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執筆者紹介

フェルナンド・M・レイマーズ
ハーバード大学の国際教育実践分野の教授。同大学グローバル教育イノベーションイニシアチブおよび国際教育政策プロ
グラムの責任者である。また、フォード財団教授でもある。
レイマーズ教授は、グローバル教育政策およびイノベーション教育分野の専門家で、教育政策やリーダーシップ、指導、
イノベーションが、子どもや若者に、２１世紀を生き抜くスキルをいかに与えうるかを考察する研究、指導に携わっている。
教授は、グローバル教育イノベーションイニシアチブの責任者として共同研究者と共に教育目標の比較調査を行い、そ
の成果をチリ、中国、インド、メキシコ、シンガポール、アメリカにおけるカリキュラムに反映させた。この研究成果はハー
バード教育プレス（Harvard Education Press）からTeaching and Learning for the Twenty- first Century: Educational 

Goals, Policies, and Curricula from Six Nationsとして出版され、中国語、ポルトガル語、スペイン語にも翻訳されている。
もう一つの近著、Fifteen Letters on Education in Singapore では、シンガポールの緻密な教員養成への取り組みから得ら
れた教訓を考察しており、ペーパーバックおよび電子書籍でも入手可能である。レイマーズ教授はこれまでに、教育関連
の１４冊の書籍、９０におよぶ研究論文の執筆、編集、共同執筆に当たっている。
彼はまた、ハーバード教育大学院（Harvard Graduate School of Education）の大学院課程で教育政策および教育イ
ノベーションについて指導している。これらのコースはハーバード通信教育（Harvard Extension School）のオンライン
講座でも提供されている。さらに最先端グローバル教育に興味のある教育関連のリーダーたちを対象に毎年行われるプロ
グラムなど、ハーバード教育大学院主催の多数のリーダーシップ養成プログラムの責任者も務めている。
レイマーズ教授は、政府、国際開発機関、大学、公私立学校、財団法人及びその他の教育機関などに助言を提供し
ている。また、マサチューセッツ高等教育委員会 （Massachusetts Board of Higher Education）のメンバーで、戦略
計画委員長でもある。この委員会は、州内の全公立大学と協力して各大学の戦略計画と州のビジョン計画のすり合わせ
を図るものである。
また、ユネスコ米国委員会 （US Commission for UNESCO）の委員や、アメリカ、アジア、ラテンアメリカ、および中東
の政策決定者へのアドバイザーも務めている。
グローバル教育分野でのリーダーシップが認められ、シンガポールの国立教育研究所の CJ Koh 客員教授を任命され、
エマーソン大学 （Emerson College）からは人文学名誉博士号を授与された。ベネズエラセントラル大学 （Universidad 
Central de Venezuela）で心理学学士号、ハーバード大学で教育修士号並びに教育博士号を取得した。

地球市民の育成.indd   2 2017/12/07   9:57



ビドゥル・チョプラ
ハーバード教育大学院の上級博士号取得候補者で、主に若年層人口が増大した紛争諸国など開発途上国での青少年
支援市民活動に専念している。
彼は、公式非公式の教育を通じて青少年が紛争後の社会再建に自ら貢献しようという抱負を持つこと、また、平和の構
築に対する教育の影響力や可能性に関心を寄せている。国連国際児童緊急基金や、国連難民高等弁務官事務所のコ
ンサルタントとして政策面での経験を、セーブザチルドレンや、RET International などの国際組織における実務面での
経験も持つ。彼は、開発途上世界での早期幼児発達問題に取り組み、さらにブータン、ブルネイ、エチオピア、インド、
レバノン、ルワンダ、シリア、アメリカなど各国での国際的実務経験を積んでいる。ハーバード教育大学院で国際教育
政策の教育修士号、エール大学 （Yale University）で国際開発経済学修士号、インドのデリー大学 （University of 
Delhi）で経済学学士号を取得した。

コニー・K・チャン
ハーバード教育大学院のグローバル教育イノベーションイニシアチブの研究ディレクター。グローバル教育イノベーションイ
ニシアチブは、７カ国の教育機関と共同で実践政策研究を行っている。専門分野は２１世紀の教育、市民教育、および
地球市民教育。子どもひとりひとりの成長と同時に子ども達が属するコミュニティーの発展も支える、すべての子ども達の
ための力強く、適切で、きめ細かい、有意義な教育を提供するための組織や人材の協力体制構築に取り組んでいる。
Teaching and Learning for the Twenty-first Century: Educational Goals, Policies, and Curricula from Six Nations の共著
者。 
多様なバックグラウンドを持つ人々が協力し、その活力を彼らのコミュニティー改善に結びつけるにはどのような学びの方
法があるのかという研究テーマのもとに、チャン氏は、長年にわたりアメリカ各地での教育改革とコミュニティー組織形成
に関わってきた。その成果は、A Match on Dry Grass: Community Organizing as a Catalyst for School Reform （Oxford 
University Press, 2011）として出版された。彼女はこれまで様 な々人権団体や市民教育組織のスタッフ、コンサルタント
および講演者を務めた。現在二つの非営利団体の役員となっており、そのうちの一つは、中学２年生以下の生徒への助
成金付与により生徒およびコミュニティーの発展を支援するアーロンズプレゼンツ基金（Aaron’s Presents）である。彼女
は公立高校の国語教師だったが、生徒達から多数の賞にノミネートされた。また非常勤講師として、非営利団体運営や、
多文化教育について教鞭をとり、さらに幼小中高一貫の地球市民教育カリキュラム開発コンサルタントも務めた。ハーバー
ド大学で英文学士号、ハーバード教育大学院で教育およびカリキュラム修士号（１９９９年）、国際教育政策修士号（２００７
年）を取得。博士号も同じくハーバード教育大学院にて取得している。
彼女は若者への指導に大きなやりがいを感じている。チャン氏の指導を受けたある生徒は学年末に彼女宛に以下のよう
なコメントを寄せていた。「私は、先生の授業から、今までの高校生活の中で人生について一番多くのことを学びました。
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世の中の一市民としてクリティカルに考えることだけでなく、人道的に考えることも教えていただき感謝しています。先生は、
私のメンターシッププログラムへのビジョンを熱心に聞いてくださいました。卒業前までの実現に向けて大変勇気づけられま
したし、また、今後の人生でも夢を実現したいと思うようになりました。」

ジュリア・ヒドン
ハーバード教育大学院で２０１５年５月に博士号を取得。彼女は、２００９年の国際公民市民教育研究 （International 
Civic and Citizenship Education Study）のデータを用いて、英国（イングランドのみ）、スウェーデン、スイス、スペイ
ン、ブルガリア、ポーランド、ギリシャの欧州７カ国の若者 （n=16,847）の異文化対応力の決定要因を、主に文化的背景
と学校風土の観点から分析し論文にまとめた。また、ベイズフレームワークの新手法で、異文化比較の有効性を支える、
異文化対応力の様 な々尺度の測定不変性を確立した。さらに、前述の７カ国で、集団間の交流・ジェンダー・学校風土
と集団間対応力との関連性を調査した。その結果、現地生まれのネイティブと移民との交流が異文化対応能力の高さに
結びつくというエビデンスはわずかしか得られなかった。しかし、高い異文化対応能力は、前向きで民主的な学校風土お
よび平等なジェンダー意識と常に結びついていることを確認した。ジュリアは、本著の執筆中、この論文にも取り組んでいた。
彼女は、応用教育研究における測定および先進的統計手法利用の促進に関心を持っており、現在は アベニューズワー
ルドスクールタイガーワークス研究開発チーム （Tiger Works Research and Development team at Avenues: The 
World School）のシニアリサーチサイエンティストを務めている。

E.B. オドネル
ハーバード教育大学院博士課程の学生で、教育コンサルタント。非営利団体、国際非政府組織および学校などで１０
年以上の実務経験を持つ。主な研究分野はカリキュラム開発、グローバル教育、親の信念、早期幼児ケアと教育、読
み書き計算力の創発などである。ミズーリ州セントルイスのワシントン大学 （Washington University in Saint Louis, 
Missouri）にて国際研究およびフランス語学士号、ハーバード教育大学院にて国際教育政策修士号を取得。
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本書への賛辞

２０１５年、国際世界は人類・地球・繁栄に向けた新たな道筋を描き、１７の持続可能な開発目標を打ち立てました。これ
ら一連の目標は、誰一人として取り残さぬためにすべての人の連帯感と責任感に訴える、人権に深く根ざした世界の共通
課題となりました。第４の目標である教育は、共通の人間性・幅広い多様性の尊重そして、いかなる時代にも人間は自分と
他者のために有意義な行動を起こせるのだという確信に基づく、人類が共有する未来を築くための心構え・価値観・スキル
を育む最も革新力に満ちたものです。地球市民教育がこれらの目標に含まれたのは偶然ではありません。ユネスコは、この
理念を明確化し、共に生きるために学ぶことの重要性をすべての社会に向けて発信してきました。我々の課題は、この理念
を２１世紀の教室、指導現場、学校、コミュニティーなどで実現させることです。そしてまさにその実現方法を本書で提案し
たレイマーズ教授とそのチームに心からの賛辞を送ります。「ワールドコース」は、幼稚園から始まるすべての教育課程にわ
たる刺激的な、対話型、プロジェクトベースのカリキュラムです。国際的視野、人道的アプローチ、歴史的洞察、創造的
学際的活動を備えたこのカリキュラムは、平和と持続可能な開発の担い手としての価値観や異文化対応力を持つ地球市民
育成のための、包括的で充実した手段です。本書が多くの人の目に触れ、さらなるグローバルな協力関係が導かれることを
祈ります。

Irina Bokova（ユネスコ事務総長）

多様な背景や文化圏の人々が共に生活し働く今日、学校が、様々な相互関係の中で生きる術を若者に教える必要性は
ますます高まっています。本書は、２１世紀の課題とチャンスに立ち向かう地球市民を育成するための包括的カリキュラムの
ベースを提示し、この崇高な取り組みに貢献するものです。未来の世代の心構え・価値観・知識を強化するというグローバ
ルな課題への、このいち早い取り組みを歓迎します。私達の子ども達が変化の激しい世界で強く生きるための課題は、我々
OECD が PISA の研究や包括的世界イニシアチブを通して精力的に取り組んでいる課題でもあります。

Angel Gurría（OECD 事務総長）
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今日ほど、情報に基づく共感力を持つ市民とリーダーが必要とされる世界はこれまでありませんでした。現代の教育は、相
互関連性の強まる世界を生きるための知識やテクノロジーのスキルを教えるだけでなく、そこからさらなる一歩を踏み出さねば
なりません。他者の視点に耳を傾け、共に問題を解決できるよう生徒の社会的情緒的能力の発達を支援する必要があります。
本書は教育者が生徒達にそのような学習環境を与えるにあたっての素晴らしいツールです。こうした教育を受けた生徒達の
世代が将来築く世界を想像するのは、大変心強く喜ばしいことです。

Yo-Yo Ma（チェロ奏者）

強い相互依存と急速な変化がもたらす複雑さの最中で、理解力とチャンスを生み出す力を備えた有能な個人が、産業と
ビジネスの将来に果たす役割はさらに増しています。この刺激的な本書は、革新的なグローバル教育プログラムにより、こう
した才能を幼児期からいかに系統立てて育てるかを教えてくれます。産業や国家の今後の競争力に関心のある人は、どな
たでも本書を読んでほしいと思います。

Jorge Paulo Lemann（スイス系ブラジルビジネスマン）

本書は、すべての人 と々平和の構築のための持続可能な開発目標の実現に向けてまさに世界が必要としているカリキュラ
ムです。本カリキュラムにより、未来の市民となる生徒たちに今日求められる数多くの特質、すなわちクリティカル思考、協力、
倫理、異文化対応能力、自覚などが育成されます。このカリキュラムこそすべての学校のすべての生徒に必要なものです。

Sakena Yacobi（アフガン学習研究所創立者、所長）

ますます混雑し絡み合い複雑化する世の中では、地球市民の原則の教育と理解は、より良い世界への知的通貨・共通
言語になるでしょう。母なる自然は無情ですが、我々人間は思いやりを持つし、その力を養うべきです！ グローバル教師トップ
１０大会の決勝進出者、また、２０１６年プロジェクト学習の優勝者として、私は、共感・思いやり・責任感・意見の発信（ボ
イス＆チョイス）などが次世代の教師と生徒・作成者と実行者・イノベーターと反復者・既存価値の破壊者と変革推進者な
どを、より公正でゆるぎない平等な世の中へ導くものと信じています。レイマーズ教授とそのチームは、現世代と次世代のた
めに、大勢の過去の改革者達を指導強化する包括的な青写真と行動計画を編纂しました。本書は、すべての人が共に繁
栄し、より偉大なるものを育てるための、世界中の教師、生徒、公平公正の戦士達の必読書です。

Stephen Ritz（グリーンブロンクスマシーン、ニューヨークブロンクス公立学校教師）
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世界で最も人気のあるソーシャルメディアの一つの創業者でインターネット起業家である私は、２１世紀のスキルとしてデジタ
ルリテラシー、グローバルな市民性、社会的責任感を備えることの大切さを常に感じています。２１世紀のグローバルなテクノ
ロジー社会で働くために必要なスキルである認知力・個人内および個人間対応力を育む完全かつ包括的なカリキュラムを作
成し、誰もが無料で読めるよう提供したハーバード教育大学院のフェルナンド・レイマーズ教授とそのチームを讃えます。本
書は、生徒を変革推進者に育成しようと目指す教育者にとっての参考書に留まりません。私自身の文化的視野も広がり、社
員教育の改善方法も学ぶことができ、私にとっても必読書となりました。

Pony Ma, Founder and CEO, Tencent Inc.（テンセント創業者、CEO）

今日の社会において、次世紀の課題に対応しチャンスを見出すためには市民性を定義し直す必要があるでしょう。それは、
市民が自らの境界線を越えて考え行動するよう促しその力を与えるようなものでなければなりません。本書は、真の地球市民
育成に向けた幼稚園から高３まで一貫の革新的なカリキュラムを提案するもので、社会へインパクトをもたらしたいと願う教育
者にとって、時宜を得た必須のハンドブックです。

James E. Ryan（ハーバード教育大学院学部長）

包括的で平和かつ持続可能な世界へ通じる唯一の道は、生徒を、差異を乗り越え改善に向け協力できるリーダーとして
育てることです。これを認識している教育者にとって、地球市民力の育成は大変重要なテーマです。レイマーズ教授とその
チームは本書で、相互関連性が強く課題多きこの世界で我 を々導くために必要な、異文化対応力・倫理観・知識・スキル・
心構えを身につける実践的な方法だけでなく、地球市民育成の論理的根拠も示しています。

Wendy Kopp（ティーチフォーアメリカ創業者、ティーチフォーオール CEO および共同創業者）

テクノロジーの影響力と相互関連性がさらに増すグローバル社会に我々が適応できるのか、またいかに適応するかは、根
本的な教育改革にかかっています。地球市民教育は、この改革のカギとなる要素です。本書は未来のカリキュラムへの有
意義で実践的な道筋をつけてくれました。

