、生き方は、「ひろしまね」の活動の根幹を成すものです。 

2008年度後期  愛媛大学  環境 ESD指導者養成演習 
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インターンシップ活動日記 
No.7 

名前 平尾  夏郁子 

団体名 NPO法人  自然と共に生きる会 

活動日時 20年  11月  ３日（月）  8：30  ～  15：30           

活動場所 事務所 

活動メンバー NPO法人  自然と共に生きる会理事長  相原俊雄 

活動内容 

 

 

 

 

 

・事前に配布する資料の添削、完成、印刷・当日のプレゼン作成、おおよそ完成 

・ESD２期生に個人的に参加可能か確認 

  参加予定者：横山麻里子、村上絵美、三宅亜弥、柳井彰人、吉見瑠姫 

・隣組の歌について考える・当日のスケジュール確認 

・音田、日浦の近藤さん宅まで、各お宅を訪問、寄り合いの交流会の趣旨説明と参加

お願い 

今日の成果 

 

 

 

 

 

 

  事前配布資料、当日のプレゼンがほぼ完成した。プレゼンは、自分が今までの活動

でどのようなことを得、いかに地域の方に良い刺激を与えることができるかが大切に

なってくる。決して今までの活動報告会ではなく、このプレゼンは数分で終わらせる

必要がある。正直非常に自信がない。また ESD生の参加者が増え非常に嬉しい限りで
はあるが、これは初めての試みとあり、決して油断せず気持ちを引き締めて取組みた

い。 
当日のスケジュールは、理事長と考えが合わず困惑した時もあったが、お互いが納

得した上でおおまかな流れを確認できた。気づくことが遅くて、気がつかないことも

多くあり、聞き逃しが多く何度も聞き直したりと、地域訪問に頭が行って焦っていた

ことが、理事長に非常に申し訳なく思った。今回は音田を初めて一軒ずつ回ったが、

改めて音田の地域性が見て取れ、消極的な印象を受けた。しかし、７月の交流会を覚

えていた人や河之内公民館なら行けるなど、少々手応えを感じられた。アポなしの一

人でのお宅訪問は、自分の中で大変大きな経験であった。理事長のように伝えられる

わけもなく、不審がられる自分をどう解釈してもらい、どう伝えるか模索しては失敗

したり。それでも、頑張ってね、頑張っているね、ここに居着いてね、など優しい言

葉、笑顔に触れると、やはりやっていて良かったと改めて感じる。確かに微力ではあ

ると思うが、笑顔と大声を忘れずやっていきたい。 

今日の課題 プレゼンの自分が伝えることをまとめる 

受け入れ先 

コメント 

 
記入者名 

（相原理事長  ） 

見知らぬ他人が訪問するときは、押し売りと同様に扱われる。仮に、私が NPO の理

事長と名乗って河之内で戸別訪問をしても大差ない。その地の区長とか信頼できる人

の同伴か紹介が必要です。やはりアポは大事ですね。そういう意味で「つながり」や

「関係」は大事です。私や近藤さんが、学生や大学の先生を同伴して訪問したり、会

を持ったりするのとは、ある種の好奇心と期待や刺激感を持たせることができます。

そういった意味で、私たちが進める活動に、平尾さんたちが協働する意義は大きいの

です。 
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受け入れ先より、インターンシップについての要望 

 ODA の木協会（高本師津雄）  

構成で実りのあるインターンシップに繋げて行かなくては、ただ時間の収集に終わる可能性が感じられる。 
現地までのアクセス・距離の問題等も、開始前に解決出来ることが多分にあるのでは。 

 
 自然と共に生きる会」（相原俊雄）  

インターンシップ受け入れ先の事業が、太平洋戦争戦後復興から高度成長期に完全に崩壊・消失してしまった“農
山村及び海辺地域の自然と人と暮らしの環境やつながり”について 

１． 各国の自立及び、生命体地球のセーフティネット（環境抵抗圧機能）構成要素として、非常に重要な機能を

持っていること 
２． 農山村及び海辺地域の旧大字行政区規模で、自然・経済・地域社会文化的機能において、自治・治安能

力の自立の持続維持能力自ら持たなくてはならないこと 
３． 太陽など宇宙との関係における地球の大地・水・生物の営みの秩序に調和・貢献する新しい人間的存在に

生きるヒントが田舎地域の自立維持能力にあること《文明システムのパラドックスは歴史的（自然史的・経済

的・科学的）に証明されていることを認識・自覚すること》 
４． 崩壊消滅してしまった地域の自然・経済・地域社会文化の再生振興が、今地域に住んでいる者が主体とな

り「寄り合い・結い」の生活の知恵と結束の底力を発揮させることで可能であること 
５． 地元 NPO がその仕掛け、きっかけつくりをしていく。そのために、環境 ESD が風邪の人となって刺激して

いくこと 
６． その実践の学びの中で、インターンシップ生は学習や情報で得た知識を地域の実態に照らしながら、地域

の実態の中に地域振興策を見出し、新しい次代つくりの能力を培うこと 
 
以上、新しい次代の先導者の最先端になっていく若者への NPO の強い期待も秘めて臨みました。 
NPO の理念・目的･手段(内容･方法など)の関係把握及びその具現への必然性・妥当性に戸惑いを持ちながらの

演習だったと思います。しかし、事前の ESD の演習、インターンシップ生を中心にした ESD 生や一般大学生及び大

学教官による 6 回に及ぶ共同事業は、地域やその他活動家に大きな影響を与えていることは間違いない事実です。 
 当 NPO にも多くの示唆と刺激を与えられました。得るものは NPO や学校や地域に多くあったことを心から感謝して

います。ありがとうございます。 
 
 ひろしまね（藤槻篤範）  

学内で知識や技術を学ぶだけでなく、実社会において断片的・局所的ではあっても”体験”を通して自分の就業感

や適性、将来像をおぼろげながらでも体得させようとするこのインタ‐ンシップ制度の意義は高いと言えるでしょう。 
その効果を最大限に高めるためには、 
① きちんとした窓口があること  
② 大学カリキュラムの中に位置づけられ単位認定を含めた一定の評価が行われること  
③ 事前指導や期間中指導、事後指導が系統化されていること  
④ 単発ではなく継続的に行われること  
⑤ インタ‐ンシップに関する専門官が配置されていること  
⑥ 教育的意義を常に検証し、内容を改善・充実・発展できるような態勢を整えること 

 
 などが重要であると考えられます。そうした点から考えると愛媛大学の体制は他の大学に比べて先進的であると言え

ます。是非この体制を維持・発展させてください。 
 若干の気づきを挙げれば、 

① 一つの分野だけに行くのではなく、複数の分野を経験することも重要だと思いますので、できるだけ幅広い分
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野で実習できるように学生への意識付けと実習先の開拓に努められるとより効果が高まると思います。 
そのためには実習先を単に学生に選択させるだけでなく、意識的に学生の嗜好や専門性から離れた実習先を

選定することも一考かと考えます。 
② 次年度に向けての企画は 10～12 月から始まります。多くの助成事業や委託事業が決定するのは７～８月で、

それらが本格的に動き出すのは９～10 月です。従って、時期的には今回のように９～10 月が最も適切だと考

えます。 
③ 研修期間ですが、一定の成果を得ようとすれば、２～３週間程度が望ましいと考えます。 
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愛媛大学環境 ESD  水俣フィールドツアー 

 

第 1回水俣フィールドツアー  2008年 3月 20日（木）～3月 23日（日）   

参加者：  

杉森正敏（愛媛大学農学部准教授） 

寺下太郎（愛媛大学農学部准教授） 

日鷹一雅（愛媛大学農学部准教授） 

小林芽里（愛媛大学環境 ESD 研究員） 

近藤美由紀（まつやま NPO サポートセンター） 

 

 

安松環（愛媛大学農学部 2 回生） 

村上絵美（愛媛大学法文学部 1 回生） 

横山麻理子（愛媛大学法文学部 1 回生） 

櫻田真士（愛媛大学工学部 1 回生） 

谷口琢也（愛媛大学農学部 1 回生） 

中島隆一（愛媛大学農学部 1 回生） 

三井梨紗子（愛媛大学農学部 1 回生） 

 

 ツアーの記録（小林芽里） 
2008 年 3 月 20 日（木）  現地集合  ～  無農薬ミカンへの挑戦  

14:00～       相思社着、食材の買い出し 
15:30～17:00  考証館見学 
17:00～19:00  食事の用意、入浴 
19:00～21:00  食事＆交流会   

吉田浩司さんの話 

参加者は私と教員 3 名、NPO スタッフ 1 名、学生 7 名。希望者は

この倍いたが、都合が合わず最終的に 12 名に。3 回の事前勉強会

を経て、いざ現地へ！ 

初日は現地集合で、フェリー＆青春 18 切符やママチャリや新幹

線、飛行機などそれぞれの手段で相思社へ。昼過ぎに着いて、まずは歴史考証館を各自のペースで見学。みんな食

い入るように展示を眺めていて、なかなか見終わらない。 

夜は、みんなで鍋を作って食べながら、水俣に移住して無農薬ミカン栽培をしている吉田浩司さんを囲んだ。彼と

は 10年前にエコリーグで一緒に全国代表、副代表を務めたことがあり、近年は彼の甘夏に家族知人友人がお世話に

なっている。2002 年に訪問した時は就農 2 年目で試行錯誤中だったが、その後「みかん山通信」や「鹿児島 8･6 ニュ

ース」の連載で生産の苦労や喜びが描かれているのが気になって、ぜひ一度話を聴きたいと思っていた。 

 

「水俣は食べ物で被害を受けた町だけど、作っているミカンはほとんどが農薬を使う“慣行栽培”で、無農薬農家は

数えるほどしかいない。水俣市のゴミ分別は全国の先進事例だけれど、廃棄物だけでなく食の安全にももっと取り組

んでほしい」という話に始まった。 

水俣のミカンは、かつては温州ミカンが主で、大暴落を機に甘夏へ転換。50年代はブームで 1反あたり 100本植え

て儲けも高かったが、輸入自由化で大暴落。ミカン農家は GAT の補助事業で借金してハウスに切り替えたが、ミカン

の値は上がらず、石油高騰も追い討ちをかけ、さらに超高齢化や後継者不足もあって、農家は非常に厳しい状況に

あるそうだ。 

吉田さんは「このままでは 10 年先はない」と 5 ヵ年計画でみかん山を改造。ミカンの種類を増やし、労働力・収入・リ

スクを分散させ、甘夏からデコポン、河内晩柑、グレープフルーツの3本柱に切り替え中とのこと。苗を植えてから収穫

するまでに 4～5 年かかるので、短期・中期の計画を立てて栽培方法や品質、出荷を考えているそうだ。 
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卸先は、らでぃっしゅぼうや、大地など首都圏の販路に4割、産直4割、中間業者に2割売っているけれど、近場で

消費してくれる人をもっと増やしたいとのこと。 

「みかん山の経営を確立して『農家でやれている』モデルが必要！農業はきついだけでなく、やりようによっては面

白さもいっぱいある。ただ植えるだけでなく、どうやって売っていくのかも考えなくてはいけない。IT 化は必要だけれど、

顧客サービスとして顔の見えない相手に売るのはどうか…」とも。 

学生たちへは「自分は大学に入って 4 月で 5 月病になった（笑）。でも 4 年のゼミで法律を勉強しだしてから面白く

なって、もっと早くから勉強しておけばよかったと後悔した。何のために勉強するのか？それは自由に生きるため、変

わるため」「固定観念を捨てる、変われる人間であろうとしている」「アンテナを張っておくこと、いろんなことに敏感にな

っておくことが大切」とメッセージを投げかけた。 

厳しい環境の中、生き生きと農業の戦略や将来ビジョンを語るのを聞いて、私が食べている甘夏の向こう側にはこ

んな物語があったのかと嬉しくなった。作る人の思いが見えると甘夏も 2 倍楽しめるし、買うことの意味も増す気がする。

「剥くのが面倒という理由で甘夏の売り上げが落ちているけど、対面販売をやって、みんなに食べてもらいたいね～」

と話しながら次々甘夏・土佐文旦・デコポンをむいて、みかん蜂蜜の 3種混合ヨーグルトを作ってくれた。この酸味と食

感のハーモニーが絶品の美味さだった！！  

 

3 月 21 日（金）  水俣の過去に学ぶ  ～  水俣・海編  
8:30         相思社出発 

8:40～ 9:20  百間排水口、水俣湾埋立地の見学 
9:40～10:10  漁村・茂道を歩く 
10:30～12:40  相思社にて水俣病患者・生駒秀夫さんの話、一緒に昼食 
13:00～13:45  共同作業所「ほっとはうす」訪問 
14:45～15:15  芦北漁協で、水俣病患者・松崎重光さんに施設紹介・漁業の状況について話を聞く。 
15:30～17:00  松崎さんのお家の周りを歩き、ゴチ網漁を夫婦で営んできた暮らしの場を見る。 
17:00～17:30  女島を散策 
17:30～18:30  松崎さんの手料理をいただき、漁師自慢の不知火の幸を味わい語る。 
19:00         相思社到着 

朝は相思社の川部さんの案内で、百間排水口跡、埋立地、茂道を巡る。風は少し冷たいけれど、ヒバリの声と日差

しは春そのもの。茂道漁港には 2 月末に亡くなられた杉本栄子さんの杉本水産のボートがあり、心の中で合掌。 

相思社に戻り、水俣病患者の生駒秀夫さんの話を聞く。のっけか

ら震える手でコップの水をこぼしてしまう姿にドキリ。 

戦後、防空壕に住んで幼年時代を過ごしたこと、中学の時に発

病して熊本の病院に連れていかれたこと。両親が亡くなり、大阪の

紡績関連工場へ集団就職して出稼ぎに行ったこと。 

そして、どうしても結婚したくて「これがダメなら死のうと思った」と

決死の覚悟で相談して、こぎつけたお見合い。 

その時の、本人の気持ち、相手の方とその親の気持ちを思うと「さ

あ、あなたならどうする？」と選択を突きつけられた気分で、固唾を

呑む。 

「…結婚が決まった時は本当に嬉しかった」という言葉とその表情にホッとした。その後、水俣に戻ってきて漁業を

営む話や、考証館に展示してある自作の網や漁具についての話は聞けなかったが、貴重な患者さんの肉声だった。 
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午後は胎児性患者の小規模通所施設「ほっとはうす」で理事の加藤タケ子さんの説明をきき、通所者と互いに自己

紹介。喫茶コーナーでお茶をいただいた後、1 週間前に完成したばかりの新施設を見せていただいた。 

地元産の杉と檜で作られたバリアフリーの建物は、心地よく安らげる空間で、木材が専門の先生も大喜び！時間が

なくて、挨拶と見学だけで終わってしまったが、もっとゆっくりいたい、話をききたい場所だった。 

 

その後、芦北漁港に向かい、患者である松崎重光さんの案内で水揚げされた魚を眺めたり、海辺を散策。穏やか

な春の不知火海に、帆をあげて走る打瀬舟のなんと美しいこと！ 

松崎さん宅では、海の幸がずらりと並ぶ豊かな食卓に思わず歓

声。グチ（イシモチ）のフライ、シラグチのすり身、シラグチ・コノシロ

の刺身、タイの焼魚、太刀魚の南蛮漬け、イカと野蒜のぬた和え、

干し筍やツワの煮付け盛り合わせ、白身のお吸い物に鯛めし、巻き

寿司…。絢爛豪華な皿の数々！！ 

松崎さんは、約40年前に芥川仁さんが撮影した家族の写真を見

せながら「なぜ水俣病という名前だったのか？これが『水銀病』とい

う名前だったら違っていたかもしれない…」と静かに語った。 

昭和 33 年に漁民暴動を起こしたが、風評で漁業ができなくなり、

新幹線建設の出稼ぎ労働に行ったこと。長きわたる裁判で補償を求め続け、最後に残った関西訴訟では裁判官の現

地検証に松崎さんが説明をした甲斐もあり、2004 年に最高裁で勝訴できたこと。患者の申請は実質門前払いだった

こと、新しい保険手帳の問題点や「罪を犯した人は、きちんと謝って解決すべき」という言葉に、公式発見から 50 年以

上たっても未だ解決していない問題の根深さを感じた。 

松崎さんに「今後、芦北地域の漁業はどうなりますかね？」と質問したところ、首を振って「将来性はない。日本人の

魚の消費は減っているし、3 人の子どもたちにも漁業は継がせなかった」と言われたのが寂しかった。これだけ豊かな

海の幸に恵まれた国にいて、それを活かせないとは…。 

夜は相思社で関西 NGO 大学の人たちと同宿。彼らの企画した「柏木敏治さんライブ」に同席させてもらう。患者の

坂本しのぶさん作詞、柏木さん作曲の歌に胎児性患者の思いを知る。 

 

3 月 22 日（土）  水俣の現在に学ぶ ～ 水俣・山編 

8:15         相思社出発、水俣市久木野へ移動 

9:00～11:30  愛林館とその周辺にて、館長・沢畑亨さんの話、棚田や水源を歩いて見学 
11:30～12:15  愛林館のレストランにて身土不二の昼食（地元の米を使ったカレー） 
12:15～13:00  愛林館出発、水俣市立資料館へ 
13:00～14:00  資料館館長・吉本哲郎さんから地元学の話を聞く（水俣地元学の創始者） 
14:00～14:50  相思社の川部さんと合流、大口市境にある石飛へ移動 
15:00～16:30  石飛の天野さんの囲炉裏小屋にて、地元学の「あるもの探し」。小屋の周りを歩く。 
16:30～17:00  囲炉裏後屋で休憩。 
17:00～18:00  地元のものを使った天野さん手づくりの料理をいただく。 
18:00         天野囲炉裏小屋出発 

19:00         相思社にて解散 

3 日目は、所々皆伐でバリカン刈り状態の山を見ながら久木野へ向かう。愛林館で館長の沢畑亨さんの話をきいて、

日本一（自称）の棚田を歩く。 「集落の人口は減っている。でもそれは日本の人口動態から見ても当たり前のことで、

減ることイコール悪いことではない」の言葉に、それもそうだ！と。問題は人口の維持ではなくて生活の質の維持であ
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り、人口減と高齢化に見合った社会の作り直しが必要だ。 

棚田は菜の花の鮮やかな黄色に彩られ、農家の庭先では白菜

の花が豪快に咲いていた。久木野には「大学山」といわれる照葉

樹林があり、国際生物学事業計画（IBP）で約 40 年前に伐採され

た林の遷移を、日本で最も長期間継続調査しているプロットがあ

る。私は学生時代にその調査に参加していたので懐かしかった。

その近くで、沢畑さんが伐採して広葉樹林に変えつつある林を見

学。 

昼食は愛林館のレストランで「身土不二」の昼食。地元の米を

使ったタイ、インド、日本のカレー。水俣の山奥でタイカレー?!とい

う意外性がまた面白い。 

 

