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Ⅰ　概要

　オンライン形式で開催した2020年度の日本環境教育学
会第31回年次大会で、国際交流委員会（委員長：野口 
扶美子）は協定4学会（カナダとメキシコを含む北米環
境教育学会、韓国環境教育学会、中華民国環境教育学会、
オーストラリア環境教育学会）の代表を招いて、新型コ
ロナ感染症の環境教育の分野への影響と対応、今後の環
境教育の実践と研究の方向性等ついて、国内外30名強の
参加者を迎えて議論する機会を設けた（図1）。とりわけ、
今大会の全体テーマが「新型コロナウイルスに対応した
環境教育の可能性―オンライン技術の活用法を探る」
だったが、国際交流委員会としてもオンライン技術を活
用するメリットを体感し、今後の本学会の国際展開の可
能性を大いに予感させるものとなった。
　国際交流委員会はこれまでも協定学会の代表を年次大
会に招き、主に昼食交流会の実施を通して、会員と交流
する機会を設けてきたが、一つの年次大会に全ての協定
学会の代表を迎え、喫緊性の高いテーマでラウンドテー
ブルを実施するという企画は、本学会にとって初めての
試みであった。また今回、人獣共通感染症のパンデミッ
クによって、移動と交流という人間の基本的な行動様式
が世界規模で制限された状況を踏まえて、日本を含むア
ジア太平洋地域5地域の環境教育を代表する学会が、各
地域の環境教育の分野にかかる課題と対応を共有し、今

後の研究の方向性について意見を交わし合うという趣旨
で企画した。こうした企画には、公益性と国際性、学術
発展の可能性が含まれるため、その記録は本学会会員だ
けでなく、環境教育関係者、次世代の担い手にとって有
益であると考えた。そこで本稿では、各学会の紹介とと
もに各学会の発表の概要と分科会を紹介し、当日の参加
者に行ったアンケート結果を報告した後、論点整理を行
う形式とする。なお、各協定学会の報告については、本
委員会の協定学会担当の元 鍾彬（韓国）、楊 惠淳（台湾）、
萩原 豪（台湾）、桜井 良（北米）、野口扶美子（オース
トラリア）が翻訳、要約した。
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図１　セッション・タイトルのスライド画像
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Ⅱ　経緯と目的、構成

　2020年2月以降のCOVID-19のパンデミックを踏まえ
て、2020年5月16日開催の理事会は、当初北九州で実施
予定であった第31年次大会をオンラインで開催するこ
とを決定した。この決定を受けて、それまでの年次大会
まで慣例化していた国際交流委員会の昼食交流会の代
替措置として、ウェビナーを企画するという基本構想に
つながった。その上で、本学会による3月7日の緊急声明

『子どもたちが「外で遊ぶ権利」を最大限保障してくだ
さい』に加えて、その当時、韓国環境教育学会や北米環
境教育学会、世界環境教育会議（WEEC）などが講じ
た緊急的な対応などを参考にしつつ、本企画のテーマや
各学会代表を交えたラウンドテーブル・分科会形式と
いう方向性を決め、6月28日開催の国際交流委員会で、
日時や形態、役割分担などの骨子を決めた（表1）。
　同セッションのタイトルについては「Environmental 
Education and COVID-19：Impact and Response」と
し、韓国、台湾、北米、オーストラリアの各協定学会の
代表者への出席および発表依頼を打診した結果、当日は
海外参加者を含め、最多時で国内外から35名の参加者を
迎えることができた。
　当日の構成については、まず全体会で朝岡 幸彦会長
の挨拶の後、「各国の環境教育におけるCOVID-19の影
響と対応について」で各学会の代表が発表を行った。そ
の後「環境教育の今後の方向性」「コロナ禍における環
境教育の役割」「国際共同研究」の3テーマの分科会（ブ
レイクアウトセッション）を実施した。COVID-19パン
デミック時における各国の状況、各学会への影響や対
応、これからのウィズ・コロナ時代に環境教育が果たす
べき役割や可能性などについて各国の経験と知見を共
有することができた。そして最後に、本企画の評価と今
後の本学会の国際化への期待等について参加者アン
ケートを実施した。
　当日の役割分担については、野口扶美子委員長が司会
と総括を、長濱和代会員が進行を務めた。また、二ノ宮
リムさち副委員長はテクニカルサポートを統括した飯