Klaus Schwab（世界経済フォーラム創立者、主宰）
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我々が今日直面する急激な変化は、あらゆるコミュニティーや国の境界を越えた努力の結集を必要としています。地球市
民教育は持続可能開発アジェンダの４番目の目標として掲げられており、学習者を、現代の国家横断的な課題に対応し、よ
り平和で持続可能な世界に貢献するように導く、極めて重要なツールです。新たな教育アジェンダに着手した今、地球市民
教育は最重要課題です。本書でフェルナンド・レイマーズ教授とそのチームはこの分野におけるタイムリーで的確な貢献をし
ました。本書は地球市民教育の論理的根拠とこれを緊急に普及させることの必要性を詳らかにしただけでなく、すべての段
階の教育現場で地球市民教育の原則を実践する方法を模索している人 に々とって大変貴重なガイドとなっています。本書は、
我々皆が望む持続可能で平和な未来への種を蒔くものです。

Gwang-Jo Kim（ユネスコアジア太平洋地域教育局長）

堅実な教育と詳細なカリキュラムに関する思慮深い議論を見るのはなんと素晴らしいことでしょう。このカリキュラムは、グロー
バルな課題への理解力および、課題解決力と人権向上という最も求められている力の養成に照準を当てたものです。クリエ
イティブ・コモンズで本書を公開することにより、著者たちは、熱心な議論と協力を喚起しています。

Martha Minow（ハーバードロースクール、モルガンアンドヘレンチュー学部長、教授）

自分の若い頃にこの本があればどんなに良かったでしょう。本書は、グローバル化が急激に進む世界の複雑性・相互関
連性、そしてチャンスに対する生徒の理解を支援するための先見性に満ちた実践的アプローチ方法を示しています。

John Wood（ルームトゥリード創設者）
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ハーバード大学教育学のトップを務めるレイマーズ教授が本書で提示するビジョンとカリキュラムは、私たちが OECD の教
育２０３０プロジェクトや２０２０年から日本で始まる新学習指導要領や高大接続改革で実現をめざしている教育と方向性を同じ
くするものです。２０１６年５月に開催されたＧ７倉敷教育大臣会合では、情報、物流、経済、思想などあらゆるものがつな
がったグローバル社会において「社会的包摂」と「共通価値の尊重」を大切にしていくという共同宣言を発信しました。こ
の倉敷宣言では、基本的な価値観である生命の尊重、自由、民主主義、多元的共存などとともに公共の担い手を育成し
ていくことは、これからの教育の役割として極めて重要だと語りました。

一方、日本の次期学習指導要領では、日本と世界の近現代史を中心に学ぶ「歴史総合」や選挙権年齢引き下げをふま
え社会参画に必要な力を育てる「公共」 を新設するなど、新たな教育に取り組んでいきます。

ぜひ多くの教育関係者の方々に本書をご覧いただき、次なる人類史を創造する人材の育成にともに取り組んでいただきた
いと思います。そして、日本だけでなく世界の視野で問題を発見し、当事者として考え、意見を出し合い、解決策を考え、
実行できる若者たちが育つ場をご一緒につくっていきましょう。

鈴木寛（文部科学大臣補佐官　東京大学　慶應義塾大学　教授）

本著は、グローバル教育をどのように育成することができるかを、ビジョン、生徒に求められるコンピテンシー、カリキュラム
内容や育成方法、そのための教師教育までを含む包括的視野から提案しています。この本は、きっと読者の心に教育への
イノベーションの火をつけてくれるにちがいありません。

This book shows one comprehensive view of education for fostering global citizens involving clear vision, 
students' competencies, curriculum, pedagogy and teachers' professional learning in our future. It should be 
lightening a fire of readers' mind for innovation of education.

秋田喜代美（東京大学大学院教育学研究科　教授）
Kiyomi Akita,Ph.D.

Professor, graduate school of education, the university of Tokyo
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Empowering GLOBAL Citizens　A World Course の邦訳が誕生したことを心から嬉しく思います。本書で紹介され
ている取り組みは、日本という島国に居住する私たちに対して、国内外という壁を取り払い、国籍を問う前に、「人間同士と
して向き合うこと」、また「人間同士として向き合うことへの覚悟を問うもの」であると解釈しています。「自分が誰なのか」、「自
分がどこにいるのか」、「自分たちはどこに向かうのか」、「誰と共に向かうのか」、「何をともにカタチにするのか」、これらの
5 つの問をまず自らに問うこと、それが本書を理解し、自分の血肉にするうえで何よりも大切ではないでしょうか。本書が邦訳
されたということは、日本を地球市民の舞台へ誘う扉が目前に用意されたということに他なりません。本書を「今から、誰と読み、
議論し、その輪を広げるのか」、それを念頭に様 な々師弟関係の多様性の織目の奥深くまで、普及させることが我々教育に
携わる者の使命であると思います。今、ここから始める平和構築への第一歩の鍵が「教育」という扉に差し込まれました。

長谷部葉子（慶應義塾大学環境情報学部　准教授）

国連の SDGs、ユネスコの ESD、OECD の Education2030 等、2030 年に向けて社会と教育が一体となり、大きな一歩
を踏み出しています。

レイマーズ教授のメッセージは、これらの動きと繋がったものであり、生徒や学生、先生や保護者をはじめ、すべての人々
が豊かで平和な未来を築くために私たちにできることはたくさんあると改めて気づかせてくれます。

より良い世の中をめざす地球市民として、何を理解しどのような役割を担うべきかを相互に学ぶことは大切になります。教
育による平和の実現に向けて具体的な提言がなされている本書が、より多くの皆さまに読んでいただけますことを願います。

山﨑昌樹（株式会社 ベネッセコーポレーション　副社長）
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２１世紀のグローバル教育
地球市民コースカリキュラムの策定

フェルナンド・M・レイマーズ、ビドゥル・チョプラ、コニー・K・チャン、
ジュリア・ヒドン、E.B.オドネル

地球市民教育は、持続可能な平和な世界すなわち貧困と飢餓のないすべての人が健康と教育を享受できる世界の構築
に欠かせない。男女が均等な機会を持ち、すべての人がきれいな水と衛生を保ち、再生可能エネルギーを使用し、良い職
につき、産業と革新がもたらす経済成長と繁栄が見込める世界。不平等を縮小し、持続可能な都市やコミュニティーを形成し、
責任を持って消費し、地球の気候や生物を脅かす行為はもうやめる世界。水中と陸上の生き物を尊重、保護する世界。す
べての人々にとって平和で公正な世界。これらは、２０１５年に国連が、持続可能な世界の幸福の前進のために採択した持
続可能な開発目標である。あらゆる人への良質な教育は、この開発目標のうちの一つというだけでなく、その他すべての開発
目標の達成の要でもある。（Reimers & Villegas-Reimers, 2015）

教育の目的がすべての生徒を地球市民として育成することだとしたら、我々は子どもにとって良き教育とは何かについてもっ
と大きな抱負を持たねばならない。すべての生徒に対する地球市民教育の緊急性は、新たな指導と学習方法をサポートでき
る革新的なカリキュラムを必要としている。さらにこれらのカリキュラムは、すべての生徒の素質・知識・自分を取り巻く世界を
理解するのに必要な能力を育成し、グローバル化が自分の生活に与える影響を理解し、持続可能な開発目標の良き管理人、
貢献者となれるような効果的な機会を授けるものでなければならない。しかし、カリキュラムはそれ自体だけでは機能しない。カ
リキュラムを通じて生徒の力強い学びをサポートするためには、資質の高い充分な指導力を備えた教師が必要である。それは、
自分なりの学びを提供できる適切な指導用資料や手段を備え、保護者やコミュニティーとの適切なパートナーシップが確立さ
れている学校や組織で働き、継続的な改善と学習環境を支える有効なリーダーシップにサポートされている教師達のことであ
る。（Reimers, 2009 Powell & Kusuma-Powell, 2011 Kay & Greenhill, 2013）これらの要素はすべて重要だ。なぜなら、
すべてが揃うことで深い学習と指導をサポートするシステムが構築されるからである。とはいえ、やはりカリキュラムはこのシステ
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ムの一部でありながらも随一重要な要素である。持続可能な開発目標により地球市民教育について新たな緊急の議論が喚
起されているが、そのような議論はまずはカリキュラムから始めるべきである。

本書は、地球市民教育のカリキュラムを提案するものである。我々がここで示すカリキュラムは、地球市民育成を意図して
作成され、包括的できめ細かい、幼稚園から高校まで適用できる一貫したものであり、地球市民教育の論理的根拠としてグ
ローバル教育の歴史的背景や、体験学習の役割、生徒中心の学習、グローバル教育と２１世紀教育の関係などの議論をし
つつその他のグローバル教育方法の考察についても述べている。最後に本書は我々が開発したカリキュラムの基本概念を提
示している。本書が投じた一石により、さらなるカリキュラムと教育学の革新が起こり、我々の研究の目標と理念に則して本書
のカリキュラムが採用されることを願う。

当初我々は、アベニューズワールドスクール （Avenues : The World School）に採用されることを念頭にこのカリキュラム
を作成した。ワールドスクールは現在ニューヨーク市にある革新的エリート学校で、将来世界中の主要グローバル都市にキャ
ンパスを開く計画である。次章以降には、アベニューズワールドスクール開校前に我々が作成したカリキュラムそのものを紹介
する。このカリキュラムはワールドコースの基礎となったもので、アベニューズ校教育の主軸として開校以後さらに発展した。し
かしその発展の説明は本書の目的ではない。このカリキュラムはニューヨークの設備の潤沢な学校開設にあたって開発された
ため、異なる状況下では変更が必要な活動や手段が現れるだろう。例えば、ニューヨーク市内探検、メトロポリタン美術館
訪問などの活動があるし、働く両親へのインタビューではアベニューズ校の保護者達の職業が反映されていると思われる。他
地域で同じ活動はできないかもしれないが、例えば博物館のような地元の施設を利用したり、保護者や地域の人たちを巻き込
んで知識や経験を学んだり、学校が属する市街を探検したり、何であれこれらの活動の根底にある原則は共通のものと言える。
同様に、本書のカリキュラムはすべて英語で書かれているが、他言語で指導する際はそれぞれの言語に適した方法を検討
する必要がある。

本書は、このカリキュラムが世界中の教育者に広く行き渡ることを目的としている。生徒を地球市民として育成する手助けを
模索している教育者が、いかなる方法であれ、彼らが適切とみなす方法でこのカリキュラムを使用してくれるよう願っている。我々
は今、新たな時代の幕開けに直面している。グローバル教育が、２１世紀の教育に起きる大変革の一要素となる時代である。
そのような変革は、既存の指導内容や指導方法の延長線上ではなく、指導と学習のあり方についての根本的再考からもたら
される。これだけ幅広く根本的な変革は多くの多様な人材と組織を必要とする。我々はこれら大勢の教育変革者達が、より
効果的で適切なグローバル教育の様式の創造に取り組むことを願う。我々の研究からこうしたクリエイティブな取り組みが生ま
れることを願いクリエイティブ・コモンズのライセンスを用いて本書をペーパーバック並びに電子書籍で出版した。本カリキュラム
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を最初に受け取った指導者がそうしたように、このカリキュラムを使う人々が、本書の内容をそれぞれの地域の事情に最適な
形に修正し、変更することを願う。ワールドコースが世界に普及するためには、新手法が出現した際に本書の指導方法を改
訂することに加え、各地域での最適化が当然必要となってくる。我々は、本章で明確化した原則を徹底的に反映して開発し
たカリキュラムを紹介し、地球市民育成という目標に則し的確なカリキュラムマッピングに基づいて作成された緻密で一貫したカ
リキュラムを例示したい。これらの原則は我々の案を利用しつつも適宜修正し、再構成するなど、それぞれの地域や環境に
応じたカリキュラム変更を認めている点において生産的なものだと考える。

1  教育に根ざすコスモポリタニズムの長い歴史

そもそも学校が生徒に、異文化や人 に々ついて学ぶ手助けをするべきだという概念は、教育分野そのものの開始時点から
存在していたもので、歴史や近代教育の流れの中にたどることができる。歴史を紐解けば、教育は人 に々、自身がおかれた
環境を越えてコスモポリタンな視野を持つよう育成することを目的としている。コスモポリタニズムとは、人は共有する価値観、
すなわちそれぞれの社会で確立されたアイデンティティーを越えて存在する共通項によって結びついているという考えだ。これ
は少なくとも２０００年前から存在し、共和制ローマの劇作家テレンティウス の「人に関わることなら何も自分とは無縁とは思わ
ない （Homo sum: humani nil a me alienum puto）」 との言葉にも表されている。

ラテンアメリカでは、スペインの征服者による暴力的な植民地支配に対して様 な々宗教指導者が抵抗運動を行い、これが
コスモポリタニズムへの関心をさらに発展させた。例えば、Dominican friars Anton de Montesinosと Bartolome de las 
Casas は、先住民も征服者同様の人権と尊厳を持つという考えに基づき、先住民への暴力に抵抗した。コロンブス上陸の
１９年後の１５１１年にドミニカ共和国で Montesinos が行った「私は荒れ地の叫び声だ。」というスピーチは、西インド諸島
新法に大幅な改革をせまり、国王は原住民の虐待・奴隷化・殺人を取り締り、罰することを決めた （Fajardo, 2014; Jay, 
2002）。Montesinos のスピーチを目の当たりにし感銘を受けた De las Casas は、奴隷制度や先住民に対する暴力に抗議し、
すべての人は等しいと主張した （Hanke, 1994; Huerga, 1998）。多様な人々の「自然権」の観念と、人類は一つという概
念は、１６世紀初頭に広がり、人権の概念の礎となった。

人類を一つにというコスモポリタニズムの志と、人権を網羅する概念は、どちらも啓蒙時代の新たな動きによって推進され
た。この哲学的運動は、人間としての理性の啓発と科学の進歩によって、人は個別に、また全体として置かれた状況を改
善できるのだという考えを発展させた（Reimers, 2013a）。このような概念は、個人の権利と義務を認め、公教育創出の源
となった民主社会構築の基礎を築いた。この時代、ホッブズは国家はすべての政治参加者の権力の行使を認めるべきだと
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述べ、ロックは人権とは国家による権力の侵害から個人を守るために必要なものだとみなした（Reynolds & Saxonhouse, 
1995; Goldie, 1997）。啓蒙学者の先がけで、人権に関する体系立った記述を残したルソーは、人間はもとより自由・平等で
あり、ゆえにすべての人民の平等性は社会契約によって守られるべきだと説いた（Rousseau, 1974）。カントは、戦争防止の
ためにコスモポリタン法が必要だと提起した。これは、種々の司法権、または天然資源所有にまでおよぶ、人類の権利共有
の倫理的見地からの考察である （Kant, 1795）。

