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教養教育 現代教育について考える 「D 環境と教育」 
 

自然環境と教育（第 1回～第 5回） 

中山 玄三（教育学部・教授） 

 
 
授業の目的 

 
現代教育に対する興味・関心を高め，我が国における学校や教育の行く末について展望をもつことがで

きる。 
 

授業の概要 

 
３人の教員が「環境」をテーマ・視点に，現代の教育のあり方についてアプローチする授業である。「環

境」の捉え方は三者三様。受講者が高校までに経験した教育の現実を振り返り，我が国におけるよりよい

教育のあり方を展望する視点を培ってもらいたい。 
 

 第１回から第５回は、自然環境と教育をサブテーマとして、人と自然の共生を実現するための教育の

あり方を追究する。 
 

到達目標 

 

 第１回から第５回の目標：人と自然の共生を実現するための教育 (ESD) について、理論と具体的な

事例を通して考え、理解を深めることができる。 
 
授業内容 

 

１ 自然環境と教育（１）： 環境とは 
人間と環境とのかかわり合いを基盤にした人間の認識活動（感覚・思考・行動）という観点から、教育

や学校での教科区分（理科や社会など）について学び、理解を深める。 
 
２ 自然環境と教育（２）： 人と自然の関係とは 
人間は自然環境と様々なかかわり方をしている。その多様なかかわり方を大別して類型化を試みること

で、人と自然の関係について理解を深める。 
 
３ 自然環境と教育（３）： 人と自然が共生する関係とは 
人と自然の関係のうち、「共存」・「共生」（狭義では相利、win-winの関係）とはどのような関係なのか

についてグループで考え、理解の共有化を図る。 
 
４ 自然環境と教育（４）： わが国における里山の事例 
 わが国における里山の事例について、映像を通して学ぶことで、人と自然が共生する具体的な姿をイメ

ージできるようになる。 
 
５ 自然環境と教育（５）： 持続可能な発展のための教育 (ESD) 
 人と自然の共生を実現するための教育という立場から、持続可能な発展のための教育 (ESD: Education 
for Sustainable Development) について捉え、生涯学習や小・中学校での教科横断的な環境教育のあり方

について理解を深める。 
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１ 自然環境と教育（１）： 環境とは 

目標： 人間と環境とのかかわり合いを基盤にした人間の認識活動（感覚・思考・行動）という観点から、

教育や学校での教科区分（理科や社会など）について学び、理解を深める。 
 

１－１ 「環境」とは、どのように概念規定できるか？ 

   

 主体をとりまいて存在するもので、主体と相互作用する・かかわり合うもの。 

 

 人間を主体として、人間が生活し生きていくために必要なもので、自然、社会、文化に便宜的に区分

される人間環境として捉える立場が主流。 

 

 主体と環境の関係は相対的なもの、片方が決まれば、もう一方も決まるという相対性の認識が希薄。 

 

 主体と環境とのかかわり合い方の一つの関係が「共生」。 

 
１－２ 人間と環境のかかわり合いから見てみると、教育・学習とは？ 教科の区分とは？ 

 
 

                        感覚（感じ） 

          

 

対象： 環境＝自然・社会・文化                  人間の認識活動 

                             

                               

 行動（行動する） 

 

 

 見方・考え方・扱い方の学習と教育 

環境の中での直接経験を通した「感覚⇒思考⇒行動」という認識活動の基盤に対応付け，一般化すると，

「見方」とは，五感を通して，対象となるひと・もの・ことに関する具体的で現実的な事実を感覚的・感

情的に見る視点，「考え方」とは，対象に関する具体的・現実的・感覚的・感情的に捉えたいくつかの事実

の中から，事実と事実の間を関係づけて抽象的・概念的に考える観点，「扱い方」とは，具体的な行動によ

って，対象に対して働きかけたり，対象を扱ったり，対象と関わり合ったりする方法・行動の仕方として，

捉えることができる。 

人は、自ら、環境との相互作用を通して、見方・考え方・扱い方を学ぶ。教育とは、このような学びを

支えるための学習環境をデザインすることといえる。 

 

 人間の認識活動を基底とした教科区分の考え方 

 蛯谷（1981）は、人間の認識活動を基底としてとらえ、その分析をもとに次のような教科区分を提案する。認識活

動を、まず、感覚・思考・行動に分け、次に、これらに対応させて、具象的感覚活動を基盤にする教科（「自然」

「人・社会」）、抽象的思考活動を基盤にする教科（「言語」「数量・図形・式」）、そして、表現的活動を基盤にする

教科（「造形」「音楽」）に分類できるという。 

 

文献： 蛯谷米司（１９８１）. 『教科教育学概論』 広島大学出版研究会, p.15. 
 