午後は水俣市立水俣病資料館で吉本哲郎さんのところへ。「地元学？北大では 1 週間講義したけど、1 時間で何

を話せと？」と凄まれ、「いや、あの…さわりだけでもお願いします」と食い下がって話していただいた。 

「役所に陳情するな」という言葉は、水俣病で悪口、愚痴、誹謗、中傷が吹き荒れたことの教訓だという。もう愚痴は

たくさん！自分たちでやれることはやれ！と。「愚痴から自治へ」「ないものねだりから、あるものさがし」「人を育てるの

は逆境と冗談・笑い」「未来に飛ぶには楽天性がいる」「“限界集落”と勝手に決め付けるな。辺地辺境にこそ日本が残

っている」「金をかけずに手間隙かける」等々、私と近藤さんは珠玉の言葉を逃すまいとノートをとりまくった。 

吉本さんは言葉の端々でこちらを挑発してくるが、質問を振られても学生は緊張しているのか、理解できないのかノ

ーリアクション。うをぉ～。冷汗かきながら近藤さんと私で切り返すが、まるで村正に鉈で挑むがごとし。後でメモを見返

すと、町おこしやまちづくりなどに関わったことのある人には「ああ～なるほど!!!」の内容だけれど、その経験がない学

生にとってはピンと来なかったのかもしれない。 

「学者はたくさん来る。でも住民は詳しくならない。依存心ばかりが高まる」「地域は研究・調査の素材ではない」は

大学関係者として耳の痛い言葉。「地域、人の力を引き出す。決して教えてない」「自由に発想し、慎重に計画して、

大胆に活用する」「問題を大きく、一般化しない。大事なことは足元にある」「先入観が邪魔をする。冗談でやれ」、そし

てトドメは「俺の言うことも信用するな」。 

彼がキーワードで挙げていた「環境・産業・生活文化」は ESD の 3 本柱でもあり、地元学は ESD に限りなく近いこと

を感じた。密度の濃い 1 時間だった。 

 

その後、再び山へ。石飛で無農薬茶園をしている天野さんと里歩き。県境の峠から海を眺め、アオモジの淡黄色の

花を愛でる。畑の水路にはアカガエルの卵塊があり、「ブラックタピオカだよ」と言ったら「食べられるんですか？！」と

本気にする学生がいて、天野さんや教員は大ウケ。畑の周りで菜の花、ヨモギやノビル、クレソンなどの春の野草を摘

んで、囲炉裏を囲んで山の幸の夕食をいただいた。これまた春先の旬の野草の美味しかったこと！！この時期ならで

はの贅沢だった。 

天野さんの無農薬茶は、緑茶は骨太な味、紅茶は甘味を感じるまろやかな味が特徴。「慣行栽培では目立たない。

違うことをやりたい。先を見越してやっている」とこだわり続けて 28 年。飄々とした姿勢が印象的だった。 

 

夜はビデオの上映大会。土本典昭監督の「わが町我が青春～石川さゆり水俣熱唱」「水俣病～その 20 年」、

関西訴訟のニュースと 3 本ハシゴ。石川さゆりは 20 歳という若さもびっくりだったけれど、前日ほっとはうすで会った患

者さんたちがコンサートの開催を懸命に奔走している姿に心揺さぶられた。当時の彼らと同世代の学生たち、今の彼
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らと同世代の先生方も食い入るように眺めていた。 

 

3 月 23 日（日） ふりかえり ～ 食から見る水俣 

最終日は、相思社でふりかえり。意見交換して、感想記入。印象に残ったところはそれぞれ違っているが、来る前の

期待より、はるかに現地のインパクトが強かったことは、みな共通していた。 

盛り沢山のプログラムで未消化な部分も多かったが、そこかしこに学びの素材があった。海も山も実に豊かな水俣

の自然と、時折ぱっくり口を開けて見せる水俣病の傷の深さとの落差、それを乗り越えていこうとしている人たちの姿

に私自身もとても励まされた。 

わずかな時間の訪問にもかかわらず、心づくしのもてなしをしてくださった方々と、全体のコーディネートに尽力して

くださった相思社の川部さん、スタッフのみなさんには本当に感謝。それに応えるためにも、今回の経験を自分の活

動・仕事・生活や ESD に還元していきたい。それは参加者全員に課された宿題だと思う。 

 

ふりかえりの後で、考証館で展示を再び鑑賞。東京の私立高校の修学旅行生であふれていた。昼食は前日、別の

団体が打瀬舟で獲った太刀魚をいただいてムニエルと焼き魚に。これまたウマかった！宿泊した相思社は自炊なの

で、学生たちに「なるべく地産地消の食材を選んでね」というテーマで食材の買出しを頼んだが、牛乳が常温保存可

能（LL ミルク）で近藤さんに「あー！」とダメ出しされ、「阿蘇産で地元だと思って買ってきたのに、なんで？？」と学生

はびっくり。常温で腐らない牛乳の話でちょっと盛り上がった。 

今回のツアーのもう一つのテーマは思いがけず「食から見る水俣」だった。食を通じてもたらされた水銀、海と山がも

たらす食卓の豊かさ、農業と漁業、生産と消費を考えさせられた。農学部の先生方が中心となって進めている ESD と

しても、たくさんのヒントが得られたのでないかと思う。 

現地解散後、残った5名で市立資料館に行ったら、退職１週間前で超忙しいはずの吉本さんが「解説の押し売り」と

称して自ら館内を案内してくださり、杉本家の展示の説明をしてくださったのには感謝・感激でした。 

 

 

第 1回水俣フィールドツアー参加者感想 

 
 三井梨紗子（農学部 2 年）   

水俣の過去と現在に触れて、いろいろと新たな発見をしたが、その中で印象に残ったのは、出会った人々と不知火

海だ。現地で出会った人々が、私がこれまで水俣に対して持っていたなんとなく暗い感じのイメージを払拭してくれた。

事前勉強会などで、多少これまでと違ったイメージに変わっていたが、実際に会ってみると思っていた以上に皆さん

明るく、水俣病も前向きに捉えて生きていて驚いた。患者さんも彼らを支える人々も、みんな本当に強いと思った。 

ほっとはうすに飾られていた大きな絵。「きぼう・未来・水俣」がとても印象に残っているが、この絵に込められた患者

さんたちの思いを聞いて胸が詰まるような思いがした。様々なつらい過去を経験し、乗り越えてきた人だからこその強

さなのだろうか。 

もちろん水俣の人々すべてがその様に生きられているとは思わない。今でも水俣病ということで苦しんでいる人もい

ると思う。しかし、過去の出来事に目をそらさないで次の世代や他の地域の人にも伝えていこうと、講演会などの活動

を行ったり、「人に毒を食わされた者は人に毒を食わせられん」と無農薬の甘夏やお茶の生産を行ったり。少なからず

このように強く生きている人々がいることはすごいことだと思った。 

また、不知火海は、本当に美しい海だった。海岸を歩いたり、漁船に乗せてもらって海の上を走ったりした。海はき

らきらしていて、今の不知火海からは水俣病が発生した当時、ここにすむ魚が人を病気に至らしめる毒になったとは
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想像できないくらいだった。温暖化の影響か、貝の収量が減っているという悲しい話も聞いたが、周りの山々も緑豊か

で美しく、この自然はしっかり守っていかなければいけないと思った。 

 

小中高の授業で水俣病は四大公害病として四日市ぜんそくやイタイイタイ病、新潟水俣病と一緒に習った。だけど

表面上のことだけで、病気と発生場所、原因物質をセットにして教わって終わり、だった気がする。教科書上の過去の

もの。解決までの過程や裁判、差別について、今でも苦しんでいる人がいるといったことも習ったかもしれないが、か

わいそうだなとか大変そうだな、とは思っても、そこから一歩踏み込んで人々の気持ちまでは考えずにいた。自分の生

活と結び付けて考えることはできなかった。 

実際は、このような公害問題は生きている私たち一人一人に問題があるのではないかと思いなおした。水俣病の直

接的な原因は水銀を含んだ排水を流し、長い間事実を隠蔽するまでして利益を優先させる様な行動をとり続けたチッ

ソと政府ということになるのかもしれない。しかしこのような利益優先の風潮は、人間一人一人が作りだしているのでは

ないかと思う。 

水俣病は環境汚染、人体の健康被害だけが問題ではない。多くの差別が起こった。水俣病の患者だから、また、

水俣病にかかっていようがいまいが、水俣に住んでいるから、と差別や偏見が起こっている。残念なことに、半世紀ほ

どたった今でも残っている。このような差別に関しては誰も関係のない人なんていないのではないかと思う。 

今現在も、この利益優先の経済活動の姿勢はいたるところで目にする。ニュースで話題になる偽装問題の背景は

ほとんどこれではないかと思う。このようなニュースを目にするにつけ、一歩間違えればまた水俣病のような悲惨なこと

が起こってしまうのではないかと不安になる。 

自然に、人に対する思いやりの心が大切なのだということを水俣病は教えてくれたと思う。きっと今起きている様々

な環境問題も、このことをしっかりと踏まえたうえで、行動することで解決に向かっていくのではないかと思う。 

 

 中島隆一（農学部 2 年）  

水俣病。この言葉に感じた、ちょっとした興味から参加した水俣ツアーではあったが、今ではこの言葉を軽々しく言

うことは正直できない。そして、未だにこの言葉の重みを背負っているように感じる。 

これまでの自分は、水俣病といえば中高で学んだ程度の限られた知識、原因物質や被害を覚えているぐらいで、テ

スト勉強の一環でしかなかった。水俣病は過去の出来事であって、現実では関わりのないことだと思ってしまっていた

ように感じる。水俣病について改めて学んでみて、大きく考えが変えられた。今なお、水俣病と闘っている人がいると

いうことを知らなかった自分が恥ずかしくも思える。 

印象強く残っているのは、水俣病患者である生駒さんの話である。人生の大半を水俣病と向き合ってきた生駒さん

の言葉は、今でも忘れられないほど印象強く、自分自身の公害病に対する考えを根本から覆すものであった。いかに

水俣病が水俣に影響を与えたことなのかを感じた。水俣の地域を支えていたチッソに見られるような日本の工業の成

長の影で、環境への配慮の欠如と経済重視の考えがもたらした公害病は、まさにこれからの社会を考えていく上で知

るべきことであり、重視しなければならないことである。何より、未然に防ぐこともできたであろう水銀の垂れ流しによっ

て、多くの犠牲者が生れ、今なお水俣病と闘っている人がいるということを受け止めておかなければならないと思う。 

 

日々の食事を振り返る学びもできた。当たり前に食べていたもの、疑いもしなかった魚・食べ物によって、水俣病は

引き起こされたことを改めて知り、身近な食を見直し、考えるようになった。食べ物なんて、見た目では安全かどうかな

どわかるすべもなく、匂いや見た目から腐っていないか判別することぐらいしかできなかったが、本当に大切なことは

食を知るということではないか。水俣では、山の幸・海の幸・畑の幸といった食べ物と生産現場を知り、生産者のみなさ

んが手がけていた農林魚産物に対する考えの重みや、その大切さを感じることができた。食と農との距離が離れてし
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まっている今日、生産者の方との顔の分かる関係作りこそが、安心に繋がり、尚且つ安全なのではないかと感じてい

る。 

水俣ツアーでは、たくさんの気づきを感じることができた。水俣病はもはや自分と関係のないことではなく、身近なこ

とにも水俣から学ぶことが多くあると感じている。だからこそ、ツアーで学んだことを、これからの生活に生かすと共に、

より多くの人に水俣について知ってもらいたい、自分が周りに伝えることも大切であると感じられるようになった。水俣

での多くの方との出会いに感謝し、水俣で学んだことは忘れてはならないと思うと共に、水俣のような過ちを繰り返さな

いようにしなければならないと感じている。 

 

 櫻田真士（工学部情報工学科 2 年）  

 自分は事前勉強会に参加できなかったため、中学校教科書レベルの知識しか持っていなかった。その知識と言っ

ても教科書 2・3 行程度で、「水俣病は四大公害の一つで、原因物質はメチル水銀である」しか頭に残っていなかっ

た。 

 しかし実際に現地に来て、詳細が明らかになった。水俣病は深刻な問題であり、教科書でサラッと終わらせるような

ものではないと思った。水俣病は多くの人を苦しめ、生態系を破壊し、人間性までも変えてしまった。水俣病患者であ

る生駒さんの話を聞いて、本当に苦労していることがわかった。それなのに生駒さんは思い出話のように話してくれた。

うまく喋ることはできなかったが、一言一言に重みがあって、とても印象に残った。 

吉田さんのミカンの話や松崎さんの漁師の声、天野さんの茶畑での暮らしなど、現地の人に直接会って話を聞けた

ことはとても良かった。吉田さんの有機農業が今後どうなるかが気になる。松崎さんには漁の船に乗せてもらった。そ

れにあのご馳走はありがたかった。天野さんの家には囲炉裏があって、どこか懐かしい感じがした。山菜も、実家では

出ても食べないが、水俣の山菜はとても美味しかった。天野さんの家には少し住んでみたいと思った。囲炉裏がいい

です。 

 一番心に残ったのは、『ほっとはうす』である。胎児性水俣病患者が働くほっとはうすには、大きな一枚の絵があった。

明るい色彩で笑顔あふれるその一枚は、ほっとはうすの信念を映しているかのようだった。「水俣病を宝物として伝え

るプログラム」があるように、ほっとはうすの人々は水俣病を過去のものや傷跡のように思うのではなく、水俣病を世の

教訓としている。どこかで同じ過ちを繰り返さないために。また、水俣病から「命」を学ぶ授業を行い、子どもたちに水

俣病を伝えることを行っている。ほっとはうすの人々は常に前向きであり、そういった意味で強いなと思った。 

現地で「水俣病に終わりはない」と聞いた。50 年経った今でも水俣病に苦しんでいる人がいる。この事実を一体ど

れくらいの人が知っているのだろう。水俣病のことは日本人ならほぼ 100％知っている。しかし水俣の「今」となれば知

る人の方が少ない。やはり実際に見て学んだ自分たちが伝えなければならない。しかし問題はどう伝えるかである。 

ツアーから一ヵ月半経つが、未だにちゃんと伝えきれてない。友達に「水俣の料理めっちゃ美味かったぞ！」くらい

しか言えてない。自分の周りには真面目な話になると聞き耳を持たない友達が多い。どういう切り口で伝えていくのか

を検討しなければならない。水俣のシンガーソングライターさんのように、歌として伝えるのも良いアイデアだと思う。 
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 村上絵美（法文学部総合政策学科 2 年）   

水俣病は昭和 31 年に第一号患者が発見された。被害は健康だけでなく、患者を中心にさまざまな対立を生み、地

域社会の人間関係を分裂させ、地域は疲弊していった。水俣の人たちは、もう十分すぎるほど傷ついてきたから、人

も、土地も、癒され、励まされ、慰められ、勇気づけられるべきだと一方的に感じていた。しかし、それは傍観者の思い

込みに過ぎず、対立を乗り越え、患者さんの健康が取り戻せないとしても、水俣は前向きに、凛とした表情を見せてい

た。 

90 年代に市の職員であった吉本哲郎氏は、「地元のことを地元に住むものが良く知らないのに、ものをつくったり、

地域をつくったりしようとしていることの矛盾に気がついた」ことから、自らの足と目と耳で調べ、考えながら、地域最大

の課題「水俣病問題」に取り組んだ。対立を創造に転換するためには「お互いの違いを認め合い、距離を近づけて話

し合う」ことだと気づき、水俣のような事件を繰り返さない社会をつくるために自分たちの足元を見直すことから始めよう

と地元学を開始したのだ。 

今回のツアーは時を越え、あるときは虫の目になって、あるときは鳥の目になって、地域を丸ごと垣間見ることがで

きた。特色ある地域づくりの実現には、必要性や重要性を共通の思いとして深めることが大切なのではということに繋

がった。この木はどうしてここにある、なぜここにこの建物が残っているのか、かつて山を越えて誰が訪ねてきたのか、

この水はどこから来てどこに流れていくのか…。当たり前だと思っていたこと、見失っていたことがどんどん見えてくる、

もっと知りたくなる、もっと話したくなる、地域の奥深くへと誘う、迷う。 

地域づくりに活かせる資源は、視点を変えれば豊富にある事を改めて確認した。今回の活動を通じ、明らかになっ

た水俣の魅力資源を、地域の潤いのある生活や暮らしに活かす事、旅行者にとって魅力ある資源として活用する事、

風化する前に記憶にとどめ語り継ぐ事、そうした地域づくりの課題を整理していきたい。 

 

 横山麻里子（法文学部総合政策学科  ２回生）  

 相思社、歴史考証館 

水俣病発生以前の水俣の社会の様子から年代を追いながら説明がしてあり、理解が深まった。地域による階層性

がはっきりしており、そのことが差別の社会的・歴史的背景になっているという。水俣病事件を突き詰めていくと、「人

間の本来のあり方を根本的に問い続けている」のだという。それは水俣病が過去にある狭い地域で起きた悲劇として

終わった問題ではないからだ。水俣で起きたことは、現在の社会でも起きうることであり、実際に起きているともいえる。 

人間の社会には、違う立場の様々な人がおり、必ず利害関係が生じる。そこから差別や偏見、紛争や戦争が生ま

れていく。環境問題もまさに利害が衝突して解決が難しい問題だと思う。水俣はそのようなことを５０年前に悲惨な被

害をもって経験し、今も解決に向けて模索し、私たちに今の社会のままでよいのか警告している。まさに人間の本来

のあり方を根本的に問い続けていると感じた。 

また、世間の水俣病の認識との温度差をすごく感じた。世間では水俣病はもう終わったと思われている。しかし水俣

と聞くと何か怖いという印象を持つといった認識があるように思う。実際私も水俣に来るまではそのような認識だった。 

水俣病はまだたくさんの問題を抱えており、それを解決しようとする試みや歴史を学ぶことで、私たちの生活とのつ

ながりを見つけ自分自身、社会を見つめなおすことができるものだと思う。環境問題や格差社会、差別や偏見、戦争

など問題が山積みの今こそ、水俣から学ぶことがあると思う。過去の出来事としかとらえるのではなく、自分自身、社会

にかかわる問題としてとらえることができるように、もっとたくさんの人に水俣病のことについて知ってもらいたいと思っ

た。自分の心の中にだけ留めていてはもったいない。すぐに多くの人に伝えるのは難しいけど、家族や友人などから

自分の学んだことを伝えていきたいと思った。 

 

 水俣病患者の方の話 

ツアーのスケジュールで驚いたのが、実際に患者の方の話を聴く機会があることだった。私の水俣病患者のイメー

ジといえば映像や写真で見た重症患者であり、そのイメージがあまりに強すぎて様々な症状や状態の人がいることは

知らなかった。水俣病の症状は様々なものがあり、認定が難しいのだということがわかった。見た目からはわからない

が慢性的に苦しんでいる人も多いという。メディアの偏ったとりあげかたもあり、認定問題はずっともめているのかもし

65



 