田貴也会員と本大会本部の一般社団法人日本環境教育
フォーラム事務局で運営に当たった。

Ⅲ　各協定学会の概要

（日本環境教育学会（JSFEE）との協定締結順に記載）

　韓国環境教育学会 （The Korean Society for 
Environmental Education: KOSEE、協定締結2009年）
は、1989年9月に創立され、現在は様々な分野の研究者
や実践家、学校教師、大学院生などが参加し活発な研究
活動を行っている。主な活動分野として、1）環境教育
と環境問題解決に関する調査及び研究活動、2）学術大
会及び研究会などの開催、3）国内外の環境教育及び他
学術団体との提携や交流などがある。特にこれまでの
20年間、韓国環境教育学会は、韓国・中国・日本環境
教育ネットワークのフォーカルポイントの役割を担う
など、日本・中国の環境教育の関係者と相互訪問及び共
同開発などを推進している。

　中華民国環境教育学会 （Chinese Society for 
Environmental Education: CSEE、協定締結2010年）は、
1992年、環境教育の学者と専門家の協力によって研究
とサービス推進の両立を図る組織として設立された。
30年にわたって、CSEEは台湾の環境教育と共に発展と
革新を進めてきた。当初は環境清掃をはじめ、ごみ分別
やリサイクルの広報などの推進を研究と併行させてい
た。その後、環境教育活動及びコミュニティにおけるエ
コロジカルな学習機会の提供を通して、台湾の環境教育
の基礎を築いた。そして、環境教育を小・中学校の教育
課程の要綱に組み入れ、正規教育のカリキュラムの内容
に位置づけた。また、環境教育法の推進を唱え、環境教
育指導員や施設・場所・機構の認証制度を通して環境
教育の質の向上を推進してきた。今日では、環境教育を
持続可能な開発目標（SDGs）に関連づけて推進している。

　北米環境教育学会（North American Association for 
Environmental Education: NAAEE、協定締結2011年）
は1971年に設立され、アメリカ、カナダ、メキシコに
56の州・地域支部を設けており、世界中（30か国以上）
に20,000人以上の会員がいる。会員は環境教育の実践者、
企業、行政関係者、研究者など多様で、環境教育をテー
マに人々が集う国際的なハブとしての役割をNAAEEは
果たしている。また、学校教育や社会教育などにおいて
応用可能な環境教育のガイドライン（Guidelines for 
Excellenceなど）を発行していることもNAAEEの特徴
である。NAAEEは特にネットワークの形成に力を入れ
ており、Global Environmental Education Partnership 

（GEEP） など環境教育を国際規模で強化するためのプ
ラットフォームを運営している。

表1　国際交流委員会企画概要

【タイトル】Environmental Education and COVID-19：Impact 
and Response

【日時】　2020年 8月 22日（土）10:00～12:30
【使用言語】　英語       【参加者】約 30名
【プログラム】
10:00　開会挨拶（日本環境教育学会会長 朝岡幸彦）
10:05　各学会代表による発表・パネルディスカッション～各国
の環境教育における COVID-19の影響と対応について（韓国環
境教育学会、台湾環境教育学会、北米環境教育学会、オースト
ラリア環境教育学会、日本環境教育学会）　
11:35　　分科会（ブレイクアウトセッション）
テーマ１：環境教育の今後の方向性
テーマ２：コロナ禍における環境教育の役割
テーマ３：国際共同研究
12:00　全体会（分科会報告、全体まとめ）
12:30　終了
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　オーストラリア環境教育学会（Australian Association 
for Environmental Education: AAEE、協定締結2012年）
は、環境と持続可能性に関連する理解と行動のための教
育と参加をテーマに掲げ、教育分野の様々な関係者をつ
なげることを目的に、1979年に発足した。各州に8つの
支部があり、会員には、初等中高等教育、大学、職業訓
練校の教員や研究者、政府職員、環境保全や開発分野の
実践者が含まれる。これまで環境教育の理論化、現場の
課題共有などの議論のほか、研修プログラムや教材開
発、国や州による環境教育推進のための政策策定に向け
た提言活動を行なってきた。特に90年代には、現在の
ESDの概念化へとつながった批判的環境教育論を展開
した。

Ⅳ　発表概要

韓国環境教育学会
発表者：キム・チャングック博士（Dr. Chankook Kim, 
Korea National University of Education）