２０世紀には第二次世界大戦終盤にナチスが行った残虐行為の後、コスモポリタニズムの二つの重要な潮流が生まれた。
ホロコーストの首謀者を裁いたニュルンベルク裁判から、国家の法律を超越した人道に対する倫理的義務が存在するという
概念がもたらされた。この概念は人道に背く罪という概念の基礎となった。人々は、国家や国の司法に対する権利と義務以
前に、人類共通の義務と人権を持つという概念は、国連および世界人権宣言のベースを築いた。

国際連合は第二次世界大戦後に平和と安全の維持を目指して設立された国際機関で、人権と平和の発展は、加盟諸国
による国境を越えた協力を要請する取り組みだとする明確なコスモポリタニズムを表したものだ。２０１５年５月の第７０回国連総
会で採択された持続可能な開発目標は、こうしたコスモポリタニズム精神の最新の表明である。

啓蒙を担う制度である公教育は、その本質において、一つの人類、そして連帯責任としての人権というコスモポリタンの理
念を高めるために設立された制度である （Reimers, 2015a, 2015b）。 

教育に長く根ざしているコスモポリタニズムは、教育やカリキュラムが目標とする理念の中に反映されている。また、これら
の理念を実現するための教育学は国を越えて広く普及してきた。殊に公教育は、各国の教育者による多様な交流と、指
導方法や実践に関する異文化間の頻繁な情報交換により拡大してきた。例えばフランス共和国樹立当初、Marc Antoine 
Jullien は、公教育促進対策として、体系的比較学習と教育改革の普及を提案した。John Quincy Adams は、アメリカ建
国初期に、外交官として赴任したシレジアでの教育方法に関する詳細な記述を残し、母国の同胞にその情報を広めた。アメ
リカの公教育の祖と言われるHorace Mann は、プロイセンとフランスの体系的な教育システムから恩恵を受け、また、南米
の公教育の基礎を築いた Domingo Faustino Sarmiento は、アメリカ初期の公教育の研究のみならず、Horace Mannと
その妻 Mary Tyler Peabody Mannとの交流からも多くを学んだ。

地球市民の育成.indd   4 2017/12/07   9:57



05

こうした幅広い国際交流があったことや、公教育システムの起源が啓蒙運動に根ざしていたことが、その後、すべての人々
へ教育を広めようというグローバルな動きにコスモポリタニズムの精神を植え付けた。生徒が原典にあたれるように、欧米では
ギリシャ語とラテン語が多くの大学や学校の教科に含まれた。

２００年前、国家確立強化の一環として公教育制度が築かれた際、学校教育におけるコスモポリタニズムの精神に、国民
の共通言語、共通の文化的視野と知識、共通の歴史知識の教育を通じて国家のアイデンティティーを確立するという目的が
加わった。しかし、これら一連のナショナリスティックなねらいに反して一般の学校の教科には地理も含まれるなどカリキュラム
体系と内容は他諸国の例に影響されていた。伝統的教育は、少なくとも「古典」が、母国や地域関連事項よりも優先して
学ぶべきものとして位置づけられていたことにおいてコスモポリタンだったと言える。実際アメリカでアメリカ文学が大学のカリキュ
ラムに加わったのは、ほんの２０世紀初めのことである。それまでのカリキュラムは、殆ど古典が占めていた。

１８００年代後半から１９００年代初期にかけて拡大した平和運動もグローバル教育の発展を後押しした。平和教育運動の
中、戦争の危険性を伝え、戦争を回避するための手段としてしばしば教育が利用された。これらの教育運動は多くの場合
大人を対象とし、公的な学校教育を巻き込むものではなかった。しかし、２０世紀初め、平和運動は、学校単位での平和教
育をサポートするようになった。

１９１２年にはアメリカのほぼ全州に学校平和同盟 （school peace league）の支部があった。これは、「学校を介して（中略）
国際的正義と友愛への関心を高める」（Scanlon, 1959, p. 214）もので、５０万人もの教師に平和への条件を伝えるという大
いなる目的を持っていた （Stomfay-Stitz, 1993）。第一次世界大戦と第二次世界大戦の間、社会科教師達は、生徒が他
国との戦争に踏み出さぬよう国際関係の指導を開始した。生徒にナショナリズムを吹き込むことで、学校が戦争の機運を高め
大戦を招いたと確信した平和運動家達は、戦争の引き金となるナショナリズムの境界線を越えた共通のヒューマニティーを生
徒に認識させることで、学校を社会発展に寄与する手段とみなす、進歩的な学校改革に貢献した （Harris, 2008）。

コロンビア大学教育学部 （Teachers College at Columbia University）の多くの進歩的な教育者達は、競争ではなく
協力を目指す点を強調し、グローバル理解促進教育を提唱した。第３代学部長の James Earl Russell は、教員志望者の
グローバルな視野育成を目的とした「外国教育システム」という課程を設置した。Russell は教育学部における大学初の比
較教育研究所設立を支援し、ここで John Dewey ら教授陣は各国の教育システム研究に精力的に励み、海外の公教育前
進のための情報提供にも努めた。
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Isaac Kandel 教授は教育学部比較教育研究所の指導的役割を果たした。１９２５年の全国中等教育校長協会 
（National Association of Secondary School Principals）での講演で Kandel は、高校のカリキュラムへの国際理解促
進に役立つ情報の導入を提唱した（Kandel, 1930）。Kandel は、国際理解を「母国の益と他国の益はヒューマニティーと
いう共通の理念のもとに成立することを認識する態度、共通のヒューマニティーによって他国も母国も共に文明社会の発展に
寄与できると信じる心構え」と定義した （Kandel, 1930: 228）。彼は、国際理解とコミュニズムは異なるもので、また、ナショ
ナリズムとは対極にあると述べた。高校の段階で国際理解を深めるために、Kandel は新たな科目ではなく、美術、科学、
地理、文学、歴史など既存の科目における国際的側面を特に強調することを提案した。Kandel は、人々の国を越えた繋が
りを取り上げ、これを重点的に教えることで既存の科目を通じて国際理解を育成できると考えた。彼は他分野における既存カ
リキュラムへのグローバル教育導入も提唱していた。

他教科のカリキュラムへのグローバル教育導入とは別の考え方もある。その一つは、グローバル教育には特定の国際関連
科目の学習が必要だとするものだ。もう一つは、海外留学や交換留学生受け入れにより、多様な文化的背景や国籍の人々
と交流する経験が大切だとするものである。

Stephen Dugganもまた Kandel と同時代の人物で、国際理解促進にグローバル教育導入を提唱した。 彼は、ノーベル
賞受賞者で元合衆国陸軍長官を務めた Elihu Root や、コロンビア大学学長の Nicholas Murray Butlerと共に国際教育
研究所 （Institute for International Education）を設立し、初代所長となった。 Duggan は、インターナショナリズムの主
唱者として知られ、外交問題評議会の初代会長も務めた。国際教育研究所は、永遠の平和実現のための国際理解推進を
目指して設立された。研究所の設立メンバーは、生徒と教師の交換留学が国際理解促進に有益だと考えた。また、研究所
は、各大学の国際関係サークル設立を援助した。さらに、１９２０年代にはハーバードを含むアメリカのいくつかの大学が、グロー
バル問題、相互依存、平和と安全の脅威となる因子を学ぶ機会として学生を模擬国際連盟に派遣した。

第二次世界大戦後、国際連合が設立され、世界平和を追求する基本的人権の一つとしての教育が含まれる世界人権
宣言が採択された。これに伴いコスモポリタニズムが教育に求める期待が高まった。それは、教育により生徒は他者と共有す
るヒューマニティーに気づくことができるという期待である。教育の権利確立の促進を目指して創設された国際機関のユネスコ
憲章の前文には、国連の理念に鑑みた人権促進のための教育の必要性が明記されている。この理念は、グローバル教育
を他教科への間接的な取り込みではなく、直接的な学習と多様な人 と々の交流を求める個別の科目とする捉え方にはずみを
つけた。各国政府の協力によってユネスコはグローバル教育や平和教育、そして人権教育の様 な々構想プログラムを開発し
た。１９５３年に１５カ国の１３の学校から始まったユネスコスクールはその一環で、「国連および特定の機関の理念と活動のた
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め、そして世界人権宣言の原則に基づく教育の発展を促進すること」を目標としていた。このようにユネスコも平和と人権教
育のカリキュラム開発に貢献してきた。

１９６０年代にはグローバル理解を促進する二つの重要な教育プログラムが現れた。そのうちの一つ、国際バカロレア機構は、
保護者の仕事の都合で諸外国へ転入する必要がある生徒に向けた大学入学準備プログラム（ディプロマプログラム）の開
発とサポートのために１９６８年にジュネーブで創設された。当初国際バカロレア機構は、１９４８年にユネスコが平和教育の枠
組みとして出版したハンドブックに基づきカリキュラム開発にあたった （Maurette, 1948）。その後、初等教育プログラム、中
等教育プログラム、高等教育ディプロマプログラムなどの開発に至った。高等教育ディプロマプログラムのコアの一つは、生
徒自身が行う自由研究で、これは、テーマに関する深い考察を詳細なレポートにまとめるプロジェクトである。もう一つは「知
の理論」と呼ばれる科目で、自然科学・人間科学・芸術・数学・倫理・歴史の領域に焦点をあて、これらの科目の関連性
を理解し、知識を得るための別の方法がないかを考える力を育成するものである。

中等教育プログラムでは、全人的（holistic）教育、異文化理解、異文化コミュニケーションに重点がおかれ、学習のア
プローチ（approaches to learning）、コミュニティーと奉仕活動、人間の創造性、保健教育と社会性の教育、多様な環
境などに焦点を当てている（Hayden & Thompson, 2011）。

初等教育プログラムは、アイデンティティー、自分が住んでいる場所と時代、コミュニケーション、世界を知ること、人間の
組織を知ること、地球を知ることなど、教科横断的な学習が中心となっている。これらの学習は、言語、社会、算数、芸術、
理科、人格と身体の育成（体育）の６つの科目を通じて取り組むこととされている。

１９６２年、ドイツの教育者 Kurt Hahn は、サウスウェールズにアトランティックユナイテッドワールドカレッジ（UWC）を設立した。
彼が目指したのは、大学入学前の１６才から２１才までの世界各国の生徒に、寮での共同生活を通じた国際理解教育をする
ことだった。UWC は平和と持続性の構築を明確な目標としており、現在は世界各地に１４のカレッジを持つ組織に成長した。
単に生徒に知識を与えるだけのカリキュラムではなく、違いの尊重、個人の責任と品位、互いの責任と尊重、共感と奉仕、
環境への配慮、理想を抱くこと、個人の行動など、国際理解に必要な一連の価値観の育成に精力的に取り組んでいる。ウェー
ルズの UWC の生徒の体験は、国際バカロレアディプロマ開発者達の調査対象となり、国際バカロレアとUWC はそれぞれ
初期の開発にあたってお互いに連携する形となった。また、UWC は、最初の国際バカロレア導入校となった。
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2  多様なグローバル教育アプローチ

グローバル教育のアプローチ方法は２０世紀の間に開発が進んだが、その変遷は、グローバル教育の目的および「グロー
バルコンピテンシー」の定義という関連し合う二つの側面に辿ることができる。

グローバル教育の目的の一つは、他者へのより深い理解や、共通の利益に向けた国際協力を通じて、個人や国の向上を
目指すことである。これらの目的に鑑み、世界史、世界地理、国際ビジネス、人間科学の進歩、平和教育、紛争解決、国際・
地域研究、安全保障研究、平和研究等の多数のカリキュラムが登場した。

さらに最近の研究者達は、グローバル教育とは、生徒がグローバライゼーションへの理解を深め、自身や母国が地域およ
びグローバルな問題に関わる際の自己批判的なアプローチを身に着け、異文化理解に基づく視野と多様性を修得するよう促
進するものであり（Pashby, 2008）、また社会を変え、公正な社会・環境を目指すために自分達が持つ政治的影響力を認識
しそれを行使することだと述べている（Eidoo et al., 2011）。Schurgurensky（2005, in Eidoo et al., 2011）は、変革者
としてのシチズンシップ学習（transformative citizenship learning）は、重要な疑問や問題を公然と提起し、現状を探
求する、思慮深さと批判精神を備えた市民を育成することだと述べている（Eidoo et al., 2011）。また、Andreotti（2006）
は、地球市民教育の「ソフト」面と「クリティカル」面を区別し、「クリティカル思考に重点を置き、生徒に自分自身の視野
および自分と他者の認識論的存在論的な先入観に目を向けるよう問う」クリティカルリテラシーの指導法を提起している。さらに

「別の考え方をし」、視野や関係性を変容させるためには生徒は自分自身および他者の視点と向き合う努力が必要だと言う。 
Andreotti の言う「クリティカル」な地球市民性とは、「介在者、多様な視点、力関係（特に介在者のポジション）、長期
短期の（良い面悪い面での）目標と戦略の関連性などのコンテクストを慎重に分析した結果得られる個人の選択」としての
市民の行動を促すものだ。クリティカルな地球市民教育の主な要素は「変革、批判性、自己内省、多様性、協調性、参
画性」である （Eidoo et al., 2011）。

これらのグローバル教育の多様なアプローチの根底にはグローバルコンピテンシーが求めるものに関する様々な解釈があ
る。その一つに、グローバルコンピテンシーに、知識に加え、問題解決のための知識やスキルを応用できる力もある程度含
まれるとするアプローチがある。これは、生徒を例えば地理や世界史あるいは国際機関の研究といった特定の内容や学び
に導入するカリキュラムアプローチ（curricular approaches）とほぼ同様のものだ。さらに、１９２８年に Kandel が述べたよう
に、これらのアプローチは、科学、歴史、文学のような確立された分野で構成される既存のカリキュラムをグローバルな特質
のあるテーマと融合させることに主眼を置いている。グローバルな特質のあるテーマの例としては、開発研究や国際問題そ
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して Oxfam’s Global Citizenship Curriculum （Oxfam, 2015）などグローバル教育のイニシアチブを挙げることができる。
Oxfam’s Global Citizenship Curriculum は、地球市民育成のために英国の Oxfam が提唱した、教師へのサポートを含
む一連の授業プランである。アメリカでは、社会、歴史、言語、科学などの伝統的な科目にグローバルなテーマを融合させ
るアプローチが一般的なグローバル教育として広まっている。ウィスコンシン州などいくつかの州ではカリキュラムのフレームワー
ク全体へのグローバルテーマの浸透を明確に図るカリキュラムマップが開発されている。直近では、ウィスコンシン州公教育
部 （Wisconsin’s Department of Public Instruction）が生徒の的確なグローバル学習を促進し承認するねらいでグローバ
ル学習修了証明書 （Global Education Achievement Certificate）を発行している（Wisconsin Department of Public 
Instruction, 2005, 2008, 2011）。また、アジアソサエティー （Asia Society）は、学校や地区の既存のカリキュラムにグロー
バル教育を浸透させる枠組みを発表した （Boix Mansilla & Jackson, 2011）。