れないと考えた。 

 生駒さんの話はとても衝撃的なものだった。水俣病という歴史の教科書には２～３行で書かれている出来事に、一人

の人の人生がここまで狂わされ、闘ってきたことなどを私は想像したことも考えたこともなかった。話を聴いているうちに、

私自身も生駒さんの人生を狂わせた一人なのかもしれないと思った。 

チッソは日本化学工業のパイオニアと呼ばれ日本の経済発展を大きく進歩させたという。私は豊かになった日本に

生まれその恩恵を享受して生きている。考証館の「身近にあるチッソ製品」のコーナーには、私が普段普通に使って

いる物がたくさんあった。私が何気なく使っている物でも、できるまでにいろいろな過程がある。私がそれを買うこと、使

うことによって誰かを苦しめていることがあるのかもしれないと思った。自分が何によって生活しているのかもっと目を

向けなければならないと感じた。 

日本は５０年前に水俣病を経験し、振り返って国の方向性を見直すこともできたはずが、経済発展に邁進しつづけ

た。今もまだ方向転換はできていないように思う。持続可能な社会の実現が困難になり、叫ばれている今こそ水俣の

教訓をいかさねばならない。それは私自身から変わらなければならないということ。私ひとりの行動がどこかのだれか

につながっている。それは海外でもあるかもしれない。生駒さんの話を聴いてそう強く感じた。 

 

 農業、漁業関係者を訪問して 

 水俣はとても自然に恵まれた土地で美しいところだった。ESD の授業で農業や林業などに興味を持っていたが、実

際に農業、漁業に従事されている方の話を聴くのは初めてで新鮮だった。 

みかん農家の方からは面白い話がたくさん聴けた。無農薬にこだわってやっている人はかなりの少数派で相手にも

されないということに驚いた。それほど無農薬というのが今の市場では難しいということがわかった。 良いイメージのあ

る有機農法でも確立されてない部分もあり、問題もあるという。実際に農業をされている方の経営面での苦労など、付

属農場や演習林では学べないリアリティーを感じることもできた。 

しかし、苦労ばかりというわけではなく、その逆境を楽しんでいるかのようにも見えた。皆さんに共通することは「人と

同じことをしてはおもしろくない、先を見こす」というものだった。みかん農家の方は、自分が先頭となって後に続ける

人が現れるようにしたいと言っていた。茶農家の方も、普通の農業ではおもしろくないし、水俣の土地ということもあり、

先を見こして無農薬にこだわっているそうだ。市場はやはり見た目が重視で、ルートは自分で広げないといけないの

で大変そうだ。しかし無農薬にこだわった人とのつながりができていっているのだという。漁業の方は、ただ獲るのでは

なく、育てることを考え、獲り尽くさないことが大事だという。立場は少数派でも、次の世代のことを考え活路を見出そう

という姿勢にとても感動した。 

私のこれからの大学生活、就職をどうするかなどの考え方に変化をもたらした。先のことを見据えて自分が先頭にな

ったら社会の役に立てる、社会の新しい道が開けるような生き方、というのも探してみようかと思った。 

 

 地元学の吉本さんの話 

 はじめ不思議に思ったのが、水俣病について役所に陳情しないでほしいということだ。役所は市民のために働くの

に、ずいぶん横暴な意見だと思った。しかし話を聴いているとそういう考えもあるかなと思った。陳情というのは「ないも

のねだり」だという。確かに人は何か困ると自分で何か行動するより、愚痴ばかり言ってないものをねだっているかもし

れない。差別、誹謗、中傷をやめ、自分たちで解決してほしい、あるものを求める、つまり「自治」をすることが解決へ

の道だという。そして実際に足元を見て、事務局やルールを作り動き出す。この考え方は社会の今ある問題を解決に

導くのに有効だと思った。そして自分の悩みや、身近に起こった問題を解決するのにこういうやり方をとってみるのも

いいと思った。 

吉本さんには人生にとって必要だと思われるたくさんのことをお話していただいた。特に私に必要だと感じたのは、

「自由に発想し、慎重に計画し、大胆に行動する」という言葉だった。ふだん私は何か思ってもなかなか行動できない

と落胆したりする。しかしそれは、慎重に計画を立てていないために、自信がもてず自分の中で確信的なものがなく、

思うだけで終わってしまうんだろうなと思った。何か思いついたら、行動しようとあせるのではなく計画をまず立ててみ

ようと考えている。そうして行動につながればと思っている。 
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これからの自分を考える旅となった。たくさんの事実を見つけ、たくさんの魅力的な人々に出会った。水俣に行って

から、いろんなところに行ってみたいと思うようにもなった。自分の身近なところにも何か驚くような発見や歴史があると

知ったからだ。そして自分とのつながりを考え、自分自身を見つめなおす。まさに水俣はそのような刺激に満ちていた。

水俣病という５０年前に起き、今にも問題を残す問題が私に新しい考えを吹き込んだ。水俣病は忘れ去るのではなく、

今の日本や世界にこれからの将来への教訓を示している。今こそ、この教訓をいかす時であり最後のチャンスかもし

れない。 

 谷口琢也（農学部 2 年）  
  とても刺激的で、内容が濃い旅行であった。特に、愛林館の沢畑亨館長と、甘夏栽培農家の吉田浩司さんとの出

会いが、とても印象に残っている。言葉でうまく説明できないが、沢畑館長も吉田さんも魅力あふれる人柄で、人情味

もあり、カリスマ性もあった。 

「水俣エコパーク」は、チェルノブイリ原子力発電所の石棺を連想させた。どちらも、天災ではなく、人類の活動が起

こした事件であり、科学の失敗である。そして、その原因物質を完全に除去することはできなく、封じ込めるのが精一

杯という点も似通っている。 

この旅行に参加しなければ、一生、水俣市には足を踏み入れなかったはずである。そして、沢畑館長や吉田さんと

も出会えなかった。情報化社会と言っても、改めて人の輪の大切さを実感した。 

 

 安松環（農学部 2 回生）   
水俣の風景はくらしの風景だということを実感しました。本や資料では感じることのない、人の生活観が強く印象に

残っています。公害問題、環境問題は自分とは遠い感じがする、また、生活と反する面を持っていると思いがちです。

水俣でのいろんな人の話は、生活、くらしの中での出来事、水俣病というのを本当に教えてもらった気がします。水俣

病からの克服、まちづくりも単なる事務的なものでは終わってはいないこと、システムづくりも大切ですが、もっと必要

なのは住民たちのくらしからの解決だということです。吉本さんの話はそういったことで、自分自身を振り返るチャンス

になりました。 

一歩一歩、自分たちの手で自分たちのまちを知り、考えていくことは何でもあてはまるように思います。自分自身何

をすればいいのか、どうすればいいのか理想と現実に悩むときも、あせらず時間をかけてでも自分という姿を探してい

きたいです。両親や家族を知るというのは自分の姿を見つける第一歩なのだと思います。 

今、自分がこの水俣で学んだことを松山に帰ってどう生かすか。まず松山でのまちづくりに少しでも参加し、多くの

人と話をしたいです。学生だから学生でなければできないことも、あると思ってます。たった数年間しかいないかもしれ

ない松山だけど、そこに自分のくらしがあるならば、まちづくり、地域とのかかわりを持ってもいいと思います。 

消費者と生産者もくらしというテーマでは同じフィールドに立っています。消費者もくらしの中で環境、経済で悩み、

生産者も同じように悩んでいます。それならば、もっと同じ視点で対話ができるのではないでしょうか。消費者が何がで

きるかも、生産者が何ができるかも、根本的には一緒なのかもしれません。消費者が生産者を想う、生産者が消費者

を想う、どちら一方に傾いてもいけない、バランスが大切です。もっとくらしという視点を取り入れていけば、幅が広がる

と考えています。 

私自身は話をずっと聞く、単なるインタビューよりはもっと親密になりたいという願望もあるので、また水俣にも訪れた

いです。それから、天野さんには手紙を書こうと思います。天野さんの人柄とか、考え方に興味があるので、つながっ

ていければうれしいです。出会いを大切に。 

 

 「水俣の筍」  杉森正敏（農学部准教授）   
４月の終わり頃になると我が家の夕食は筍づくしとなる。毎年あちらこちらからおすそ分けの筍を頂く。私の住む松

山市湯山地区は，江戸時代に京都から持ち帰った種竹を育ててきた筍の産地だ。そんな地域だから，ゴールデンウィ

ークには筍掘りの行事が開催される。以前子どもと参加したときには，子どもは掘るのが楽しいため，制限時間いっぱ

いひたすら掘り続けた。我が家だけでは食べ切れず，お隣におすそ分けしようとしたのだが，お隣にも食べきれない

筍がすでにあって，おすそ分けもままならなかった。 

その年にはじめて食べる時には，“春だなぁ”と嬉しいのだが，人間勝手なもので，毎日毎日食卓に並ぶと飽きてし
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まう。そんなわけで，ここ何年か筍掘りはしていなかった。それが，今年は違う。筍を食べ飽きない解決策を見つけた

からだ。 

4 月が終わりに近付き筍のシーズンになると，水俣で食べた干し筍を自分で作りたくて，子どもを連れて筍掘りに行

った。ひたすら掘り，持ち帰った筍は，大きな鍋に張った水に糠，鷹の爪と一緒に入れて七輪で練炭の火で煮た。下

から半分くらいが柔らかくなったくらいの皮のところで剥くのをやめて，ある程度皮を残して包丁で切れ目を入れて煮

る。ひめかわを料理に使うためだ。そして，今年は食べ飽きないように，大振りの筍 10 本程度を薄く切り，天火で干し

た。仕上がりがどうなるのか，もうワクワク。しかし，大きな鍋で 3 回もかけて煮た筍が干してみたらザル一杯程度になっ

てしまった。なんか拍子抜け。 

ところが，家族は出来上がった干し筍を見て，「こんなに小さくなるんだ」とか「どうやって食べるの？」とかに興味

津々だ。去年までならそろそろ筍に飽きる頃だ。水俣に感謝。 

 水俣で人間が犯した愚かな行為のために，MINAMATAとして世界にも知られるようになったことを恥ずかしながら今

回知った。その水俣には高校生が修学旅行で大勢来る。だけど，そこで生きてきた人は筍を干して食べていた。私た

ちにふるまってくれた。食べ物が少ない冬場に備えて作った保存食をおじいちゃん，おばぁちゃんの世代から子ども，

孫へと伝えてきた。MINAMATA だけでなく水俣も伝えていかなきゃいけない。 

 そのために，来年も筍を掘りに行こうと思う。 

 

資料：http://www33.ocn.ne.jp/̃kotaro_mil/iyosumi/towninfo/matuyama-yuyama.htm 湯山筍発祥之地【宿野町】 

・筍（孟宗竹）は中国の江南地方が原産で、日本へは弘仁年間（1470 年頃）に、京都の寂照院に植えられたのが最古

といわれる。現在では全国各地に植えられており、春の味覚として欠く事のできないものとなっている。  

・湯山地区も筍の産地として知られ、その発祥は約 170 年前に遡る。  

・文化年間（1810年頃）に、杉立村に住む宮本作右衛門が伊勢参宮の折、京都から2本の種竹を持ち帰り、植え付け

たのが最初だといわれる。  

「湯山筍発祥之地」碑  ・昭和 61 年建立。  ・高さ 1.2m、幅 1.5m 

→（「季節を紡ぐ-27 "タケノコ" 湯山の名産"日本一"『味と質で勝負』」、広報まつやま、年月不詳） 

 

 日鷹一雅（農学部准教授）  

水俣はナチュラリスト系学術調査でよく通りかかる場所であったが、今回はじめて足を踏み入れた。僕の場合は、寄

りたいけど、うーんちょっとなあーという感じなんで。 

山間農村は、専門の田んぼの生き物でよく何回か見たところなので、今回は農家さんとお話ができてよかった。水

俣問題を単に海辺の環境問題にするだけでなく、流域で考えて、地域的、空間的、歴史的、社会的、思想的などいろ

んな広がりで展開させて行っているのには感心した。水俣問題をただそこだけに焦点を合わせるだけでなく、公害・環

境問題の原点を拡大理論化して実践の環を広げているんだなあと感心させられました。 

同じようなことは被爆地ひろしまでもありますが、水俣の方が地域に根付いた環境問題への productive な取り組み

なんでしょうね。私の所は被爆者なので、なんとなく似た雰囲気を感じました。だからなかなか踏み込めないですね。

勇気を持って表に出てきている人々以外も何かあるだろうと思うので…。これは重いです。非常に… 

相思社で、高校生が来ていて社の方が説明しているのを拝見できたのですが、心情的に受けたのは原爆資料館

みたいな感じですね。市の資料館で説明してくれた吉本さんの講釈は、なかなか卓見で科学的にも鋭く、かなり理性

的な部分でも考えさせられることが多かったです。社会というか国家というか国際情勢、人類の進化（退化）という視点

で、やっぱり「過ちは繰り返しません」なんですよね。結局のところは。 

何が過ちだったのか？もしかしたら、自分もそうならないようにとは思いながら、同じような過ちをしていかないか？

検証してみる必要があるなと考えさせられる旅であった。水銀とともに人々の無念と埋められた魚介類のいのちの代

償はせめて償う方法なんですよ。同じように、農学で食料生産と分配にこだわるのは、平和に結びつくからです。我々

科学者は疑似科学をしてはいけませんね。最近読んだ友人池内了先生の疑似科学入門が脳裏と信条にこだまして

ます。 
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石川さゆりさんの映像は、高校生時の本当にデビュー同時の頃大阪で拝見したことがあるもんで。ほんとかけだし

で緊張してたのを覚えていたわけです。同級世代なんで、よくわかるような気がしましたね。偉いもんや！ 

僕らの多感な中学時代は、公害問題世代で水俣病は有名でした。１９７０年代中頃は、センセーショナルな時代だ

ったんですよ。それだけ。「同じ世代の子らが悲惨な状況になっている」というファクトに、授業や課題図書で取り組ん

で、みんなで悪も優等生も胸を痛めたり、正義感に燃えたりしたもんです。ラルフネーダーの本なんかも読みました。

弁護士になるという裁判官の家の親友もいて、議論したりして…ませた大阪の中学生が…。石川さんもそうだったのか

な？とちょっと思ったわけでありまして、「やるうー、かのじょおー」という感じでしたね。 

 

 近藤 美由紀（まつやま NPO サポートセンター） 

私は人間のたくましさを改めて感じました。患者の方や水俣で暮らす人々の話を聞いて、「水俣病」の発見から「も

う」50年も経ったんだと歴史の流れを感じると同時に、「まだ」50年しか経っていない、まだまだ過去のことではないこと

を痛感しました。 

水俣病の直接の原因はチッソ工場からの排水でしたが、工場を水俣市に誘致したのは水俣市民であり、また多くの

市民が働く場として、取引先としてチッソの恩恵を受けていたのは紛れもない事実です。作られていたアセトアルデヒ

ドや化学肥料は、今もなお、より便利で快適なくらしを求め続けている私たちにとって必要不可欠なものとなっていま

す。水俣病をはじめとする公害や環境破壊は、私たちが便利さ、手軽さ、快適さを求め続けてきた結果と言えるので

はないでしょうか。「チッソは私であった」という緒方正人さんの言葉が思い出されます。 

水俣でお会いした方は、チッソを責めるのではなく、過去を振り返ると同時に現実を見据え、よりよい未来のために

尽力されていると感じました。病気の名前が「水俣病」であるために、水俣イコール水俣病という暗いイメージが、いま

だに付き纏っています。しかし、それで自分たちの置かれている現状を嘆くのではなく、大事な気づきを与えてくれた

ものとして後世に語り継いでいくんだという使命感のようなものが、皆さんの言葉の節々から伝わってきました。 

患者の皆さんの高齢化がすすみ、水俣病もいつかは「過去のこと」となります。水俣病にしても、戦争にしても、当時

の悲惨さだけを伝えていくのではなく、「自分たちのくらしに本当に必要なものは何か」「よりよい環境を後世に残して

いくために今すべきことは何か」を問いかけながら、二度と同じ過ちを繰り返さないように皆で考えていくことの必要性

を、再認識することができました。 

 

また、川部さんというコーディネーターがとても魅力的で素晴らしいなと感じました。「ツアー」だからお金を払う側、も

らう側でビジネスが成立するけれど、それ以上に「この人からはこんなことを学んでほしい」という思いがこもっているの

を感じました。日常的につながりがあり、顔が見えていて信頼関係がしっかり築けているからこその内容だったと思い

ます。 

学生にとっては、授業ではわからない、本当に貴重な体験ができたと思います。次回があれば、企画段階から一緒

に話し合って、プログラムづくりや補助要因として参画してもらえれば、よりよいものになると思います。感想を聞いてい

たら、松山でも体験できそうなことはたくさんあるので、ぜひツアーだけで終わらず、松山に帰ってからも体験してほし

いと思います。私も仕事や今後に活かせるたくさんのキーワードをいただくことができました。学んだことを NPO の人と

共有しながら、インターン受入先の開拓とプログラム充実に励みます。ありがとうございました。 

 

 

水俣病センター相思社 ごんずい 105 号掲載 

「水俣フィールドツアー」を企画して  小林芽里（環境 ESDプロジェクト推進専門研究員） 

１．  持続可能な社会のための学び 

愛媛大学では、平成 18 年度より文科省のプロジェクトで「瀬戸内の山～里～海～人がつながる環境 ESD」と題して、

1～2 年生対象に環境教育を切り口とした「持続可能な社会のための学び（ESD）」の人材育成に取り組んでいる。参

加型学習を取り入れた講座や、演習林や農場で実習を行なっているが、学生たちの自然体験が予想以上に少ない、

地域の人との関わりも少なく、当事者意識が低い、という傾向が見えてきた。 
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そこで、授業外のフィールドツアーの一つに水俣を提案し、受講生約 60 名に呼びかけたところ、「水俣ってどこ？」

と言われながらも「教科書でしか知らないので現地を見てみたい」と結構な数の希望者があり、その中から学生 7 名、

教職員関係者 5 名が参加することになった。 

私にとって「水俣」は、大学 1 年の時に出会い、その後も「水俣・浜松展」やアースデイ東京の出展などで水俣に触

れる度に、新たな発見をしたり、既存の概念をひっくり返されたり、出会いや再会があったり、うかつには触れられない、

でも触らずにはいられない存在である。不知火海と同じ、内海の瀬戸内に暮らす学生たちにも水俣に出会ってほしか

ったし、水俣を題材にした ESD プログラムの可能性を探りたかった。 

 

２．  水俣の過去と現在に学ぶ 

ツアー内容は、準備期間が少なかったので相思社の既存のプログラムや人脈を頼り、「水俣を子どもたちに伝える

ネットワーク」の方々にもアドバイスをいただき、「過去に学ぶ」「現在に学ぶ」という２つの視点を設定した。初めて行く

人対象のツアーを 3 泊 4 日で組んでいただくよう相思社にお願いして、川部さんとやりとりしながらプログラムを作って

いった。見たいものや会いたい人は尽きず、豪華かつタイトなスケジュールになったが、「とりあえず今回は全部やって

みましょう」と敢えて欲張ってみた。 

私以外は全員初の水俣行きなので、3 回の事前勉強会で水俣病の概要を紹介し、「なぜ今、水俣に学ぶのか？」と

いうことを問いかけてきた。学生も地元学やグリーンツーリズム、学校版 ISO など関心のあるテーマについて調べて発

表した。その過程で、愛媛出身の細川一先生の手記が出てきたり、新聞記事やテレビ、セミナーでも思わぬところで

水俣の名前が出てきたり、水俣という網には本当に多くの人が引っかかって関わりを持っていることに改めて驚いた。 

 

３．  水俣の「ツボ」はどこにある？ 

初日は現地集合。自分たちで経路を調べ、フェリーと 18 切符で乗り継いだり、雨の中をママチャリで九州横断した

り、様々な方法で相思社までやってきた。自炊の買出しでも「地産地消に配慮」と条件設定。 

二日目は「過去を知る」テーマで海を廻る1日となった。穏やかな海に浮かぶ打瀬船の光景に思わず歓声。夜は関

西 NGO 大学の企画した柏木敏治さんのライブに同席させていただいた。 

三日目は「現在を知る」テーマで、菜の花に彩られた久木野の棚田や石飛の茶畑を散策。夜はビデオ大会で、石

川さゆりほか３本を鑑賞。 

最終日はふりかえり。海～山～人を巡ってたくさんの場所に行き、たくさんの話を聞いたが、印象に残った点はそれ

ぞれ異なり、多岐にわたった。生駒秀夫さんの人生、ほっとはうすの絵、水俣病の重いイメージと自然の美しさとのギ

ャップ、天野さんや沢畑さんのポジティブ思考、コーディネーターの川部さんの心配り…。感想を共有する中で、吉本

哲郎さんの話にでてきたキーワードも何度もでてきた。 

患者さんに会ったり、生業の現場で当事者の声を聞くことのインパクトは予想以上に大きかった。個人の鮮烈な人

生を目の前に突き付けられ、自分も「当事者」として向き合わざるをえなくなる、これは現地でなければ体験できない

生々しさであった。 

甘夏に海の幸に山の恵み。「豊かで美味しい水俣」も各人の胃袋に忘れられない印象を残した。食べることで被害

に遭い、食べ物の生産に携わることで地域再生に取り組んでいる「食を通じた水俣」が実は今回の大きなテーマでも

あった。愛媛大学の ESD では、「持続可能な社会」のベースは農林水産業にあり、もっとローカルな生業に焦点を当

てて特色を出すべきで、その題材の一つは食ではないか、という議論をしていたところで、たくさんの示唆が得られた

ように思う。 

 

４．  美味しすぎて消化不良…?! 