 人と自然のかかわり合いを対象とする学習では、とりわけ、理科・社会・道徳などの教科等を横断する総合

的な「探究」活動の必然性と必要性がある。 
  

思考 

（考え） 
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２ 自然環境と教育（２）： 人と自然の関係とは 

目標： 人間は自然環境と様々なかかわり方をしている。その多様なかかわり方を大別して類型化を試み

ることで、人と自然の関係について理解を深める。 
 

 ２－１ 人と自然の関係とは、ニワトリを例に挙げて考えてみると、どのようなかかわり合い方か？ 

 
 ”Man over Nature”： 人間は、生活し生きていくために必要な食べ物として、ニワトリを育て、命

を奪い、売買・調理し、食べている。「食べる−食べられる」の食物連鎖の上下・弱肉強食の関係にあ

り、人間は他の動物や植物を支配・管理している。 
 

 “Nature over Man”： ニワトリは、鳥インフルエンザに代表されるように、人間に脅威や不安、害

を与えたりする場合もある。また、人間は自然に従わざるを得ない場合もある。 
 
 “Man in Nature”： 上記２つの関係とは異なる、もう一つの関係をもっている。ニワトリの鳴き声

がすると、朝だと感じるなど、人間は、自然と調和しながら生きている。 
 
２－２ 人は自然をどのように価値づけるのか？ 

 
 「使用価値（instrumental values）」： 自然は人間が利用するからこそそこに価値がある。 
 
 「内在的価値（inherent values）」： 畏敬や驚嘆の対象として、自然には内在的になんらかの価値が

ある。例えば、「自然美」は、人間が利用できるか否かを離れても、美学的な観点から自然には価値

があるという考え方。なんらかの形で人間の精神的な部分が介在する価値が基礎となっている。 
 
 「本質的価値（intrinsic value）」： 自然には、人間が利用したり、人間がさまざまな精神的な活動

で受けとめたりできる以上のものとして、人間以外の生物も、あるいは無生物も含めてその間の平等

関係のなかでさまざまな関係性をもって存在し、その中に内包されるようなより本質的な価値がある。 
 
参考： 鬼頭秀一「自然保護思想の成立」『講座文明と環境第14巻 環境倫理と環境教育』朝倉書店 1996 
 
２－３ 人が自然を守るためには、どうすればよいか？ 

－鹿児島県永田浜でウミガメの産卵が減少した事例をもとに― 

 
 「資源の適正管理」： 人間中心主義的な環境思想 

  人間が自然を管理しながら「保全（conservation）する」。将来の消費に備えて天然資源を節約す

るのと同じく、最終的には人間のために自然環境を保全する。人間の手が加わった自然でもその保護

は大切であり、賢明な資源利用をめざす。 
 

 「完全保護」： 人間非中心主義的な環境思想 
人間は自然に手をつけずに「保護（protection）する」「保存（preservation）する」。生物の種や

原野を損傷なり破壊なりの危険から保護する。人間の利益は犠牲にしても、自然環境をそのままの形

で保存する。人間の手が加わらない「手つかずの自然（wilderness）」がもっとも望ましい。生物的

自然を軸とした生態系の保護を前提とし、大自然を手つかずのまま残すという完全放任主義。 
 
参考： 鬼頭秀一「自然保護思想の成立」『講座文明と環境第14巻 環境倫理と環境教育』朝倉書店 1996.    

  鳥越皓之「人間にとっての自然」『講座環境社会学第３巻 自然環境と環境文化』有斐閣 2001.  
  金田平「自然保護教育」『環境教育指導事典』国土社1996. 
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事例： 鹿児島県永田浜でウミガメの産卵が減少した。あなたなら、どうするか？ 

 

 
ラムサール登録 観光と保全 共存宿題 

永田浜 カメの産卵減少 
 
国際的に重要な湿地の保全を目指すラムサール条約に、20ケ所が新たに登録された。（中略） 
 
観光客の増加に頭を悩ませている登録地が永田浜（鹿児島県上屋久町）だ。世界自然遺産の屋久島に

ある延長約2キロの砂浜。5～8月にはウミガメが産卵に上陸することで知られる。 
 
NPO法人・屋久島うみがめ館（大牟田一美代表）によると、産卵の見学者は2000年には約3千人だ

ったが今夏は約1万人に。車の照明を嫌い、上陸しても産卵せずに引き返すウミガメが半数に及ぶなど

事態は深刻だ。大牟田代表は「人数や区域の規制をしないと将来ウミガメが上陸しなくなる心配もある」

と語る。 
 

資料： 朝日新聞記事. 2005.11.9. 
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３ 自然環境と教育（３）： 人と自然が共生する関係とは 

