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本研究では,理念 としてはESDと して広が りをもって捉えられながら,現在までともすれば十
分に取 り上げられてこなかった特別ニーズ教育 と環境教育の関係性の問題にアプローチをする一
つの試みとして,2009年 12月 13日 ～22日 の ドイツの各環境センター・生活援助学校・園芸学校 ・

州教育文化省・BUNT支部等への訪問視察 (ミ ュンヘン・ライエンシェフ・リンデンホフ<バ イ
エルン州>,ベ ルリン, ブレーメン)と 収集 した資料を手がか りに, ドイツにおける知的障害児
の環境教育の現状 と課題について指摘 している。また,そ の一つの訪問地であるベルリンのノイ
コリン園芸学校の取 り組みについて紹介 している。

その結果, ドイツにおいて,法的には,連邦にも州にも特別なニーズのある生徒への環境教育
の規定がないこと,そ のため,学習遅滞児学校等の特別学校,イ ンクルーシブ教育の形態で,各
州の環境教育指針等を参照 し,各々が独 自に計画を立案 していることがわかった。また,知的障
害児を含め特別なニーズのある子 どもの環境教育を進める上で,各環境センター (ベルリンでは

園芸学校)が重要な役割を担っていた。この園芸学校は,ベ ルリンのほとんどの地区を網羅する

学校外の教育施設であるが,歴史が古 く, ワイマール期の改革教育学の影響を受けていた。生徒
の人格の全体的教育を志向した改革教育学の考え方が,「経験 と行為による授業」,「すべての感
覚による学習」,「頭 と′しヽと手による学習」,「専門教科を超えた授業構想Jと いった現代の環境教
育の課題に生かされていた。このような環境教育の捉え方は,知的障害児を含め特別なニーズの

ある子 どもにも有効で,各園芸学校は,特別学校あるいは通常の学校のインクルーシブ学級 と連
携 し取 り組みを行っていた。さらに,ベ ルリンのノイコリン園芸学校では,実際に環境教育の教
材について特別なニーズのある子 どもへの配慮がなされてお り,五感を使い自然を体験すること
によって,イ ンクルーシブ教育を見据えた取 り組みがなされていることを視察することができた。
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はじめに

〕Ю2年  ヨハネスブルクにおける「持続可能な開発に関する世界首脳会議」(ヨ ハネス

ず し`ク・サミット)に向け,日 本政府が日本のNGO(ヨ ハネスブルク・サミット提言フォー

ラム とともに,「持続可能な開発のための教育 (Education for Sust激 nable Development

:ESD の10年」を提案し,その合意を受け,2002年 12月 ,国連総会において,2005年～

2D14年 の10年関を「国連持続可能な開発のための教育の10年」とするよう決議された。

ここで 注視する必要があるのは,国際的な展開のもとで捉え直された新たな環境教育
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の視点である注1)。
すなわち,今はまさに,環境教育は世界規模で取 り組む課題であること