しかし、駆け足の行程には「もっとゆっくり話をききたかった」。吉本さんにも「集中講義で 1 週間かけて話すテーマ」

と言われてしまったが、今回は水俣のほんの表層に触れて、入口に立ったにすぎない。 

事後の報告会やレポートなどの課題設定をしなかったせいか、学生はメモもとらず、話もききっぱなしで、質問を振

ってもなかなか話さない。ああ～もったいない！とやきもきする場面もあったが、教員に「本当に積極的な学生は“ツア

ー”には来ないよ」と突っ込まれてしまった。今思えば、てんこ盛りなプログラム故に、参加者を「敷かれたレールに乗
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るだけ」にさせてしまったのかもしれない。 

また個々の素材の奥も深すぎて、初心者向けにはどこをどう絞り込んだらよいのか悩ましいところだが、今回は水俣

にどんな ESD の素材があるかを知ることができたので、それを踏まえて第二弾は学生自らツアーを組んでもらい、自

発的な学びのプログラムをサポートする形にしていきたい。 

 

５．  なぜ、私たちは「水俣を伝えたい」のだろうか？ 

ツアー１ヵ月後、「水俣で何を学んだか」を寄せてもらったところ、日常に追われて記憶の彼方になってしまった人も

いれば、身近な食や偽装問題に目を向ける人もいて、彼らなりに少しずつ水俣を消化吸収しているようだ。その中で

も「もっと人に伝えたい」という思いは大事にしていきたい。  

どうして？何を？どうやって？折に触れては問い直し、試行錯誤し、共有すること自体が ESDにもなり、水俣に学び、

伝えることにつながっていく。簡単には消化できない、伝えきれないからこそ、私も十数年水俣にこだわり続けてきた

のではなかったか。たかだか４日間で見られるものは限られる。行く前、行った後も含めて、どうアプローチしたらよい

のか、行った人、これから行く人も巻き込んで、議論を重ねていきたい。 
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第２回水俣フィールドツアー  2008年 12月 21日（日）~24日（水）   

参加者：  
栗田英幸（愛媛大学法文学部准教授） 

小林芽里（愛媛大学環境 ESD 研究員） 

竹内よし子（えひめグローバルネットワーク） 

横田美保（えひめグローバルネットワーク） 

堀田咲（愛媛大学法文学部 1 回生） 

岡山聡子（愛媛大学農学部 1 回生） 

船越友記郎（農愛媛大学学部 1 回生） 

 
 ツアーの記録    （小林芽里） 

 
12 月 21 日（日）  生暖かい雨 

今回も現地集合で、学生と私はフェリーと青春 18 切符を乗り継いで、昼過ぎに相思社に到着。スタッフの川部さん

と、御所浦島でいただいたというシマモズクを庭でしこしこ洗いながら、飛行機組を待った。 

16 時に合流して考証館を見学。産廃処分場の計画撤退の展示や、埋立地の展示物が新たに増えていた。外の天

気は雨が降ったり止んだり。生暖かい風は 12 月とは思えない天気だった。 

夜は水俣の野菜と魚とシシ肉を買い込んで鍋大会。水俣ツアーは毎回食事が豪華で楽しみ！人数は少ないが、

アットホームな雰囲気でツアーがスタートした。 

夕食後、土本監督の「水俣その 20 年」を見てから、NHK の ETV 特集｢土本監督の軌跡｣を見る。夜は相思社泊。 

 
12 月 22 日（月）～23 日（祝･火）  御所浦アイランドツアー 

2 日目と 3 日目は水俣の対岸にある御所浦島でアイランドツーリズム。瀬戸内海との共通点、相違点を探しにいく。 

水俣港から貸切船で出発するが、風が強く、前日の TV で「鏡のような不知火海」と言われていたのが嘘のような変

貌ぶり。14 人定員の小さなボートは不規則に跳ね上がって、波間にドーン！と落ちては「わーーっ!!」と悲鳴があがる。

船窓は潮で洗われ、しぶきの間に見える景色は空と海が交互に現れ、写真撮影もままならない。 

これが 40 分も続くの？…と焦ったが、運転している漁師さんも川部さんも涼しい顔。興居島に住む栗田先生も「瀬

戸内とは違うなぁ～」とニコニコしているし、竹内さんも「ジェットコースターみたい！」。船が進むにつれて波が落ち着

いてきて、御所浦島に着く頃にはすっかり水面を滑るように。学生はちょっと酔っていたけれど、無事到着～。 

 

初めに、アイランドツーリズム推進協議会の事務所で三宅啓雅さんに話を伺った。三宅さんは御所浦町が 2006 年

に本渡市などと合併して天草市になったことを契機に、町役場を退職して観光推進課で始めた修学旅行の受け入れ

を引き継いだそうだ。広島や兵庫などから中学・高校の修学旅行で年間 500～600 人の客があり、28 軒の民泊で受け

入れている。熊本県でも先進的な民泊は簡易宿泊所の許可をとり、漁業体験や化石発掘などと組み合わせたアイラ

ンドツーリズムに取り組んでいる。現在の課題は、ガイドが少ないので地元の人を育てる必要性があると話していた。 

島には入江が多くて 28 人の船大工がいたという「伝馬船」の復元にも取り組んでおり、天草の桧で作った木造船を

漕がせてもらった。一本の櫓を立って操るのは見た目より難しいが、その姿は舟歌を歌いたくなるような優雅さがある。 

 

お昼は食堂「松苑」で豪快なアラ煮や海鮮ちゃんぽんを食べながら、水俣病患者連合副会長の松村守芳さんのお

話を伺う。昔の御所浦島は、山の方まで芋や裸麦の畑があり、海では鰯や太刀魚を中型巻き網漁で獲って暮らして

いたが、昭和27年あたりから大阪や名古屋へ出稼ぎに出るようになり、昭和33年頃からだんだん魚が獲れなくなって

きたという。当時、島では「水俣病」は知られておらず、体調が悪いのはアル中や痛風で、豚が死ぬのは豚コレラだと

思われていた。水俣病のことが知られるようになっても、魚が売れなくなると困ると隠れて申請しており、認定患者 2200

名のうち島の患者はわずか 55 名だという。 

2004年以降の保険手帳の申請では、松村さんが申請を呼びかけた結果、18000名のうち600名が御所浦の人と大

幅に患者が発掘された。前日の TV でも島の患者を掘り起こすシーンがあったが、島の被害の様子は水俣市とはまた
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異なることを知る。 

 

その後、罠にかかったイノシシを見て、民宿「エンジョイもりえだ」へ。森枝夫妻とレモン刈りに行き、化石発掘現場

の石が積み上げられている場所では、しばし石拾いに熱中。砂岩を割ると小さな貝の化石が出てくるのは驚き！ 

民宿では、鯛やメジナ、30cm もある 10 年ものの鯵をみんなで捌いた。初めて魚を捌く学生も、ぴちぴち動く魚に果

敢に挑んだ。煮つけ、焼き魚、刺身と並ぶ皿に「わーーっ♪」。特にメジナの刺身は歯応えがあって、美味しかった！ 

森枝夫妻と皿を囲んで、民宿を始めた経緯を伺った。化石博物館の学芸員が学生時代にしばしば泊まりにきたこと。

「天草市」に合併されたことで生活面では天草より近い水俣とのフェリーが昨年廃止されて不便になったこと、3人の子

どもたちの話…。この民宿は、子ども部屋がそのまま宿泊部屋になっていて「おばあちゃんの家に来たみたい」な雰囲

気でくつろげるのが嬉しかった。 

翌日は、天草土人形や貝細工の絵付け。人形は不思議と描く人に似るそうで、みんなでわーわー言いながら色を

付け、乾かす間に白亜紀資料館を見学。この島は九州でも有数の化石発掘現場なのだそうだ。 

昼前に森枝夫妻に見送られ、名残を惜しみながら貸切船で水俣へ。帰りは行きとうってかわって穏やかな海に打瀬

船（木造の帆船）がたくさん漁に出ていて、いつの時代かと思わせるような光景が印象的だった。 

御所浦島は化石をのぞけば有名な観光名所があるわけではない小さな島だが、川部さんという優れたコーディネ

ーターが媒介していることもあってか、人とのつながりが感じられて、何気ない風景や植物や人が「あったかい」雰囲

気だった。もっと長期で滞在すると、また違うものが見えてくるのかもしれない。 

 

12 月 23 日（祝･火）  ほっとはうす訪問、埋立地、ミカン農家の話 
水俣港に着いて、胎児性患者の通所施設、ほっとはうすへ。今回は昼食から半日を過ごすスケジュールに。3 月は

新しい建物へ引っ越す直前で、今度はその桧の香りが初々しい建物を訪問。本来休日のところ、私たちのためにわざ

わざ出勤してくださり、明るい食堂でみんなで昼膳をいただいた。 

それから施設長の加藤タケ子さんによる建物の紹介。ショートステイ用の三部屋は「障害者は制度や手当の中で

“大人しく品行方正に”暮らすべきと思われているが、障害者だって飲みに行ったり、家族に気兼ねなく生活を楽しむ

自由がほしい」という考えから、経営的には厳しいけれど敢えて作ったという。お風呂は、安心して入れるように工夫を

凝らしたバリアフリー仕様。50 代になる胎児性患者の、歳と共に落ちていく身体機能や繊細な心情に寄り添った作り

になっている。「いかにも障害者の施設というような機能優先の無機質なつくりにはしたくない」というコンセプトが生か

された桧と漆喰の建物は「ずっといたくなる」心地よい空間だった。 

そして、3 本の柱の物語。樹齢 80 年の桧の大黒柱には、100 年後も水俣を語り継いでほしいという思いが込められ

ている。部屋の一角には、完成を目前に亡くなられた理事長の杉本栄子さんと建築家の白木力さんの写真。壁には

「きぼう・未来・水俣」の大きな絵が飾られていた。「30年間みんなが待ち望んでいたことがかなうと同時に、最も大切な

人を亡くした一年だった…」と加藤さんは言葉を詰まらせた。 

 

「水俣を伝えるプログラム」では加藤さんと患者さんたちが、子ども時代、青年時代の写真を見せながら、自らの姿、

経験、思いを曝け出して水俣病のことを語った。親と離れて病院に入れられて寂しかったこと、病院に学校ができて嬉

しかったこと、チッソ近くの小学校の校歌には工場の風景が歌われていたこと、生まれた時にはお父さんは劇症で亡く

なっていたこと、症状が悪化して歩けなくなって悔しいこと、もしまた歩けるのならば明水園（水俣病患者の施設）の友

人の車椅子を押してあげたいこと…。 

当事者の言葉の重み、その存在感に、一同圧倒されっぱなし。本や映像や伝聞で知ってきたことが吹っ飛ぶぐら

い、生身の彼らと向かい合うことは、何よりもインパクトがあった。患者同士の絆、「水俣病は宝」という加藤さんの言葉、

地域の中で歩むということ、多くのことを考えさせられた。患者さんの中には父親がチッソの社員だった人もいるし、裁

判で身内が先頭に立って戦っていた人もいる。「石川さゆり」のビデオに出てきた彼らから、想像もつかないような差別

や困難の中でもなお「社会に出て仕事をしたい！」という強い思いが伝わってきたが、それから 30 年経ち、体の自由

が効かなくなりつつも、諦めることなく「伝える」仕事をしている彼らの強さに励まされた。 

3 時すぎには、ほっとはうすが出前授業で訪問した先の小学生が、クリスマスローソクつくりに次々と集まり、明るく
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広々とした施設は子どもたちの声で賑わっていた。保護者もたくさん来ており、地域の学びと交流の場となっていた。 

 

結局、半日でも足りず「もっといたい～」という学生を急かして埋立地へ。向かったのはチッソの百間排水口、現在

の「エコロジカル健康パーク」である。そして、水銀汚染魚を詰めたドラム缶が埋められた場所を見て、埋立地の先端

の親水護岸ボードウォークで野仏や恋路島の向こうに沈む夕日を眺めた。 

 

夜は、水俣の若き農家、吉田浩司一家と一緒に夕食。夕食後は、3 月に引き続いて無農薬みかん農家になるまで、

なってから、今後の展望について語っていただいた。亡き義父から受け継いだ甘夏のみかん山は、5 ヵ年改造計画で

今はデコポン、河内晩柑、ライム、レモン、グレープフルーツ、黄金柑、土佐文旦（パール柑）の 8 品種でリスクと労働

力の分散を図っているという。 

水俣は田畑の約 20％が耕作放棄地で、農業人口の 70％が高齢者という厳しい状況にある。慣行栽培の農薬問題

や、費用のコストに始まり、3 年、5 年、10 年先を見越して持続可能な企業経営でまわしていきたい、農家ももっと勉強

して経営をシビアに考えるべき、農業経営コンサルは儲からないけれどニーズはすごくある、など農業経営の話は非

常に面白かった。簿記 3級の知識は高校でも全員必修にすべき！の意見は、NGO代表の竹内さんも賛同していて、

会計に疎い私も勉強しなくては、という気になった。 

「各家庭で畑を持とう！」という提案は、やっぱりそこに行き着くのか～と考えさせられた。学生も「食との距離間を縮

めたい」と言っていたが、持続可能な社会を追い求めていくと、どうしてもそこに行き着いてしまう。現場で実践してい

る人の話は説得力があって、農学部の学生 2 人も興味津々だった。 

その後は、石川さゆり、杉本家ほか水俣関連ビデオ鑑賞大会。「石川さゆりって誰？」という学生にジェネレーション

ギャップ…。紅白で見てねと言っておいた。 

 

12 月 24 日（水）  漁村めぐり、ふりかえり 
最終日は、相思社スタッフとの挨拶・自己紹介。施設を利用させてもらうだけでなく、何を求めて水俣に来たのか、

どんな人たちが団体を担っているのか、お互いの顔が見えることは勉強になる。 

この日は、愛媛大学出身の弘津さんのガイドで茂道方面の散策。患者が最初に発生した漁村は、水俣市のはずれ

の県境にあり、元々天草など外からの移住者が多く、水俣市民のヒエラルキーとしては最底辺にあったこと、今でも市

役所に就職する人でさえほとんどが行ったことがない、市街地住民にとって縁の薄い地区であること、「元々あった構

造的な差別と偏見が水俣病を生んだ」ことを、甘夏畑を見ながら解説していただいた。 

1950～60 年頃に水俣市や不知火海沿岸に住んでいた人は皆、何らかの形で影響を被っているはずだが、水俣市

内では隠している、がまんしている、制度を知らないといった理由でなかなか顕在化しないという。しかし、高齢化と共

に身体に現れる症状と医療費負担が酷くなり、がまんできなくなって、やっとの思いで申請を決意する人が増えてきて

いるそうだ。山間地では、自分の症状は老化によるもので、水俣病だと思っていない人もいて、他所から嫁に来た人

には症状がないことで、初めて水銀の影響だと気づいたケースもあるという。 

以前、15000人だった水俣病の申請者は、2004年の関西訴訟の勝訴後に新たに 25000人も発掘された。それでも、

配偶者にすら内緒で申請する人や、家族の反対にあって泣く泣く申請を取り下げる人がいるという話には驚いた。 

チッソや水俣市役所に勤める人は、水俣市におけるステイタスが高く、差別する側にいるがゆえに、患者や手帳の

申請をすることはタブーという不文律もあるという。「市役所の職員が変われば大きく変わるはずなのに、その牙城は

厚い…」と弘津さんはつぶやく。1956 年の公式発見から 50年余が経っても、水俣病は終わるどころか、今なおその実

態が掴めきれていない。症状が年々酷く現れてくること、想像以上に根深い差別があることに愕然とする。 

“もやいなおし”によって「少しは」改善されてきたけれど、水俣市民の大多数にとって水俣病はまだまだ隠すべき忌

むべきものであるという。でも「申請が通った人は水俣病の悪口は言わなくなる」というのが皮肉だ。水俣病の補償や

認定のしくみは非常に複雑で、そのしくみが新たな差別やねたみを生んでいる。公害の「解決」「補償」とは一体どうあ

るべきなのか、どうしたらよかったのか…。 

 

相思社に戻って、最後のふりかえり。それぞれの感想や学んだことについて意見交換。 

74



 