グローバル教育の新たなアプローチは、グローバルコンピテンシーを、資質、つまり、考え方や行動基準、そして価値観な
どと捉えている。この概念は、グローバル教育の教育学的アプローチの中で具体化されており、以下の教育学者の見解もこ
れを反映している。Maria Montessori は、権威主義的教育学は、権威主義的体制を受容する心を植え付けるものだが、
その対極の、平和で民主的な資質の育成に不可欠な指導法の重要性を説く。John Dewey は、精神の自立を養うものとし
ての教育を強調する。国際バカロレアは、学際的学習と調べ学習の重要さを説く。シカゴの公立学校の三つの教育プログラ
ムで適用されたコスモポリタン教育学の枠組みの効果の研究は、満足な教育を受けられない生徒達に対する、希望、思い出、
対話等のコスモポリタンな価値観を網羅したグローバルコンピテンシーの教育が可能だと示している （Sobré-Denton, Carlsen 
& Gruel, 2014）。Dewey と Kandel が提唱した進歩主義的教育運動では経験主義に基づく教育理論が教義の主軸となっ
た。１９１９年の進歩主義教育協会 （Progressive Education Association）設立にあたっては以下の教義が採択された。 

• 自然に育成する自由
• あらゆる学習の動機となる興味 
• 義務を与える者ではなく、導く者としての教師 
• 生徒の成長に関する科学的研究 
• 子ども達の身体的発育に影響するすべての事に対する最大の注意 
• 生徒のニーズに応えるための学校と家庭の協力
• 教育運動のリーダーとしての進歩的学校（Little, 2013）
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コスモポリタンな知見を広げる体験学習の役割に特に着目したアプローチもある。例えば、留学や交換留学は、その一例で、
生徒が住み慣れた環境から離れて生活し、異なる文化背景の人 と々交流することで異文化理解への道筋を開くというものだ。
異文化交流体験の重要性を反映したプログラムとして、学校や教室または特別な活動で生徒に多様な文化体験をさせると
いった、社会の仕組み （structure of the social context）に焦点を当てた様 な々プログラムがある。これらのプログラムや活動は、
多様な文化背景の生徒や教師が交流することで、互いの違いを越えた人間としての共通点を見出すことができるだろうという
理念に立つものだ。この理念に基づき、様 な々生徒や教師の交換プログラムが展開されている。例えば、国際教育研究所、
ユナイテッドワールドカレッジ、フルブライト交換プログラム、平和部隊、その他無数の高等教育機関による留学制度や、多様
な背景の生徒と教師を意図的に交流させるプログラム等である。最近では、テクノロジーを活用し遠隔地の生徒同士の協働
作業体験を推進する活動も見られるようになった。この分野のパイオニアの iEarn は、１４０カ国で活動しており、生徒と教師
が参加する国際協働プロジェクトで世界３０，０００校に及ぶ学校を繋いでいる。このような協働作業は、グローバルコンピテンシー
育成に効果的とされている。例えば、中国とアメリカの生徒による国際ビジネス誌についてのバーチャルな協働作業は両国生
徒のグローバルコンピテンシーを強化した （Li, 2013）。小中学生には、バーチャルな交換留学体験として、世界各国の生徒
達と、それぞれの文化、歴史、宗教、地理について情報交換したり、アメリカの市民権、気候変動、詩、化学、数学に
ついて討論したり、チェスをしたり、直面するグローバルな問題について議論する場を提供している （Roemer, 2015）。

２１世紀に地球市民が求められる理由
コスモポリタニズム育成の理念に根ざす長い経緯について前述したが、これに加えて地球市民教育を求める新たな状況が

生まれてきている。それは、平和で持続可能な世界の推進、グローバル・コンパクトの遵守、また、人類の文化的遺産の恩
恵にあずかる機会からグローバルな経済社会で働く機会に至るまで、個人と国の様 な々機会を創出することなどだ。本セクショ
ンでは、前項で紹介した周知のグローバル教育の理念から発展した新たな論拠を考察する。

世界のリスクを緩和する地球市民
５０００万人以上の犠牲、史上初かつ唯一の核戦争、征服者をもたらした第二次世界大戦後、世界の絆は深まるどころ

か鉄のカーテンで分断された。この惨事をうけ、世界５０カ国以上の代表者が集結し、悲惨な戦争を二度と起こさぬための
国際機関について構想を練った （UN, 2012）。 国連は、平和と世界協力の種を撒き、共通の目的のもとに人類が団結する
ことを希求して設立された。設立に関わったメンバーは、新たな市民像、地球市民への期待を表明した。それは、自分自身
や母国の利益と、世界全体の秩序と利益のバランスをとれるような市民である。ユネスコは、ユネスコ憲章の前文で「戦争
は人の心の中で生れるものであるから、人の心の中に平和のとりでを築かなければならない」（UNESCO, 2012）として、平
和と安定は、条約や軍事力だけではなく、むしろ主に個人の態度と信念によって維持されるという理念を明確に表現した。
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その後現在に至る数十年の間も、平和のとりでとしての地球市民の必要性は縮小していない。今日の戦争は、単純に定
義づけたり国境で区切ったりできるものではない。平和の構築に向けた継続的な協力と、今日の人類が直面している不安定
な地球という新たな課題への対応を目指し、国連にはその後新機関も加わった。グローバル教育は、紛争解決の手がかりの
一手段であり、紛争中または紛争後の救済手段となる （Reimers & Chung, 2010）。

世界経済フォーラムは毎年、世界の安定を脅かすリスクと動向のうち主要な５０項目をグローバルリスクリポートとして発表し
ている。７５０名の専門家グループが挙げるリスクは、地球全体に関するもの、少なくとも三つの主要産業に影響を与えるもの、
経済に大規模な影響を与える可能性があるもの、不確実な要素を含むもの（すなわち、今後１０年間に起きる確率やリスクの
影響の規模は不確実でなければならない）、そしてリスク軽減に向けて多様なステークホルダーを必要とするものとされている 

（WEF, 2016）。

世界は今、幅広く学際的な知見を持ち、今日の致命的で複雑な脅威の解決に向けて行動できるリーダーと、これらのリス
クを認識しその影響を最小限にするために自分に何ができるかを考えることのできる、情報を持つ市民 （informed citizens）
を求めている。従って、ユネスコ憲章前文に反映されている人の心の中に平和のとりでを築こうという理念は、ますます複雑
になっている。２０１２年、国連事務総長の特別イニシアチブとして発足した Education First は、以下の言葉にあるように
地球市民育成に特に焦点を当てたものだ。「教育は単に社会に出て働くためのものではない。教育は持続可能な社会とより
良き世界を築く力を持っている。教育政策は、平和と相互の尊重、環境への配慮を促進するものでなければならない」（Ban 
Ki-moon, 2012）。 最近採択された持続可能な開発目標は、これらのリスクを喚起し、克服するための積極的で野心的な手
段の提案で、この採択が発する地球市民の理念は、直面するリスクを効果的に対処できるスキルと心構えを反映している。

グローバル・コンパクトを守る地球市民
グローバルな市民性は、人々のグローバルなリスクへの理解を深め、リスクを緩和するとともに、リスクに対応し世界の秩序

を維持する機関もサポートする。国連設立後まもなく、世界人権宣言という、すべての男性と女性の権利を明確に宣言した
世界初の法律文書が批准された。草案委員の一員だったチリの Hernán Santa Cruz の言葉にあるように、この類まれな宣
言は、「世界を支配する権力によって生み出される価値ではなく、存在するという事実から生みだされる、すべての人の崇高
な価値」を保障するものとなった （UN, 2012b）。世界人権宣言は、尊厳、雇用、教育、宗教、自由その他に関する世界
のすべての人の権利を宣言している。この重要な宣言は、地球市民に、この宣言に則り、すべての男性、女性、子ども達
の普遍的な権利が確保されるよう行動することを求めている。
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同様に２０００年の到来に向け、国連加盟国は平和と協力の宣言を再確認するために、人類の発展、貧困撲滅、公正な
社会などの一連のグローバルな目標を定める新たな世界宣言をまとめた。２０１５年までの達成を目指したミレニアム開発目標に
は、次の項目が含まれている。

目標１ ：極度の貧困と飢餓の撲滅
目標２ ：普遍的な初等教育の達成
目標３ ：ジェンダーの平等の推進と女性の地位向上
目標４ ：幼児死亡率の引き下げ
目標５ ：妊産婦の健康状態の改善
目標６ ：HIV ／エイズ、マラリア、その他の疾病のまん延防止
目標７ ：環境の持続可能性の確保
目標８ ：開発のためのグローバル・パートナーシップの構築 （UN, 2012c）

２０１５年９月には、第７０回国連総会で、さらに新たなグローバル開発宣言である持続可能な開発宣言（UN, 2015）が
採択された。

目標１ ：あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる。
目標２ ：飢餓を終わらせ、食料安全保障及び、栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進する。
目標３ ：あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する。
目標４ ：すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯教育の機会を促進する。
目標５ ：ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行う。
目標６ ：すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する。
目標７ ：すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保する。
目標８ ：包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用
 　を促進する。
目標９ ：強靭なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベーションの推進を図る。
目標１０ ：各国内及び各国間の不平等を是正する。
目標１１ ：包摂的で安全かつ強靭で持続可能な都市及び人間居住を実現する。
目標１２ ：持続可能な生産消費形態を確保する。
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目標１３ ：気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる。
目標１４ ：持続可能な開発のために、海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する。
目標１５ ：陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処ならびに土
 　地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する。
目標１６ ：持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆる
 　レベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する。
目標１７ ：持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する。

これらの野心的な目標の達成には大変な努力と専門的知識、超国家的な公的または民間の団体、すべての国の人々の
連携が必要となる。政府、国際非政府団体、国内非政府団体、その他のグローバル及び国単位の機関の協力が必要だ。
グローバルな市民性は、納税者の寄付による国際開発支援基金や広報文化外交に寄与する公選職員として、また国際非
政府団体に寄付をする個人として、あるいはグローバルな課題や上記の目標達成に賛同する個人がとる数限りない行動となっ
て示されるが、そのどれもが、これらの機関の活動が継続されるための条件となっている。

個人のためのグローバルな市民性
コスモポリタニズムの有益性は何世紀にも渡り証明されてきた。ここでこれから議論するグローバライゼーションにより、その

利点はさらに強化された。ビジネスは、サプライチェーンや幅広い顧客基盤、巨大多国籍複合企業の増殖により、ますますグロー
バル、ローカル両面で深く絡まり合っている。少数の帝国が世界の大部分を統治していた帝国の時代を引き継いだのは、多
国籍企業の時代とも言える。企業がある国の GDPを上回る資金を操る時代だ。実際、ヤフーの規模はモンゴルを、ナイキ
はパラグアイを、そしてアマゾンはケニヤを上回っている （Trivett, 2011）。

例えばマクドナルドの事業は世界６０カ国に及ぶが、これは、国連憲章を当初批准した国の数を上回るものだ （McDonalds, 
2012）。管理職だけでなく一般の従業員も、高い対人および自己対応スキル、異文化対応力、諸外国に関する知識、ビジ
ネスや食文化の知識、積極性、他者への対応力などが求められる。企業の社員であれ、起業をめざす者であれ、成果を
出すためには、これらのスキル、心構え、知識がますます重要となってきている。

地元に住み地元で働こうと考えている人にとっても、地域はいっそうグローバル化している。ニューヨーク・タイムズのある記
事は、各地で増加している地域の様 な々高等教育機関を利用してグローバルなキャリアを目指す生徒達を「グローカルスチュー
デント」と表現している （Saalfield & Appel, 2012）。
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２１世紀教育の提案者の Tony Wagner は、グローバルコンピテンシーの必要性について「多様な国の多様な文化背景
の人 と々のネットワークの中で働くことのできる人が、増加する多国籍企業にとって必須となっている」と述べている （Wagner, 
2008）。

２１世紀のグローバルコンピテンシーの重要性を考慮し、OECD は、読解力、数学的リテラシー、科学的リテラシーなどの
生徒の知識とスキル評価の標準科目に、グローバルコンピテンシーの評価も加えることを検討中だ （OECD, 2016; Reimers, 
2013b）。

アメリカでは、国内のカレッジや大学の留学生数が過去最高となった。アメリカ全土の大学生のおよそ 3.7％が留学生となっ
ている。この割合は小さく見えるが、人数にすると７０万人以上で、このまま増加が続けば今後 5 年間で倍増すると思われる 

（IIE, 2012）。地域のグローバル化が進んでいるとはいえ、生徒達がグローバル化の新潮流の中での市民性について学び
体験する機会はさらに必要性を増してきている。10 校の公立大学に在籍する留学生４５４名への調査によると、そのうち３８％
は「アメリカの学生と特に親しくない」と回答している （Marklein, 2012）。この数字は、多様な生徒を集めれば国際理解が
深まるという交流プログラムのセオリーの欠陥を指摘するものだ。

3  今日のアメリカにおけるグローバル教育への新たな要請

国際数学・理科教育調査（TIMSS）や、OECD 生徒の学習到達度調査（PISA）などの生徒の知識やスキルの国
際比較調査におけるアメリカの生徒の評価が芳しくないことや、グローバライゼーションの加速などを受け、アメリカでは新たな
グローバル教育論議が展開した。それは、アメリカの子ども達や教室の、グローバルな視野および、２１世紀の社会を生きる
市民としての課題認識力・対応力を強化する方法を巡る論議である （Council of Foreign Relations, 2012; Di Giacomo, 
Fishbein, Monthey, & Pack, 2013）。その結果、全米共通学力基準（CCSS）の国際化及び、言語、数学、科学の
主要科目でアメリカの学生に他国の学生と少なくとも同レベルの習熟度をつけさせるという方針が打ち出された （Reimers & 
Villegas-Reimers, 2014）。さらに、学生が世界とグローバライゼーションについて深く学ぶ後押しをすること、その為に必要
なスキルを教えることへの関心が高まった。アメリカ教育省による国際教育戦略という初の取り組みもこの動きを反映したものだ。
この戦略は、「グローバルコンピテンシーを持つ生徒」を、世界を慎重に見極め、様 な々視点を尊重し、多様な相手と効果
的なコミュニケーションができ、行動できる生徒と定義している （US Department of Education, 2012）。
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同様の観点から大学入学試験委員会 （College Board）は、今後数十年間アメリカが対処すべき最大の課題への注意
を喚起している。経済のグローバル化に伴い相互の関連性が深まり、各国が競争力を増す中、アメリカの課題は、経済成
長期に確立した強い競争力を維持することである。今この激化する競争への対策を講じなかったら、ますます変化し続ける
今後のグローバル市場で適応力を備えた各国に、アメリカは、指導力、業績、スピードにおいて遅れを取ることになる。これ
に対処するためにアメリカは、充分なグローバルコンピテンシーを発揮できる市民を育成せねばならない。求められるのは、極
めて流動的でグローバルなさらなる競争社会を導き抜きん出るのに必要な適切なスキルと能力および品性を持つ市民である 