,

様々な関係性の中で捉えていくこと,行動を創 りあげていく必要性があること,環境教育

にとどまらず,人権教育やジェンダー教育,平和教育,国際理解教育,福祉教育等との重

なりや共同を志向すること等が環境教育で重視されているのである。

本研究では,こ のように,理念としてはESDと して広がりを持って捉えられながら,現

在までともすれば十分に取り上げられてこなかつた特別ニーズ教育と環境教育の関係性の

問題にアプローチをする一つの試みとして,環境教育の先進国に位置づけられているドイ

ッを取 り上げることにする。わが国では,ドイツの通常学校における環境教育に関しては

様々な先行研究が見られるが,特別ニーズ教育と関係づけ論 じたものについては筆者がレ

ビューした中では見当たらなかった。そのため,2009年 12月 の ドイツ諸州の環境センター

等、の訪間視察と収集した資料を手がかりに,ドイツにおける知的障害児等の環境教育の

概要と課題について指摘 し,その一つの訪問地であるベルリンのノイコリン園芸学校の取

り組みを紹介する。

I.ド イツの環境教育の特徴

環境先進国とされるドイツの環境教育の特徴は如何なるものか,知的障害児の環境教育

の現状と課題を探るための基本的視点を得るために,幾つかのポイントを指摘しておきたい。

第一の特徴は,学校教育のみならず,家庭,地方自治体,州 ,連邦,環境団体等により

社会全体で取 り組みがなされていることである。その環境団体には,ドイツ環境・自然保

護連盟 (BUNT)や ドイツ自然保護リンク (DNR), ドイツ自然保護連合 (NABU),ド

イツ自然の友,地球の友,ロ ビン・ウッド,ジ ャーマン・ウオッチ,グ リーンピース
,

WWFド イツ等があるが,筆者がブレーメン支部を訪問したBUNT(Bunt fur umwelt

und Naturschutz Deutschland)の会員数が約48万 人,NABU(Naturschtzbunt)の 会員

数が約42万人を数え,日 本で最も会員数 (団体会員を除く)の多い日本野′鳥の会の42791

人と比較しても,大きな差異があつた (いずれも2009年 の数値)。 環境団体の全会員数を

比較 しても, 日本の13万 に対 し,ド イツは660万 にのぼっている。このようなドイツの環

境団体は,環境教育にも力を入れ,放課後や長期休暇等の取 り組み,環境センターヘの補

助,学校への協力等を行っている。筆者が訪問したライヘルシェフ環境センターのCフ リ

ツケ教授は,2001年のピザシヨック以降,学校教育において学力重視の思潮が生まれ,全

日制の学校が増加することにより放課後の時間を活用した環境教育が行いにくくなってい

る実情を話されていた。そのため,学校教育の場において,環境センターと学校が共同す

る取 り組みが増えているということであった。この中には,イ ンクルーシブ教育としての

取 り組みも見られるが,後に詳述するように,未だ障害児教育 (「特別な教育的促進」と

いう)において分離システムが色濃 く残るドイツでは,促進学校 (学習遅滞児学校)等特

別学校に一般の環境教育プログラムをそのまま適用することができないことから,各特男U

学校に取 り組みが委ねられており,環境教育についての豊富な教材・プログラムを開発 し

活用 している点で,特別学校に対しても環境団体や地域の環境センターの呆たす役割は大

きい。

第二の特徴は, このような環境団体等を支えるために1996年 に制度化された「環境ボラ

ンテイア1年研修制度」の存在である。この制度は,連邦政府と州政府から公的資金が出

資され,各環境団体へ研修生が派遣されるというものである。 ドイツには,1950年 に連邦
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が定めた「自由意志社会研修推進法Jがあり,16歳 から26歳 までの社会福祉ボランテイア

の研修制度が存在していた。この研修制度に,兵役義務のある18歳の青年男子が兵役の代

替責務として参画可能となり, さらに2002年 には,兵役義務者の環境ボランテイア研修制

度への参画も可能となったのである。このような環境ボランテイア制度は,次世代の環境

ボランテイア・指導者を育成するとともに,青年期の環境教育の役割も担っている。

第三の特徴は,幼児期から学齢期,青年期へと生涯にわたる複層的な環境教育が展開さ

れていることである。幼稚園から,小学校,中学校,高等学校等への学校教育の流れとと

もに,保護者や地方自治体等によるKonTIKI(Kontakt Tier Kind),今 泉の著書 (2003)