途中から相思社の遠藤さんに参加していだいたが、水俣市の環境政策が進んだのは、ゴミ処理でボンベ爆発事件

があったことに端を発するという裏話にびっくり！有名なゴミの 22 分別もそんなきっかけとは…。 

90 年代の吉井正澄市長時代に環境政策が大きく前進したが、相思社内部では「対企業・行政」の対立構造から「も

やいなおし」への転換に対する葛藤がかなりあり、告発する側にいた人間にとって「一緒に考えろ」と言われても、なぜ

「共に」やらなければならないのかと初めは反発したそうだ。遠藤さんは「1993 年が転換期で、行政やチッソと対話が

できるようになったのが財産」と話すが、今も「ハードな人たち」からは「なぜ戦わないのか？」と言われ、スタンスの取り

方が難しいという。最近、チッソが患者補償の部門と収益部門を切り離して分社化したがっているという話に、企業の

体質もそう簡単に変わらないのかとガックリしたし、チッソ・市役所をトップとするヒエラルキー、根深い差別が残る中で

「もやいなおし」を進めることの難しさをしみじみ感じた。 

近年、環境学習で水俣を訪れる修学旅行や大学のゼミ旅行なども増えているという。水俣には公害からグリーンツ

ーリズムまで学びの素材が本当にたくさんある。水俣市のゴミ分別では外からの視察が増え、初めて「褒められた」こと

が環境政策が進む一因にもなったそうだが、「水俣に学ぶ」人が増えることでも、何か影響を及ぼせないだろうか。今

回のツアーもそのモデルになるようにしたい。 

また、遠藤さんは「“コミュニティの再生”というけれど、理想のコミュニティとは一体どういうものなのか？吉本哲郎さ

んは農村共同体をモデルにしているが、旧来の農村のしがらみがイヤで出てきた人も少なくないし、男女差別などの

問題もあってモデルにはしたくない。かといって ヨーロッパ型も日本では経験がない。目指すべきコミュニティのモデ

ルを持てない中で模索している」と問題提起。これは ESD でももっと深めていきたい議論である。 

 

飛行機組はそこでお別れ。学生と私は考証館を再度見学。そこでまた遠藤さんが案内してくださった。「年末の寒

い時期に、派遣切りで家を追い出されるなんて～」という世間話から、「世界の変革」を目指していた遠藤さんが水俣

に着いた経緯やら、脱線気味の解説が実に面白かった！！水俣の話だけでなく、水俣に寄せられた人の生き様も見

たい、見せたいと思っていたので、居残り組には思わぬプレゼントとなった。  

帰路の汽車で学生が「弘津さんの学生時代の話や、遠藤さんが水俣に来た話をもっとききたかった～」と話してい

た。私も愛媛大学の教養部を封鎖して…という昔話はもっと知りたかった。学生は「その時代の学生って、なんでそん

な熱かったんだろう？」と不思議がっていたが、ぜひまた機会をつくって話を聞いておいで！ 
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第２回  水俣フィールドツアー参加者感想     

 

 堀田咲（法文学部 1 回生）  
このツアーに参加した動機は、環境破壊以外にどのような問題が公害に絡んでくるのか興味を持ったからで、現地

に赴いて実際に自分の目で見るということを、今までほとんど経験する機会がなかったので、参加を決めました。 

事前学習として何冊か水俣病に関する資料・書籍を読みましたが、何度読み返しても心のどこかで「これは過去の

出来事で、自分よりはるかに遠い世界だ」という意識をぬぐいきれずにいました。事実である、という実感がわかなかっ

たのが正直な気持ちです。しかし、実際に現地に行き、当事者の方々に出会うことで、この問題は同じ日本で生じ、い

まだに苦しんでいる人々がいるとこと、解決のために全力を尽くしている人々がいることをひしひしと感じました。 

 

特に印象的だったのは「ほっとはうす」でした。父親が水俣病の原因であるチッソで働いていたという患者さんもい

て、ただ「チッソを憎む」という単純な気持ちを抱えているのではないこと、また「単にチッソが悪いということは、チッソ

を誇りに思う人々を傷つけていた」という話をスタッフの方から聞き、水俣病という問題の複雑さを改めて感じました。 

中でも印象的だったのが、清子さんという患者さんの「もしまた歩けるようになったら、他の患者さんの車椅子を押し

てあげたい」という言葉です。私は実際に患者さんに会うまで、彼らは「弱者」である、というイメージばかりを持ってい

ました。しかし、彼らは自ら自身の役割を見出し、強く生きようとしていました。 

もちろん、私が出会った患者さんのように外に出ることができる方ばかりではないと思います。いまだに、差別や偏

見のせいで内にこもっていなければならない方も大勢いるでしょう。しかし、そのような中で、積極的に外の世界で生き、

社会に公害問題の悲惨さ、複雑さを伝えようとしているほっとはうすの患者さん達は、人間的に本当に強い方々だと

思います。それは、水俣病という問題を抱えているからこその強さなのかもしれません。それでも、彼らからは「命」とい

うものを直に見せていただけたような気がしました。 

負の遺産である水俣病を「宝物」だと言った加藤さんの言葉に、私の中の水俣病に対する印象を大きく変えられま

した。ひとつの大きな問題として抱え込むのではなく、それを財産として社会と共有しようという姿勢に驚きました。この

ほっとはうす訪問で、水俣病や患者さんに対する固定観念が打ち壊された気がしています。患者さん一人一人が、自

身の社会における役割を見出し、実行している。本当の意味で「生きる」ということを見ることができたと思いました。 

また、いまだに水俣病に対する差別意識が根強く残っているということ、差別の上に水俣病が存在していたことを知

り、大きなショックを受けました。差別があるために、十分な補償も受けられないでいる人々や、家族にも打ち明けるこ

とができない人々の話を聞き、水俣病は単なる公害病ではなく、もっと人の内面にまで繋がっており、地域社会や家

族の絆までも壊してしまう、複雑で大きな問題であるということを実感させられました。この問題の本質は、環境破壊と

いう目に見えるところだけでなく、もっと深いところにあるのではないでしょうか。 

 

今回のツアーは、私にとってとても大きな財産になりました。今まで抱えていた固定観念が一気に壊された気がして

います。たった 4 日間で、私が得られたものはほんのわずかで、まだまだ「理解」には程遠く、やっと入り口に立てたと

ころだと思います。しかし、教科書では数行で片付けられていたものの裏には、様々な人の想いや願いが存在するこ

とを感じることができました。だからこそ、より深くを知りたいという探究心も芽生えたし、水俣病だけでなく、今発生して

いる社会問題に自分も関っていきたいと思えるようになりました。 

また、たくさんの人々に出会うことができました。大きな傷を抱えて生きている人、自分の役割を必死に果たそうとし

ている人、家族のように受け入れてくださった人。その中で私が感じたのは、「出会う」ということの大切さでした。実際

に当事者の方と出会うことで、私も一応の当事者になれたのだと考えています。 

「現地で実際に見る」ということの重要さを実感させられた旅でもありました。それを自己満足で終わらせるということ

だけは、絶対にしたくありません。自分自身で課題を見出し、問題に触れた今、自分がどうすべきかを考えていきたい

と思います。「知る」ということは重要な事ですが、「その後、どうするのか」を考えることは、より重要なことです。公害と

いうひとつの問題だけでなく、それに関っている様々な問題、そして自分自身の課題を、少しではありますが発見でき

たと思います。本物に触れることができたということは、私の中でとても大きなものになりました。 
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まだまだ考えがまとまっておらず、言葉に出来ないものもたくさんあります。それがとてももどかしいです。でも、私は、

それはあえて言葉にしない方が良いものなのかもしれないと思います。言葉として伝えられなくとも、それは間違いなく

私の糧となっているからです。また、下手な言葉で表現すればきっとそれは私の感じたもの本来の魅力を失ってしまう

と思います。もちろん、世の中に発信できた方が良いに違いないのですが・・・。 

確実に分かっている事は、今回の経験を決して自己満足で終わらせるのではなく、自分も当事者の一人になったと

いうことを心に刻むことです。そして、その上で大学での学びを深めていくこと。それがこれからの私の目標です。 

最後に、今回のツアーで出会ったたくさんの方々に心から感謝したいと思います。 

 
 水俣ツアーを終えて    船越  友記郎（農学部 1 回生）     

ツアーを終えてすぐの期間、感覚が鋭くなった気がした。普段何気なく自転車の上で聞く音楽からもふと色んなも

のを感じ取れたり気付いたり。人の言葉をじっくりと聴ける。言葉のその先の奥にあるものを感じることができる。目や

声から思いを感じることができる。色んなことに意味を見出すことができる。水俣ツアーを終えてからこんな感覚だっ

た。 

そして日常の生活に戻ってきて１，２日もすれば僕の感覚は普段どおりになっている。でも確かにそれは僕の中に

あるものだ。たまにふっと顔を出してくれるくらいがちょうどいいのかもしれない。水俣を学ぶということは人間、自分を

知るということだった。 

僕は人がいいなと思うものに、そこまで自分は思ってもいないのに、それに合わせにいってしまうところが時々ある。

だから今回のツアーでは自分の気持ちに素直になろうと思った。熱されない時は熱さない。そんな気持ちで話を聞こ

うと決めていた。だから、すべての話に胸を打たれたわけではない。知識は得たがあまりピンとこなかった話もあったし、

まだ話し足りなかったと後悔した話もあった。真剣に聞き続けることに集中力が途切れたところもあった。 

水俣ツアー中盤まではわくわくだけでポーンと心を打つようなシーンに出会わずにこのままワクワクして楽しんだだ

けで終わってしまうのか?と内心何かが物足りなく終わってしまう予感にビビッていたが、違った。 

 

胸をポーンと打たれたのはほっとはうすにてだ。加藤さんが涙ながらに話してくれた話。加藤さんの話を聞いていた

とき何かが流れ込んできた、というよりは僕の中の何かに共鳴した。その瞬間にことばは形をなくして語り部のそれまで

経験してきたこと、人生、が表情や声や目の色から感じ取れる気がした。言葉になる前のもやっとしたものにふれた気

がした。 

それと、患者さんたちの美しさに感動した。僕たちはふだんから多かれ少なかれ自分を何かで守ったり飾ったりして

いると思う。美しいと感じたのは多分患者さんたちが何も飾らない何も着ないむき出しの命の強さというか輝きに対した

ものなんだと思う。泣いている人がいればじっと見つめ、ティッシュを持ってきてくれるやさしい人。足が治るなら人のた

めに何かをしたいという人。全力で泣く、笑う。なが～い話に疲れこっくりこっくりするおばあちゃん。すごくみんなが愛

しく美しく思えた。人間って美しいなと心から思えた場所だった。そんな場所がほっとはうすだ。 

 

逆を言えば今回人間の汚い部分は実感を持って感じることはできていない。水俣病に苦しんできた人たちの煮える

ような怒り。その部分は実際に水俣病を経験していない僕が想像しても理解することは難しい、というより無理だ。その

人の気持ちに思いをめぐらすことはできても。でもそんな少し離れた視点から水俣を学ぶ僕らにしか見えないものもあ

ると、そう思いたい。 

 直接的な水俣病経験者も減ってきている中、これからは間接的に水俣病を知った人たちがこのことを伝えていく時

代がやってくるだろう。「まずは知ること」。少しでも水俣病を知ったからにはこの言葉にいつまでも甘えてはいけない

な。という重い気持ちがある。「知った者の責任」この言葉はツアー最後の話で出てきたが、この二つの言葉は離して

はいけない言葉だと思った。「まずは知ること、そして知った者には責任がついてくる。」今の僕はまだその責任を背負

うことを受け入れることができていない。まだ、まずは知ること。という言葉に甘えていると思った。このことについてはも

う少し時間をかけて考えたい。 

印象に残った言葉、「水俣病は貴重な宝物」水俣病は負の歴史だ。でも水俣病があったから今の輝きに感謝できる。

これは水俣病を経験して実際に苦しみ、もがき、いまをつかんだ人たちが言える言葉だ。今が大好きだから過去を受
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け入れることができ、感謝をすることができる。過去の受け止め方。 

水俣に来て何かを得たというよりは自分の中から掘り起こした。気付いたという感じだ。大切なものは外から得るんじ

ゃなくて自分の中にある、それを丁寧に掘り起こしていく。 

 

…でもこんな難しいことを言っていてもやっぱりわくわくしなきゃつまらない!！本物は理屈じゃない。直感に勝るもの

はない。水俣にはたくさんわくわくするものがあった。フェリー、青春１８の旅。モズクウォッシング。USJ のアトラクション

並みに、いやそれ以上に揺れる船。帆船。魚をさばく時。グレ、アジのこりこりの刺身。民宿の人にもらったタツノオトシ

ゴのミイラ。道端に無造作に散らばる化石。海を渡るイノシシたち。の、話。ほっとはうすに入った瞬間の木の匂い。な

ぞの果実、ドラゴンフルーツ（特に赤）。みかん農家のリアルな話。豪華な晩御飯。ほっとはうすの人たち。民宿の人た

ち。様々な出会い。遊ぶ子供たち。かなりいろんなものにワクワクできた。すごく楽しかった。 

 水俣は決して暗い場所ではなかった。過去が今を輝かせる。そんな印象を水俣に受けた。闇を知ることで光を知る。

闇があるから光がある。僕の好きな歌手の歌詞にあるこんな言葉を感じた。 

メモリアルパークの海岸から見た夕日はとてもきれいだった。後ろには野仏たちがいた。昔多くの人を殺した水俣の

海の夕日は、それはそれは美しかった。カメラが電池切れで写真が取れなかったことにかなり後悔・・・。かっこつけた

言葉で言うと、それでも自然、人は美しいなあ。と思った。まだまだ水俣に行ってから見つけたいろんなことが未消化

のままにある。ゆっくり時間をかけてこれを自分の中に取り込んでいくことが楽しみだ。 

今回こんな出会いのきっかけをくれた人たちに感謝。それにしても魚料理はおいしかったなあ。あの新鮮な刺身に

アラ。また食べたい。また行きたいな～～。 

 
 水俣研修を終えて    岡山聡子（農学部１回生）   
12 月 22 日（月） 

御所浦アイランドツーリズム推進協議会の三宅さんのお話を聞く。化石が採れるなどのPRポイントを上手く生かした

ツーリズムの取り組みが町を元気にしているようだった。民泊における食品衛生のアイデアが印象的だった。このよう

な地域振興の取り組みは各地の農村でも活用できるよい発想のように思う。パンフレットも親しみやすく、面白かった。 

 食堂松苑で、松村さんのお話を聞く。体調不良の中、無理して来て下さっていた。当時の生活の様子などを細かく

教えて下さり、イメージしやすかった。伊勢湾台風という私の地元に近い出来事も話題に上がってきて驚いた。水銀の

排水口の横の水で米を研いでいたという話にも驚いたけれど、水俣の海が住民の生活に密着していたと考えると当た

り前かとも思う。当時御所浦は水俣の対岸ということもあって住民の水俣病に関する認識は低く、また政府の患者に対

する対応も水俣より悪かったそうだ。水俣病は未だに解決していないが、当時に比べたら水俣病に関する社会情勢は

良くなっているという言葉が印象的だった。 

 

12 月 23 日（火） 

ほっとはうすでは、涙ながらに語ってくれた姿が印象的だった。水俣病は症状以上に差別による苦痛がつらかった

ように見えた。途中、地域の子供たちがキャンドル作りのイベントに来ていたが、初め私はそのことが患者支援におい

てどのような意味を成すのかわからなかった。しかし「昔は人々から避けられたのに、今では子供たちが集まってくるよ

うになった。患者さんと知り合いであることが自慢になる」という言葉を聞いて納得した。 

私は今まで身近に差別というものがなかった。これまで差別についてあまり考えたことがなかったし想像もつかなか

ったけれど、差別の辛さや怖さを知った気がした。当事者の人々の「こんな辛い体験をもう他の人にしてほしくない」

「この苦痛のなかでもあきらめない姿勢、どんな人がどんな風に関わってきたかを知ってほしい」という言葉の中にこれ

までのことを乗り越え、前向きに生きる強さを感じた。生命を軽んじている人々に聞かせてやりたい。 

夕食後、有機農家の吉田さんのお話を聞く。とても興味深い話が多く、面白かった。農学部に進学してよかったと

思った。とりあえず簿記３級を目指したい。公害先進国といえる日本の食品において安全より見た目がずっと重視され、

農薬の量は世界トップクラスという話がショックだった。 

 

12 月 24 日（水） 
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 相思社には意外と水俣出身の方が少ないようだった。水俣病の発病以前から茂道などは差別されていたと聞き、弱

者にしわ寄せがいくという世の中の構図が不思議だった。また、未だに水俣病に関する申請をためらっている人が多

くいるというのが衝撃だった。前日にビデオで見た地へ直接行って、いろいろ実感がわいた。 

研修を通して最も印象的だったことは、地域のつながりの大切さだ。私は日常の中で地域のつながりの大切さを感

じることはあまりないけれど、これはきっと失ってから気付くものの1つだろう。加害者が水俣の発展に大きく貢献してき

たチッソであったことも加わって、地域のつながりは壊れてしまった。水俣病における身体的な苦痛は当然ながら、誹

謗中傷や差別による精神的苦痛は耐えがたいものだったに違いない。50 年近く経った今になって、やっとそれは取り

戻されてきたようであるが、水俣病は解決したわけではない。もとよりどうなることが解決といえるのかもよくわからない

が、患者さんにとって少しでも生活しやすい社会になればと思う。 

水俣病を含む公害の怖いところは、当初被害は目に見えず、気が付いたら健康や環境などかけがえの無いものが

取り返しの付かないことになってしまっているところにあると感じた。昨今の食品偽装の報道を見ていると身近なところ

でも同じことが起こりそうで怖い。企業は水俣病の負の遺産を糧に、利益だけでなく誠実さもより重視してもらいたい。 

 水俣病の被害が広がった原因のひとつには、正しい情報を共有し合うことができなかったというのもあると思う。なか

なか難しいことだが、特に社会において大きな力をもつ人は少しでも実現できるように努力しなければならない。その

情報には水俣病史も含まれる。被害者の苦痛に立ち向かった姿を多くの人にしってもらうためにも同じ過ちを繰り返さ

ないためにも、この出来事は後世に語り継ぐべきだろう。 

世界では水俣以上に酷い公害がたくさん発生しているのが現状だろう。今以上に水俣の教訓を生かすことはできる

はずだ。世の中に光と影は必然だとも感じたが少しでも影を小さくしたい。社会科学とか何だ？と思っていたけれど、

重要な学問だと思った。 

 水俣は海鮮類がとてもおいしかったです。まとめがしょぼいです。すみません。 

 

 水俣を訪れて    横田美保（えひめグローバルネットワーク）   
「証言水俣病」（栗原彬・編）に出会ったのが 8 年前。その時に水俣病問題は終わっていないのだと強く認識したこ

とを覚えています。水俣フォーラム主催の講演会で、杉本栄子さんのお話を聞いたのもその頃でした。患者さん、水

俣病問題に関わる方々の生の声を聞き、その叫びが心に刺さりました。 

水俣は、かねてから訪れてみたいと思っていましたが、同時にどのような気持ちで降り立てばよいものかと戸惑いも

感じていました。部外者が気安く立ち入ってはならない地のような印象さえ持っていました。水俣のことを多少なりとは

知っているとはいえ、本やビデオを通じての情報にほぼ限られており、ほんの一部分ででしかないからです。 

今回、水俣病が起きた水俣と新潟の風土・背景の違いが分かりました。水俣は漁業のみで生計を立てている人が

多く、魚を消費する量が圧倒的に多かったこと、チッソの権威、地域･行政に及ぼす影響が絶大であった一方で、新

潟は米の生産地域で、漁業のみに頼る人が比較的少なかったこと、漁師と農家の人々の気質の違いもあるということ

でした。特に漁師は継続的に組織化しづらいという伝統的な業に根差した性格に起因しているそうです。 

水俣病問題を複雑にしている原因の一つに、認定制度の複雑さにあります。これは政府が意図的に患者さんを差

別化して、患者間の連携の内部分裂を促したものと私は思っています。補償も患者さんの医療費の負担が減るとはい

え、仕事を失ったり、縁談が破談になったり、差別を受けて転居せざるを得なくなったり、精神的苦痛をかんがみると、

とても十分であるとはいえません。 

水俣病問題の“解決”とは一体何をさすのか、これはきっと患者さんひとりひとり、関係者ひとりひとりが異なる答えを

持っているのだと思います。人としての尊厳の回復を言うのか、裁判に勝つことなのか、政府やチッソに非を認めさせ

ることなのか、同じ過ちを繰り返さない地域・社会を作り出すことなのか、闘い続けることなのか、その答えの多様性ゆ

え、“解決”が難しい問題なのだと思います。 

 