　日本の学術大会の国際交流の場を借りて、COVID-19
感染症の世界的流行の中、韓国社会の対応とその経験を
振り返りながら、環境教育が持つ含意について再考する
機会をつくった。COVID-19の大流行が始まってから韓
国社会では多くの人が、国の感染症防疫ガイドライン装
置について積極的に参加したが、中にはそれに反する人
もいた。その差は宗教や世界観の違いなどと異なり、民
主 的 市 民 意 識 の 差 異 か ら く る も の と 考 え ら れ る。
COVID-19のような共同体の危機の対応については、信
頼や公平性、レジリエンス、そして連帯と共同体の意識
といったキーワードで構成されていることを学んだ。現
在地球上を襲っているCOVID-19感染症は、これらの原
因を招いた人間社会と環境との関係性について根本的
な見直しや変化を試みていかなければ、我々の次世代に
もまた違った危機として現れるだろうと考えている。こ
のような問題意識を踏まえると、COVID-19の禍の中で
の環境教育には、危機的状況の根本的な原因について省
察する過程が求められている。そして環境教育の核心的
な観点や概念、原則（相互依存性、持続可能性、生態市
民性（民主的市民意識）、ワンヘルス（One Health）、
生物文化多樣性、 人間と野生動物の衝突、環境正義、動
物権、社会生態系、社会・生態的レジリエンスなどを再
び意味づけ、強調する必要性があると考えられる。

中華民国環境教育学会
発表者：張 子超 理事長（Dr. T.C. CHANG, National 
Taiwan Normal University）、劉 思岑副教授（Dr. 
Shih-Tsen LIU, University of Taipei）

　世界の他の地域に比べると、台湾ではCOVID-19によ

る影響は少ないと考えられる。今年の1月から5月まで、
外での集まりや活動が減るため、環境教育施設や場所の
経営に衝撃を与えた。しかし、6月以後、夏休みに入っ
てから今年の下半期まで、台湾ではほぼ通常通りの生活
に戻った。しかも、感染リスクを削減するために、校外
学習活動を推奨された。台湾の環境教育に対する
COVID-19の影響といえば、国際交流を停止され、オン
ライン会議やオンライン学習活動に切り替えたことだ
と思われる。
　多くの専門家によると、台湾が今回COVID-19の感染
拡大を回避できた理由は2つある。一つは国民が高度に
警戒する意識を有していた点である。数年前、重症急性
呼吸器症候群（SARS）の被害があったため、台湾の国
民がこのような感染症に対する警戒心を持っていた。そ
れで、政府よりも積極的な感染防止対策を各セクターが
自主的に実行したのである。もう一つは国民が政府によ
る予防措置に従った点である。例えば、ソーシャルディ
スタンスを保つこと、マスクをつけること、常に手洗い
すること、外出を控えることと厳しい隔離措置などであ
る。
　COVID-19は世界各地に衝撃を与えた。大半の国は国
境を封鎖して、独自にウイルスの攻撃を防ぐとした。こ
のような独自の力でウイルスに向かうのは、国際協力と
いう国連の基本的考え方だけでなく、SDGsの2030年ア
ジェンダから逸れると考えられる。COVID-19は世界各
地に拡散したが、国家間の隔離措置は問題解決どころ
か、経済不振をもたらした。国際協力こそ解決策になる
のではなかろうか。貧窮する国家に協力することは正義
や公正の課題解決につながり、各地域が感染症に対する
防御力を強めることもできる。SDGsの目標だと、第1「貧
困をなくそう」第2「飢餓をゼロに」第3「健康と福祉」
第4「質の高い教育」と第6「安全な水とトイレ」が
COVID-19の対策と復興につながると考えられる。
　台湾のCOVID-19対策が他の地域より効果的だったと
表現できる背景には、国民の警戒感と自主努力、政府の
措置に従うという集団的な態度だと考えられる。このこ
と自体、教育と広報が人々の協調的行動を生み出す上で
非常に大切であることの再認識につながった。この点を
踏まえると、環境教育の役割と効果を再評価すべきであ
る上、SDGsの理念とターゲット・指標が環境教育の目
的と意義にも密接に関係している。

北米環境教育学会
発表者: Ms. Judy Braus代表（Executive Director）、
Ms. Melissa T. Hoppkins国際プログラムディレクター

