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愛知学長懇話会
サステナビリティ・リレーシンポジウム開催報告

持続可能な都市・名古屋への
高校生・大学生からの提案
別所良美・曽我幸代

ため愛知学長懇話会でも、この

名古屋市立大学大学院人間文化研究科

サステナビリティ・リレーシンポジ

を高等教育諸機関に、そし

ジウムの主催者である愛知学長懇話

サステナビリティ・リレーシンポ

別所良美

ました。

シンポジウムを開催することになり

ために、サステナビリティ・リレー

現に向けて行動を起こしていただく

て広く社会に知ってもらい、目標実

応する二つの

回リレーシンポジウムのテーマに対

、つまり、第

会は、愛知県内四九大学のネット

持続可能な開発目標には、一七の

四目標「質の高い教育をみんなに」
実は一七の各目標のそれぞれに、

ゲットが、持続不可能な事態、不公

づくりを」だけでも、二〇個のター

と第一一目標「住み続けられるまち
複数のターゲットが含まれています。

目標があります。

年には、つまり、愛知県名古屋

しかし、安心してください。この

ことは、私たちの身近に持続可能な

正な事態として掲げられています。

未来を実現するための課題が存在し、

全部合わせると実に一六九個のター
は非常に多くて、複雑で、相互に関

ゲットが設定されています。それら
連していて、一読しただけでは、た

）に関するユネスコ世界会

（

議が開催された年には、

大学

を担う人材育成を重視し、二〇一四
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で、持続可能な開発のための教育

かっています。特に持続可能な社会

携し、学術の発展と人材の育成をは

ワークであり、大学の枠を超えて連

ウム趣旨説明
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ご存知のように二〇一五年九月、

世界が、あるゆる側面で、持続不可

の複雑さは、私たちが現在生活する

だ混乱し、茫然とするだけです。こ

持続可能な未来のために行動しよう

す。そして世界中のすべての人々が

すぐにでもできるということなので

課題解決のために行動することを今

で開催しました。

能な状態になっていることの反映で
今回の名古屋市立大学での、第二

いう国際機関が

、持続可能

としているのです。それが、国連と

）を、グローバル社会全
（

体が協力して二〇三〇年までに実現
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すべき目標として掲げました。その

もあります。

国 連 は 持 続 可 能 な 開 発 目 標

生リレーシンポジウムを七つの大学
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のです。本日のリレーシンポジウム

題を共に考え、行動しようというも

る企業と、大学生とを結び付け、課

が、持続可能な未来のために努力す

た。これは、愛知県が、つまり行政

果発表会二〇一七』」でもありまし

やけ☆あいちサスティナ研究所『成

に開催されましたが、それは「かが

ポジウムの第一回目は、一二月三日

このサステナビリティ・リレーシン

能な未来を実現しようとしています。

力して、身近なところから、持続可

ますます多くの人々が連携し、協

味なのです。

な開発目標を掲げたということの意

ゆくと思います。

がパラダイムチェンジにつながって

ん。次の九つの報告のひとつひとつ

しかし突然起こるものかもしれませ

会のパラダイムチェンジは、静かに、

早く解決されるかもしれません。社

この連携・協働の輪によって、案外、

私たちが直面する複雑な課題も、

働の輪が広がったということです。

をしていただき、ますます連携・協

回、高校生の皆さんも参加して提言

ています。何よりうれしいのは、今

まな機関の方々が参加していただい

す。また審査員という形で、さまざ

育委員会も連携していただいていま

が、愛知県、名古屋市、名古屋市教

る」ことを求められてきた。このよ

を上げること、「みんなと同じであ

うに「従順」でいること、「学力」

私たちは学校の中でみんなと同じよ

日本での画一的な教育があげられる。

つのことが考えられよう。一つに、

り、「生きづらい」と感じることさ

こうした小さな悩みが苦しさに変わ

思いや声を届けられる場がないと、

い」と感じることがあっても、その

は多いだろう。「いやだ」「おかし

を守らせられたりしたことがある人

り、なぜ必要なのかわからない校則

勉強をしたくないのにさせられた

画一的な教育は「みんな」が「同

うな教育は画一性を特徴としている。

この生きづらさの原因を探ると二

えある。

の共催・後援者として、名古屋市立
大学・人文社会学部はもちろんです

じ」であることを求める。一人ひと

りを見ていない、すなわち一人ひと

りは「代わりがきく」ような、ただ

の「モノ」としか見られていないか

もしれなく、「人間」として大切に

報告①
きづき～人間らしさが大切にされる

ら感じてしまうのである。

されていないのかもしれない、とす
名古屋市立大学人文社会学部

社会を目指して～

飯田真由・大塚真由子

三浦菜緒・村上夕奈

泉里紗・鈴木康朗

や、結果を出すことのできる、「能

即戦力がある、すぐに「使える」人

る。利益を優先している産業社会は、

ねに利益が求められているからであ

のだろうか。それは、産業社会でつ

画一的な教育はなぜ行われている

岡田紗也加・住田真歩

曽我ゼミ

髙木聖太・宮本夏実

力のある」人を求めている。人は代

心理教育学科

山野真瑞
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わりがきくので、結果を出すことが
できなければ、簡単に切り捨てられ
る。こうした産業社会の価値観は、
では、なぜ利益を生むことが重要

教育にも影響を与えたのである。
視されるのか。それは経済が豊かに
なることで、社会も、私たちも豊か
になると考えられているためである。
こうして豊かさを求め、経済の発展
のみを優先した結果、他の人々や生
き物、未来の人々に悪影響をもたら
し、現代社会はさまざまな諸問題に
直面している。決して持続可能であ
るとは言えないだろう。
私たちが普段感じている生きづら
さはその背景を掘り下げていくと、

たちの生活に苦しさや生きづらさを

の社会や、これまでの社会に対する

想の社会について考えていくと、今

持続可能な社会をつくるために、理

込む循環と、自分自身の「きづき」

この「きづき」はまわりの人を巻き

「理想の社会」への考えが深まった。

に改めて気づき、「人間らしさ」や

「人間らしく生きることの大切さ」

想の社会について考え始める。私た

社会構造の奥深くにある、持続不可

もたらすのである。私たちの日常は、

疑問や不満、理想とのギャップに気

能な開発にたどり着く（下図参照）。

社会のあり方と深いところで結びつ

づくのである。私たち曽我ゼミでは

ち自身も発信の場をつくるなかで、

いているのであり、それが持続可能

換言すれば、持続不可能な開発は私

であるのか、持続不可能であるのか

を深める循環を生み出す。「きづ

深めていったりするプロセスは「教

き」をもたらしたり、「きづき」を
と思うようになった。それを発信す

その「きづき」の重要性を感じ、多

持続可能な社会をつくるうえで、

るために、「きづき」のきっかけづ

くの人に「きづき」をもってほしい

こうした持続不可能な社会では「人

を捉える必要がある。

間らしさが大切にされて」いないと

の目
育」そのものであり、
標四に該当する（右図参照）。

また、気づいた人が発信する、そ

うした人が増えれば「きづき」の循

くりをしている。まさに、本シンポ

環はますます広がる。理想の社会を

ジウムも発信の場になっている。
「人間らしく生きることの大切

いうことを顧みると、「人間らしさ

さ」に気づくと「人間らしさ」や理

が大切にされる社会」を目指すこと
が必要となる。そこで本報告では
「きづき」をキーワードに設定した。
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考え、行動に移していく力は次第に