でも紹介されている森の幼稚園 (Waldkindergarten),環境センター (Oekostation)等 の

環境教育施設が都市だけでなく地方にもあり,地域や学校と連携をとりながら,活発な活

動を行っている。また,近郊の自然公園も整備され,豊かな自然環境にも恵まれている。

学校教育では,環境の科目に特化せず,教科の枠を超えた授業が展開されている。このこ

とにより,エネルギーの問題を理科や社会等からも追及することになり,既述 したESDが

実現しやす くなる。学年や学校をあげてのプロジェクト授業も行われ,州 や連邦も支援す

る中で,ユニークな取 り組みが展開されている。その一つは, よく紹介されている「学校

ビオ トープ」のプロジェクトである。これは,限 られた敷地内で地域の野生生物が生息で

きるように,水辺や草地を創出したもので,日 本の環境教育にも影響を与えている。また
,

「フイフテイ 。フイフテイJの省エネプロジェクトは,エネルギーで浮いた50%の金額を

学校が自由に使えるというもので,児童・生徒の主体的活動,環境意識を育てる上で重要

な取 り組みである。さらに,「学校の環境監査プロジェクト」もよく知られており,教師

や児童・生徒が共に目標を設定し,学校の環境マネジメントを行い,連邦環境省が発行す

る「環境監査認定」を得るというものである。このような取 り組みを進めるためには,周

囲の環境教育施設の協力とともに教師の環境教育に対する意識が問われるが,佐藤・鶴岡

(2005)に よる日独の教師の意識調査では大きな差異が見られ, 日本に比ベ ドイツの教師

の方が環境教育の意識が高いという結果が示されていた。現在,日本では,現政権の方針

やCOP15を 期に,再び環境や環境教育への関心が高まりつつあるが,ド イツと比べ取 り

組みは限定的で場当たり的な印象がぬぐえない。教師の意識,関係機関との連携,基盤と

なる家庭や社会全体の取り組み姿勢においては,ド イツと日本では大きな差異が見られる。

第四は,各州による環境教育の差異である。 ドイツにおいても,1960年代に汚染や様々

な環境問題が生じ,環境保護運動が活発化 した。その取 り組みは,ア メリカ合衆国と同様

早 くから始まり,1971年 にはドイツ連邦政府が環境計画を決定し,環境教育の必要性を指

摘 していた。これは,1969年の社会民主党政権の成立によるものであり,450名 以上の専

門家の結集により策定されたものである。さらに,1974年 には,ド イツ連邦環境局 (UBA),

1986年 には,環境省 (BMU)が発足 している。また,1980年 には,各州で,学習指導計

画の中に,環境教育が組み込まれていった。この時点で,学校教育における環境教育の義

務化と学校教育の内容づ くりにおける各州の権限が規定され,多様な各州・地方自治体に

よる環境教育が展開されていくことになる。特に,筆者が訪問した自然環境の豊かなバイ

エルン州は,1970年 に欧州で最初に環境省を設置した州で,既に1978年 には「環境教育の

ミュンヘン勧告」をだしていたこともあり,環境教育の取り組みが進んでいる。

第五は,持続可能な開発のための教育 (ESD)に関わる特徴である。環境教育の国際的

な理解のみならず,ドイツでも,環境教育は,ESDへの教育として捉え直され,取 り組み

が進んでいる。 卜部 (2008)は ,ドイツのESDの議論に影響するものとして,①自然を維
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持し,共存するというキリスト教の伝統,②フランシス・ベーコン等の自然支配の学問と

それに対する批判として,人間と環境,学問と自然環境の関係を把握しようとする学問的

伝統,③水問題や経済発展と生態系バランスの問題と直面してきた工業・産業的伝統を挙

げ,3つの次元,①生態学的次元に影響を与えるキリスト教的環境倫理の議論,②経済学

的次元に影響を与える学問的伝統と工業的産業的伝統に基づく経済優先の議論,③社会文

化的次元としての,工業的・産業的伝統に基づく社会批判的議論を踏まえた,バランスに

配慮した学習の必要性が指摘されている。

このようなドイツにおける環境教育の一般的特徴をふまえながら,次に知的障害児の環

境教育の現状と課題を指摘していく。

Ⅱ. ドイツにおける知的障害児の環境教育の現状と課題

1.調査を進める上での諸課題

ドイッ連邦共和国は,16の連邦州 (ベルリンとハンブルクは都市州)で形成され,日 本

と比べ,各州の自治権は強い。そのため,各州の教育行政の展開に差異がある。ただ,連

邦全体の教育制度の大きな枠組みは, ドイツ連邦共和国基本法第7条 により国の監督下に

あり,教育に関する基本的制度はほぼ統一されている。教育の施策に関し,各州レベルの

必要事項は,年数回開催される各州文部大臣会議 (KMK)に よつて調整されている。

筆者は, ドイツ連邦共和国の連邦レベル・州レベルでの特別なニーズのある子どもの環

境教育についての法律・施策を知るために,事前にドイツ語の質問紙を作成し,特別なニー

ズのある子どもたちへの環境教育に関心のある実践家にメールで回答を求めたが,連邦・

州とも,特別なニーズのある子ども達への環境教育の法的規定はないというものだつた。

視察したミュンヘンのバイエルン州教育文化省でも同じ回答で,入手した環境教育指針の

中にも,特別なニーズのある子どもについての規定はなかった。ただ,2003年のコーロッ

パ障害者年は,大 きな意義があり,それを受けて,バイエルン州では,「障害のある人と

障害のない人の環境教育」(Umweltbildung mit Menschen mit Menschen mit tlnd olme

Behinderung)のプロジェクトが展開されていた。

この現状から見えてくるものは,一般教育では,環境教育の方針が示されていながら,「特

別な教育的促進」ではまとまったものがないという状況であるcその際,二つの視点から

のアプローチが有効となる。第一の視点は,イ ンクルーシブ教育に見られる環境教育の状

況である。 ドイ・ツは,従前から,大きくは一般教育のシステムと特殊教育システムに分け

られ,各々の施策がとられてきたが,1980～ 1990年代初頭の総合性学校運動によるインテ

グレーシヨン教育の推進や1994年 の各州文部大臣会議の「通常学校における障害児への支

援」についての勧告,EU統合の影響,2008年 ドイツ連邦参議院による「障害者の権利条約」

の批准等により,障害のある子どもと障害のない子どもが,共に学ぶインクルーシブ教育

が進みつつある。特に,シ ユレースヴイッヒ・ホルシュタイン州 (通常学校への統合率

32%)や ベルリン (34%),ブ レーメン (45%)で は,イ ンクルーシブ教育がさかんで,ユ ー

ダーザクセン州 (5%)や ザクセン・アーンハル ト州 (6%)等 と比べ,州 によって大きな

差異があるという結果が示されている (笹本,2009)。

ただ,笹本が,全国版新聞のツアイト紙やフランクフルター・ルントシャウ紙を取 り上

げているように,一般の意識との乖離は大きく,特別なニーズのある子どもを特別視する

状況も少なからず見られる。インクルーシブされた形で実lllがなされているケースも,学
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習遅滞児や知的障害を伴わない身体障害が多 く,知的障害児の場合も軽度の子どもたちに