（Balistreri et al., 2012）。

外交問題評議会 （Council on Foreign Relations）は、アメリカの生徒のグローバルコンピテンシーにおける弱点を論じた
教育報告書を発表した。

アメリカの教師、経営者、政治家、親たちは皆、生徒が、直接間接にあらゆる方向から影響を受ける世の中でいかに生
きる力をつけるか、そのためのより良い方策を考えなければならない。若者は、ここで述べたスキルだけでなく、彼らを取り巻
く世界についての深く広い知識基盤を持たねばならない。外国の歴史や外交政策、国際体制の特質と役割、グローバライゼー
ションがもたらす課題とチャンス、これらはすべて、グローバルリテラシーを備えた市民育成カリキュラムに必要な要素だ。その
ような市民の育成は、行政、軍事、経済、社会にとって喫緊の課題である （Klein & Rice, 2012, pp: x–xi）。

近年、アジアソサエティー（Asia Society）とロングビュー財団 （Longview Foundation）は、学校での国際教育のた
めの合衆国ネットワーク （States Network on International Educational in the Schools）を通じて２５以上の州で国際教
育に取り組んできた。このネットワークは、各州の生徒のグローバルコンピテンシー育成力と学校でのグローバル教育カリキュラ
ム導入を支援するものだ（Asia Society, 2008）。アジアソサエティーは、ゴールドマン・サックス財団の国際教育優秀賞での
コンペを通じて国際教育のモデルケースを見出し、その普及に尽力してきたが、このネットワークはこうしたアジアソサエティー
の活動を基に築かれた。このコンペは過去５〜６年間開催されてきており、アジアソサエティーが地区または州を含むあらゆる
レベルでの好事例を選出・分析している。最近アジアソサエティーはグローバル教育のアプローチ概要とグローバル教育のカ
リキュラムへの浸透のフレームワークに関する一連の報告書を刊行した （Asia Society, 2016）。

大学レベルでも同様の取り組みが行われている。その一つは、全米留学生アドバイザー協会（National Association of 
Foreign Student Advisors）主催のキャンパスの国際化を評価するコンペで、国際的プログラム推進に顕著な効果を示し
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たいくつかのカレッジや大学に、毎年、ポール・サイモン上院議員賞が授与されている　（NAFSA, 2016）。全米研究評議
会 （National Research Council）の最近の機関誌には、米国科学アカデミー （National Academy of Sciences）が議
会の要請で行った評価の結果が掲載されている。米国科学アカデミーは、公民権法第６編 （Title VI）と外国語及び地域
研究プログラム、その他の政府の補助によるカレッジ、大学における国際研究および外国語教育プログラムの評価を行った 

（O’Connell & Norwood, 2007）。

教員養成と能力開発
グローバル教育を支えるもう一つの重要な側面として、教員のグローバルコンピテンシー育成支援プログラムも多数ある 

（O’Connor & Zeichner, 2011; Zhao, 2010）。大学や、教育学部では意図的に国際教育を一般教育課程 （general 
education courses）に取り入れてきている。ニュージャージー州のウィリアム・パターソン大学 （William Paterson 
University）では、グローバルまたは国際教育コースの１２単位分が教職課程での必須単位となっている。同様に、シャー
ロットのノースカロライナ大学 （University of North Carolina）では、学部生に卒業単位として非西洋コースを少なくとも一
つ選択することを義務付けている。これは、学生が将来教員を志望し、グローバルコンピテンシー育成に携わる場合に備え、
非西洋圏に関する基礎的な最低限の知識を学ぶべきとの意図によるものだ （Longview Foundation, 2008）。一般教育課
程を充実させれば教職志望学生の国際理解に対する関心を高められるとの見方もあるだろう。しかし、これらの課程の必要
単位数の少なさを考慮すると、教員の知識開発には、より厳格で明確な必須条件を定める必要がある。

教員のグローバル教育サポートのもう一つの方法として、国際経験豊かで、グローバルまたは特定の地域研究の専門家で、
その経験を教育に役立てようという意欲を持つ教員指導者の登用がある。例えばオクラホマの地方大学は、新規採用の要
件として「グローバルな専門知識」を具体的に提示している。また、サンディエゴ大学のリーダーシップ及び教育科学スクー
ル （School of Leadership and Education Sciences）では、 教員の採用条件に、外国語に堪能であること、大学カリキュ
ラムの国際化に貢献できることが含まれている （Longview Foundation, 2008）。学部教員の国際力強化対策の研究の中
で Schneider （2007）は、教育学部と教養学部の教員の学部を越えた協力を推奨している。彼女によると、地域研究の専
門家は、概して教養学部に設置されている地域研究所に所属していることが多いという。これらの研究者を教育学部に招き
入れれば、コース選択の幅を広げ、既存のコースもより充実できる。そうすれば、偏りがちな教育学部のグローバルコンピテンシー
へのアプローチを改善できる。インディアナ大学 （Indiana University）やメリーランド大学カレッジパーク校 （University of 
Maryland, College Park）ではグローバル教育に焦点を当てたカリキュラム開発支援や、特に教員対象のものも含む基金や
奨励金制度が用意されている （Longview Foundation, 2008）。
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教員の留学体験支援は、少なくとも米国国際教育研究所（Institute of International Education）設立以後の最も一
般的な教員の国際理解力養成プログラムだ。１週間程海外に滞在して現地校を視察し、母国で導入できそうな事例を探す

（Stewart, 2012） といったものから、学期全体を海外で過ごすといった教育実習生向けものまで内容は様々である。ミネソ
タモリス大学 （University of Minnesota, Morris）の教育実習は学生自身が良く知る文化とは異なる文化圏での実習が課
されている。 同様にミシガン州立大学 （Michigan State University）は、南アフリカ、ノースカロライナ大学チャペルヒル校

（University of North Carolina at Chapel Hill）は、ドイツとそれぞれ提携し、教育実習生が海外で必要単位を取得で
きるようにしている。オハイオ大学 （Ohio State University）オクラホマ大学 （University of Oklahoma）サンディエゴ大
学 （University of San Diego）ウィスコンシン大学マディソン校（University of Wisconsin–Madison）マイアミ大学 （Miami 
University）には、教育実習生がアメリカ以外の国の学校で実習できる制度がある （Longview Foundation, 2008）。 

留学制度の効果はきちんと証明されているわけではない。当初は留学制度への期待感も盛り上がっていたが、教師がグロー
バル教育を実施する際に海外経験が目に見えて活かされるかどうかは未知数だ。さらに、教職志望学生は卒業前には海外
経験や知識を重ねるであろうという期待感から、これらの制度の中には、必要な学生に適用されていない、あるいは学生全
体の割合に対して充分行き渡っていないものもあると思われる。

教職課程や教員免許とは別に、教師のグローバル科目指導力養成訓練を施す州もある。カリフォルニア国際研究プロジェ
クト（California’s International Study Project）は、成績不振校の教師向けに、国際関係、世界史、地理などのグ
ローバル科目指導のスキル養成を支援している。また、ヴァーモント大学アジア研究所アウトリーチプログラム （University of 
Vermont’s Asian Studies Outreach Program）は、ヴァーモント州全域の学校にアジア学習プログラムを提供している （Asia 
Society, 2008）。プライマリーソース（Primary Source）、ワールドサヴィー （World Savvy）、アイアーン（iEARN）などの
組織やその他の大学附属地域研究所なども、従来の科目に国際性を盛り込もうという意欲のある教師のためのカリキュラムや
能力開発プログラムを提供している。

外国語教育
応用言語学センター（Center for Applied Linguistics （CAL））の調査によると、全米の初等、中等学校における

外国語教育は、１９９７年から２００８年の間、初等学校では６％、中等学校では１７％減少している（Rhodes & Pufahl, 
2009）。スペイン語が最も多く教えられており（初等学校の８８％、中等学校の９３％）、フランス語、ドイツ語、日本語、ロシ
ア語などはこの間、初等中等学校両方で減少した。全初等中等学校の約４％で中国語が教えられていた。１９９７年から
２００８年の間、初等学校で、無免許の外国語教師が１４％という顕著な増加を見せたが、マンダリン、アラビア語、ロシア語、
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韓国語、など英語を母語とする者にとって難しい言語の修得が望ましいとされている状況からすると、これは驚くべき数字では
ない （Longview Foundation, 2008）。

２００５年から２００８年にかけて、中国語を教える学校は２倍に増え、４４州で中国語プログラムが提供されている（Asia 
Society, 2008）。ロングビュー財団（２００８）は、マンダリン、アラビア語、ロシア語、韓国語、ヒンズー /ウルドゥー語など
一般的には教えられていないが、アメリカの安全保障や経済にとって重要性を増している言語を高校で学習した最近の卒業
生たちのパイプラインは殆ど無いと指摘している。学校での外国語教育拡大の機運の中、中国側からの単独方向の中国語
教育提供が勢いを増している。これは中国政府のイニシアチブの一環で、世界各国に中国語教師を派遣し、中国文化と言
語を教育し、さらにアメリカ国内の学校の負担にならぬよう、教師の賃金の一部を中国政府が負担するというものだ。

ワイオミング州議会は、ｋ−８の生徒に外国語教育の機会を与える法律を可決し、２００４年には５００万ドルをｋ−６の生徒
の外国語教育開発に投じて今後５年間ワイオミングの５０の小学校で試験的に開始することとした。ニュージャージー州は、
２００９年から２０１３年までの４年間の、外国語修得向上のための試験的プログラムを実施し、より厳格な評価方法を開発して、
高校の外国語教育改革を開始した（Global Washington, 2011）。国家安全保障語学イニシアチブ（National Security 
Language Initiative）の一部門であるSTARTALK! は、アメリカ国内であまり教えられていないが戦略的に重要な言語教
育の充実を目指しており、全米のｋ−１６の生徒と教師にアラビア語、中国語、ダリー語、ヒンズー語、ペルシャ語、ポルトガル
語、ロシア語、スワヒリ語、トルコ語、ウルドゥー語のサマースクールを提供している （https://startalk.umd.edu/）。しかし、
合宿形式のプログラムも含まれ、学校区域の規模に即していないため、生徒や教師の参加のチャンスが不平等となっている
のが現状だ。ウェストヴァージニア州、オハイオ州、ニューヨーク州などでは、それぞれの州の第二言語修得のビジョンを明確
に反映した幅広い戦略的プランとロードマップを策定している （Asia Society, 2008）。Wilkinson （1998）は、外国語教育
における、いわゆるティーチャートークや教室での行動の限界などを克服するため、教室での外国語教育と留学プログラムを
繋ぐ道をさらに研究する必要があると指摘している。

国際交換留学、パートナーシップ、海外留学
海外留学を経験した生徒はグローバルな問題により深い関心と理解を持ち、異文化コミュニケーションも得意で、外国語の

スキルも高く、より健全な自己像を抱いていると一般に言われている（Norris & Gillespie, 2009; Kitsantas, 2004）。学部生
の海外留学件数は急激に増加してきたが、その効果について実態を把握するのは難しい（Salisbury, Umbach, Paulsen 
& Pascarella, 2008）。
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海外留学の目的の一つは、現地の生活に浸り外国語を修得することだ。しかし、Wilkinson（1998）は、学校以外
での体験の多さが、必ずしも語学の上達や、深い文化理解に貢献するわけではないと指摘した。ホストファミリーとの交流

（Schmidt-Rinehart, 2004）や、留学期間の長さ自体 （Wikinson, 1998; Rivers, 1998）、そして留学中の学生の目的意
識 （Kitsantas, 2004）なども留学の効果を高める要因とされている。また、これらの調査には、遡及的調査方法、公平な
比較集団の欠如、サンプルサイズの小ささなど、方法論的な限界もある。特に生徒や学生の海外留学効果は充分検証され
ておらず、留学制度の成果予測については注意深く観察する必要がある。

コネチカット州は最近中国山東省の８５の学校と姉妹校提携を結び、教師、校長、生徒の米中間交換留学を行っている 
（Asia Society, 2008; Global Washington, 2011）。ノースカロライナ州、ヴァージニア州、ウィスコンシン州なども政治家、
経営者、教育者等の視察団を、インド、中国、メキシコ、日本、ドイツ、タイ、フランスへ派遣し、各地域や学校同士のパー
トナーシップ構築に取り組んでいる。

 教室におけるテクノロジー活用
情報技術の発展に伴い、教室にいながらにして世界を体験できる機会が増え、相互の関係性も緊密化している （Fujikane, 

2003, p. 144）。例えば、Global Scholars Program というオンラインのグローバル問題意識向上教育プログラムは、１０才か
ら１３才までの世界各国のグローバルな都市在住の生徒を対象に、グローバル問題関連の一年間のきめ細かいカリキュラムを
提供している。

Johnson、Boyer および Brown （2011）は、社会科学習へのテクノロジー活用効果検証のため、GlobalEd の評価を行った。
GlobalEd は、テクノロジーを利用して遠隔地同士の中高生を結び、実際の世界のシナリオに基づく問題をシミュレーションす
る問題解決型学習である。調査はコネチカット州、メリーランド州、ニューハンプシャー州、マサチューセッツ州の２６０人の中
学生を対象に行われた。彼らは、こうしたシミュレーションは、協働作業の中で、生徒がグローバルな問題の解決、コミュニケー
ション、意思決定などに必要な新たな知識とスキルを構築する足場になっていると述べている。しかし、このようなスキルの修
得は主に女子生徒に顕著だが、男子生徒では逆にスキルの低下が見られたとの指摘もあった。

テクノロジーにより、遠隔地同士の様 な々生徒の連結・協力が可能となったことを背景に、Asia Society（2008）は、教
室におけるテクノロジーとグローバル教育カリキュラムの統合に関する報告書を出した。オンラインの国際コースを拡充したり、
外国の学校とバーチャルなパートナーシップを提携した州もある。例えば、デラウェア州、ニュージャージー州、オハイオ州、ワ
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シントン州の教育省は、iEARNと提携して、遠隔地とのオンライン学習に携わる教師を支援する能力開発プログラムを提供
している。同様にフロリダとミシガンのバーチャルハイスクールは、オンラインで、世界の文化、歴史、グローバルスタディ、マ
ンダリンのコースを生徒に提供している。インディアナ州とケンタッキー州も近年、生徒向けにマンダリンの通信教育を開発した。
しかし、これらの取り組みが、アメリカ全土に広がりうるものか、あるいは、まだ成功は未知数の小さなイノベーション一例にす
ぎないのか、判断が待たれるところである。また、設備面、技術面、異文化間の問題など、教室でのバーチャルなグロー
バル教育環境設営を妨げる要因もあるため、プログラム準備にあたってはこれらの問題も勘案する必要がある （Patterson, 
Carrillo, and Salinas （2011））。