エネルギーの推進という目標を掲げ

て緑の党が結成された。そして、福

島第一原発事故をきっかけとして、

報告②

ドイツでは国全体の意志で二〇二二

持続可能な社会を築く力になる。
電力自由化による

年までに完全脱原発が決定された。

エネルギーシフトに向けて

市民の意識が政府を動かす要因と

「きづき」の広まりは、持続可能な

別所ゼミ

現代社会学科

加藤祐香・伊藤栞
鈴木理映子・田中瑞希

エネルギーシフトを目指すにあた

私たちはもっと自分事として考えて

広げるためにどうすればよいのか、

きっかけとして、コスト面ではなく

いる。一方、世界では電力自由化を

たコスト面を重視して電力を選んで

格やポイントの貯まりやすさといっ

なった。日本人の多くは、電力の価

た会社から買うことができるように

で、自分が使用する電力を気に入っ

かったが、二〇一六年の電力自由化

で決まった電力会社からしか買えな

これまで私たちは、電気を各地域

さが電力自由化によってエネルギー

まで来ている。国民全体の意識の高

ギーが市場で自由に売買される段階

に変わっており、再生可能エネル

は既に固定価格買取制度は入札方式

二 九・五 ％ ま で 増 加 し た 。 ド イ ツ で

時点で再生可能エネルギーの割合は

導入されたことにより、二〇一六年

可能エネルギーを後押しする制度が

行して固定価格買取制度など、再生

由化に踏み切った。電力自由化と並

り、ドイツはいち早く電力の全面自

いかなければならない。

環境にやさしい電力かどうかを重視

それに対して日本の電力業界は、

シフトを実現させているのである。

まっていませんか？」

「あなたはモノとして生きてし

する傾向が強まってきている。再

森稜太

なったのである。

名古屋市立大学人文社会学部

社会を築くという「まちづくり」に
つながるのである（左図参照）。誰
かによるまちづくりではなく、私た
の目標十一に貢献できよう。

ちのまちづくりが展開でき、
S

以上のことから、きづきの循環を
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生可能エネルギーの普及に向けて、

地域名がつく電力会社一〇社が独占

る。この大手一〇社は、発電、配送

してきた。これらは第二次世界大戦

電、小売りまでを一貫して手掛けて

着々とエネルギーシフトが進んでい

か、エネルギーシフトへの意志が市

おり、「垂直統合型」の電力会社と

る一方、日本では電力自由化とエネ

民の中から生まれたドイツの例を見

言われている。この体制は今なお続

時に国によって設置された配電会社

てみよう。ドイツは歴史的に環境へ

いていて、日本の電力システムは戦

をもとにつくられた電力会社であ

の意識が高く、特に反原発運動は盛

ではどうすれば両者が結びつくの

んであった。この意志が政府にもつ

時体制の面影を残している。一〇社

ルギーシフトは結びついていない。

ながり、一九七九年に反原発と自然
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かった。それが、日本でも福島原発