限定されている。基本的に,こ の状況は環境教育においてもあてはまるといえよう。ただ
,

先進的な取 り組み例 も一部紹介されており,コ ペンハーダンの世界環境会議に出席しイン

クルーシブな環境教育にも関心をもつ研究者とのネットワークもできつつあることから,

今後,詳細な取 り組みの検討,障害を踏まえた上での教育内容・方法の検討を行うつもり

である。

第二の視点は,特別学校, とりわけ,学習遅滞児や軽度の知的障害児が就学 している促

進学校における環境教育の状況である。

筆者が見学したバイエルン州マルクトヴィッツ生活援助学校では,一部の理解可能な生

徒に,ゴミの集積を任せる等取 り組みが限定されていた。また,全体計画も,教育内容の

簡単な提示にとどまり,個々の児童生徒のニーズに即した授業や活動の組織化が示されて

いるわけではなかった。個々の教師の力量と裁量に任されているのが実情である。筆者は
,

環境教育に焦点化する以前から,様々な特別学校を訪問し,学校間の授業研究がなされて

いるか,授業の典型化に向けた取 り組みがなされているか尋ねると,「障害児は個々差異

があるため,個々の学校,子どもにより取 り組みが異なるJと いう回答が返ってきた。ま

た,個別指導では,他のPT等の専門家と連携 し様々な療法がなされていたが,集団の授

業の場合においては,個 々の発達とニーズをふまえた個と集団の活動化 (内容の具体化)

がなされていないケースが多かった。そのため,環境教育においても,専門的内容に関し

環境センターの援助を受けた取 り組みが数多 くみられる結果となっているといえよう。

今回の2009年 12月 の ドイツ視察では, このような二つの視点からのアプローチにおいて

重要な役割を担っている環境センターを中心に回り,情報収集,資料収集に努めた。逐次,

先進的な取 り組みやユニークな取 り組みを紹介していくつもりであるが,本稿では,ベル

リンの園芸学校の取 り組みにしぼり紹介することにする。

2.ベルリン園芸学校とは

ベルリンの園芸学校は,2007年の資料によると,ベルリン市域の12の 地区の内,10の 地

区に13(表 1～表3参照)の施設が存在し,学校外の教育施設として「緑の学習の場」のネッ

トワークがつくられている。その意味では,ベルリン全体の環境教育において重要な役割

を担っている。表1を 詳細に見ると,園芸学校の役割の大きさがわかる。学校の庭園設置

率 は,Lichtenberま Hohenschё nhausen地 区424%,Pallkow地 区475%,Reinickendorf地

区517%と 高い数値を示 しているが,20%台の地区もあり,地区により差異が見られる。

ただ,こ の学校内の庭園の総面積と園芸学校の総面積を比較すると,設置率の低い地区程 ,

園芸学校の総面積比が高 くなっている。各地区に学校庭園がない学校も,こ の園芸学校を

活用することにより,自然環境問題について学ぶことができる。また,表3を 見ると,様々

な自然について学習する教材が用意されており,ビオトープについては,すべての園芸学

校に存在 しているのがわかる。この園芸学校を生徒 (集団)が訪問して学習することがで

き,ま た,園芸学校の指導員が各学校に赴き,教員を指導している。各地区において,園
芸学校が, 自然環境教育のセンター的機能をもち,各学校と密接に連携しながら取 り組み

が展開されているのである。

129
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表 1 ベルリンの学校園の状況 (2006年

地区の学校 地区の生徒

数

庭園のある

学校

学校のFI園

設置率

庭園面積 園言
=項

てニニ■

1 中央 70 21

2

ich

aln―

llreuzberg

57 |

3 80 38 475 24879 l

4

lharlottenb

urg―

1肺ersdorf

26525 23 333 l

5 53 23399 21 2

6

Steglit2-

Zehlendorf

71 21 1

7

Tempellof―

SchOneberg

19 27.9 1

8 Neuk0111 70 16 l

9

Treptow ko

penick

53 20 377 l

‖
Marzahn―

leilersdorf

63 15 0

11

,lohtenberl

―‖ohensch0

nhausen

59 25 2

2
teinickendl

rf

60 31 51,7 21497 0

ユ
耐

い
ヽ

″
す 13

2005年 270
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表2:ベルリンの園芸学校の訪問者数 (2006年 )