本セクションでは、アメリカのグローバル教育において実施されている個々のプログラムの細かい検証というよりは、アプロー
チの多様性について述べることを意図して、様 な々プログラム、戦略、イノベーションの取り組み例の概要を紹介してきた。こ
れらの多様な取り組みはグローバルコンピテンシー育成には有益であるが、その反面、グローバルコンピテンシーのある側面の
みに特化したり、生徒の教育の一連の過程の中の短期間のみにしか対応していないなど、概して自己完結型アプローチとな
りがちである。これらのアプローチが統合されて、生徒の教育の全過程において継続的に地球市民性の育成をサポートする
包括的なグローバル教育戦略へと発展する可能性もあるのだが、そのような、長期的で充実したプログラムは稀である。アメ
リカの学校におけるグローバルコンピテンシー教育への支持が強化されれば、前述の様 な々取り組み同士の相乗効果も期待
できる。例えば、オンラインでの生徒の交流により外国語学習のモチベーションが向上し、海外留学制度によってオンライン学
習や外国語学習の意義が高まるだろう。ある研究によると、大学生のグローバルコンピテンシーとクリティカル言語（アラビア
語、中国語、日本語、韓国語、ペルシャ語等）の学習モチベーションには正の相関関係が見られるとのことだ（Semaan & 
Yamazaki, 2015）。

アメリカ各地には個々の優良で革新的な取り組み例が存在する一方で、これらの取り組みの効果と、他地域での応用に向
けた一般化の方法は明らかではない。ペンシルバニア州郊外のある学校では、グローバル教育のカリキュラム導入にあたり、
グローバル教育プログラムと認定試験を用いた。この試みをエスノグラフィーの手法で研究した専門家によると、一握りの生徒
に対する効果しか得られなかったことが判明し、学校に組織的説明責任というプレッシャーがかかると、プログラムの恩恵を得
られる生徒数が限定されてしまうとの問題点が指摘された （Cozzolino, 2014）。
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4  グローバル教育の再考

教育は長い間コスモポリタンであろうとしてきた。加速するグローバル化やより国際的な新しい人材育成の発展には、より野
心的で変革的な機会を反映した新しい、より意図的なグローバル教育へのアプローチが求められている。

グローバリゼーション
前述の議論にあるコスモポリタニズム（世界市民主義）を育てる歴史的な理由が持続していることに加え、グローバル化

の加速は生徒への世界市民教育の重要性を高めてきた。

20 世紀最後の数十年間には、多くの学者が、社会変化の一連の過程が加速したのは、国境を越えた人々の間どうしの
関係の増加と強化に起因していると主張した。 これらのプロセスの組み合わせが「グローバリゼーション」と呼ばれた。グ
ローバリゼーションには、グローバル社会の創造、グローバルな意識の発達、グローバルな交流の増加などが含まれる。つま
り自分たちの地域で起こることは遠く離れた地やグローバルな事象の影響を大きく受けているという意味だ。過去にもグローバ
リゼーションの時代はあったとされるが、現在グローバリゼーションの激化が新たに起こっていると言えよう。（Albrow, 1990: 9; 
Giddens, 1990: 64; Held et al., 1999: 16; Robertson, 1992:8; Scholte, 2000: 46; Waters, 2001: 5）

グローバルな統合を加速させるグローバリゼーションは、生徒がプロセス自体を理解して、ますますグローバル化する文脈の
中で生き、機能するために、グローバル教育が必要だという新たな理由を生んでいる。このグローバル化により、私たちはます
ますグローバル市民となってきており、私たちの生活や環境のほとんどが、事実上グローバルな事象によって形成されている。
一部の人は、どの国民国家の一員になるかを選べるかもしれないが、機会、挑戦、権利、責任を与えているともいえる国際
的な規制やプロセスの影響を受けているという事実をとってみても、ほとんどの人はいずれの国民国家の権利と責任の対象とな
るかの選択肢を持っていない。紛争や自然災害、世界的に広域な流行性の病、告発の倫理や技術開発の境界に関する問
題によって強制移動させられる難民が広がり、教育者や社会全体は想像もつかない国内外の新たな課題に直面してきた。こ
うした難題が学校や教室に忍び寄り、まさに教育や学習のプロセスに影響を与えている。百年前に Kandel が指摘した国民
の市民権（グローバル市民としての立場に反するものではない）と同様に、個人は市民としての権利と責任を行使し、機会を
掴み、難題を理解して解決するのにより効果的な気質を備えることができる。私たちはグローバル市民として、世界的なリスク
の軽減、世界共通の利益を守るための協定の創造と維持、個人的および国家的利益の向上に貢献することができる。この
意味で、新しいグローバル教育と従来の世界市民主義教育との違いは、いまや各国間の平和的関係を維持するための国際
理解だけでなく、グローバル化自体のプロセスの理解や、より世界的に統合された社会や機関で効果的に生きる能力にある。
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育成と学習についての新しい方法
過去数十年にわたり、育成の研究は知識と性質を超えて、結果的に学習と教育についての新しい考え方に至る幅広い

人間性の概念に貢献してきた。 教育分野では、これらの開発は「21 世紀型スキル」（Reimers & Chung, 2016）と呼
ばれるものを進展させる動きに見られる。21 世紀型スキルの動向とDewey や Kandel が提唱した（Little，2013）進歩
的な教育運動の間には、明確な類似点がある。 トム・リトル（2013）は、進歩的な教育者ネットワーク（the Network of 
Progressive Educators）によって明示された進歩主義教育の原則と21 世紀型スキルにおける教科の重要点に類似点が
あるとし、進歩主義教育の原則を以下のように定義している。

• 個々人の学習スタイル、発達ニーズ、知的関心に合わせたカリキュラム
• 学習におけるアクティブ・パートナーとしての生徒
• 学際的カリキュラムで芸術、科学、人文学が同等の価値を持つ
• 直接的に経験したことと根本的な教材を通じて学ぶ
• 多文化性とグローバルな視点に焦点を当てる
• 民主主義のモデルとしての学校
• 人道的な環境としての学校
• 学校外のコミュニティへのコミットメント
• スポーツや屋外の活動による健康な身体へのコミットメント

21 世紀型の教育では、以下のことが強調されている。

•プロジェクトベースの学習
• 批判的思考
• 協働学習
• 個々人に合う指導
• 自立と独立
•グローバル能力と認識
• テクノロジーを学習ツールとして活用
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21 世紀型能力に関する研究について証拠の最近の論評では、21 世紀型能力を認知的、対人的、および個人の内なる
ものとして分類している（Pellegrino & Hilton, 2012）。認知能力は認知プロセス、方法、知識や創造性を包含する。また
個人の内なる能力には、知的な開放性、労働倫理なり誠実であること、肯定的な核心的自己評価が含まれる。そして、対
人能力には、チームワーク、コラボレーション、リーダーシップも含まれる。（Pellegrino＆Hilton，2012）このレビューが明確
な能力としてのグローバル能力を含んでいないことに注意のこと。グローバル能力とは、21 世紀スキルが育成され、適用され
得る単なる領域である世界的な情勢とグローバル化の見解と矛盾はない。（Boix Mansilla & Jackson, 2011）。グローバル
化の研究は本当のところ、21 世紀型スキルを育成するための世界的な文脈において比類のない価値を提供しており、グロー
バルな状況で理解し効果的に機能するために必要な際立った能力もあると見ている。したがって、グローバル能力にはたとえ
ば、異なる文化背景を持つ人 に々共感し、国、宗教、民族の異なる同僚との協働に必要な特別な能力が含まれる。これに
は同様に、たとえば天然資源についての課題、地球規模の紛争や平和への懸念、そのような紛争の歴史的原因の理解、
国際的機関についての知識など、本質的にグローバルなトピックへの深い理解や関心が含まれる。グローバル能力に求めら
れるのは、前述したようにグローバルリスク、そのリスクについて自分自身を教育するために必要なスキル、そしてそのリスクの
緩和に貢献しながら生活する能力についても同様に理解することである。

グローバル教育：カリキュラムや教授法
既存のカリキュラムにある教育やいかに教えるかというDewey の考えに基づいて育成できる知識や気質とは異なるグローバ

ル能力の定義に続いて、ここではグローバル教育を特色あるカリキュラムや教授法を含むものとして考える。これらのカリキュラ
ムと教授法は相互に絡み合って増強され、いずれなくしてもグローバル能力の目標を達成することはできない。このような理由
から、本書に記載されているカリキュラムは、事実上、グローバル教育の教授法の活動例を提案している。
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5  「ワールドコース」の設計

2011 年および 2012 年には、幼稚園から高等学校のための週 6 〜 8 時間のグローバル市民教育のまったく新たなカリキュ
ラムを設計した。ここにカリキュラム内のすべての教科が統合され、中核となる新たな教科を作成することを提案する。私たちは、
この教科を「世界科（World Course）」と呼び、世界的ネットワークを持つ Avenue The World Schoolという革新的なエリー
ト私立校で教えられるように、世界で初めて「世界科」を開発した。Avenues 初のキャンパスはニューヨーク市に設立された。
私たちはAvenue経営陣に同意し、Avenuesの財政的支援を受けてこの新たな教科を実践することを前提に開発した。また、
開発に続き、米国内外の Avenuesネットワーク以外の学校や教師も使用できるようにカリキュラムを公開することに同意した。

本計画の早期よりカリキュラムの開発には、ニューヨークのAvenues校の協働代表者である早期学習センターの部門長、小・
中・高校の責任者、教育デザインのディレクターなどの協力を得て定期的にかつ終始有益な話し合いを重ねて進めた。経験
豊富な教育者から受けるフィードバックがカリキュラムに実践と課題を導入する設計の基礎となり、他教科や大学入試の準備
など、新設の学校に必要とされることとのバランスを取るのに役立った。生徒、教員や保護者の要望、期待、理解を得て、
この新しい教科の革新的な側面について協議したことも価値があった。さらに Avenues 校で実施されるカリキュラムに統合す
る方法や、今後の発展のために当初のカリキュラム設計に変更が必要か、学校における特有の文脈で即座に対応するのに
も役立った。本書に記載されているカリキュラムを実施しようとする学校でも同様のことが起こることだろう。

初期の設計に適応したり逸脱したりすることは専門文献にも特筆されているように、実施する際の忠実さや統合とは区別さ
れる。整合性をもって実装しようとする場合、実施する者が特定の学校の特定の環境にとって最善の特定のニーズを優先す
ると、当初の設計どおり忠実に実施するには課題が残る。「実施における真の課題は、実際の状況を深慮して、効果を保
証でき確実に改善するために核となる実践を考え出すこと。」 （Le Mahieu 2011 & Bryk et al., 2015）

忠実に実施されることよりもカリキュラムに統合されることを選び、この章の残りの部分ではカリキュラムの目標と原則を説明す
る。このカリキュラム設計の統合については、最適な実施の参考にされたい。

先に説明したように、このカリキュラムに共通する目標は、理解、思いやり、世界的な事象に影響を与え、人権を向上させ
る包容力を持つグローバル市民の育成をすること。知識、影響力、スキルなどを含むグローバル能力の概念の中核としたのは

（Reimers, 2009, 2010）、人が中心となる考えのことであり、個々人が違って存在していいというマインドセットを身につけ、進
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んでイニシアチブを取り、リーダーシップの役割を果たす能力や責任についての理解ができる能力を育成するということ。

本書のカリキュラムデザインを導く原則では、各学年に一貫したテーマや全体的な範囲と学ぶ順序に沿って、学際的なユニッ
トに焦点を当てた知識、影響、行動の明確な結果を定義した。最後にカリキュラム全体を審査して、目的とする能力を育成
するために十分な機会があるかを確認した。つまり生徒が自身の興味を育てる機会を提供し、生徒の情熱を発見し、関心の
ある問題について深く学ぶ機会が個人向けにカスタマイズされ、様 な々機能を持つように設計された、バランスの取れたカリキュ
ラムとした。高校のカリキュラムを形成するにあたり、特に、プロジェクトベースの学習、生徒の協働、保護者やと地域の関与、
そして生徒自身を中心に据え個々人に合う学習方法に依った。

ひとつの教育学の原則に基づくカリキュラム設計として、プロジェクトベースの学習、生徒を学習の中心に置く能動的な学
習方法（デザイン思考など）に広く依拠した。また学校や保護者の他学年の生徒を含め、仲間や教師などと共有できる形に
して私たちの考えを示す機会が豊富にあることにも努め、学生がプロジェクトベースの学習と遠隔コミュニケーションのための
技術により、他国の仲間と直接協力するという複数の機会を作ることにも努めた。私たちは、このコラボレーションが多様な学
生間であっても共通する人間性を見出すひとつの方法とみなした。

知識や経験をグローバル教育に生かすべく、生徒、教員、保護者や地域社会が関わり合う複数の機会を提供し、生徒がロー
カルとグローバルのオーセンティックな繋がりを見極められるカリキュラムとなっている。

K-12 のカリキュラム全体をとおして、特に 9 〜 12 年生では、生徒がより深く自分の興味を追求し、カリキュラムの重要な部
分を教師とともに構築する。

ワールドコースの設計に着手したとき、21 世紀型スキルのフレームワークを使ってカリキュラム開発を指導し、特定のグロー
バルコンピテンシーを開発する機会を含めることにした。この目標の意味は、まず、カリキュラム作成に時間を割き、カリキュラ
ムをどおりに達成しようとすると、部分的かつ不十分な結果しかもたらさないことを認識する必要があるということ。 次に、カリキュ
ラム設計は、世界的見地から見て有能だという卒業後の生徒を定義するため、コンピテンシーの明示的な識別から始める必
要がある。これらのコンピテンシーを使用して、カリキュラムの連鎖とコンピテンシーの開発を支援する教授法をマッピングするこ
とができる。
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これらのコンピテンシーは、文化間理解、倫理的志向、知識とスキル、仕事と心性を含むものと定義した。

１．文化間コンピテンシー
この能力には、異なる文化的背景を持つ人 と々直面するときに網羅的に必要な対人関係スキルや自己を律するような心性

を持ち、うまく関わる能力が含まれる。

A. 対人関係のスキル
i. 通信技術を使用して、様 な々国や地域から成るチームを生産的かつ効果的に導く
ii. 異なる文化的背景を持つ他者への共感を示す
iii. 様 な々文化背景に配慮し、礼儀と規範をもって交流する
iv. 文化故に起こる意見の不一致を、交渉、仲介、対立の解消などにより解決する

B. 心性に関するスキル
i. グローバルな問題や世界中の文化についての好奇心
ii. 多様な文化的視点を認識し熟考する能力
iii. 自己や他者のアイデンティティー、アイデンティティを形成する文化背景、今いる場所や時間についての理解
iv. 文化的な違いに取り組む際に、前提を認識して吟味する能力
v. 文化的（文明、宗教、民族など）偏見について認識し、グループ間でその影響を最小限に抑える能力
vi. 規範と礼儀をもって多様な文化を理解し、状況設定の範疇で適切な規範を見つけて学ぶ能力