ければ消費者のもとへ電力を送れな

握っており、新規事業者は許可がな

国の配送電線は一〇社の電力会社が

かった。今までのシステムでは、全

力はなかなか全面自由化に到らな

が表示されている。その原産地表示

貨など、今はあらゆるものに原産地

の原産地を確認するように、服や雑

示」という手段を提案する。食料品

に、私たちから「電力の原産地表

ネルギーシフトの意識を高めるため

進めることが可能である。市民のエ

や参加によってエネルギーシフトを

本でも私たち消費者の主体的な選択

事故をきっかけに、市民の声を受け

の電力会社を守るために、日本の電

て日本政府も電力自由化へ動き出し、

電力の原産地表示にすでに取り組

を電力でも行おうというのが私たち

んでいる長野県飯田市を例示する。

の提案である。

のエネルギーシフトは進んでいない。

この飯田市は日照時間が長く、また

二〇一六年に遂に実現した。しかし、

日本の電力体制の問題が主な原因で、

電力自由化が実現した今でも、日本

再生可能エネルギーの普及は停滞し

なる。第三に、日本各地に地域に根

晴天が多いという恵まれた気候条件

がる。第四に、地元の電力を購入す

から、おひさま発電所という事業を

ることで地域経済の応援につながる。

ドイツでは市民の意識の高揚がエ

ているのである。

「えねぱそ」はどのようなエネル

こうした原産地表示をすでに行っ

差した発電所が作られることで、分

ギーを使用しているのか、だれが発

ているのは、飯田市だけではない。

散型エネルギー社会の実現にもつな

電しているのか、どこで発電してい

今治タオルで有名な愛媛県今治市で

行っている。この事業の一環として

るのか、一目でわかるような「顔が

は、「風で織るタオル」というもの

「えねぱそ」という取り組みがある。

見える電気」といえる。新電力事業

ネルギーシフトを進めたように、日

者中心にこの取り組みを全国に広め

が販売されており、これは製造過程

で使われる電力すべてが秋田県の風

電力自由化によって私たち消費者

電力の原産地表示のメリットを理

ていきたいと考えている。

はエネルギーシフトへの意思を示す

力発電でつくられていることを商品
離が減るため、送電ロスとコストの

ことができるようになった。電力の

の売りにしている。
削減につながる。第二に、生産者と

原産地表示は日本のエネルギーシフ

解するキーワードは「地産地消」で

顔が見える関係が築けるため、生産

ある。第一のメリットは、送電の距

者側も消費者のニーズに応じやすく

6

トには欠かせないと考える。日本は
月から活動を実践してきた。

きること」を模索し、二〇一七年四

上記の実践のなかで、今回取り上

二、活動の経過

再生可能エネルギー資源も多く、ま
た地域の電力事業者も着々と増加し

げるのは以下の四つの活動である。

てきている。
電力自由化を利用して、エネル

所の運営」である。二〇一七年四月

第一は、「名市大での期日前投票

ギーシフト先進都市名古屋を作って
みませんか！

の名古屋市長選挙に際し、滝子キャ
た。このときにはゼミ生が投票立会

ンパス内に期日前投票所が設置され
人や投票管理者などの立場で運営に

報告③
主権者教育から始めるまちづくり

三浦ゼミ

のが、第二の「名古屋女子大学高校

こうした経験をふまえて実施した

れ合う機会となった。

携わり、投票に来た地域の方々と触

︱持続可能な社会をめざして
現代社会学科

名古屋市立大学人文社会学部
五十嵐栞・髙木彩加

の二点が必要と考える。しかし、地

るためのつながりを醸成すること」

「担い手同士が一丸となって活動す

り組む意識を抱くこと」、および

い手が主体的に地域課題の解決に取

くりの実現には、「まちづくりの担

三浦ゼミでは、持続可能なまちづ

さながらの雰囲気のなかで高校生に

る投票箱や投票記載台も借り、本番

を得て、実際の選挙の際に使用され

また、瑞穂区選挙管理委員会の協力

模擬演説や模擬投票も実施している。

いてかみ砕いた内容の講義を担当し、

近いという強みを生かし、選挙につ

ときには、高校生と年齢や考え方が

の政治観が表れ、両者の相互理解を

らではの、またシニア世代ならでは

機会はほとんどないなかで、学生な

を超えて政治について意見交換する

クショップを行なった。普段は世代

か、選挙とは何か」をテーマにワー

牧野晃平・吉筋真理子

域の担い手同士が交流し、世代を超

第三は、滝子キャンパスの期日前

選挙の重要性を伝えることができた。

での選挙出前トーク」である。この

えてまちのことを考える機会に乏し

一、問題設定

いのが現状といえる。また、昨今で
は若年層の投票率の低さなどから、

いて語る会」である。御剱学区にお

る、御剱学区の方々との「政治につ

投票所に訪れた有権者を中心とす

ウムでは「世代を超えて政治を語

い区民講座」である。このシンポジ

実施したのが、第四の「瑞穂ふれあ
こうした問題状況を解決するため

と、三浦ゼミ生とで、「政治とは何

る」をテーマに、三浦ゼミ生、名古

これらの活動の積み重ねのうえで
「若者の政治離れ」も懸念されてい

いて日頃から活動する地域の方々

深めることができた。

る。
に、三浦ゼミとして「自分たちにで
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会の担当者、が登壇した。これまで

学区の代表者、瑞穂区選挙管理委員

超えた相互理解を促すことができた

というテーマについて考え、世代を

どまるものの、各世代が政治や選挙

かる。その結果、一部の範囲にはと

数々の活動に参加してきたことが分

積み重ねてきた活動に携わった関係

屋女子大学高校の先生と生徒、御剱

者が集い、一連の活動の成果と課題
ように思われる。
もっとも、活動は始まったばかり

について意見交換し、今後の取り組
みのヒントを得ることができた。

であり、地道な継続が求められる。
学生、学校、地域住民、行政などさ
まざまな主体が連携・協力しながら
活動を展開することで、冒頭で示し
た問題状況の真の解決につながるも
のと考える。こうした蓄積が、将来
的には持続可能なまちづくりに寄与
するものと期待している。

報告④

域全体がより健康となるように働き

かけており、これが看護師とは大き

私たちは四年での保健師実習で特

く異なっている。

吉川知伽

下地佑佳・多湖彩加

地域保健看護学ゼミ

名古屋市立大学看護学部看護学科

る保健師実習と看護研究での学習成

考えた。名古屋市近郊のＡ市におけ

可能な社会づくりに関係していると

支えていることを学び、看護が持続

を通して地域の健康なまちづくりを

健師が地域住民への教育的な関わり

に親と子どもの育ちを支援すること

一般的に看護職というと、すでに

果から、持続可能な社会づくりにつ

に携わった。この中で私たちは、保

病気にかかっている患者さんを相手

いての提案をしていきたい。

現代の子育て世代を支える

にしている看護師のイメージが強い。

まちづくり

しかし、看護職のなかには、病院で

病気がある・ないに関わらず赤ちゃ

健師という専門職がいる。保健師は、

統計資料の分析をしたりして地域で

その地域に出向いて様子を見たり、

世代を中心にかかわる中で、実際に

実習では、Ａ市で生活する子育て

んからお年寄りまでを相手にして地

はなく地域を基盤に活動している保
振り返ると、三浦ゼミ生は主権者

上記のとおり、これまでの活動を

三、今後の展望

教育や世代間交流の担い手として、
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したアンケート調査では、近所付