目標： 人と自然の関係のうち、「共存」・「共生」（狭義では相利、win-winの関係）とはどのような関係

なのかについてグループで考え、理解の共有化を図る。 
 
３－１ 「共生」とは、どのように概念規定できるのか？ 

 

 『科学技術大百科事典』（朝倉書店, 1999）による生態学での専門用語としての「共生（symbiosis = live 
together）」： ２個の生物間で、双方または一方が利益を得て生活し、個体維持する密接な関係。２

種類の生物は、両方ともに植物、一つが植物でもう一つが動物、両方ともに動物の場合がある。 
1) 相利共生（mutualism）： 両者に利益のある共生状態。両方の生物が片方なしでも生活できる

場合や、互いに相手の存在なしには生活できない、共同生活が必須な場合な場合がある。 
2) 片利共生（commensalism）： 一方が共同生活で利益を得、他方は利益も害も受けない。 
3) 寄生（parasitism）： 共生している一方は利益を得、他方は害を受ける。 
 

 『環境教育事典』（労働旬報社, 1992）によれば、生物の種間関係において、広く結果的には生存を可

能にする関係を、「共生」という場合がある。共に生存する（共存）するといった程度でも、いわば

害や益を超えて、自然に生存することを許容する場合、共生とみなすものである。この概念が、社会

的には、かなり用いられている。 
 

 鳥越皓之「環境共存へのアプローチ」『講座環境社会学第１巻 環境社会学の視点』（有斐, 2001）に

よれば、社会科学で用いられる「共生」は、”live friendly”と表現されることが多い。友好的な関係と

いう場合、両者の間に、状況に依存した価値観・倫理観が介在するため、不安定なものとなる。 
 
３－２ 人と自然が共生する関係とは、それぞれの立場から考えてみると、どのようなかかわり合い方か？ 

－沖縄県やんばる地方でヤンバルクイナが減少した事例をもとに― 

 
(1) 人間と自然の両方の側に立つ 

① 「利害」を分かち合う関係 
・互いにとって有益・恩恵（＋）がある 
・互いに利害（±）を分かち合う 

② 互いに「存在」して「中立・平等」の関係 
 

(2) 自然の側に立つ 
① 自然のサイクル・バランス（±の相補性）を保つ 
② 人間以外を中心とした人間以外の生物にとって互いに有益な関係 

 
(3) 人間の側に立つ 

① 人間が自然の中で「調和（Man in Nature）」する 
② 人間が自然に対する「尊重・思いやり・心配り・配慮・意識・心情」をもつ 
③ 人間が自然に必要以上に「負荷・力」をかけ過ぎない 

・他の生き物の順応を妨げないように、自然を変えること（適応）を抑える 
・自然への負荷を今よりも減らす 
・自然を必要以上に刺激しない 

④ 人間が「利害・欲」にとらわれない 
⑤ その他 

・人間が自然を「コントロール（Man over Nature）」する 
・人間の側の利益（片利・寄生）を優先する 
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事例： 沖縄県やんばる地方でヤンバルクイナが減少した。あなたなら、どうするか？ 

 

 

沖縄 野生の宝庫 

ピンチの希少生物 

  
やんばるにはヤンバルクイナなど貴重な野生生物がいます。 
 
しかし、開発が進むにつれて絶滅の恐れがあるといいます。ヤンバルクイナは1981年に発見され、

1985年ごろは約1,800羽いたのに、今は1千羽以下の可能性もあると、環境省の那覇自然環境事務所

野生生物課課長補佐の澤志泰正さんはいいます。 
 
減った大きな理由は肉食のマングースなど外来種の侵入と、他の地域から連れてこられた捨てネコが

野生化したノネコが増えたことです。 
 
約90年前、ハブ退治のために沖縄に持ち込まれたマングースはどんどん増えました。県や国はわな

やさくを作り、侵入を防いでいます。 
 
ネコ対策としては、村と獣医師が協力して飼いネコの不妊手術をしたり、飼いネコにマイクロチップ

を埋めてノネコと区別し、ノネコを捕まえやすくしたりしています。安田の子どもたちは、「ネコ捨て

ないで」と書いた看板を道路脇に立てました。（中略） 
 
交通事故の影響もあります。道路がよくなって交通量が増え、スピードを出すからだそうです。 
 

資料： 朝日新聞記事. 2005.10.10. 
 