水俣病が地域の人々に与えてきた影響が非常に大きい他の理由としては、生活と密に関連しているものであったこ

とと、構造的暴力に起因しているものであったことです。周辺地域に暮らす数万人の人が、直接・間接的な加害・被害

者であったと言えます。その問題の深刻さゆえ、緒方正人さんの言葉にあるように‐役人、チッソ、患者、自身、みな

水俣病から逃げてきた‐のではないでしょうか。その状況は残念なことに、現在に至ってもあまり変わっていないそう
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です。チッソは分社化を画策して、未だに“逃げ”続けており、自民党は患者さんの手帳の取り上げようと、新しい制度

を作ろうとしています。いつになったら患者にチッソ、行政は正面から向き合うことが出来るのでしょうか。 

伝統的な差別が根底にあることも学びました。水俣病患者の最多発祥地の茂道・湯堂という地域は、天草なぐれ

（ながれ）という天草で落ちぶれた貧しい人々が住み着いた場所で、伝統的に差別されてきたこと、船津という地域は

沖縄から渡ってきた人々が多く住み地域で、ここの人々も差別を受けてきたことを知りました。“百間から向こうは水俣

ではない”と地理的な差別が伝統的にあり、それに加えて、“漁師”と“貧乏人”に対する差別もあいまって、水俣病は

奇病とされました。魚に病気の原因があると分かっても、海産物を食べ続けたという人々の姿は、チェルノブイリの原

発事故の後も放射能の残る地に暮らし続ける人々の姿と重なりました。人々は、その地でしか生きていけなかったの

だと思います。 

 

水俣を訪れて、水俣病を語ることをはばかるような町の閉塞感・重苦しさのようなものをうっすらと感じました。“舫い

なおし”が始まったことで、対話が始まり、意見交換の場も生まれたと相思社の方はおっしゃいました。水俣病に理解

を示す人が増えているとも言います。しかし、建設まで 30 年を要した“ほっとはうす”を外からの人を受け入れる拠点、

人の交差点となる場所にしたいという加藤さんを始め、関係者の方々の想いとは裏腹に、地域の人はあまり寄り付か

ないと聞きました。杉本栄子さんをはじめ、水俣病患者としてその重い役割を背負って人生を全うなさった方々の魂の

宿る場所、胎児性の患者さんが生きる場所としてのほっとはうすが、今後、舫いなおしの拠点として、人々の出会いと

理解を生み出す場になってほしいと願います。 

「水俣病は宝、そこからたくさんのことを教えてもらった。水俣病でも素敵に生きている人が居ることを知ってほしい。

水俣病の患者さんの知り合いであるというのを自慢にしてくれている生徒さんが居る」という加藤さんの言葉に、一筋

の光を見出したような気がしました。水俣病を負の記憶として人々の記憶の中にだけとどめるのではなく、そこから、希

望を見出すという転換のヒントを与えられたように思いました。 

「歩けなくなったことが悔しい、もし足が動くなら車椅子を押してあげたい。一番辛い思いは、次の世代には経験し

て欲しくない」という清子さんの言葉、体全体で発する金子さんの言葉‐家族を水俣病で失い、自身の中で進行する

水俣病と闘っている患者さんの“命の言葉”は、ずっしりと重く響きました。“希望・未来・水俣”‐あの絵のタイトルのよ

うに、水俣病問題を未来に、希望に繋げていくことこそが、今後の課題であり、私たちに求められていることではない

でしょうか。 

水俣ツアーでの全ての出会いに感謝いたします。どうもありがとうございました。 

 
 水俣ツアーに参加して    竹内よし子（えひめグローバルネットワーク代表）     

実際に行くまで肌で実感として理解できなかった点を 2 点あげると、水俣という地名がついた病名による弊害の深

刻さ、そして、地域住民の歴史的人為的差別との関係・絡みによる問題の複雑さや根深さ、です。この実感は未だに

思い出しても閉鎖的で閉塞感につながるものでした。この得体の知れない、いわゆる「いやな感じ」と表現されるものを

解決していかないと人々の「水俣」へのイメージ改善は起こり得ないのかも知れません。思いっきり変化させつつ、

元々の地名を大事にする、ということで「俣水（またみ）」にしてしまうとか、ダイナミックな展開で街を明るくできたら良い

のに、と思いました。 

そして、生きた歴史として語り継ぎ、経験を活かしながら、世界に向けて世界中で今現在も起きている同じような開

発問題への警鐘を高々と上げてもらいたい、それくらい、水俣の市民に頑張ってもらって、周りが賛同・応援し、市民

にとって何より大切な市民としての「誇り」を持てる暮らしに戻って欲しい、と思いました。簡単ではないと思いますが、

チャレンジしていく人々が水俣に集まっていく機会が増えることを期待しています。 

 

水俣で生まれ、生き暮らす人々、そして、水俣の抱える課題に取り組む人々の姿・言葉からは、新たな日々とともに

別の「水俣」を求めている、ものすごいパワーや努力や祈りや願いが込められていると感じました。ほっとはうすで感じ

たことは、学生の感想にもある通りで、「当事者」からの発信、「生の声」の迫力は、今、清子さんたちご本人が生きて語

ってくれるからこそ、私たちに伝わるものであり、聞いた者はまたその感じたことを伝えていくべきだと感じました。 

ほっとはうすの「木」は無言ですが、大きなメッセージを発していたと思います。清子さんたち皆さんが雄弁に語らな
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くとも、この大きな木と同じように大事なメッセージを「存在」で表していると感じました。 

「水俣」の地名をわざと使わずに、新しい種類のたまねぎのＰＲがなされるなど、過去の水俣と現在の水俣を否定す

るとも受け取れる動きなどからも、「じゃあ、どうすればいいのか」「どうあるべきなのか」を問い続けなければならないよ

うな現実を付きつけられましたが、こうした問題は他にもあるので、この課題を ESD の授業の中で議論させるなど、大

いに学生たちに考えてもらう材料とし、その中から出てきた意見やコメントを水俣の皆さんに送ることができたら一過性

のツアーで終わりにならず、実際の問題解決に向けての「行動」がプラスされることになるのではないかと思いました。 

また、「チッソ」との共存を意味するのは何なのか、ということを学生と授業で議論したら「経済優先社会」の実態や

「経済」が絡むことでの「社会」理解の複雑さなどが学べるのではないかと思いました。開発ワークショップの手法で良

く使われるそれぞれの立場を記したカードにする、などの教材があれば、もっと、水俣の事例を身近に、当事者に近

い立場で感じたり、考えたりできるのではないかと思いました。 

 

新居浜の鉱山開発と森林計画について視察した経験がありますが、改めて新居浜の住友鉱山の産業の興りから衰

退、撤退までの間の流れと比較して検証する機会があったら、学びが深まると思いました。比較するものがあるのとな

いので、気づき方や学び方が違うと思うので、この水俣ツアーの意味を ESD 的理解につなげていくために、可能であ

れば、比較できるツアーの企画があると良いのではないかと思いました。新居浜ツアーはお勧めです。愛媛という「地

域」との関連性を持たせながらの学びにしていけると、きっと、その「つなぎ方」から ESD のエッセンスを学べるのでは

ないでしょうか。 

 

お世話になった方々と、さて、どのようなつながりを持てるだろうか、と自分でいろいろ考えましたが、自分の生活の

中に何か水俣ブランドを取り入れられないだろうかと考え、紅茶を買って帰って試飲中です。定着すれば、毎朝、紅

茶党の私は水俣の紅茶を消費する、つまり、水俣を応援する 1 人になれるかも知れない、と考えています。 

 他にもいろいろな気づき、学びはありましたが、ESD の視点で参加したので要点を絞って感想を報告しました。また、

今後活かしていきたい、還元したいと思っています。 

 

 学びと変化の場    栗田英幸（法文学部准教授）   
 

う～ん、困った．．． 

 

 水俣に行くことが決まってから松山に帰ってきた現在まで、私の心の中で何度となく繰り返されるつぶやき。これまで

さまざまな重苦しい現場を訪ね、また、運動にも関わってきた。「しかし」というべきか、「だから」というべきか。私のなか

での「水俣」は、あまりにも大きく、そして、重い。 

 私の担当している開発学と平和学の講義では、毎年、水俣公害の事例を必ず利用する。日本で教育を受けてきた

学生であれば多少なりとも知っている事例であり、今なお解決していない問題。そして、ドキュメンタリー映像に出てく

る被害者の人たちの、黒沢映画の俳優にも負けない迫力は、学生たちの心を大きく揺さぶってくれる。開発主義と構

造的暴力を説明する上で、その効果は高い。しかし．．． 

 

 「ショックだった。まずは、知ることから始めたい。」 

 

 水俣公害に限らず、さまざまな問題について講義や体験学習で学んだ後、多くの学生がこう書き記す。最初は学生

の深刻な受け止め方を喜んでいたが、次第に「知る」ことと「変わる」こととの間に大きな断絶があることに気づかされる。

この断絶に直面した学生たちのうち、ある者は刺激を急速に風化させていき、ある者は苦悩する。しかし、後者も含め

てほとんどの学生が、諦めの境地に達してしまうのである。刺激を与えるだけであれば、大学に限らず、どこであろうと

も、それほど難しいことではない。その後につなげるための場や機会をどのように準備するのか、そして何より私たち

教員の「変わる」経験をどのように学生たちと共有するのかが問われるのである。 

 忙しいなか、体調のすぐれないなか、私たちの訪問を支えてくれた人たち、間接的ではあるが、私たちのような外部
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の人間が理解できるように、そして、再び同じ過ちを繰り返さないように、さまざまな設備や制度の構築に携わった膨

大な数にのぼる被害者および被害者に寄り添って生きてきた人たち。その思いと苦労の一端に触れ、私自身、今回

の訪問で何度も圧倒される経験をした。 

そのせいだろうか。この短い訪問の間、記憶の奥底に沈んでしまっていた自分自身の原体験が何度も思い出され

た。アイヌ部落に居候した際に直面したさまざまな悲しみ、初めてのフィリピンで日本企業の鉱害にあえぐ人たちとの

対面、日本企業の開発に反対していたフィリピンの友人の殺害…  

これまでは、学生をいろいろな現場に連れて行き、学生の変化にヤキモキとしていた。しかし、今回の訪問では、変

化を問う声が、学生に対してよりも自分に対して、強く発せられるのを実感する。同時に、学生の変化ばかりで自分を

軽視していた点にも気づかされる。 

水俣を訪れて実感したことは、水俣には過去と現在、そして未来をつなぐ視点がそれぞれ十二分に、そして多角的

に備わっていることだ。過去の風化せぬ記憶、未だ消えない溝、相変わらずのごまかしと責任逃れ、和解への前身と

苦悩、新たな社会づくり、etc。絶望と希望、怒りと喜びがともに顕著に共存する現代社会が凝縮された姿。学生に対

して、そして自分に対して、良くも悪くも学びと変化の場としての大きな可能性を水俣は持っている。ここで得た刺激や

経験を学生に、そして自分自身に、どのように活かしていけるのか。今後とも水俣とのつき合いを続けることで考えて

いきたい。 

   
第２回水俣ツアーを企画して  小林芽里（環境 ESDプロジェクト推進専門研究員） 

2008 年 3 月に引き続き、12 月に再び水俣ツアーを企画した。前回は 7 人の学生、4 人の教職員、1 人の NPO 関

係者の 12 人で参加して、とりあえず水俣をいろいろ見てみよう！ということで、山から海からあちこちを訪ねた。それは

それで収穫も多かったが、駆け足で未消化な部分も残り、今回は時間的にじっくり味わえる内容を心がけた。 

 水俣といえば、まずは「水俣病」である。教科書には数行でしか触れられていないし、私もかつてそうだったように「過

去の公害事件」と思っている人が多い。環境汚染と健康被害だけでなく、「水俣病」が何を破壊し、誰をどう苦しめてき

たのか、その有り様を見てほしかった。考証館、埋立地、漁村など現地を見るほか、前回 30分程度の訪問で「もっとゆ

っくりいたかった」と学生の要望が高かった「ほっとはうす」を訪問させていただくことにした。 

 また「水俣病」を経て得たもの、新たな試みや発掘された地域の資源も見せたかった。写真で見るとモノクロの暗い

重たいイメージが強いが、本来、豊かな海と山に囲まれた風光明媚な土地であり、現地はカラフルでキラキラでわくわ

くする場所である。前回は女島や久木野、石飛の茶畑を歩いたが、今回は川部さんのお薦めで御所浦島のアイランド

ツアーに 1 泊で行くことに。 

 

そして、水俣で毎回印象的なのは「人」。水俣病や差別と向き合い、行政や企業を相手に闘ってきた当事者の患者

の方々、そこに吸い寄せられるように外からやってきて居着いてしまった人たち、敢えて無農薬にチャレンジしている

人たち。「環境問題をやっている人は少数派だし、周囲を説得することは難しい…」と尻込みしている ESD の学生たち

に、困難と向き合わざるを得なかった人達や、渦中に飛び込んで立ち向かっている人達の姿、「諦めることを止めた」

生き方を見せたかったし、どん底を見たものの持つ強さや優しさを感じてほしかった。 

 見せたいと言いつつ、私が一番見たかったりするものなのだが、水俣に触れる度に問題の深刻さにため息をつくだ

けでなく、それを上回るパワーをもらうのは「人」がいるからでないかと。 

 

 おっと、忘れてはいけない。水俣と言えば「食」！ 3 月は超がつくほど贅沢な食事を三食いただき、胃袋で水俣を

味わった。身近な海と山の幸から「持続可能な社会」を考えることは、私たちの毎日にも直結することなので、これはは

ずせない。今回は残念ながらミカンのシーズンではなかったが、もずくの差し入れに始まり、地元の食材で美味しい食

事を堪能することができた。前回に続いて、ミカン農家の吉田さんに登場いただいたが、水俣の外からやってきて無

農薬栽培をしている彼の話は、食の面からも人の面からもネタが豊富で面白い。 

 

 前回は春休みで参加希望者も多かったが、今回は月曜の授業が残っていたこともあり、学生は 3 名と少なかった。
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実は私も大学 1 年の時に「授業をサボっても原田正純先生の講義は聞きに行く価値がある」と先生にそそのかされて

学部の集中講義にもぐりこんだのが水俣との運命的な出会いだった。サボった価値がある！と思わせるツアーをやっ

たろうじゃないの、と意気込んだ結果は…学生の感想をお読みあれ。 

 水俣が見せる光と影のコントラスト、落差は非常にインパクトがある。自然の豊かさなら愛媛だって負けてはいないし

ネタもいっぱいあるが、水俣病という大きな負の遺産があるからこそ、光の部分もより輝きを増して見えるように思う。そ

して、これは現地に行かないと実感するのは難しい。固定観念をひっくり返され、価値観を問い直され、魂をゆさぶら

れる、そんな学びが水俣には、ある。 

 「水俣病は鏡である。この鏡は、みる人によって深くも浅くも、平板にも立体的にもみえる。そこに、社会のしくみや

政治のありよう、そして、みずからの生きざままで、あらゆるものが残酷なまでに映しだされてしまう」（原田正純「水俣が

映す世界」より）… 毎回、この言葉をかみしめている。水俣という鏡に映った自分の姿は「まだまだ浅い。もっと精進

せな！」。 

 

 ツアーの効果は、ツアーそのものの中味が濃いので、直後はそれを消化するのもいっぱいいっぱいで、すぐに評価

をすることは難しい。年明けの ESD の授業で、野崎賢也先生が環境社会学で早速、水俣を取り上げてくださったが、

あとから見てきたものの意味や価値に気づくことも多いだろうし、他の事象とどこかでリンクする時に「あ！」と気づくこと

もあるだろう。海と山に囲まれた瀬戸内に暮らす私たちにとって「水俣」は遠い世界の話ではない。むしろ、様々なヒン

トがぎっしり詰まっている。これから直接的、間接的にその効果が表れてくることを期待したいし、私もそういった学び

の機会をデザインしていきたいと思っている。 

前回は報告会を設定できず、行きっぱなしに終わってしまった反省から、今回は事前学習→現地フィールドツアー

＋ふりかえり→感想文→報告会（3 月）、の組み合わせで 3 回ふりかえりの機会をつくってみた。学生は自発的、積極

的に発表の場をつくっていたし、第一回目の参加者とも共有することができて非常に有意義だった。 

 

 ツアーの内容は大学では私を中心に、学生の意見を取り入れながら準備してきた。3 月に引き続き、相思社の川部

さんと何度もメールでやりとりし、こちらのニーズを適切に組み取って 120％の対応をしていただいた。川部さんの案内

役としての細かい配慮や話の引き出し方も毎回目からウロコで、その動き方に学ぶことも多かった。現地の優れたアド

バイスとコーディネートがあって、充実のツアーが実現できたし、相思社の宿泊研修施設も安価で自炊ができて、とて

も使いやすかった。 

訪れた先々でも本当に丁寧に対応していただいた。12 月は寒いし、ツアーの時期にはどうだろう？と思ったが、暖

かい歓迎ぶりも荒波に揉まれた不知火海も深く印象に残るものになった。 

関係者のみなさんには大変お世話になりました。どうもありがとうございました。 
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第二期  環境 ESD指導者養成講座  修了生の受講レポート 
 

法文学部総合政策学科２年    村上  絵美 
 
１．  受講の動機  

１回生の時、友人に誘われるがまま夏休みの集中講義に参加したことがきっかけである。独創的な修ワールドに

私のアンテナはピピピっと反応。そうして、未知の世界へ幸福のカギを探す旅に出たのであった。 

２．  当初の目標  
 周りに左右されずに自身で考える姿勢 

 出会いや運を引き付けるフットワークの軽さ 

３．  講義に期待していたこと  
 延長線上での出会い(くれぐれも男女の出会い系ではありませんよ) 

 私の中の未知の部分の開発(固定観念の先にある何かを探すため) 

４．  自分の目標をどれだけ達成できたか  
内気な性格だったが、躊躇する姿勢からは何も生まれないことを学び一歩前進。さらに、物事を肯定的にとらえ

ハッピーなものに転換できるようになった。すると素敵な出会いやチャンスによく恵まれ、それが水を得た魚の如く

私をよりイキイキとワイルドにさせてくれる。 

５．期待したことをどれだけ得ることができたか／得られなかったところはどのようなことか  
より高い視点から物事の成り行きを冷静に捉え、よりよい脈動を見出す。これはまだ幼児期であります。 