ると考えられた。また、Ａ市が実施

り、親から協力を得づらい状況にあ

下図参照）、三世代世帯の減少によ

合を占めていることがわかり（八頁

て、Ａ市では核家族世帯が多くの割

実習を通して見えた地域の状況とし

の子育て世代の暮らしぶりを捉えた。

安と葛藤があることもわかった。

実際の関係性が希薄となる」など不

中できない」「利用しすぎることで

トで得た情報が気になり子育てに集

で不安が増大する」「インターネッ

果、都合の悪いことが出てくること

いった意見があった。「検索した結

意見と異なった場合に戸惑う」と

トの情報を信用したいが、専門家の

一 〇・三 ％ に と ど ま っ た こ と か ら 、

お付き合いがある」と答えた人は

ネットに頼ってしまう状況があると

抱え込みやすく、便利なインター

ら親が子育てに関する不安を一人で

地域住民とのつながりが弱いことか

保健師実習および看護研究より、

き合いの程度として「困ったとき

地域住民とのつながりも弱いことが

に相談したり、助け合えるような

わかった。

子育ての困りごとや悩みごとに対し

い、母親がインターネットを子育て

ス・グループ・インタビュー法を用

インタビュー調査では、フォーカ

ることなく、住民同士のつながりを

として、インターネットに頼りすぎ

持続可能な社会づくりのための提言

を一人で抱え込みやすい状況に対し、

わかった。その結果、子育ての不安

てインターネットを利用しているの

にどう活用しているかについて尋ね

強化していくことがあげられる。住

が軽減される場合もあればかえって

ではないかと考えた。そこで、イン

た。インタビュー内容を分析した結

民同士のつながりが強化され、日ご

もインターネットを利用しており、

ターネット利用が子育てにどのよう

果、「同じ状況の人が他にもいるこ

ろから周りに相談しやすい・協力を

普段からインターネットは生活に欠

に影響しているのかを明らかにし、

とを知って安心できる」「重症度、

求めやすい環境となることで、子育

看護研究では、近年スマートフォ

こうした現代の子育て状況に合わせ

緊急度の判断ができて安心した」と

て世代の親がインターネットを利用

ンが普及し、インターネットが利用

た保健師としての支援を検討するこ

いったように、実際にインターネッ

しすぎることはなくなると考えられ

不安が増大する可能性があることも

ととした。

ト利用がもたらす安心感と便利さか

る。この提言に対し、地域住民、保

わかった。

研 究 方 法 と し て 、 Ａ 市 で 五、六 か

ら子育ての不安が軽減したとの意見

健師の立場からそれぞれできること

かせない存在であるとわかった（右

月児を育てている母親三十三名に対

があった。その一方で、「複数のサ

図参照）。

してアンケート調査を行い、そのう

イトで異なる意見があると正確な情

しやすくなったことから、子育て中

ち十一名を対象にインタビュー調査

を考えた。

の母親が孤立しやすい状況の中で、

を行った。アンケート調査の結果か

報の判別が難しい」「インターネッ

こうした親が子育てに関する不安

ら、三割の母親が一日に二時間以上

9

持続可能な都市・名古屋への高校生・大学生からの提案
サステナビリティ・リレーシンポジウム開催報告
愛知学長懇話会

集❖
❖特

視線を向けがちで、そういった雰囲

もが騒いでいたりするとつい厳しい

るのかをその都度考えたり、人と一

ている情報が本当に正しい情報であ

てみることが必要である。自分が見

ンターネットの使い方を見つめ直し

づくりを目指すことが必要である。

師が笑顔で見守り支援していくまち

世代の地域住民や専門職である保健

案する。すなわち、親子をあらゆる

気は親が外出しづらいと感じること
緒にいる時間を大切にしたりするこ

そこで、まずはこれまでの自分のイ

につながりかねない。そんな中で、
とが必要だと考える。

私たちはスーパーや地下鉄で子ど

私たち地域住民ができることは、親

具体的には、親のニーズに合わせて

れるように支援していくことである。

遊んでわかる子ども向けボー

―鉄（

（フ ェ） ア リ ー の 冒 険 ～

ドゲーム―

愛知県は、持続可能な社会づくり

後藤良介・辻奈津美

加藤祐香・大羽一慧

チーム・しんにってつすみきん

かがやけ☆あいちサスティナ研究所

～

）の魅力再発見

方法を検討

鉄の環境へのやさしさについて

報告⑤

と子どもに対して温かいまなざしを

い」と思うかもしれないが、ただ親

市のホームページを充実させたり、

保健師ができることは、住民がイ

と子に微笑みかけるだけでも親は自

幼いころからインターネット利用に

ンターネットから適切な情報を得ら

分とわが子が社会に受け入れられて

ついて学ぶ機会を設けたりしていく

向けていくことだと考える。多くの

いると感じ、救われた気持ちにな

人は「何をすればいいのかわからな

ると思う。また、小さい子どもを連

ことが求められる。
最後に、実際の生活の場やイン

れてでかける親は、子どもからも目
が離せず大変さを感じることが多い。

ターネットを通じて親子と地域住民

保健師ができることは、親が子育

あいちサスティナ研究所」事業を実

なる大学生が提案する「かがやけ☆

に向け、パートナー企業の環境課題

てで不安を抱え込みやすいため、子

新日鐵住金株式会社名古屋製鐵所か

今回私たちは、パートナー企業の

施している。

ら、「鉄の環境へのやさしさについ

〝鉄〟は身の周りの日用品から社会

民に伝えていくことである。例えば、

のインフラまで幅広く利用され、私

子育て経験者である先輩パパ・ママ

一方で、現代はインターネットと

たちの豊かな暮らしを支えている。

て ＰＲ 方 法 を 検 討 せ よ 」 と い う 課 題

生活が完全には切り離せない時代で

だが、鉄は生産に大量のエネルギー

をいただいた。

あるため、インターネットの情報を

との交流や世代間交流が親子の孤立

自ら判断していくことが重要である。

防止や不安軽減につながる。

りを進める必要があることを地域住

育てしている人にやさしいまちづく

に対する解決策を、地域の担い手と

がつながる社会をビジョンとして提

！！

とで、協力を求めやすい環境づくり

そのため、こちらから何かお手伝い

F
e

につながる。

できることはないかを聞いてみるこ

F
e

P
R
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を使用することなどから、環境負荷
の大きい素材と思われがちだ。
「

（フェ）アリーの冒険」であ

そこで研究員が提案したものが

や社会見学だけでは伝えきれな

①普段意識したことのない鉄の魅力

と比較して、加工性や強度性に優
である。止まったマスでカードを手

リー）を進めるボード形式のゲーム

ナルキャラクター：

極的にゴミの分別を行い、省資

いることを理解し、私たちも積

プラスチックゴミを再利用して

②製造工程で私たちの家庭から出る

い内容をゲームに集約すること

れ、副産物や副生エネルギーをほぼ

に入れ、ゴールを目指し競い合う。

活用につなげる要素～

東海市に住む地元の小中学生が会

動を実感しやすい。

とをしているので、やるべき行

③ポイントが高いほど環境に良いこ

で、より深い理解につなげる。

一〇〇％再利用できる。さらには、

各マスには、「私たちと鉄の関わ

（フェ）ア

鉄を使った製品が寿命を迎えても、

源、省エネルギーに貢献する。

る。ルーレットを回しコマ（オリジ

鉄自体は再資源化され何度でも何に

り」「鉄の魅力」などの情報が散り

（フェ）アリーの冒険」で

F
e

鉄の魅力を再発見・資源の有効

～「

ばめられている。

しかし、実際には他の軽量化素材

F
e

でも生まれ変わることができる。製

P
R

F
e

造からリサイクルまで、ライフサイ
クル全体を考慮すれば鉄製品は非常
に環境性能の高い素材であることが
する方法について検討した。

分かる。この「鉄の環境優位性」を
広く

社見学や環境イベントで利用するこ

とを想定した。自発的な気づきや発

見を大切にしつつ、楽しみながら

学んでほしいという思いを込めて

考案した。ゲーム参加後は、「

（フェ）アリーの冒険」が印刷され

た下敷き等を持ち帰り、友達や家族

みんなで何度でも楽しめるのも利点

パートナー企業である新日鐵住金

である。

名古屋製鐵所において、研究員が提

案したゲームを、今後の鉄の可能性

や地域の子ども達が次世代の社会の

担い手としてできることなどを発信

する媒体として活用してもらい、子

ども達が鉄を軸とする持続可能な社

会を支える一員として行動するきっ

かけとしてもらいたい。
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報告⑥
サスティナブル空港として
セントレアの屋内を緑で一杯にする
企画を検討