地区 地区ナン

フヾ―
面積 害1合 (%) 生徒

期

幼 児 週 定期的訪問

(花壇の作
型とヽ

花壇の作業

の害1合

個人の訪問 総計

中央学校環

境センター
] 24120 11500

leinickendo

rf園 芸学校
12 0 0 0 0 0 0 0 0

Pankow園 芸

学校
3 12000 49 16 3216 4783

*中央北地区 25 27336 13067 40403

TempelhOf―

)chё nhausen

園芸学校

7 10 13775 5279 19054

Hohenschё

lhausen園 芸

学校

11

ichtenberg

園芸学校
11 12000 12640 1036 13676

Steiglitz―

Zehlendorf

園芸学校

6 10000 il

*南東地区 2179 47266

Neukё lln園

芸学校
8 14 14064 21675 35739

riedrichsh

r噺 園
2 10 50 16081

Treptow― Kё

penick園 芸

学校

9 10000 41 8 32 2578 3778

*南地区 42 32334 55598

Charlottenb
urg―

Wilmersdorf
園芸学校

4 12 6 8976 47

Spandatl

Haukenfelde

園芸学校

5 82 0 1 0 0 4000

Spandau An

Jer Kappe園

芸学校

5 4] 16 3712 64 2100 5812

*西 地区 1728 12688 44 16107 28795

総 pl 60 172062
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表 3 ベルリンの園芸学校の面積 と設備 (2006年 )

f同 芸学 螢

園芸 学校

学 校

園芸 学校 園芸 学校

園芸 学校

芸 学校

g国 芸学校
芸学校

(沐 1000

トル (サ

木 の教 育

高層 湿原

木 材 作業

ネット接

(遊牧 民

教育コー

植 物 分類

光起 電 力

太陽熱 電

(丘 陵花

岩石庭 園

ム (両生

類等 の飼

前萄 畑
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では,こ のような園芸学校は,どのような経緯で誕生し,今あるシステムが創 り上げら