２．倫理的な方向づけ
A. 多様な宗教制度における倫理的枠組みの理解
B. すべての人々の基本的平等への責任
C. 様 な々文明が長きに渡り共有できる価値感や人間愛の認識
D. 社会経済的状況や文化的起源に関わらず、すべての人の可能性の理解
E. グローバル・ガバナンスを導く世界人権宣言など世界的な盟約の役割の理解
F. 普遍的な人権の支持、貧困の削減、平和の促進、持続可能な人と環境の相互作用の促進への関わり合い
G. 多様な文化的背景を持つ人 と々関わり合い、謙虚さ、尊敬、相互主義、誠実さを実証する能力
H. 人間の交流や世界的機関を維持するために必要な信頼が果たす役割と、制度の崩壊やその原因の理解
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３．知識とスキル
百年前に Kandel が唱えたように、グローバルな教育カリキュラムでは国際的な連携を考慮し、グローバル化の様 な々方向

性を理解するのに必要な知識やスキルを生徒に提供する必要がある。 これらの学習内容には、文化、宗教、歴史、地理、
政治、公民、経済、科学、技術、革新、公衆衛生、人口統計などが含まれる。

A. 文化、宗教、歴史、地理
i. 文化の変容におけるグローバル化の役割に着目する世界史や地理
ii. 人の活動を組織する強力な機関としての宗教研究
iii. 様 な々視点や市民の役割についての理解を含む歴史的な知識
iv. 世界の様 な々地域を含み、結びつきや違い、人が地理を変えてきたことなどを含む世界地理
v. 時を超えた世界の宗教、歴史、文明間の接点
vi. 主要な哲学や繋がり
vii. 人類に共通する人間性を見つけるための手段としての芸術（演劇、舞踊、音楽、視覚芸術など）
viii. 様 な々芸術や関連性を理解する能力
ix. 表現としての芸術を見つめ、表現のための芸術を活用し、グローバル化と芸術を理解する能力

B. 政治と政府
i. 比較政府
ii. 異なる社会における政府の機能
iii. 主要な国際機関と国際的な役割
iv. 人間と環境の相互作用における現代の地球規模の課題
v. これらの課題の根本、対処の方法、課題解決に向けた世界的機関の役割
vi. 現代の紛争の歴史とこれらに対処する国際機関の役割

C. 経済、ビジネス、起業家精神
i. 経済発展の理論や、国ごとに異なる経済状況について、発展、貧困、不平等などの説明
ii. 国際貿易を規制し、国際開発を促進する機関
iii. これらの機関の効力や限界に関する現代の文献
iv. 世界の貿易の影響力
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v. 世界的な貧困の結果と貧困層が持つ力
vi. 人口動向に影響を及ぼす人口統計や要因と世界的な変化

D. 科学、技術、イノベーション、グローバル化

E. 公衆衛生学、人口、人口統計学

４．学習と心の習慣
A. グローバルな課題について、革新的で創造的な解決策の実証や説明。最高の実践となるよう、地理的に制限されず、
　 教科横断し、専門的な文脈で課題解決に導く
B. 多様な文化的視点を見極める
C. 文化の変容過程や同一文化内に個人差があることを理解する
D. 自主的に研究プロジェクトを実行する
E. 自主的な研究の成果を、口頭、書面、メディアなどを使って発表する

21 世紀型スキルを持ち、グローバルに活躍できる人材の特徴とは？
前述の特徴には、認知、個人内、対人関係のスキルが含まれる。しかし、それは 21 世紀型スキルよりも具体的であり、

明確に異なっている。たとえば「グローバルな能力や特性」であれば、「グローバルな課題について解決策の策定とその機
会を得て貢献する革新性や創造性。最高の実践となるよう、地理的に制限されず、教科横断し、専門的な文脈で課題解
決に導く能力」と定義する。革新性と創造性は「一般的な」21 世紀型スキルだが、グローバルな状況下で適切に解決方
法を特定し、地理的に横断して十分な解決に導くことは文化間の類似点や違いの分析能力を伴う。

今回、ワールドコースのカリキュラムを作成する際に、原則や枠組みを具体化しようと努めることで、前述に概説したグロー
バル教育への一般的なアプローチとは異なるものとした。生徒が地球規模の課題を知り、人類共通の原則やリスクについて
責任を負う人として育つため、知識や発想だけでなく知識を活用するために必要なスキルの育成や、世界の安定と平和に向
けて意義ある行動を促すのに必要な態度にも焦点を当てている。知識、スキル、態度の組み合わせは、「グローバル・コン
ピテンシー（グローバル能力）」という言葉で表現した。また、グローバル教育の歴史や現状を踏まえ、世界人権宣言に則っ
た倫理的枠組みとSDGs によって定義されるような世界的危機の解決に貢献することをグローバル教育の目標とした。ワールド
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コースの開発時はまだ MDGs の期間だったが、本書では現在国連が承認しているSDGsを参照するよう改訂してある。

このようにした三つの理由とは、第一に、人類共通で普遍的な人権への献身は、国境や限界なく人 を々結びつける。自分
も他者も人として奪うことのできない権利に値する人間だと認識する能力は、人権が侵害されたときに行動を起こす基礎を形
づくる。さらに、人間に共通する人権は、民主的な社会の哲学的根拠であり、多くの文化に共通のでもある。第二に、グロー
バル教育の理論と目的を定めることでこれらの枠組みの重要性が高まり、学問の重要性と同様にグローバル教育も顕著であ
るべきだ。第三に、世界が抱える課題は今後も複雑かつ深刻で予期せぬものとなる。したがって、グローバル教育の目標と
して世界が抱える問題解決に批判的に取り組むことは、課題の緊急性や目的意識を認識させることとなる。課題解決には、
文化、社会、学問分野を超えて革新的な発想や協働を必要とするため、グローバル教育は、教育制度にカリキュラムとして
活用されるべき優先事項であるべきだ。

グローバル教育の分野で困難な点としては、概念かつ実践の明快さの欠如がめだつ。グローバル教育は実践についての
共通理解やコンセンサスを得るにはまだ十分に明確な段階にはないため、教育課程のカリキュラムとは対照的に、グローバル
教育のカリキュラムを作成するのは困難な状況にある。地球市民権の考え方、グローバル教育の根底にある哲学、目標の明
確さなどがいまだに欠けていることがさらにカリキュラム作成を困難にしている。 本章は、この明確さの欠如の解決を試みる。

グローバル教育が明確でない一つには世界市民権が市民権や国民の権利と似ていることに関係しているが、地球市民と
して国境を越えるという点は明確だ。350 年以上前のヴェストファーレン条約以降、国家に帰属するという意味の市民権は、
包括的かつ排他的に国家に拘束された状態にある。市民としての資格を定義する意味で包括的であり、市民でないことを
定義するという意味で排他的だ。対照的に地球市民権は完全に包括的で、政治的、文化的、社会的、歴史的に見て複
数の領域を横断している。国家の市民権の文脈で確立されたような境界は、無意味な概念となる恐れがある地球市民権の
文脈のもと次第に明らかになる。国際人権法は国ごとの法を超える権利と義務のための法的基盤を提供してはいるが、地球
市民権のための法的基盤が存在しない。しかし、国家市民権と地球市民権は、定義から目的に重点がシフトしている場合
には似通っている。国家市民権と地球市民権は、権利やリソースへのアクセスを守るためのもので実用的な点は同じだが、
地球市民権はすべての人の人権であることを重視する。関連する権利は国家的、民族的、言語的にも共有されるため、こ
れらを横断する責任も持つ。この責任こそ、地球市民権が実用主義である心髄だ。
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WestheimerとKahne（2004 年）による市民権の類型化の研究は、地球市民としての市民権の概念化の基礎としても
有用だ。彼らが特定した三種類とは、「個人的に責任ある市民」。たとえば、共同体の一員として責任を持ち、法に従い、
進んで他者を助ける者。次に、「参加型市民」。たとえば、不公平を改善し、地域社会を改善するために積極的に参加する者。
三つめは、「正義志向の市民」。たとえば、問題や不公平や問題の原因を批判的に理解しようとする者。地球市民権とは、
これらの市民性を包含するものでなくてはならない。地球規模で効果をもたらすためには、人がこれら三つの概念を体現し、
革新的かつ政治的、文化的、およびその他の境界を越えた協力関係を築いてグローバルな課題に対応する必要がある。よっ
てこの三分類に、地球市民権の枠組みの要素としてイノベーションとコラボレーションを追加する。共同体の市民は、仲間と
仕事をするために国境を越え、異なる考えを持つ人 と々協力し、グローバルな課題を解決していく。革新的な地球市民は様々
な分野の知識を統合し、新しいアプローチ、新しい視点、新しい解決を創造し、具体的に行動する。

グローバル教育には学際的にも教科的にも複雑な能力が含まれなくてはならないという点で、教育段階によってはさらなる難
しさがある。これは、現行の教育制度における教科中心の考え方からの脱却であり、グローバル教育にとっての真の課題を
提示している。教科の教育が比較的重要なのは、教科の背後にある最も重要な考えが明確であり、カリキュラムがそれらを
反映しなければならない限り、カリキュラムの内容を作成することは容易だという点にある。さらに、教科教育の歴史は特定の
目標によって、過去だけでなく将来像も想像し得る。たとえば歴史を学ぶ場合、紛争の原因に関する知識と、その知識を構
築するため基本的かつ副次的な文書を検討する能力のような、個別の知識やスキルがいる。生徒が、国や人が共有する歴
史や様 な々歴史が存在することを理解、説明できるようにすることで、将来の紛争を避けるなどの目標も持っている。グローバ
ル教育は、普遍的な人権、明確な知識とスキルの枠組み、そして世界の喫緊の課題を解決するという目標を通じて、ワール
ドコースが達成する知識と目標を包括的に明確にする必要がある。

ワールドコースの創造
ワールドコースを作成するにあたり、先述の有能なグローバル人材の特徴を定義することに時間を費やした。そのため、

世界人権宣言や世界経済フォーラムなどグローバルなリスクアセスメントの枠組みや国連で進められた持続可能な開発目標
（SDGs）に示されているような将来のグローバルリスクの分析などの文脈を幅広く参考にした。また、本章で概説されている
優勢なアプローチの歴史も参考にした。次に、既存のグローバル教育カリキュラムの調査に携わった。

既存のグローバル教育カリキュラムには二種類あるといえるだろう。すなわち、現在のカリキュラムの内容がグローバルなコン
テンツを含めて随時改訂され、他のカリキュラムに含まれたか、別々のカリキュラムとみなされているか。公民における現在の
アプローチは、このようなカテゴリーに分類され、公民がカリキュラムに組み込まれているのか、それとも個別に教科として教え
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られているのか、国家間の違いがある(see Schulz, Ainley, Fraillon, Kerr, & Losito, 2009, p. 43–46)。複雑で深いグロー
バル能力を育成するには、カリキュラムに含まれる場合と、別のカリキュラムにする場合がある。教科教育で育成される能力
にはグローバルな内容が含まれているべきなので、インフュージョンが必要となる。グローバルな内容なくして教科学習は成り立
たず、生徒がグローバル社会で成功するように育成することはできない。この理由からインフュージョンが必要だろうと考える。 
しかし、別のカリキュラムを開発することも必要であることも述べておく。人口統計や世界的な貧困の調査など、組織化されて
いないか持続されていないトピックなど、伝統的な学校のカリキュラムには含まれていない一定の能力があるためだ。これらの
能力は複雑なため、持続的な方法で時間をかけねばならない。したがって、幼稚園から高校までの 12 学年分の学年ごとの
完全なカリキュラムとして、世界的な問題を含む教科のカリキュラムの改訂のためにも、ここに二つのアプローチが相互に強化
されるよう、ワールドコースを提示する。

既存のカリキュラムを見直し、理想的なグローバル人材を定義することから始めて、カリキュラムを開発した。前述の理想
的なグローバル人材要件に合意し、その能力育成に必要なカリキュラムの内容を特定した。人類に共通する人権の枠組みで、
真の意味で課題解決が進歩を遂げるために、（1）深く厳格であり、幼稚園から高校卒業まで一貫して持続し、深く厳格な
学習内容であり、能力だけでなく学ぶ幅も広がり、生徒の成長につれ複雑さが増す （2）教科学習と学際的能力ならびに多
様な文化能力を統合する（3）生徒が生涯に渡り多様な職業や生き方を追求する行動を支える、という三つのことをカリキュ
ラムに含めた。

ワールドコースが深く厳密なものになるよう、カリキュラムとして縦にも横にも一貫性があるよう設計した。学年ごとに特定のテー
マに沿って統一され、その特定の内容に一貫性があり、全体にわたってトピックが持続され順序があるという点で、垂直的に
も水平的にも一貫している。たとえば、５年生のテーマである自由と個人の権利については、児童が個人の権利をめぐる社
会変化を学び、教室を共同体として考えることから発し、様 な々独立運動（たとえば、米国、フランス、ハイチの独立運動
から南アフリカの抑圧への抵抗など）の研究を通じて歴史を探索する。ワールドコースは、１年間のコースとしても普遍的な人
権という概念に支えられており、児童・生徒が暮らす地域の背景や生きた経験、そして国内と世界の歴史を学び、毎年継続
して学ぶ際の一貫性もある。たとえば、アイデンティティの理解は国際文化能力の基本であると判断し、すべての学年とレベ
ルでカリキュラム全体にアイデンティティのテーマを浸透させた。幼稚園では、自分の文化、慣習、そのクラスや地域の人々
の慣習などを調べる。その後６年生では、価値観やアイデンティティが政府を含む様 な々機関や人 を々どのように形成するか
を調べる。高校になると、「世界の紛争や闘争と解決」というコースでは、パレスチナとイスラエルの紛争では民族のアイデン
ティティによって分断されるケースを多角的に調べ、解決に向かうアプローチを考える。一貫性に加えて、幼稚園から高校卒
業まで持続するカリキュラムの開発を行ったのには二つの理由がある。まず、グローバルな課題の深さと複雑さ、そしてそれを
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解決するために必要な能力の深さを反映する。数学的能力を一年単位で、または単元ごとに開発することは難しいことだが、
短期間でグローバル教育の授業やコースとして実施することを期待される。持続的な論考は時間をかけて複雑さと深さが増
す。複雑なトピックを急速に学ぶという圧倒的な性質よりもむしろ好ましい。次に生涯に渡り普遍的な人権への責任や世界が
抱える緊急の問題を解決するために必要な能力について、既にこの傾向を持つ生徒間だけでなく、異なる背景、経験、将
来の計画を持つ生徒を含めて目標を促進し、育成を成功させねばならない。教育の目標であるべきすべての生徒の世界の
課題における能力を育成するには、非常に多様な傾向を持ち、非常に多様な環境に置かれている生徒にとって体系的な能
力育成を必要とする。世界的に喫緊な課題である貧困を例にとって考えてみよう。世界的な貧困の解決には、深刻な複雑さ
を反映し、国際的な開発だけでなく、ビジネス、医療、教育、サービスなどの分野にも取り組む能力を持つ人材育成が必要
となる。地域や個人がどのように決定をくだし、集団や世界的な貧困にどのような影響を及ぼすかを理解する能力は、生徒
が時間をかけて獲得できるよう、複雑さを増すこのテーマの継続的な吟味を必要とする。