︱

あいちの緑を地域と共に世界

︱ 緑 が 〝人〟 と 空 港 を つ な ぐ
へ発信

課題に対し四つの提案をした。
一、緑の休憩所、

ンパクトのあるものにしたいと考え

ている。中には木のベンチや季節の

花と緑があり、癒しの休憩スペース

は、コストや規模感などの課題があ

空港内すべてを緑いっぱいにするの

癒しとインパクトがテーマ。広い

めることができる。

て、海外の方も緑への興味関心を高

文は三か国語で表記することによっ

ることができ、植栽した植物の説明

植栽することで、日本の四季を感じ

となっている。また、季節の植物を

り、また、点々とした緑よりも、一

「グリーンルーム」

部に集結させた方が、緑を実感でき

ような形で、緑のスポンサーを募集

課題となるが、ネーミングライツの

緑化ではメンテナンス費用が常に

「グリーンルーム」は、旅行前の

し、企業名を掲示する代わりに緑の

ると私たちは考えた。
ドキドキや不安を緑の効果で癒し、

業を増やす狙いである。

れにより緑に主体的に関心を持つ企

メンテナンス費を担ってもらう。そ

遠くからでも緑に目がいくようなイ

に対する解決策を、地域の担い手と

今回私たちは、パートナー企業の

にした写真スポットをつくる。愛知

地域の魅力や産業の発信をテーマ

二、「写真スポット」

中部国際空港株式会社から「サス

花と緑への取組みを、国内外へ発信

県は花の産出量が日本一である。観

することが目的である。また、フォ

光客向きに現在も空港内で、月替わ

港」という言葉を「また来たいと思

トジェニックを意識し、多くのお客

ティナブル空港としてセントレアの

える空港」と定義した。既に中部国

様に何度も空港にお越しいただくこ

屋内を緑でいっぱいにする企画を検

際空港（愛称：セントレア）内では

とも狙いである。写真スポットは二

りで展示されている「今月のあいち

水素活用ビジョンなど多くのエネル

つある。

の花」のコーナーや、セントレアの

ギー面の取り組みがされているため、

私たちはまず「サスティナブル空

私たちは経済経営面も視野に入れた

あいちの花フォトフレームは、

①「あいちの花フォトフレーム」
ような定義に至った。これを踏まえ、

ソフト面を重視したいと考え、この

討せよ。」という課題をいただいた。

施している。

あいちサスティナ研究所」事業を実

なる大学生が提案する「かがやけ☆

に向け、パートナー企業の環境課題

愛知県は、持続可能な社会づくり

田中嵩也・中嶌由唯

浅井郁哉・佐伯あすみ

チーム・セントレア

かがやけ☆あいちサスティナ研究所

！
！
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「今月のあいちの花」の新たな展示
方法の提案である。花王国愛知県の
豊かな花々などをより楽しめるス
ポットにデザインし直した。
壁面緑化と顔はめパネルを合体さ

②「花と緑の顔はめパネル」
せたのが「花と緑の顔はめパネル」
である。生花や緑を使って色鮮やか
に仕上げた。フレームの装飾も季節
感を演出し、定期的に花やデザイン
を替えることで、枯らさず、飽きさ
せない工夫をする。また、フレーム
のデザインについては芸術系大学や
造園系の学生のデザインの場にして
いきたい。花と緑の入れ替えは参加
型で、空港にいらした方々に簡単な
入替作業を体験していただき、古い
苗はお客様にプレゼントして自宅で
育てていただきたいと考えている。

会を増やす。

者を増やし、エコについて考える機

採れる」。四季のサイクルにおいて

「種から育て花が咲き、また、種が

成長が気になった参加者が何度も空

いる。隠れ場所は今回提案する緑化

トレアの環境活動について書かれて

は家庭でできるエコの豆知識やセン

内に隠れているフーちゃんパネルに

きるクイズラリーを実施する。空港

ゲーム感覚で楽しみながら参加で

した小学生が次の先生となり伝える

域の小学生と一緒に栽培する。体験

ループが参加者の先生役となり、地

既に綿の栽培経験を持つ小学生グ

ら収穫までを体験できる企画である。

の原料の綿を空港内で栽培し、種か

る。知多市の特産物である知多木綿

地域協働と文化継承がテーマであ

いく空港」であり続けられるように

ともに創り、地域とともに発展して

案を通して、セントレアが「地域と

有したくなるようなこれら四つの提

緑のすばらしさを体感し、これを共

ちは、空港を訪れたすべての人々が

港を訪れることで、私たちが定義し

ポイントと一致しており、緑化ポイ

ことで、緑だけでなく地域文化も未

四、「種から育てる綿づくり」

ントへの誘導にもなる。また、現在、

したいと思っている。

「探してフーちゃん」

三、楽しいエコなイベント

セントレアで夏休みに行っているイ

来につなぐ。

以上が私たちの提案である。私た

い空港」が実現されるだろう。

た「サスティナブル空港＝また来た

ベントとコラボすることでより参加
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がある。しかし、この広い世界には、
我々の感じているような「幸せ」で
なく、ご飯を食べること、通学する

報告⑦
難民問題と向き合う
せ」だと感じている人たちがいる。

ことなど、日本での日常を、「幸

名古屋市立北高等学校

～難民キャンプに必要なもの～
残念ながら、我々はいつもそのよう
な方々の状況を考えながら生活して

国際理解コース一年

の方から、

浅野仁那・石原沙羅
法人

いるわけではなかった。
）についてお話
イ エ メ ン （ Yemen
を伺う機会を得た。イエメンという

先日

岡嶋蒼生・落合杏美

国を日本人はどれほど認識している

小野直哉・春日井詩織
久家莉生・倉地更彩

金岩春菜・神谷彩香
黒野光里・小堀佳乃

だろうか。イエメンは中東にある、
二七〇〇万人というアラブの国だ。

面 積 は 日 本 の 約 一・五 倍 で 、 人 口 は
この基本的な情報だけ見れば、世界

芽夏・中村颯季

最近幸せなことはありましたか？

とを知らない高校生は私たちだけな

高校生なら、「テストでいい点が取

のだろうか？」テレビなどでよく目

に存在する一つの国と感じるだろう
（上図参照）。しかし実際は我々の

にする内戦中の国はイラクばかりで、

人の数が一九八万人にものぼり、人

我々は、住む場所を変えたイエメン

か。

にも、問題があるのではないだろう

り目にしたことがない。報道の仕方

の方の説明の中で、とり

かった事をとても恥じた。それと同

の事実を知り、我々は何も知らな

を必要としていることを学んだ。こ

（日本円で約一二八億円）もの支援

存在し、そして一億一四六〇万ドル

に瀕している人が一三〇〇万人以上

きていたことだ。残念なことに、紛

人々も、つい最近まで平和に生活で

今では難民となってしまっている

国することができないこと、そして

ルで多く、そのうちのほとんどが出

戦中の国々の中で難民がトップレベ

わけ驚いたことは、イエメンでは内

I
C
A
N
時にある疑問が芽生えた。「このこ

道支援を必要としていること、飢餓

口の八割にあたる二一〇〇万人が人

他の国々が報道されているのをあま

住む国とは大きく異なる。イエメン
の方の講演の内容から

では今、紛争が起こっている。

れた！」などで幸せだと感じること

辻
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A
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中山和香
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戦争が目に焼き付いているのを感じ