れたのであろうか。

その歴史は,1747年の最初の学校園の設置に遡る。この年,Jヘ ッカーが,ベルリン王

室のレアルシューレにおいて,動物園の体閑地に最初の学校庭園を設けた (現在のLenne―

Dreieck)。 1875年 には,園芸指導者のグスタフ・メイヤーが,植物の観察教材を学校に提

供するために,フ ンボル トの森に中央植物園 (現在のBlochplatz)を 設立した。1909年 には
,

このフンボル トの森の植物園が,ベルリンの空き地の原野に移され,411の学校が,そ こ

から植物の観察教材の提供を受けている。1920年 ,積極的な改革教育学者で,社会民主党

の地方政治家であったアウグス ト・ヘインが,最初のベルリンにおける園芸学校を設立し

た。これが,ベルリン・ノイコリン園芸学校で,筆者が今回訪問した学校である。1921年

には,第二の学校 (ベルリン・ヴィルメルス ドルフ園芸学校)が,1922年 には, フリー ド

リッヒ・ハックにより,第三の学校 (ベルリン・シューネベルガー生徒園)が設立された。

戦後,1950年から,多 くの地区で,新たな園芸学校が設立されていき,1989年のベルリン

の壁崩壊後の再統合によつて,両方の分割されていた地区の学校園芸教師や園芸学校の指

導者達は,共同の取 り組みを進めていった。その結果,中央学校園と園芸学校とのネット

ワークが,「ベルリン園芸学校共同体」として組織され,ほ とんどのベルリン地区に園芸

学校が作られていったのである。

このような歴史的経緯をみると,生徒の人格の全体的な教育を志向した1920年代の ドイ

ツのワイマール期の改革教育学が,大きな影響を与えている。このような基盤が,近年の

「経験と行為による授業J,「すべての感覚による学習J,「頭と′亡ヽと手による学習J,専 門教

科を超えた授業構想につながり,既述 した環境教育の新 しい動きにも合致しているといえ

よう。

この園芸学校は,現在,環境教育の学習目標として,持続性への教育,環境の知識,行
為の能力,社会的能力,事物の知識,方法の知識,人間に関する知識を挙げ,動機づけと

して,すべての感覚による学習,自然教育の方法,人間― 自然の教育,すべての者にとっ

ての一つの園,生命への長敬,被造物への長敬が挙げられている。

また,園芸学校は,ベルリンの学校教育計画の基準に基づき,次のような課題を持つと

される。

Э生物や無生物の自然現象と関わる生徒の経験が取り入れられ,基本的な自然科学の構想

や過程についての理解を広げる。特に,生徒は, 自然のプロセスの時間軸の広が りを体

得する。また,選択された生物学の化学・物理学との関連を認識し,自然科学の方法を

活用する能力を身につけることができる。この知識と能力は, 自然に責任を持ち,環境

を意識する準備の基礎づけとなる。

2生徒にエコロジーについて関心を持たせ,その経験を通して,包括的な環境教育の基礎

として生物学的認識を伝える。

3自 然保護や環境保護,健康的な食物についての問題意識を培い,促進する。

E様々な植物種の栽培や保護に,積極的に責任をもってかかわる。

Ξ生物の調査や実験を実施する必要条件を創る

こ地区の学校の人的・技術的・財政的条件に即して,園芸学校における授業の生物教材を

準備するc

Ξ学校自体に学校園のある場合,専門的な相談にのり,可能な限り種子や植物を提供し支

援す る ]
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③授業手段を準備する。

以上のように,園芸学校は,すべての年齢段階の学校に対 し,専門教科や専門教科にま

たがる授業を提供するとともに,学校庭園の支援も行っている。その中でも,特に注目す

べきは,環境教育の領域における特別なニーズのある子どもたちのインクルーシブ教育に

も関心を持ち取 り組みがなされていることである。また,幼稚園や特別学校に対する授業

が提供されていることも資料に示されている。その意味では,園芸学校は,ベルリンの各

学校や障害のあるなしに関わらず全ての子どもたちの環境教育のセンター的機能を有 し,

各学校,各子どもに応 じた取 り組みを展開しているのである。

3.ベルリン 。ノイコリン園芸学校の取り組み

既述したように,こ の学校は,ワ イマール期に設立された最初の園芸学校である。筆者

は,2009年 12月 17日 に,訪問し聞き取 り調査を行うとともに,資料収集と見学を行った。

写真1は,観察・実験室の壁面に設置されている蟻の飼育管である。冬も活動するアルゼ

ンチン産の蟻と活動しない蟻の2種類があり,1年 を通して,観察できるようになっている。

写真2～ 4に示されるように,羊毛による編み物器材が整備されていた。生徒が,実際に

自然の素材を用い,製品をつ くりあげることにより,自然の循環過程が理解されていく。

近年, このような伝統工芸が ドイツ全土で見直され,教育界の関心も高いという。このよ

写真1:蟻の飼育管 写真2:作業室の様子

写真3:作業室の器材 写真4:作業室の器材
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'な fl婁
`こ

1ま 学習l~滞の生徒 知的障害のある生徒も取り組んでいるということであった。

次に紹介するのは,室外にあ

る自然教材である。写真5に 示

された虫ホテルは,筆者が訪問

したバイルン州ライエンシェフ

環境センターにも見 られたもの

で,表3に 示 されたように,ほ
とんどのベルリン園芸学校に設

置されているものである。様々

な木材等を積み上げ,穴 をあけ ,

その中に,蜜等虫の餌 を入れ
,

虫が集 まる仕組みになってい

る。雨除けの屋根を設け,ホテ

ルと銘打つことで,生徒の関札ヽ

しているcこ れは,学校倶1で準備することにより,生徒が作業をし虫ホテル

できるcこ のような取り組みは,学習遅滞や知的障害のある生徒も,取 り組
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■=:≡ できるようにするためであり,特にこの図に示された花壇は,タト枠を自由に変形で

きこよ).こ なってお i, 実際に車椅子の生徒が活動できるような工夫がなされている。こ

_1三芸事t,こ :ま 様 々な障害のある生徒 (集団)が訪間するため,バリアフリー環境が整
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写真5:虫 ホテル

写真6:ミ ツバチの小屋 写真7:バ リアフリー花壇
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写真8:ビオトークの園地            写真9:石の小lk‐

この写真8の広い園地が,近隣にある草地が栽培 されている場所である。

また,写真9は ,様々な石,小石等が組み合わされた小路のルー トである。これは,バ
イエルン州ライヘンシェフ環境センターにも見 られたもので,素足で歩けるようになって

いる。 ドイッでは,触覚による自然との

触れ合いを大切にしており, この石の小

路は,その典型的教材である。近年, ド

イツでも,素足で自然の物に触れる機会

が減り, このような教材が重要であると

いう。また, このような自然のものに触

れる取り組みは,知的障害のある生徒に

も有効であり,知的障害のある生徒への

環境教育のポイントの一つとなる。

写真10は ,石焼き窯で,室外で,手作

りのパンが焼けるようになっている。その

場合,育てた小麦を使いパンを練 り,写
真12で示された集いの場で焼いて食べる

という一連の取り組みがなされている。

写真9:石の小路

写真10:石焼 き窯

写真11:堆肥場 写真12:室タトの集いの場
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写真13::ヽ学生の訪間とクリスマスの飾りづくり  写真14:小 学生の訪間 (学習遅滞児を含む)

とクリスマスの飾りづくり

写真13 111ま  この園芸学校 を訪問した小学生の授業風景である。筆者の視察中に,2
1t3年交の生徒が訪れ授業が行われていた。これらの授業では,園芸学校が教材を提供 し