 

わな・さくで侵入防止

捕獲　　　

飼いネコ　「捨てないで」の看板
マイクロチップの埋め込み・不妊手術

外来種の持ち込み　　

ハブ退治

野生化

観光資源

交通事故

希少生物

ヤンバルクイナ

マングース

ハブ

人間

ノネコ

捨てネコ

 

図 ヤンバルクイナと生き物と人間の関係 
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４ 自然環境と教育（４）： わが国における里山の事例 

目標： わが国における里山の事例について、映像を通して学ぶことで、人と自然が共生する具体的な姿

をイメージできるようになる。 
 
４－１ 人と生き物が共に暮らすところでは、どのように共存しているのか？ 

 
写真家の今森光彦が、日本の里山（2010年動画４：兵庫県豊岡市）を訪ね、そこでの農業の取り組みか

ら、人と自然の共存のあり方を考える。 
① コウノトリが減少した。その問題に、農家の人々はどのように対処したか。その結果、どうなった

か。 

 

 

 

 

 

 

② 田んぼに多くの生き物が戻ってきた。そのために、農家の人々はどのような工夫をしたか。 

 

 

 

 

 

 

 
４－２ 陸と海の暮らしがつながるところでは、今後、どのようにすれば持続可能になるのか？ 

 
環境歴史学者のアン・マクドナルドが、日本の漁村（2012年動画１：石川県舳倉島）を訪ね、そこでの

漁業の取り組みから、自然との持続可能なかかわり方を考える。 
① 海女さんは、なぜ伝統的な素潜り漁を守り続けているのか。 

 

 

 

 

 

 

② 温暖化の影響で、海にどのような変化が起きたか。その問題に、漁師の人々はどのように対処した

か。 

 

 

 

 

 

 

 
資料映像： NHKエコチャンネル『里山のチカラ―21世紀の人と自然のライフスタイル』 

http://www.nhk.or.jp/eco-channel/jp/satoyama/interview/imamori01.html  (10:04) 
http://www.nhk.or.jp/eco-channel/jp/satoyama/interview/anne01.html  (15:37) 

http://www.nhk.or.jp/eco-channel/jp/satoyama/interview/imamori01.html
http://www.nhk.or.jp/eco-channel/jp/satoyama/interview/anne01.html%20%20(15:37
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５ 自然環境と教育（５）： 持続可能な発展のための教育 (ESD) 

目標： 人と自然の共生を実現するための教育という立場から、持続可能な発展のための教育 (ESD: 
Education for Sustainable Development) について捉え、生涯学習や小・中学校での教科横断的な環境教

育のあり方について理解を深める。 
 

５－１ 「人類の成長の限界」とは、グラフから読み取ると、どのようなことか？ 

 

 
 
文献： Meadows, D.H. , Meadows, D.L. & Randers 著・枝廣淳子訳『成長の限界 人類の選択』 

ダイヤモンド社, 2005, p.214. 
 
５－２ 人と自然が共生し、人と自然が共に持続可能であるためには、人が生涯自ら学び続けて、 

人が、環境の中で感じ、環境について考え、環境のために行動することが大切なのでは？ 

 
文献： 阿部治「生涯学習としての環境教育」阿部治編『環境教育シリーズ１ 子どもと環境教育』 

東海大学出版会 pp. 2-16.1993. 
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事例： 小・中学校における自然環境学習の目標 

 

低学年 中学年 高学年

生き物がすみやすい
環境を考える

環境と生き物の関わ
りに気づく

自然環境の変化と生
物の関わりについて
科学的な見方・考え
方をもつ

自然と人間の日常生
活との関わりについ
て理解を深める

自然にあるものや身
近な環境を進んで大
切にしようとする

自然環境や生き物を
大切にするために、
自分にできることを
実践しようとする

生命を尊重し、生物
がすむ自然環境を大
切にする活動を進ん
で行おうとする

生態系を守り、自然
環境保全のために一
人一人ができること
を自ら考え判断し行
動しようとする

感覚

思考

行動

小学校
中学校

身近な自然に親しみ
を感じる

身近な自然から感じ取る
身近な自然の事物・
現象に関心をもつ

 
 
文献： 中山玄三監修・編著（1997）. 緑川環境教育教材集 指導の手引き. 熊本県上益城郡甲佐町・

甲佐町教育委員会. 