には、無意識に描いてしまうくらい、

たくさん描かれていた。彼らの日常

いる兵など、紛争にまつわることが

空爆を受けている様子や銃を撃って

たちが難民キャンプで描いた絵には、

深く刻まれているのだ。難民の子供

和な記憶だけでなく、紛争の記憶が

争によって小さな子供たちには、平

のだ。

のもとで生活していたわけではない

てしまう。彼らだって初めから紛争

たその日常が、紛争によって壊され

分の家で暮らし、学校にも行ってい

普通の暮らしをして、住み慣れた自

ことを知った。私たちと同じように、

たちの知らない思いがたくさんある

う言葉から、難民キャンプには、私

「来たくて来たのではない」とい

日本を学んでいきたいと強く感じて

未来のために、これからも、世界と

改善していく必要性があるだろう。

世界を知り、そして自国を理解し、

次世代を担う私たちはもっともっと

りに生かせるのではと考え始めた。

えることで、サステナブルな街づく

の厳しい状況を自分のこととして考

視されている。今回私たちは、他国

力的な街づくりを考えることが重要

いる。

本の遊びを紹介したビデオをつくり、

きるのではという提案があった。日

の中で、「笑顔を作る活動」ならで

クションを起こしたいと考えた。そ

は、小さなことでいいから独自のア

に出来る事は一体何なのか。我々

けるだけで十分に思えるかもしれな

ような状況下で、最初は暮らしてい

大混乱に陥ってしまうだろう。その

ことができなくなったら、我々は、

る。仮に突然国を追われ、家に帰る

今の私たちにとって大切なことであ

況下に置かれたときを考えることは、

からない。自分たちがそのような状

した。私たちが体験したフィンラン

テーマにフィンランドへ短期留学を

て、それぞれ「教育」と「環境」を

タテ！留学

無関係と言えない。例えば地震や台

このような状況は、日本にとって、

た。
は、難民キャンプ内で学

国際交流を体験してもらったらどう

い。しかし時が経つにつれ、失われ

ドの高校での教育、また環境への取

校の施設を作り、そのなかで、子ど

報告⑧

だろうか。その活動を通してイエメ

組や生活スタイルについて、日本と

風などの災害によって日本もこのよ

ンの人たちに少しでも楽しんでもら

たものの大きさを感じていくだろう。

比較して様々なことを考えた。それ

うな危機的状況に陥る可能性は大い

いたいと思ったのだ。私たちは、折

楽しかった生活を、取り戻したいと

らを高校生の視点から分析し、私た

もたちに学校生活に似た環境を提供

り紙などの日本の遊びを紹介した動

感じていくだろう。そこには「笑

ちの視点からの提言につなげていき

している。では、我々日本の高校生

の視点から見た教育の理想

に届けること

名古屋市はサステナブルな街づく

顔」が不可欠だと私たちは考える。

たいと思う。

未来

不破ティナ

大西

の支援を受け

私たちは、二人ともこの夏にトビ

国際英語科二年

普通科二年

名古屋市立名東高等学校

～フィンランドの体験から～

像とは

ができ、今後、イエメンへ届けても

りを考えている。災害や有事に備え

にある。戦争だっていつ起こるかわ

らう予定となっている。また、その

ること、そして、そのような状況に

が紛争地域に住む子どもたちのため

後の難民キャンプでの子どもたちの

画を作成し、

反応も知らせていただけるというこ

陥っても、お互いを支えあえる、魅

E
S
D

I
C
A
N
とで、とても楽しみにしている。

J
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A
N

北の果てに位置するこの国では、
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みをいただく。フィンランドの人々