,

く′レつ指導 |よ 園芸学校の指導員が行い,教員は補佐にまわっていた。この写真14に示

さilた クラスには 学習遅滞児 も含まれてお り, インクルーシブな教育として取 り組みが

三百さブlて いたこ

おわりに

3]09年 12月 の ドイツ訪間により,ド イッにおける知的障害児の環境教育の現状 と課題を

モ撞十る基盤を得ることができた。

美一 |ま 法的には,連邦にも州にも,障害のある生徒への環境教育の規定がないという

ことであるこ促進学校等の特別学校,通常の学校のインクルーシブ教育の形態で,各州の

環境教育指針等を参照し,計画が立てられているということである。この点は,日 本にお

―ても同様である。ただ,一部の一般教育の環境教育を進める研究者が,イ ンクルーシブ

表育に開 し、を持ち取 り組みを進めていることから,今後連携を強化するつもりである。

美二 ま 知的障害児を含め障害のある子どもの環境教育を進める上で,環境センター
,

「
くレリンでは園芸学校が重要な役割を担っているということである。このような環境セン

|― の取 り組みについては,今後も随時報告 していくつもりである。

美三十よ ベルリンでは,学校外の教育施設として,園芸学校が環境教育において重要な

■事を呆たしているということである。この園芸学校は、歴史が古 く,ワ イマール期の改

童教育学の影響を受けている。そのため,生徒の人格の全体的教育を志向した改革教育学

E考 え方が、「経験と行為による授業」,「すべての感覚による学習」,「頭と′亡ヽと手による

=詈
_ ~専門教科を超えた授業構想Jと いった現代の環境教育にもつながったといえる。

羮コ |ま  このような環境教育の考え方は,知的障害児を含め特別なニーズのある子ども

こも有効であり,こ のような子どもたちへの取 り組みを特別学校あるいは通常の学校のイ

ンテレーシブ学級において行っている。

事二 |ま  ベルリンの園芸学校の訪間により,環境教育の教材について特別なニーズのあ

こ子どもへの配慮がなされ, インクルーシブ教育を見据えた取 り組みがなされていること

|■つかったこ五感を使い自然を体験するということは,有効であることが示されていた。

≒六 |ま  知的障害児の環境教育の教育内容・方法に不十分さが見られたことである。教

写真13::ヽ学生の訪間とクリスマスの飾りづくり
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材やプログラムの概要はあるが,授業としての位置づけに弱さが見られた。

今後,ドイツの知的障害児の環境教育に関する取 り組みやプログラムを紹介 しながら
,

そのプログラムに基づ く授業案を作成し,わが国の各学校でPDCAサ イクルに基づく授業

研究を行っていきたい。また,ドイツのインクルーシブ教育に関心のある環境教育研究者

の集まりに招待されていることもあり,こ のような授業案や日本の高等特別支援学校にお

ける環境教育の全国調査の結果等をドイツの環境教育関係者に示していきたい。

注

1)「環境教育」の概念は国際自然保護連合 (IUCN)が 1948年 に最初に用いたとされて

いる。国際自然保護連合 (IUCN)発の概念であることにも示されているように,こ

の当時,環境教育は自然保護教育として捉えられていた。1960年代の世界各国の急速

な開発と工業化の進行の結果,公害をはじめ様々な環境問題への対策の必要性が指摘

されるようになる。そのような中,1970年のアメリカ合衆国における環境教育法の立

法化により,本格的に環境教育の取 り組みが規定され,「環境教育Jが世界的に注目

される契機となった。国際的に重要な意味を持ったのは,1972年のス トックホルムに

おいて開催された国連人間環境会議 (114カ 国の政府代表者等の参加 :「人間環境宣言J

と「行動計画」採択)と 1975年の旧ユーゴスラビアのベオグラード会議 (60カ 国96名

の環境専門家によるワークショップ :「ベオグラード憲章」採択),1977年の トリビシ

会議 (環境教育政府間会議 :「 トリビシ宣言J採択)である。1972年 の「人間環境宣言J

第19条において,環境問題についての教育は,個人,企業及び地域社会がその考え方

を啓発し,責任ある行動をとる基盤を広げるために必須のものであるとされ, さらに

1975年 の「ベオグラー ド憲章」において,「環境教育の目的は,個人と社会集団が
,

総体的な環境とそれに関する問題について,関心と感受性を持ち,人類の重大な立場

と役割を理解し,環境の保護・改善に参加する意欲と問題解決のための技術及び評価

能力を身につけ,ま た適切な行動を起こすために,環境問題に関する責任と事態の危

急性についての認識を深めることができるようにすること」とされ,学習者に合わせ
,

1 関心,2.知識,3 態度,4_技能,5 評価能力,6 参加 という6段階を踏まえ

た教育方法が示された。このベオグラー ド憲章をベースとし,環境教育の1生格・目的・

原則について政府代表者が合意したものが「 トリビシ宣言」であり,国内の教育政策

への環境教育の導入,環境教育の研究の促進,経験の共有,国際協力の推進等が盛 り

込まれ,実質的に各国で取 り組みを進める上でこの宣言は大きな意義を有 していた。

特に,「 トリビシ勧告Jは ,以後の世界の環境教育政策に多大な影響を与えた文書と

され,こ の勧告では,①都会と農山漁村,経済的社会的政治的生態学的相互依存につ

いての明確な認識と懸念を育てること,②環境の保護と改善に必要な知識,価値観 ,

態度,関与,技術を獲得する機会をあらゆる人々に与えること (*あ らゆる人々に注

目),③環境のために,個人,集団,社会全体の新 しい行動パターンをつくりだすこと
,

が環境教育のゴールとされ,環境教育の目的カテゴリー (認識・知識・態度・技能・

参加)や指導原理についても言及されていた。このように,1970年代に入 り,環境教

育は従来の「自然保護教育」から「人間環境・生態系を包摂する教育」へと拡充され

るのである。1980年代に入ると,ナ イロビ会議 (1982年)や モスクワ会議 (1987年 )