ワールドコースは、教科や学際的な能力だけでなく、多文化間の能力も統合する。今まで述べてきたように、学際的能力
は地球規模の問題を解決するために不可欠だが、本質的にグローバルである学問的能力によって相互に強化されるべきだ。
この統一は、カリキュラムの垂直方向と水平方向の一貫性を検討するときに最も明白となる。教科の知識は垂直的な焦点で
あり、たとえば４年生と５年生では歴史に焦点を当て、歴史家や考古学者のようなスキルを育成することを特徴としている。ま
た、歴史の場合、たとえば各トピック内の歴史的な変化の主体として、カリキュラム全体に横断的に反映されている。どの年
も教科を横断し組み合わせる内容を取り上げており、本書の教授法についての章に述べたプロジェクトに詳しい。生徒がメディ
アを使ったプレゼンテーションや模擬サミットに向けて何かを作成する際、教科間の知識を引き出す必要がある。こういうプロジェ
クトは理科や歴史の範疇でのみ作成することは可能ではなく、多教科が引き受けるべきものだ。教授法とカリキュラムを通じて
取り組まれる変革を促す活動こそが、ワールドコースの主たる焦点だ。生徒が選択するというような変革を促す行動をサポート
する教育実践は、教授法の章に詳しいが、変革を促す行動は歴史的および現代的に他者を調べることで、生徒個々人が
いかに変革の主体者であるかについて内省と自己反映を通してカリキュラム内で扱われる。

世界レベルで革新と協働を行うためには、自国以外の視点や実践を理解し、ローカルとグローバル間で活動するスキルを
育成する必要がある。生徒が自分自身を超え、複数の文脈で複数の視点を理解する能力を育成することを支援するのは複
雑で困難だ。自己と他者、地域社会とグローバルな共同体を探究することが課題となる。自己と他者、ローカルとグローバル
の繋がりを誘導することも課題となる。 またこれらを時間の経過とともに歴史、現在、将来的な視点を通して繋がり探求するこ
とも課題となる。
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明確かつアクセス可能であるためには、グローバル教育は、定義可能で守られるフレームワークと目標に結びつけられなけ
ればならない。本書では、普遍的な人権の枠組みへの責任としてグローバル教育のプロジェクトを支えている人間性につい
て述べており、グローバル教育の目標は、緊急性と目的を取り入れて世界の問題を解決する上で有意義な進歩を図ることだ。
そのため、この深く厳密なワールドコースは教科および学際的な能力だけでなく多文化能力を統合し、自己と他者だけでなくロー
カルおよびグローバルの間との繋がりを持ち、生涯変革する活動を行い多様な職種に就くであろう生徒をサポートしている。こ
の目的の達成のため、ワールドコースを学んだ卒業生はグループで協働してあらゆる境界を超え、果敢に教科や学際的な深
い学びをもって問題を解決する能力を有し、多様な人 と々ともに目的を遂行する多文化能力を持ち、生涯を通して人権に取り
組む人材を思い描いている。

2. ワールドコースのアプローチは、21 世紀の世界市民教育としてどのように適応するか？
前述に説明したように、グローバル化によって生徒がそれを理解し備えるための具体的な指導が求められることがわかる。

地球市民の育成においては、実践時に指導の責任を薄め、完全性、明快さ、厳格さ、十分に成長の機会を与えることなど
を極小化するため、インフュージョンアプローチは不十分だ。この点については、文化間の理解は既存の主題を重視した結
果としてのみ育てられるという、百年前の Isaac Kandel の見解とは一致しない。

したがって、グローバルな知識を育成するために特定のカリキュラムが必要な場合、どのようなカリキュラムで教えるべき
か？ 既存の選択肢としては、ユニセフやユニセフパートナーの SDGs（持続可能な開発目標）に関する教材、または the 
World’s Largest Lesson、Oxfam’s Global Citizenship、AP（Advance Placement は世界史、地理、経済などの大学
レベルの内容を高校で学ぶ）の教科など、比較的短く断片的なカリキュラムも含まれる。

AP のカリキュラムは学べる教科や科目に幅があり、米国の標準化運動で人々が生徒に授けたい個別のスキル、知識、
態度を列挙しているが、ワールドコースのカリキュラムでは深い知識や課題解決に必要となる専門家のような思考を求める。カ
リキュラムについての知識、スキル、態度、つまり知識を伝えるだけでなく、学習者が 21 世紀を生きる準備ができるようスキ
ルと態度を教えることに重点を置くことを望んでいるため、カリキュラム開発への学際的なアプローチが必要だった。たとえば
AP のカリキュラムをカリキュラム設計のフレームワークの参考とすしたとき、AP のプログラムが求めている幅広い知識に感銘
は受けたが、問題を解決するために必要とされる「エキスパート」を考慮して、最終的には知識の深さを強調した。グロー
バリゼーションを十分理解するのに不可欠な要素である公衆衛生、人口統計、テクノロジー、イノベーションなどが欠けており、
現在の AP は地球市民に必要となる基礎知識を教えるには不十分であると結論付けた。
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加えて、個別のスキル、知識、態度のリストを生徒に押し付けるのではなく、生徒が学習の中で意味を見出すことを望ん
だ。したがって、ワールドコースのカリキュラムは、現在の社会的、政治的、経済的、その他の懸念事項、特に簡単な答え
や解決策が無い複雑な問題を統合しそれらに根差した学習に焦点を当てている。生徒が価値を見出し、「リアル」でオーセ
ンティックな問題に取り組むことを望み、同様に、これらの現実問題に取り組むことで理解し解決するために必要なスキルと知
識を学ぶ意欲はより高まるだろうと信じた。たとえば、移民や移住が環境に及ぼす影響、これらの問題に対処するのに必要
な知識、スキル、態度の種類などの問題に焦点を当てたカリキュラムがこれにあたる。このアプローチは、多くの学校で教え
られている科目ではない人口統計などの分野に繋がりはしたが、人口増加や持続可能性への影響に関する問題に取り組む
方法を学ぶために不可欠だと考えたテーマだ。より伝統的な地球市民教育カリキュラムとワールドコースの違いは、ワールドコー
スのカリキュラムが社会起業家精神に焦点を当てていることだ。ビジネスについて教えている高校はあるだろうが、ワールドコー
スでは国際的な発展や正義と公正という概念の理解を意図的に低学年からの育成に結びつけた。

IB についての調査では、学際性と研究や分析スキルの向上に重点を置いては評価できるが、カリキュラムの順序が明確
とは言えず、グローバル化やグローバルな問題に関する基礎知識をすべての生徒に提供するコンテンツの種類には欠けてい
た。

他のグローバル教育のカリキュラムと同様に、多文化間の能力に焦点を当て、生徒の価値観、態度、および認識を育成した。
たとえば自分の文化を含め、文化というものがどのようにアイデンティティを形成するかというようなことを理解するよう求めた。ま
た、考え方の視点を多様に持つ練習を通して、生徒の共感を深めようと努力した。グローバル研究コースでは、創造的な表
現を奨励するために、文学や芸術を活用している。音楽、舞踊、演劇、その他のストーリーテリングの形式や感情を伴うコミュ
ニケーションなど、芸術的な伝統を通して他の文化を学ぶにつれ、生徒は言語の壁を超えた感情の繋がりを体験することが
できる。多くの芸術形態、特に舞台芸術では、協働、創造性、臨機応変さが必要とされるため、見知らぬ人への感謝や関
わりを深め、心を開いて共感することを教えられる。芸術的なパフォーマンスに参加することは、心だけでなく感情、身体、お
よび感覚に影響を及ぼすため、文化を説明する歴史の教科書よりも、他の文化について生徒に印象を残す可能性が高くなる。

生徒個々人の育成に加え、多様な文化間のチームを生産的かつ効果的に遂行できるチームメンバーとしての生徒の成長
に焦点を当てた。 生徒が交渉、調停、争議解決のスキルを養うための機会を作るカリキュラムでもあった。
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変革の主体者
選択の幅を提示し、課題解決して世界を変える能力の育成に焦点を当て、生徒が周囲に大きく貢献するよう動機づける。

生徒が真にグローバルな課題への解決策を策定し、革新的かつ創造的であり、グローバルなチャンスをつかむよう育む。そう
いう目的のため、カリキュラムは主にプロジェクト・ベースドであり、学年内および学年を超えて累積的に増えるユニットの配列
を行っている。地理的、教科的、専門的な文脈がどのように地球規模の課題に効果的な解決策を案出するかについての議
論も含めた。特に、世界の現実に即して生徒を育て、具体的なスキルやプロジェクトとともに主体者と可能性についての認識
が組み込まれたカリキュラムは、変革の主体者たることを教えることになるだろう。

また、公平性と地球市民性に重点を置くことで生徒がそれを重く高圧的に感じるのではなく、生徒にはどのようにこれらの問
題に取り組むかを自由に選択できる状況を確認も必要だ。たとえば、高校段階の最終プロジェクトは、生徒の幅広い進路や
将来の希望が科学者、芸術家、政治家などであっても、これらのスキルや知識をどのように応用していきたいかについては生
徒自身の考えに基づく。自分を取り巻く世界を変えようとする思いやり、責任、効能、それらを巧みに使うことができる知識とス
キルの強力な中心体として生徒を育成する。 先生方の温かい指導を受けながらも、最終的には生徒が主体的にプロジェクト
を推進できるようになる。

プロジェクト・ベースド＆グループ学習
プロジェクト・ベースドの累積的なユニットを通して、知識、スキル、態度の育成を重視し、学年内および学年を超えて世

界中の異なる文化や地域に関する様 な々ユニットが生徒の能力を育成し、グローバルな課題への効果的な解決策の策定に
おいて、最高の実践を見つけるのではなく、地理的、文化的、および多様な視点を地理的、教科的、プロフェッショナルな
文脈を超えてどのように重要であるかを認識することを目的としている。単に個別の学習に取り組むのではなく、他者と交流し、
ともに学び、影響を与えることが求められる。たとえば、５年生では、SDGs に関する意識向上プロジェクトを創造し、６年生
では、SDGs に関する擁護プロジェクトを実施することが求められる。
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評価は数字よりも
幼稚園時から高校まで、生徒は学ぶだけでなく年間を通じて何を学んだのかを理解することに従事する。グローバル能力

と21 世紀型能力の学習にはオーセンティックな評価が必要であると考えるため （Greenstein, 2012）、形成的評価と総括的
評価を統合した。単に知識を表すだけでなく、人形劇（幼稚園）、本（１年生）、ビジネスプラン（３年生）、ゲーム（４年
生）、社会的起業（８年生）のように何らか創造し、以前の経験や理解を基にした知識とともに学習は累積的に構築される。
たとえば、3 年生ではチョコレート製造における社会的起業に参加することで、グローバルな相互依存関係を理解することが
できる。学習の目的は、チョコレートから世界の食物連鎖、自由貿易、児童労働の倫理を理解し、起業家精神を育成するこ
とだ。主な地理的焦点は西アフリカでチョコレート製造を行う国々。年度末のまとめの学習では、１年間に学んだスキル、知識、
態度を取り入れ、より複雑で活動ベースの課題に取り組む。たとえば、児童が作ったチョコレートのマーケティング・キャンペー
ンを作成し、ターゲット市場の文化に基づいて製品を差別化する。児童は次のようなユニットを通して活動を進める。　１．チョ
コレートのためのステージを設定する　　２．チョコレートの一生とその歴史　３．自分たちのチョコレートを作ろう　　４．ターゲッ
ト市場の文化を理解する　　５．学校でチョコレートをマーケティング　　６．児童労働　　７．チョコレートを市場に　　８．チョ
コレートを超えて

その他、まとめの活動には次のようなものもある。幼稚園児が違いを理解する上で人形劇のパフォーマンスに参加する。１
年生は「自分についての本」を創り、２年生は他者を教育し、３年生はビジネスを創造し（チョコレート）、４年生は文明につ
いてのゲームを作成する。5 年生になるとSDGs の啓発プロジェクトを創造し、6 年生は SDGs についての権利擁護事業を
実施し、７年生は課外自由研究型学習に参加し、８年生は SDGsに関する起業をする。５年生で SDGs 啓発プロジェクトの後、
６年生で権利擁護事業を実施するように、多くの場合、まとめの活動は相互に関連して構築されている。

生徒が真のグローバルな課題への解決策を策定し、世界でチャンスをつかむ際の革新や創造性を実証できるようにするこ
とが目的であり、世界の異なる文化や地域についての様 な々学習ユニットは、最高の実践を特定し、地理的、教科的、専
門的な文脈で学んだことを実践し、異なる地理的、文化的、その他の視点は、グローバルな課題への効果的な解決策を考
案する上で重要だ。
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37

結論と始まり

ますます深く相互依存する世界において、自分自身や周囲の人 を々理解する能力を育成するプロセスとして、 地球市民教
育は今後も進行していきます。私たちが常に地球の市民であるためには目的よりも過程が重要だとして、この本で提供している

「ワールドコース」は少なくとも二つの方法を提示しており、その実践が始まることを願っています。

生徒の皆さんへ。「人に関わることで無縁なことなどない」というテレンティウスの言葉にもあるように、「ワールドコース」は、
思いやりをもって世界に関わる地球市民となるための基礎を提供しています。「ワールドコース」は世界と自分自身との関わり
について興味を持てるような基礎的な知識、技能、気持ちの理解や実践を提供しており、世界的に相互依存する変化や複
雑さは生活にも影響を与えます。その時どのように直面するかについては、多くの選択肢から選ぶ自信をも与えるだろうことを願っ
ています。地球市民権が世界をより良くするために他者と協働できる可能性の一つだという熱意でこのコースを設計しました。

先生方へ。「ワールドコース」は、現在よりも優れた未来を子ども達に手渡すため、子ども達が未来を創造できるようにする
学びと成長の機会を創造するために、世界が共有する深刻な地球規模の課題に関係し意義ある教育を再考するプロセスへ
の招待状です。このようなプロセスには多くの人々の真剣で一致協力する努力を要するものです。生徒、保護者、地域の方々、
そして多くの先生方とその仕事を支援する人々が関与する必要があります。本書で提示しているフレームワークは、このような
プロセス、協働、再現を支援することを目的としています。専門家としての先生方の協働が深く実施可能な形で普及するために、
クリエイティブ・コモンズのライセンスを活用しています。世界的にすべての子ども達が権利を有する地球市民として成功する
教育を成功させるために、その実行には、世界に前例のない協働を集団的知性に高めることが必要です。本書は、世界人
権宣言と持続可能な開発目標に反映された大志に教育を合わせるための野心的で必要な世界的な努力の小さな一歩です。

本書のこれらの始まりから、すべての人が互いに平和で、この地球上のすべての生命とともに生きることができる世界となる
ことを深く願い、この本を締めくくります。
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