をして、また一年保存するだけの恵

て日光浴をする。森ではベリー摘み

はないだろうか。「暮らし」の意識

く、持続可能だとは言い難い状況で

目にする。ものの入れ替わりが激し

たに開店しているという様子をよく

暫くすると無くなっていて、また新

た。日本では、新しい店が建っては

の、自然と共に暮らす姿がとても素
においても、日本はフィンランドに

短い夏を楽しむために、外へ出かけ

敵であり、人々は日々を楽しく過ご

ドならではの価値観が日常生活のな

また、福祉国家であるフィンラン

学ぶべき点が多々あると感じている。

す方法を知っているのだと思う。
街並みを見ても古い建物が目立つ。

かで感じられることが多くある。そ

フィンランドではひとつのものを長
く、大切に使う。これは現代の日本

の例を紹介したい。まず、ヘルシン

ではあまり見られない精神だと感じ

キにはベジタリアン（菜食主義）や
ビーガン（完全菜食主義）の方が多
く、日本と比べて特にそのような商
品が手に入りやすい。具体的には、

食べものを、動物を通してではなく

がある。ベジタリアンやビーガンは

麦で作られた牛乳の代理になる商品

できたり、大手企業のスーパーでも

ようなシステムが大切だと思う価値

やすい街」につながっている。この

がある。この制度は、「子育てのし

最低限必要なものが無料で届く制度

すべての妊婦さんに政府から育児に

学校でベジタリアンメニューが選択

植物から直接得ることによって地球

観は、教育の中でも育成されると思

ら日本が取り入れるべきではないか

い、フィンランドの学校での体験か

と私たちが考えたことを五つ紹介す

の資源をより効率的に、持続的に使
次にバスや電車では、ベビーカー

用することができる。
を 二、三 台 置 け る ス ペ ー ス が あ い て

る。

使用されている。生徒の半分以上は

が全て教室に配置、すべての授業で

フィンランドではプロジェクター

一、テクノロジーの積極的な導入

いる。ベビーカーを持っている人が
周りに迷惑をかけることを気にせず
に利用できる。また、ベビーカーを
運賃が無料という制度もある。最後

持っていると赤ちゃんとお母さんは
に「マタニティパッケージ」という

16

パソコンの扱いに慣れることにつな

を受ける。これは、生徒が日頃から

パソコンで電子教科書を使って授業
する。

することのできる個人の育成を促進

由な考えを持つ、自分で考えて行動
る。

保っているとより良いものが生まれ

度でなくても、常に改革の姿勢を

がっている。テクノロジーを導入す

ることができる。新しい方法を導入

業ではソファで横になりながら受け

例えば、コミュニケーションの授

え直すことが必要な世の中で、一人

ど世界の問題を個人の問題として捉

問は、紛争、経済格差や環境問題な

が高校で選択できる。このような学

例えば心理学、哲学そして宗教学

五、幅広い社会科科目の選択

よりクリエイティブでユニークな授

することによって、生徒も先生もそ

ひとりのモラルや考えを育成するこ

積極的

四、クリエイティブなアイディアに

ることで、インターネットを使って
学びを広げる、使いこなすことに

業が可能になる、動画や画像を利用

とに役立っている。

よって現代に必要な能力を育成する、

して印象的な学習ができる、という

の活動をする意味を考え、批判的な

報告⑨

ありがとうございました。

判断力を持ちながら評価をして次の
うサイクルを作っている。完璧な制

新しい方法を生み出していく、とい

メリットがある。

授業の選択、または習熟度別クラ

二、個人に対応した時間割
スという方法で授業が行われていた。
必須科目に加え、自分が選択したい

Change the selection
～倫理的消費で共創する未来へ～

授業を受けることは生徒が自ら学び
にいく姿勢にもつながる。また、特

愛知県立愛知商業高等学校

新保七菜・田添夏子

水谷月菜・新井美幸

ユネスコクラブ

に語学や数学などの分野でレベル分
個人の強みのさらなる伸長、また個

けをすることで、少人数授業の実現、
人のニーズに対応したカリキュラム

中西藻音・宮野夏萌

はゴミ非常事態宣言が出された。

私たちが生まれた一九九九年に

の展開が可能になる。
三、信頼関係に基づく校則

指す。基本的に上下関係がない（が

互いの考えを尊重できている関係を

過ちをおかすスペースを与える、お

きがあり、共に市民の社会への意識

持続可能な社会に配慮した大きな動

認定された。私達が住む名古屋には、

年にはフェアトレードタウンとして

年に

が開催され、二〇一五

敬意を持って接している）、服装や

二〇〇五年に愛・地球博、二〇一〇

身だしなみの指導がない、団体行動

が高まりつつある。

信頼関係とは、特に生徒が自分で

が少ないことは、リラックスした自

17
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化のみち」の持続可能なまちづくり
要素で構成されている。つくる責任、

した消費行動のことをいい、九つの

とも呼ばれ、人や社会、環境に配慮

消費者の消費行動を変えることに

エシカル消費を知る機会をつくり、

会に向けて取り組んできた名古屋で、

めにはまずは知ることが大切とのお

に貢献するため、二〇一一年より校
つかう責任は持続可能な消費と生産

よって持続可能な社会の実現につな

かった。倫理的消費はエシカル消費

舎屋上で都市型養蜂の実証実験を
パターンを確保することと定められ

私たちは、学校周辺に広がる「文

行 っ て い る 。 二 〇 一 五 年 に
ていることから、エシカル消費はま

を進めるにあたり、消費行動を分析

がるのではないかと推察した。活動

これらの調査から、持続可能な社

言葉をいただいた。

」が掲げられ、地球全体

で大きな取り組みが行われているこ

さにつかう責任に当てはまると考え

「

た。

的消費調査研究会」が設置され、国

調べてみると、消費者庁で「倫理

にどのような責任があるのだろうか。

た。まずは市民の消費行動を知るた

な社会の実現は可能であると考え

ル消費を発信することで、持続可能

が高まりつつある名古屋からエシカ

そこで、持続可能な社会への意識

つつあることがわかった。

費する「コト消費」へと移り変わり

から、魅力的なサービスや時間を消

すると、日本では近年「モノ消費」

することも含まれている、普及のた

念には、地域社会や地域経済を応援

を行ったところ、エシカル消費の理

ル協会代表の末吉様にインタビュー

地はあると考えた。そこで、エシカ

超えており、需要の更なる拡大の余

購入意向ありと回答した方は六割を

知度は低いものの、エシカル商品の

究会の調査では、エシカル消費の認

の意見があった。倫理的消費調査研

いいかわからない、機会がない、と

理由を質問したところ、何をすれば

行動に移せていないと回答した方に、

なった。また、社会に貢献したいが

回答をした方は四四％という結果に

いった、エシカル消費に当てはまる

結果、社会貢献型商品を購入すると

め、アンケート調査を行った。その

全体で新たな動きがあることがわ

う責任、つまり消費者である私たち

とを知った。私たちは「つくる責任、

S

つかう責任」に疑問を持った。つか

S
D
G
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し、「一生の思い出に残る自分の教

が「コト消費」に当てはまる回答を

実際に調査を行うと、九二％の方

のできる、日帰りツアーを㈱

段できない体験を手軽に行うこと

をエシカル消費と組み合わせ、普

情報を得ることができた。これら

持ち、行動に移すきっかけになった

シカル消費を体験したことで興味を

アンケート調査では、参加者がエ

カル消費をコンセプトとした二つの

取り入れる糸口となると考え、エシ

ことで消費者の興味を引き、生活に

カル消費とコト消費を組み合わせる

意見が目立った。このことからエシ

カル消費の九つの要素のうち七つ―

ハンドクリーム作りに決定し、エシ

ね、オーガニックランチ、茶道体験、

性」、内容は講師と打ち合わせを重

トは「旅行に興味がある地域の女

中部様と共同で企画した。ターゲッ

といえる。

消費行動を変えることにつながった

いただいたことから、イベント後の

日本製の衣類を購入した等の意見を

の物を地元の野菜コーナーで買った、

それぞれ四組にご返答いただき、旬

ことがうかがえた。追跡調査では、

養につながる旅行や体験」といった

イベントを立案した。また、各分野

水野教授からの評価では、「二つ

社会の実現に向けての政策を検討す

の体験型イベントによってコト消費

る上で、非常に重要な示唆を含んで

無農薬・地産地消・公平貿易・社会

である。毎日の生活に欠かせない

いる」とのお言葉をいただいた。し

的貢献・伝統継承・廃棄回収と利

「食」をテーマにすることで普段の

かし、今回のイベントを通じて、参

の第一線で活躍する講師をお招きす

消費行動を見直すきっかけになると

加者が「持続可能な社会の実現」の

ることで、説得力があるイベントに

考え、「地産地消」をメインとし他

当事者としての意識がどの程度高

がエシカル消費への意識改革にとっ

三つの要素も取り入れた。ターゲッ

まったかがわからないため、意識を

て有効であった、今後、持続可能な

トは「家族の食生活を支えている母

変化させたとは言い切れないとのご

二つ目は、親子で楽しむ料理教室

と、小中学生の子ども」、食材は講

用・持続可能な素材―を取り入れた。

師と打ち合わせをし、「あいちのか

課題である当事者意識を持つべき

指摘があった。

なのは、私たちと同世代の学生であ

一つ目は、文化のみちを巡る自分

名古屋学院大学の水野教授に活動の

政策やまちづくり関連の研究を行う

査、追跡調査を行うとともに、地域

変化を検証するため、アンケート調

イベントを終え、参加者の意識の

表やディスカッションを行う。全員

する大学生や高校生を招き、活動発

開催することにした。名古屋で活動

する機会として、エシカル文化祭を

カル消費を共有し、学びの場を提供

る。そこで、新たに若い世代がエシ

磨きの旅である。リサーチを行うな

が主体的に取り組むことで、長期的

評価をいただいた。

た。

はちみつを選定し、タルトをつくっ

一位のいちじく、屋上で採れた徳川

おり」の無農薬玄米、愛知県が生産

なると考えた。

J
T
B

かで「働く女性がやりたいこと」の
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に学生の当事者意識を高めていきた
普段私たちは、教育を受ける立場