が開催され,国際的な環境教育の促進がはかられていく。特に,大学・高等教育での
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取 り組みの充実やマスメデイアの活用等が課題とされたが, この時期,最 も重要なポ

イントは,1990年代に明確に位置づけられ具体化されていく「持続可能な開発のため

の教育」の捉え方が提起されたことである。1987年 の「環境と開発に関する世界委員

会」 (委員長が当時のノルウェー首相のブルントラント)に よる報告書において,「将

来の世代のニーズを満たしつつ,現在の世代のニーズも満足させる開発」が「持続可

能な開発」とされ, この報告書の中核的な考え方となっていた。この要因として挙げ

られることは,地球規模の環境問題の顕在化やグローバリゼーシヨンの進展により,

各々の課題が相互不可分の関係にあることが認識されるようになったことである。そ

のような中,ブラジルのリオデジャネイロにおいて,国連環境開発会議 (リ オ・サミッ

ト,いわゆる地球サミット)が開催され, よく知られている「アジェンダ21」 が採択

される。この第36章が「教育,意識啓発及び訓練の推進」であり,ト リビシ宣言とト

リビシ勧告をベースとして,環境教育が「持続可能な社会を実現するための教育」と

いう視点で捉えられた。また,授業や職業教育とともに公的な啓発をも環境教育とし,

NGOの役割 も重視された。さらに,1997年 には,テサロニキ (ギ リシヤ)のユネス

コ環境教育国際会議において,「 テサロニキ宣言」がだされ, この宣言の中で,「持続

可能性は,環境のみならず,開発や貧困,食料,人口,人権,平和等を包含した概念」

であり,「環境教育を環境と持続可能性に関する教育Jと 位置づけられた。このよう

な背景のもと,2002年 ,ヨ ハネスブルクにおける「持続可能な開発に関する世界首脳

会議」(ヨ ハネスブルク・サミット)に 向け,日 本政府が日本のNGO(ヨ ハネスブルク・

サミット提言フォーラム)と ともに,「持続可能な開発のための教育 (Education lor

Sustainable Development:ESD)の 10年」を提案 し,その合意を受け,2002年 12月
,

国連総会において,2005年～2014年 の10年関を「国連持続可能な開発のための教育の

10年」とするよう決議されたのである。
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:rnp:ementation and issues ctt Eh■ 色口mm贅】■al Education for Ch‖ dren

with intellechd E凛ョbttv in Germany

…Reexami… ora vBMOint of ESD

(Education tr Sudtti日由k)Development)¨

TO― M詭則aki*

つ epatterf ar… 丘餞剛山町Osaね Kyoね t/nノversし

イ巧θみ′A“由むa饉■■臼目nn口曰熙■osatta 58劉582, ゃゝ a″

I conducted an interview s―ev of Gemal1 0ekostations in December 2009 to clari″

irnplementadon and issues of enwOnmental educatlon for children with intellectual disttЭ ility

The results were as fo■ow象 :(a)There were not the legal pro宙 sions of en宙 ronmental

education fOr children mth disab■ tes in federation and state  ln a special school and an

inclusive education,the lea― g plan was made referring to environmental education gLlideline

etc of each state(b)Envronmental educat10n center(Oekostation)pla17ed an important role

to advance environmental educatloll of chidren with disabilities who included children with

intelectual disabilides_(c)“ Gartenarbeitschulen"in Berlin were education centers outside

school and played an mpomnt role tO advance environmental education in Berlin The histOry

of these education centers was old and had been lll■ uenced by reform pedagOgy of theヽ Veilnar

period TherefOre,the idea of refonrl pedagogy was connected with modern environmental

educatiOn― “teaching by the expe五 ence and the act",“ learning by all senses",“ learning by Head

and nlind, hand'', ・teaching plan that exceeds a special subject"―  (d)These ideas Of

environmental educatlon were usdヒ d for chndren with disabilities whO included children、 vith

intellectual dis』 Dilitles

(e)The staff of“ Neuk61ln Gartenarbeitschule" came up with various ideas to teaching

materials of envirOnmental educatlon for children v″ ith disabilities and also implemented

programs lor inclusive education(fl The staff of“ Neukolin Gartenarbeitschule had a summary

of program for these children However,it was insumcient to plan the teaching content and

method for them

Key Words:Germany ,environmental education, children with intellectual disabilities,
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