５．  授業を通して得たこと  
私の日常生活は何不自由なく、一般的な豊かといわれる水準をゆうに超えている。しかしながら同じ時をして、

講義で取り上げられたような解き難い問題がいくぶん噴出しており、現代社会は踊り場にさしかかっているといえよ

う。耳触りのよい言葉は、まとわりついて煩わしい。飾る外皮の中にある核は、いかに空虚なものだろうか。自然の

摂理に沿わないものは、時間がくると破綻するだけのことであろうに。 

愛や信頼関係、澄み切った空気などを、感じる。静寂の中で瞳を閉じ、他者の声や自身の心の声に耳を澄まし

てみる。それらを受け止め、考え、学ぶ。そんな繰り返しの一度きりの人生は、素晴らしい自分創造の過程と思う。 

まあ何はともあれ、人間のもつ最大の資源・想像力を無限に発揮して自分のコンテンツを作ること。そして、最終

的に次世代に夢を託すことができれば幸いだ。 

６．  授業をより良くするためのアドバイス  
講義中に学生と先生や学生同士が、ディベートのような形で本格的に対話できる機会があれば、より刺激的かと

思う。 

法文学部総合政策学科２年    横山  麻里子 
 
１．  受講の動機  

１回生の夏休みの集中講義に参加したことがきっかけです。農学部の演習林で登山をしたり林業体験をしたこと

が、それまであまり自然と触れ合っていなかった自分にとって、とても新鮮で有意義なものでした。 

もっと自然を知りたい、体験したいと思ったところに、ちょうど ESD という授業があると知り受講しようと思いました。 

２．  当初の自分の目標  
自然での体験がきっかけで受講した私は、始めはとにかく、自然でいろいろなことを経験して、豊かな体験を増

やして環境や社会について考えて生きたいということが目標でした。 

３．  講義に期待していたこと  
講義は様々な学部の先生の話がきけてよかったです。さまざまな分野の先生の話から ESD とは何か、自分は何

をしたらよいのかということを考え、リンクできるようにしたいと思っていました。 

４．  自分の目標をどれだけ達成できたか  
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自然での体験は山、川、海、里などたくさん経験することができました。今までの自分が行ったこともないような所

ばかりでした。はじめは厳しいフィールドワークを必死にこなしていただけの私ですが、経験を重ねるうち、そのフィ

ールドで起きていること、他のフィールドや社会、環境、人、自分との関わりなどを ESD 的に考えたりと、いろいろな

ことを考えるようになりました。 

５．期待したことをどれだけ得ることができたか／得られなかったところはどのようなことか  
フィールドワークや講義をこなすうちに、いろいろなことを関連づけることができるようになったと思います。授業を

こなせばこなすほど ESD とは何かわからなくなるし、どうしたらいいかも分からなくなったりします。しかし、それほど

環境問題というのは複雑で一筋縄ではいかない真剣に取り組むべき問題だということに気付きました。 

だから私たちは考え、試行錯誤し、行動する必要があるのです。いろいろなことを考え、悩んでいる段階ではあり

ますが、その段階にいけたことは、私の中で大きな進歩だと思います。 

５．  自分の目標や期待していたこと以外に授業を通して得たこと  
フィールドワークや講義を通してたくさんの素敵な人、活動と出会うことができました。人と話し、作業をし、人との

つながりの大事さを感じました。授業を通して自分も何かしたいと思うようになり、たくさんの人たちに会うことでさら

にその気持ちが強くなりました。何かを始めるにもやはり、人とのつながり、協力が必要です。そして、自分の学生

生活、これからの人生への考え方を学びました。 

環境問題とは人間が生き残るためにでてきた問題だと思います。それは一人ひとりがどう生きるかということにつ

ながります。環境教育を通してたくさんの人の生き方に出会い、話を聞き、刺激を受け、新しいヒントもたくさんもら

いました。自分自身これからの大学生活、人生どうするか、どう生きるかということを考えるようになりました。一人の

大学生として社会に対して何かできる、するべきことがあると思うようになり、大学生活が変わりました。いろんなとこ

ろに出かけ、いろんな人と出会い、つながり、自分にできることを何かしたい！とアンテナを張るようになりました。 

まだまだ自分にできることが何なのかはっきりしているわけではありませんが、大学生活における意識、行動が明

らかに変わったことは私の中で当初思いもよらなかった収穫です。環境教育の授業を通して自分にできることは何

か、自分はどう生きるかということを真剣に考えるようになったのです。 

６．  授業をより良くするためのアドバイス  
体験が少ない学生にとって、多くのフィールドワークを入れることはとても良いと思います。考えるための材料とな

ると思います。ただ、スケジュール的に厳しい面もあるので、もう少しゆとりがあったほうがいいかもしれません。 

受講生が農学部の学生に偏っているので、もっといろんな学生が集まるように他学部での宣伝に力をいれたら

良いと思います。いろんな視点を持った学生が集まれば、おもしろいと思うし、大学全体に新しい意識を持った学

生が増えて良いと思います。 

この授業で出会ったすべての人に感謝しています。自分の大学生としての意識が高まり社会に関心を持つよう

になりました。そのきっかけを与えてくれたこの授業に出会えたことをとても嬉しく思っています。ありがとうございま

す！！この授業で学んできたことを社会に還元できるようにがんばります。 

 

農学部生物資源学科２年    上田  瑞穂 
 
１．受講の動機  

少し変わった感じの授業がもの珍しかったから。環境問題にも一回生の時は興味があった。 

２．当初の自分の目標  
単位をとる。明確な目標は持っていなかったと言った方が正しい気もする。 

３．講義に期待していたこと  
刺激。日常生活においての現在の視点が変化するようなもの。 

４．自分の目標をどれだけ達成できたか  
なんとか単位はとれたので達成できたと言えば、達成できたけど、ギリギリ。 

５．期待したことをどれだけ得ることができたか／得られなかったところはどのようなことか  
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 基礎においては、十分すぎるくらい意識が広がるくらいの知識的な刺激を得ることができた。 

それ以来、ものを買う時は、授業で学んだことを意識している。 

 得られなかったところは、結局、持続可能性が良く分からなかった。 

今の自分が全て不持続なのか？保存されてるものはあっても、生活に活きているものは、皆無に近い。 

６．自分の目標や期待したこと以外に授業を通して得たこと  
素敵な仲間。 

７．授業をよりよくするためのアドバイス  
 授業時間内に紹介された例題や問題について、もう少し考える時間が欲しい。また、実習に行く時、皆で反省す

る時間や、思った事気づいた事をシェアできる時間をとってくれたら、もっと有意義になると思う。 

 実習のレポート課題は、実習の前に提示して欲しい。後で細かい事を思い出すのは至難の業。 

 実習自体に関しては、たしかに出費がかかるし、貴重な休日も潰れて、「あ“ー」って感じになってしまうけれど、

泊まりや皆で協力した分、大学生活で一番忘れられない大切な記憶になる。 

全く知らない学部の人や、同じ学部でも話したことない人と、この授業を通して仲良くなれた事を本当に良かった

と思える。これはどんな不満よりも私には大きい。 

 最後に、学生への“期待しているぞ”発言はもう少し控えて欲しい。一度語れば受け手にとって十分です。 

 
農学部生物資源学科２年    齋藤  明光 
 
１．受講の動機  

1 回生の夏休みに、授業の一環として演習林実習がありました。山に登って枝打ちをするというものでしたが、山

道はすごく険しくてこわくて大変でした。しかし、終わってみるとすごく達成感があって実習の中では一番良い経験

となったものでした。その時に小林修先生から環境ＥＳＤのガイダンスがありました。環境の真実を知り、持続可能

な社会を作るためにはどうすればよいのか、その場では全く分かりませんでした。 

私は環境に興味があったし、この問題を深く考えてみたいと思い受講しました。この授業は座学だけでなく演習

林実習でやったこともフィールドワークとしてたくさんすると聞いてやってみたいと思い始めました。 

２．当初の自分の目標  
 環境を良くするためにはどうすればいいか考える。フィールドワークを体験する。 

 人見知りをしないで人と積極的に話す。 

３．講義に期待していたこと  
持続可能な社会を作るためにはどうしたらいいか、考え、答えを出せたらいいなと思っていました。自分自身の

成長。 

４．自分の目標をどれだけ達成できたか。  
考えることはできた。しかし、もっと勉強し考える必要があると思う。フィールドワークもたくさん経験した。 

人見知りをしないで人と積極的に話すことは、だいぶ慣れてきたと思うがまだまだである。 

５．期待したことをどれだけ得ることができたか／得られなかったところはどのようなことか  
持続可能な社会を作るためにはどうすればいいか考えることはできた。答えははっきりとは出せなかった。今後も

続けて考えていき答えを出したい。自分自身の成長は十分得られたと思う。 

６．自分の目標や期待していたこと以外に授業を通して得たこと  
自分の活動範囲が広がったことが一番大きいです。ESDのMLから流れてくるイベント情報を頼りにECOな活動

に参加していたり、自主的に環境活動団体に入って活動したり青年活動を起こすきっかけとなったのがESDです。 

７．授業をより良くするためのアドバイスなどの対策】  
無茶な予定は立てないこと。連絡は早めにしてほしかったです。時間的問題が多数あったと思いました。 

 

農学部生物資源学科２年    佐藤  かおり 
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１．受講の動機  
大学生になり、いろいろなことにチャレンジしたいと思っていた時、友人に誘われた。土曜日の午前中に講義を

入れることで、休日を有意義なものにできると感じた。また、環境 ESD とは何なのかわからず、興味をそそられた。 

２．当初の自分の目標  
最後まであきらめずに受講すること。講義の内容をきちんと理解し、単位を取ること。 

３．講義に期待していたこと  
自分の興味関心と講義内容が一致すること。ただ聞くだけの講義ではなく、講義に参加できること。 

４．自分の目標をどれだけ達成できたか  
毎週のようにある実習が、体力的にも精神的にもかなり厳しかった。しかし、実習を終えた時の達成感が心地よく、

最後まであきらめることなく続けることができた。 

また、様々な講義を受けることで、自然や社会の現状を知ることができ、自分の世界が広がったと感じる。 

５．期待したことをどれだけ得ることができたか／得られなかったところはどのようなことか  
 普段の生活や、本の情報だけでは得られないものを得られた。 

 グループワークや実習により、積極的に講義に参加していくことができた。 

 しかし、1 つ 1 つのテーマについて十分に考える時間がなく、不完全燃焼になることが多かった。 

６．自分の目標や期待していたこと以外に授業をとうして得たこと  
海や山など、普段行かない場所に行くことができ、貴重な体験だったと思う。過酷な実習を体験することで、受講

生同士の絆も深まったと思う。 

７．授業をより良くするためのアドバイスなどの方策  
 1 度にたくさんの知識を与えようとしすぎており、受講生の負担になることが多かった。 

 先生によって考え方の違いがあり、混乱することがあった。 

 移動費など、金銭面の負担が大きい。 

 学生同士で話し合う機会が少ない。 

 
農学部生物資源学科２年    谷口  琢也 
 
1．受講の動機  

何かを得られれば。 

2．当初の自分の目標  
やるからには、真っ向勝負。 

3．講義に期待していたこと  
“環境 ESD”や“現代 GP”という言葉を知らなかったため、特になし。 

４．自分の目標をどれだけ達成できたか  
トータル１年半受講したが、初めの１年は 100％達成できた。しかし、最後の方は、ダメ（30％）だった。 

５．期待したことをどれだけ得ることができたか／得られなかったところはどのようなことか  
６．自分の目標や期待していたこと以外に授業を通して得たこと  

１年半受講し、得たことはとても多い。そのすべてを、この紙面では書けないが、３点挙げてみたい。 

① 歴史・過去は、古くない。 

演習林、東温市の“棚田百選に載る次元ではない棚田”、岩屋寺、そして、熊本県水俣市など、野外実習が多く

あった。そこでは、手作業による枝打ち・間伐、棚田の田植え、歩いての散策、伝統家屋による生活などを体験した。

機械類、電気製品、石油化学製品はほとんどなかったが、古くはなかった。周辺の山々や岩にとけ込む岩屋寺で

は、とても厳かで新鮮な気持ちになった。新宿の高層ビル街ではとても感じることができない気持ちに。 

普段の生活に欠かすことができなくなっている電化製品、新素材の製品、新建材の住宅など、“物質エネルギー

文明”、“大量生産・大量消費文明”から生産されたものは、すぐに古くなってしまう。携帯電話、パソコン、自動車
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がいい例だ。しかし、人類が古来からじっくりと時間をかけて築きあげてきた文化・文明は、古くなく、むしろ新しいと

考えるようになった。 

② “科学（物質エネルギー文明）”は、ケツをふくことさえできない。 

（↑他に、適切な表現がうかばなく下品になり、すみません。） 

水俣で水俣湾埋立地（水銀ヘドロを14年の歳月と485億円という巨費をかけて、浚渫・埋立した場所。愛媛大学

城北キャンパスの約４倍。）を実際に見て、とても衝撃を受けた。その汚染量の広大さにも驚いたが、それ以上に

「科学は、自分のケツをふくこともできない。最後は、最も非科学的な、“物理的な封じ込め”と、“時間が経つことに

よる解決”に頼らざるを得ない」と、科学の無責任さ、非力さをとても強く感じた。 

原子力発電も、放射性廃棄物をガラス固化で“封じ込め”、数千年という半減期を“待つ”しかない。自動車など

から排出される CO2 も、地中への“固定”や、最終的には地球の自浄作用（“時間”による解決）など、非科学的な

処理に頼らざるを得ない。その他、家電製品、粗大ゴミ、産業廃棄物などを海面や山中に埋め立て処分することや、

化学物質で汚染された家庭や工場からの廃水を、最後は、希釈や河川の自浄作用に頼ることも。 

上記の①と②は、実際に体験し、実際に目にしないと、心に響かないと思う。体験することの大切さも感じた。 

③ 幅広く学ぶことができた。 

講義では、教育工学、社会学、水環境工学など、ほんの入口部分だと思うが、未知の世界を知ることができた。

環境問題は、広範囲にわたる問題であるが、この環境 ESD は、その広い分野にふれることができて、得るものが多

かった。その分野を知らなかったり、導入を間違った方向から始めたりすると、おかしな勉強になってしまう。この環

境 ESD は、その導入部分を正しく学べるため、とてもよかった。 

７．授業をより良くするためのアドバイス  
修先生、杉森先生他、真剣かつ情熱あふれる先生方、そして、魅力たっぷり個性あふれる 17 名のみんな、あり

がとうございました。そして芽里さん、“200％充実の、すてきな水俣フィールドツアー”ありがとうございました。 

（直接は恥ずかしいので、この場をお借りして…。実は、義家弘介氏のような熱いハートをもった人が好きな、谷口琢也。） 

 
農学部生物資源学科２年    中島  隆一 
 
１．受講の動機  

昨今、環境問題という言葉を日常の中でも数多く耳にするようになり、とりわけてこれらが深刻な問題となってい

ることは少なからず感じていました。大学においても環境問題を取り上げる講義が数多く開講されていたのも事実

です。しかしながら、本講座とは一線を引き、その多くが座学による、知識の習得でしかないように感じていました。 

そんな中、フィールドワーク、実践を重視する本講座の魅力は計り知れないものがありました。指導者の養成を

目的とした環境教育の内容に興味を抱くとともに、受講を希望したように思います。 

２．当初の自分の目標  
環境問題に関して、最新の知見を得ることはもちろんでしたが、本講座の特徴でもあるフィールドワークを通じて、

地域で起こっている身近な環境の変化を自分の肌で実感したいと感じていました。当初は、世界的に叫ばれてい

た環境問題が、自分たちの生活とどのような場面で結びついているのかすら、実感に至っておらず、他人事の問

題でしかなかったのかもしれないと感じています。その点も見直したいと考えていました。 

３．講義に期待していたこと  
海・里・山、瀬戸内の自然環境を学ぶだけではなく、経済・産業との関わり、社会的な側面や文化・歴史との関わ

りといった、環境問題を取り巻く現状を自らの目と足で現場から学び、現諸問題を打開するための極めて実践的な

知識・技術が得られるのではないかと感じていました。 

４．自分の目標をどれだけ達成できたか  
自然の変化、身近な地域問題は、農林水産業の衰退・我々の文化的な生活の変化と大きく関わっており、漠然

としてしか捉えることができなかった個々の諸問題が密接に関わり合っていたことを強く実感することができるように

なりました。そこから問題解決を考えてみれば、さまざまな視点やアプローチがあったことを学び、私の行動そのも

のが環境問題、世界の問題と結びついていることを知り得ることができました。 
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５．期待したことをどれだけ得ることができたか／得られなかったところはどのようなことか  
 自分が期待していたことを大きく上回る、知識・技術だけではない数多くのものを得ることができました。環境ＥＳ

Ｄの視点から社会を見ることも多少なりできるようになったのではないかと感じています。 

 諸問題の解決にはまず自分が変わることが必要でしたが、もう一歩踏み出し、指導者としての力をもう少し磨くこ

とができればなと思いました。 

６．自分の目標や期待以外に授業を通じて得たこと  
指導者としての大学の先生方をはじめ、実際に最先端で活躍をされている実践者の方から数多くのお話や、レ

クチャーを受けたことで、ひとつの問題を見ても多様な知見と多様な活動の道があるということを学ぶことができまし

た。何より、数々の分野で取り組んでいる実践者の方はみなさん活き活きとしており、指導者として、知識や技術だ

けではない、人間性や強い信念、地域・世界を変えようとする思いを受け止め、非常に大切なことを教わったように

感じます。成果のアウトプットがすぐに迫られる本講座は、人前で発表をするなど苦手な分野の克服にも貢献しまし

た。 

７．授業意をよりよくするためのアドバイス・方策  
大学の E ラーニングシステムの活用が不十分ではなかったか。講義の視聴だけではなく、課題の提出など多目

的な活用ができたのではないかと感じます。 

また、フィールドワークは日帰りの活動よりも、じっくりと泊まり込んでの活動の方がより効果的な学びができたよう

に感じました。 

 

農学部生物資源学科２年    原田  桃子 
 
１．受講の動機  

パンフレットを見て「持続可能な社会づくり」「瀬戸内の山～里～人がつながる環境教育」「環境 ESD」という言葉、

キーワードに興味を持ちました。そしてガイダンスを受け、ただ単純に授業を受けてみたい、なんだか面白そうだと

思い受講することにしました。また、山や農場に行くと聞いたので、講義だけではないところにもひかれました。 

２．当初の自分の目標  
 今、世界中で何が起こっているのかを知り、自分たちにできることを見つけること 

 興味や関心のあることに、積極的・活動的になること 

 時間割外の授業なので、怠けず、モチベーションを高く持ち、授業に臨むこと。 

３．講義に期待していたこと  
 オムニバス形式の講義で、さまざまな分野の知識を身につけることで、自分の知識や興味の幅を広げられること 

 ワークショップ・フィールドワークなど新しい手法を学べること 

 このプログラムでしか味わえない体験 

 同世代や大人たちの環境問題に対する意見が聞けること 

４．目標をどれだけ達成できたか  
ほぼ達成できたと思います。世界がどうなっているのかについて、大まか知ることができ、自分たちにできることも

見えてきました。しかし、まだはっきりと見えていないところもあるので、講義が終わったあとも、考えていきたいです。

また、グループワークを続けていくうちに、積極的に意見を言えるようになってきました。 

５．期待したことをどれだけ得ることができたか／得られなかったところはどのようなことか  
 フィールドワークで地元の人の声やさまざまな分野の方たちの講義を聞いたことで、学部の授業では学ぶことの