いと考えている。
にあるが、これからは私たちが未来
を創っていくことになる。エシカ
ル文化祭はその準備と位置づけら

ム、三か条をつくり、発表した。発
表された提言は以下のとおりである。

持続可能な都市・名古屋への
高校生・大学生からの提言

・伝える（私たちにできること・連
携・発信）

・教育（すべての土台・出会いの

場・考える場）

・当たり前に疑問をもつ（気づく）

名古屋市は社会に配慮した取り組み

一九九九年から二〇一五年にかけて

ことでまちづくりにつながるだろう。

・柔軟な生活へ

・まずは地域から広げる

・企業と学生が学び合う場

・主体性を育む教育を！

・交流を通してまずは知る

・電力の産地表示

・日本の教育に変化を

・今日の場を広げよう

持続可能性へ（実践する）

・身のまわりから、小さな行動から

を行ってきた。今後はこの時代を歩

・身近なことから

（全三〇か条）

んできた私たちが地域社会と連携し、

・多様な価値観を持てる人づくり

・自分にできることはなにか考える

れ、共有した学びを地域に還元する

協働しながら、エシカル消費を通し

・知る機会をつくる

・世代をこえて、周囲を巻き込み行

・審査員特別賞：名古屋市立北高等

学部現代社会学科別所ゼミ

・優秀賞：名古屋市立大学人文社会

校

・最優秀賞：名古屋市立名東高等学

学校ユネスコクラブ

・最優秀賞：愛知県立愛知商業高等

各賞は以下とおりである。

た各報告の評価を審査員より受けた。

最後に、シンポジウム前半に行っ

動する

る（広める）

・人とのつながり・協力を大切にす

て持続可能な社会を目指していきた

・大小さまざまな仲間たち

・自分だけでなく、地域・企業・国

の想いをつないでいく

・主体的な行動をおこし、自分たち

有する・広がる場づくり

・それぞれの体験による気づきを共

環境づくり

若者が自由な心を持てるような

・生きやすい名古屋をつくるために

る

・まちを守る、発展させる必要があ

・自分たちにしかできない活動

・教育を通して地域環境の改善を

・笑顔

い。

各報告のあとで、名古屋が持続可
能な都市になるために提言を考える
ワークショップを行った。チームは
高校生・大学生の混合で、一チーム
は四～五名の参加者からなる。チー
ムに分かれて、自己紹介をした後に、
ワークショップ前に行った各報告を

・主体的に学び、活動し続ける

ゼミ

護学部看護学科地域保健看護学

学校
・伝え方を工夫する

・研究・実践賞：名古屋市立大学看

た。それをもとに、名古屋が持続可

・知る（子育て・紛争・環境）

を巻き込む
能な都市になるにはどのようなこと

聞いた感想やコメントなどを共有し

が求められるのかを考えた。各チー
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ポジウム終了後のアンケートに多く

せて二〇〇名の参加があった。シン

シンポジウムには、発表者を合わ

とができるのかを考えていく必要が

一度限りの場をどう継続していくこ

となり得たということであり、この

ムが子どもや若者の可能性を開く場

ただ一つ言えるのは、本シンポジウ

の方が協力してくださった。そのな

おわりに

・奨励賞（プレゼンテーション部
かには若者目線の発表に刺激を受け

名古屋市立大学人文社会学部心

・奨励賞（オリジナリティ部門）：

門）：名古屋市立大学人文社会

クエストもあった。発表した高校

もっと詳しく聞きたかったというリ

たり、共感したりする感想とともに、

続けていきたいと思う。

挑戦できる場をつくっていくことを

けて、これからも対話の場を増やし、

サスティナ研究所：

生・大学生も前半の緊張感のある発

いて話し合う姿が見られた。特に、

をふり返り、真剣にまちづくりにつ

プでは高校生と大学生が前半の発表

表とは異なり、後半のワークショッ

（名古屋市立北高等学校安藤理恵先

シンポジウム実行委員のみなさま

いた名古屋市と名古屋市教育委員会、

たことに感謝している。後援いただ

して、多くの方々にご協力いただい

最後に、本シンポジウム開催に際

あいちサスティナ研究所：

ワークショップ会場から再度本会場

セントレア
なお、審査を協力してくださった

であるさくら講堂に集まってきたと

音順）。

校梶原英彦先生、本学看護学部尾崎

生、名古屋市立名東高等学校板垣真

伊都子先生）、人間文化研究所のみ

由美先生、愛知県立愛知商業高等学
う長い時間のシンポジウムであった

（曽我幸代）

ま、ありがとうございました。

が、参加者一人ひとりに「何か」が

きのそれぞれの表情の豊かさはなん

中部国際セ

「場」である、とシンポジウムを終

れた「若者の参加」に必要なのは

前半期の課題として挙げら

なさま、本学人文社会学部のみなさ

とも表現しようがない。四時間とい

事・副学長）
ンター次長）

・木下康光氏（

会事務局学校教育部指導室主任

・久木田隆宏氏（名古屋市教育委員
指導主事）
・新海洋子氏（環境省中部環境パー

を真摯に聴いているのだろうか。子

えて思う。普段、子どもや若者の話
どもや若者の挑戦を見守れているだ

たち大人はどう応えられるだろう。

いるのだろうか。こうした問いに私

児童生徒や学生の居場所となり得て

場所はどこにあるのだろう。学校が

ろうか。また、地域社会に若者の居

長懇話会サスティナビリティ企

・三宅勝氏（名古屋市立大学副理事

活動推進課長）

・早川雅夫氏（名古屋市環境局環境

画委員会）

・竹内恒夫氏（名古屋大学／愛知学

トナーシップオフィス）

G
A
P

伝わった場となったようである。

・伊藤恭彦氏（名古屋市立大学理

Team

賞（まちづくり部門）：

しん
Team

にってつすみきん

賞（教育部門）：あいち

理教育学科曽我ゼミ

学部現代社会学科三浦ゼミ

の目標四「教育」と
ある。
目標一一「まちづくり」の達成に向

・

S

のは、次の七名である（以下、五十

・

S

S
D
G
長・事務局長）
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S
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持続可能な都市・名古屋への高校生・大学生からの提案
サステナビリティ・リレーシンポジウム開催報告
愛知学長懇話会

集❖
❖特