ない知識を得られ、自分の興味の幅を広げることができた。 

 ワークショップの方法を知ることができた 

 興味のあることに対して、積極的に活動できる力を得ることができた 

６．自分の目標や期待していたこと以外に授業を通して得たもの  
今を見つめるのも大事なことですが、未来のこと、次世代のことも考えなければいけません。地球上の問題という

と、ごく一部の人（権力者など）が解決するものだというイメージがありましたが、実際は私たち一人一人の問題であ
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って、その問題を解決するのも、私たちなのだと感じることができました。 

 

農学部生物資源学科２年    平尾  夏郁子 
 
１．受講の動機  

１回生前期に履修した時は、環境ESDの授業内容も知らず、ただ友達が履修しているからという理由で受講しま

した。後期も受講しようとした動機は、前期の最後の授業でレポート課題が出たとき初めて環境 ESD の意味を知っ

たからです。そのとき初めて、環境 ESD についてゼロから学んでいきたいと強く思いました。 

２．当初の自分の目標  
後期の当初はただただ、今の自然や環境の移り変わりの現状をこの目に焼き付けたい一心でした。 

３．講義に期待していたこと  
何も知らなかったから、何もなかったです。強いて言えば、この授業を通して自分を成長させたいと思っていまし

た。何かしら成長できるチャンスが、この授業にはあると思っていました。 

４．自分の目標をどれだけ達成できたか  
自然環境の現状を目に焼き付けるだけでは理解したことにならないことを知りました。同時に学んだことをどう生

かすか、そのために自然環境の現状を友達や家族などに伝えました。伝えることで、理解しているという自覚、分か

ってもらおうと思う強い意志を持つことができました。 

５．期待したことをどれだけ得ることができたか／得られなかったところはどのようなことか  
おそらく期待以上だったと思います。こんなにも多くの場所に行き、こんなにも多くの分野の講義を聞き、こんな

にも自分の自然環境への考え、見方が変わるとは、そしてこんなにも多くの出会いがあるとは全く思いもしませんで

した。しかしそれでも、最後までESDの本当の意味を理解できたのか分かりません。それが、今後の環境ESDの課

題だと思います。 

６．自分の目標や期待したいこと以外に受講を通して得たこと  
自然の中で実習をすることの難しさ、時間通りに進まないこと、危険事項など、普段では思いもよらなかったこと

を肌で感じ、指導者という立場の大変さと楽しさを知りました。当初はグループワークや発言が苦手でしたが、徐々

にみんなとも打ち解け発言できるようになりました。何しろ、普段の生活においてのものの見方が変わり、自分でも

驚いたほどです。 

７．授業をより良くするためのアドバイスなどの方策  
実習の詳細やレポート課題などは早めに知らせた方が、受講生にとってはうれしいです。 

 

農学部生物資源学科２年    三井  梨紗子 
 
1．受講の動機  

以前から環境問題には関心があった。なおかつその解決のためには、科学技術よりもむしろ人間一人一人が意

識を変え、行動していくことが必要であると考えていた。環境教育指導者という、社会に働きかけることのできる存

在に魅力を感じたし、何か行動を起こすきっかけになるのではないかと思った。 

2．当初の自分の目標  
 コミュニケーション能力の向上 

 根拠となる知識を得たうえで、環境問題に関して自分の意見を持つ。 

3．講義に期待していたこと  
 山、里、海、それぞれのフィールドワーク 

 ただの講義形式だけではないグループワーク等も組み込まれた授業 

４．自分の目標をどれだけ達成できたか  
 まだ人並・それ以下かも知れないが、以前に比べれば自分の意見を述べることができるようになったと思う。 

 地球規模のものから身近な地域のものまで、環境問題に関する様々な事例を知ることができた。 
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それぞれに対して大体は何らかの意見を持つことができたが、曖昧になった時もあった。 

５．期待したことをどれだけ得ることができたか／得られなかったところはどのようなことか  
 数多くのフィールドワークによって、身近な自然の偉大さや素晴らしさを再認識した。 

 グループでの作業や話し合いの時間が多く設けられていることで、自分の考えをまとめ、伝え、他人の意見も聞

く、ということが必然的に行われ、良い訓練となった。 

 環境教育“指導者”の面は不十分に思えた。人の上にたって何かを引っ張っていくようなことに自分はあまり向い

てないのではないかと思う。ただ、この講義を通して身に付いた知識や考え方は、指導者といった立場にならな

くとも十分に生かされる、意味のあるものだと思う。 

６．自分の目標や期待していたこと以外に授業を通して得たこと  
 他学部生や社会人の方も受講していたり、学外から講師の方が来たりと、さまざまな人と出会い、それまで知らな

かった世界を見ることができた。 

 企画の立て方や運営の仕方など、受講当初はあまり意識していなかったが、ためになった。 

７．授業をより良くするためのアドバイスなどの方策  
フィールドワークの際、早めに内容など周知しておいたほうが、目的を考えたり、目標を持ったりして臨めるので

はないかと思う。 

 
農学部生物資源学科２年    柳井  彰人 
 
１．受講の動機  

環境教育に興味があり、大学に入ったらそんな感じのことをやってみたいと思っていた。ESD での実習に非常に

興味を持った。座学だけではなくフィールドワークから体験的にいろんなことを学びたいと思った。単純に面白そう

だった。資格が認定されるということも受講するに至った大きな理由である。 

２．当初の自分の目標  
正直よくわからないまま受講した。環境指導者養成講座だったので、一通り授業を受け、指導する立場になりた

いと思った（考えが甘かったなぁ）。学習した結果としてさらに資格を取ること。資格があることは目標にもなって、一

応の形として現れるのでうれしいと思う。 

様々な方面からのものの見方、発言力、表現力、まとめたり発表したりする力などをグループワークから身につけ

たかった。 

３．講義に期待していたこと  
 演習林や様々なフィールドでの実習はほかの授業では出来ないので、様々なことを体験的に学びたかった。 

 様々な分野のエキスパートによる授業により、NPO の方の生の声が聞くことが出来たり、先生方の専門的な知識

を身に着けること。 

 多方面の知識をつけて、いろいろな角度から物事を見ること。 

４．自分の目標をどれだけ達成させたか  
環境指導者には当然まだまだ程遠いが、様々なことを知っていないと指導者にはなれないんだと感じた。様々

な実習を通して幅広い知識が少し身についていたり、それらをもとに発言できるようになったような気がする。 

資格の習得、単位の修得には苦労した(苦労している)。 

５．期待したことをどれだけ得ることができたか／得られなかったところはどのようなことか  
スキルとしてグループワークの手法や、発表までの準備などが身についたのではないかと思う。 

得られなかったことは環境指導者としての実践はまだ出来ていない。 

６．自分の目標や期待したこと以外で得たこと  
森林や他学部の先生に顔を知ってもらえた。これは今後意外と大きいのでは・・・。 

７．授業をよりよくするためのアドバイスなどの方策  
 実習などの連絡が遅く、困ったことがあった。 
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 指導者としての実践の場、例えば大川フェスティバルのようなものがあればよかった、というかすればよかったか

も。 
 

 
農学部生物資源学科２年    山下  梨花子 
 
１．受講の動機  

環境問題に興味があったので、指導者養成講座とはかいていたが、純粋に環境問題とは何か知りたくて入っ

た。 

２．当初の自分の目標  
環境問題とは何か？人類は何をしなければならないのか？これからの未来はどうなるのか？ということについて

考えたり、いろんな意見を聞いて、自分なりの答えを出す。 

３．講義に期待していたこと  
環境問題について理解する。いろんな大学の先生を知る。同じように環境に興味のある人たちはどのような考え

を持っていたのか知る。 

４．自分の目標をどれだけ達成できたか。  
目標はあまり達成できたとは言えない。環境 ESD の定義もいまいち理解できていない。しかし、簡単に答えの出

る問題ではないと思うので、自分たちの子孫に何を残すかということについてこれからも考えていきたい。 

５．期待したことをどれだけ得ることができたか／得られなかったところはどのようなことか  
上の３についてはほぼ満たしてくれたと思う。環境問題についても、安易な考えから、クリティカルシンキングをす

べきであると教えていただいた。が、クリティカルシンキングは難しくてまだ良くできない。 

６．自分の目標や期待していたこと以外に授業を通して得たこと  
グローカルという言葉のように、think globally, act locally. というかんじで、漠然とグローバルなテーマばかりを考

えているだけではなくて、近くの地域で行動を起こさなければならないのだなと思った。まだ、実際に何か活動を起

こしてはいないけれど、ESD での授業や、インターンシップなどで土台が広がったように思う。 

想像以上にきつかった毎週のフィールドワークのおかげで、妙に仲良くなった受講生の仲間ができた。 

７．授業をよりよくするためのアドバイスなどの方策  
インターンシップを受講する時期をもう少し早くしても良いのではないかと思う。インターンシップで実際の現場で

のフィールドワークを知ることで、ＥＳＤで受ける授業意味をもっと主体性を持って受講できるのではないかと思った。

私ももう一度授業を受けたいなと思った。 

 

農学部生物資源学科２年    渡邉  瑞穂 
 
1．受講の動機  

環境という言葉は前々から興味を持っていた。専門的なことを座学で学び、フィールドワークを通して体で学べる

という実践的な内容が授業に盛り込まれているのを知り、受講を決意した。 

1 回生の前期の授業は、座学しかなく専門的なことも少なかったため、あまり刺激的ではなかった。 

2．当初の自分の目標  
実践的な内容を通して、自分を高めることを目標としていた。知識面のみならず精神面などからも、自分にとって

プラスだと感じる事柄をできるだけ多く吸収したいと思った。 

3．講義に期待していたこと  
専門的な内容を学び、知識面からだけでなく他方面からも様々なことを体験したいと思っていた。 

４．自分の目標をどれだけ達成できたか  
おおむね達成できた。 
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５．期待したことをどれだけ得ることができたか／得られなかったところはどのようなことか  
得たい情報や貴重な機会を得るためには、大時なのは自分から動き出して求めることであった。  

さらに多岐にわたって「環境」について学びたかった。フィールドワークに関しても、たとえば重信川なら下流地

域も調査する必要もあったと思った。 

６．自分の目標や期待したいたこと以外に授業を通して得たこと  
インプット→アウトプットのアクションを自発的に行う重要性を学んだ。ESD で学べたことは日常生活に直結する

内容でもあり、「知識や姿勢は今、この瞬間から活かせられる！」と気づいた。 

そして 1年間座学やフィールドで一緒に学んだ皆さんに、協力する難しさと素晴らしさを教えていただいた。楽し

いことも辛いことも、一緒に乗り越えながら共に成長することができ、本当に良い経験ができた。 

７．授業をより良くするためのアドバイスなどの方策  
フィールドワークのタイムテーブルを、しっかり学生にも伝えてほしかった。時間の変動が起こるのも仕方ないこと

だとわかっているが、なるべく時間についてしっかり決めてほしかった。 

 

スーパーサイエンス特別コース２年    武藤  衛 
 
１．受講の動機  

小さい頃から山や川で遊ぶのがとても好きで、自然科学にとても興味を持っていました。大学では自然科学、特

に化学の分野について深く勉強しようと思っていました。また、専門的な勉強の他にも、自然科学の分野にとどまら

ず、多分野についても勉強することで様々な視点を学び、自分の知識の幅を広げていきたいと思っていました。 

しかし、入学初年度の共通科目はあまり専門性も高くなく、しかも他分野とのつながりも深くありませんでした。今、

世界的に問題になっている環境問題は、もはや１つの分野で解決できるようなものではなく、自然や経済といった

様々な分野を学び、またその分野間でのつながりを理解しなくてはならないと思っていました。 

そんな時、このESDでは瀬戸内の山・里・海・人とのつながりを学ぶことができ、また環境問題解決に必要な知識

やスキルを身につけられるものだと知り、今まさに自分の学びたいものだと思い、受講しました。 

２．当初の自分の目標  
 広い視野で、あらゆる視点からのアプローチ 

 他分野の勉強とそれらのつながりの理解 

 プレゼン能力、コミュニケーション能力といったスキルのアップ 

 積極的な活動参加 

３．講義に期待していたこと  
普段、共通科目や学部で受けられる授業とは違い、講義とフィールドワークを連動させた授業や他ではなかなか

得られないような興味深いトピックの授業やワークショップが多く受けられることや、他の学部の学生や社会人の人

と出会い、ともに学びあえることができる点。 

４．自分の目標をどれだけ達成できたか  
自然・経済・社会文化の３つの視点で環境問題について学び、これまでとは違う視点で環境問題を見ることがで

き、もっと様々な分野や視点から環境問題を含め多くの事柄を考えていくことの大切さを学ぶことができました。 

また、フィールドワークや意見共有の時に積極的に参加・発言する機会をつかむことができたと思います。 

５．期待したことをどれだけ得ることができたか／得られなかったところはどのようなことか  
山・里・海・人のつながりというものを学べたことで、自分の中で新たな視点や物事の考え方を得ることができたし、

また ESD の同期生だけでなく、１期生の人とも出会うことができ、多くの仲間と語り合うことができたと思います。 

ただ、フィールドワークで地域の人との交流が一度きりしかなく、少しもったいない気がします。もっとその地域の

四季や風土とふれあうことで、さらに指導者としての活動の場を作れると思いました。 

６．自分の目標や期待したこと以外に授業を通して得たこと  
授業を通して得ることができたのは「つながり」です。様々な人とつながることで、自分に新たな視点や考え方を

見出すことができ、さらに自分のスキルアップにもつながったと思います。 
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また、他分野とのつながりによって、初めて知った事柄やこれまで自分が思い描いていたものとは違う世界観を

感じることができ、新たな自分を見つけることができたと思います。 

７．授業をより良くするためのアドバイス  
 授業の時間や内容が直前まで把握できず、授業延長などが多々あった。 

 履修期間が最低でも１年間はあるので、日本の持つ四季を利用したカリキュラムやフィールドワークがあっても良

かったのではないか。 

 

社会人受講生    相原  俊雄 
 
１．受講の動機  

人間の目的は“【自立・共生・調和・貢献】のよさ・美しさに生きる”ことにある。そのためには、磐石な生活基盤とし

て“地域生態系生活共同体”をユニットとする暮らしの環境つくる。それが、地球温暖化防止及び持続可能な地域

社会・国家及び世界の実現につながる。つまり、東温市河之内規模単位の中山間地域で“自然と人と暮らしの【自

立・共生・調和・貢献】の暮らしがしていける環境（生き方）をつくることが地球の安心につながる。 

お天子の小農園で 20 年間、自然の営みに合わせた『農』の暮らしをする中で考え抜いて立てた相原理論？で

す。その実践に苦しんでいたときに、愛媛大学環境 ESD の講座を知りました。受講して自分の考えの裏付けやヒン

トを得、また資格を持って実践を勧めていきたいと考えたのが動機です。 

２．当初の自分の目標  
全授業に出席し、多くの先生方の講義を受けること、最近の学生の考えや行動に接することなどで、自分の考え

や実践を見直す。また、新しいヒントを得る。 

３．講義に期待していたこと  
２．の条件を満たす講義であって欲しい。 

４．自分の目標をどれだけ達成できたか  
“地域生態系生活共同体”の構成要素の条件つくりに関係深い密度の濃い講座を受講できました。 

岩屋寺～浄瑠璃寺ウォーク、シーカヤックは、体調・体力を考え見合わせました。救急法は勘違いもあって欠席

してしまいました。命に関わる体験も多く持っている自分には、いずれも内容的には一応体験済みですが、楽しい

魅力のあるものばかりで、全部実習できなかったことが残念でした。 

５．期待したことをどれだけ得ることができたか／得られなかったところはどのようなことか  
年齢的な衰えで仕方が無い事が多くありましたが、先生方の配慮・包容力、学生さんたちの寛大な対応や思い

やりで、自分のペースで受講させていただき、多くのヒントを得ることができました。 

なによりも、つながりを意識した活動に希望と機会を得たことは最高の習得です。グループワークでの模擬的な

活動は、現実と仮想がこんがらがって戸惑いました。難聴のため学生さんの言葉が良く聞き取れず、頓珍漢なこと

ばかりしている自分に気がつき、大変失礼し、迷惑をかけたことを申し訳なく思っています。 

記憶力・思考力や反応力の衰えには参りました。講義に関することはもちろんですが、先生方や学生さんの顔や

名前をきちっと覚えられないで困りました。今日では必須の携帯やメールに馴染めにくく、先生はじめ皆さんにうま

く対応ができないことでもご迷惑をお掛けし、申し訳なく思っています。 

６．自分の目標や期待したこと以外に授業を通して得たこと  
蒙古襲来、たった 3 杯の黒船、太平洋戦争などの国難などとは全く違う、地球と人間の危機を、体験と身の回り

の自然や人々の変化から感じます。特に高度成長などと有頂天になって歩んできた一人の人間として、その責任

の大きさを思う毎日です。平凡な人間が、この歳で、又一人や二人で何ができるか、何になるか、といわれることは

百も承知です。しかし、『かくすればかくするものと知りながら、やむにやまれぬ大和魂』の心境です。もちろん吉田

松陰の足元にも及ばないですが、場を共にした私の孫と同じ年頃の学生さんたちの未来のことを考えると、年寄り

の冷や水などと思慮分別していられないのです。 

“【夢の森】つくり”と、そこを拠点にした諸活動の中で、最重点に位置づけている、『地域生態系生活共同体づく

り』を少しでも前に進めたいと、か細い私の ESD とのつながりを活かしてみようと、インターンシップ募集に踏み切り

ました。全く期待していなかったのですが、お二人の学生さんが来てくれました。お二人は実際にインターンシップ
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に入って、拍子抜けし、困惑したのではないかと思いますが、お二人の地域での行動の姿は、過疎に苦しむ地域

の人々に、一つの光明になって輝いたと思います。 

“夢の森つくり”やそれに関連した活動は比較的容易ですが、過疎の中山間地域の振興は、いろんな難問や障

害があって、生易しいものではありません。が、共にESDで学んだ仲間のよしみで、人類史上最大の難問に挑んで

くれる心意気に勇気づけられています。先生や学生さんに大感謝です。有難うございました。 

７．授業をより良くするためのアドバイス  
 多様多彩な技能を学ぶことは経験や事後進路の選択の参考になる大事なことと思いますが、内容によっては、

一つのことを徹底して体験もしくは習得する場があるといいと思います。 

 討議・話し合いについての講座がありましたが、指摘されたようなことをしっかり身につけられるように、講座や演

習の中でじっくり時間を掛けた話し合いの時間が欲しいと思いました。 

遠慮かどうか分かりませんが、質問が少ないと思います。 

 いろいろな実体や経験から学ぶことはとても大事なことと思います。 
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