（Director of International Programs）

　NAAEEの使命は、教育を通して市民の環境リテラ
シーを向上させ、公正で持続可能な未来を創ることであ
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る。我々は環境教育を通して社会を良い方向に変えてゆ
くことを目指している。そのためには、知識やスキルを
身につけるだけでなく、市民の環境配慮行動や社会参画
を促すことが重要になってくる。
　現在、COVID-19の感染拡大が続いているが、これは
環境教育及び野外教育を一層促進する機会に他ならな
いと私たちは捉えている。そのために、例えば環境教育
の実践者がオンラインで教育ツールなどを学べるウェ
ブサイトなどを立ち上げ、また校庭などを使ってできる
環境教育プログラムなどを提案している。私たちは、世
界各地の環境教育や野外教育の実践、とりわけ成功事例
などを学びたいと考えている。
　また今年のNAAEEの年次大会はオンラインで開催す
る。オンラインではあるが、通常通り研究発表やワーク
ショップなどを開催し、シンポジウムや30歳未満の会員
の集いなども予定している。
　Global Environmental Education Partnership 

（GEEP）に関しては、SDGs（Sustainable Development 
Goals：持続可能な開発目標）を達成するために、環境
教育が重要なアプローチとなるという認識のもと、様々
な国々との連携を続けている。GEEPのウェブサイトで
は各国（60か国程度）の環境教育の現状について情報提
供がされており、日々情報更新もされている。また
GEEPはオンラインニュースレターを定期的に発行して
いるので、登録さえすれば誰でもニュースレターを受け
取ることができる。世界中の環境教育の関係者が集うオ
ンライン上のネットワークであるeePROも是非活用し
てほしい。誰でも無料で登録ができ、様々な分野の情報
を得るだけでなく、自身で情報を投稿し拡散することも
できる。COVID-19の感染拡大が止まらないが、私たち
は今ほど環境教育が重要な時代はないと考えている。今
後とも是非NAAEEと情報交換や連携をお願いしたい。

オーストラリア環境教育学会
発表者： Dr. Jennifer Pearson会長（President）

　オーストラリア環境教育学会では、これまで、オース
トラリアの公教育カリキュラム運営機構（Australian 
Curriculum, Assessment and Reporting Authority）や、
MOU協定学会（ニュージーランド環境教育学会、北米
環境教育学会、日本環境教育学会）および国内外の環境
教育、サスティナビリティ教育の関連団体（IUCN、
Austral ian Institute for Teaching and School 
Leadership、Australian Education for Sustainability 
Alliance）との連携を通じて、政策提言や協働プログラ
ムを実施してきた。直近の例では、オーストラリア全土
に甚大な被害を及ぼした2019年の森林火災とCOVID-19
の経験について、持続可能性の課題として環境教育プロ
グラムに関連づけ、導入することを上述の公教育カリ

キュラム運営機構に提言している。
　AAEEは こ れ ま で、 月 刊 のEブ ル テ ン や 季 刊 の
OzEEnews、隔年の大会、各州の支部のイベント、さ
らにはSNSを通して、会員向けの情報共有や交流の機会
を提供してきた。特に2019年の森林火災とCOVID-19に
よる影響でデジタライゼーションがさらに進んだ。とり
わけCOVID-19によって、当初の事業計画のみならず、
活動資金の削減や助成金申請の機会の減少などの大幅
な影響が生じた。その結果、2020年9月末に西オースト
ラ リ ア 州 パ ー ス で 予 定 さ れ て い た 隔 年 の 大 会

「Mandjoogoordap*: Changing Tides」は1年延期となっ
た。この代替策として、2020年9月にオンライン会合を
1日で開催する。本会合では、COVID-19および森林火
災の経験を踏まえ、レジリエンスや防災、気候変動を
テーマに国内外の関係者が発表する。また、オーストラ
リアでも活発に展開しているClimate Strikeのユースメ
ンバーのパネルディスカッションや、オーストラリア先
住民による場と人と自然の結びつきに関する発表、本会
合開催地のバーチャルツアーなどがある。
　オーストラリアにとって森林火災およびCOVID-19
は、変化とは何かを熟考させる強烈な経験である。引き
続き、環境教育の果たすべき役割と方向性を考えていき
たい。

*Mandjoogoordapは、西オーストラリア州先住民族の
言葉で「心の出会いの場」の意味

日本環境教育学会
発表者：朝岡 幸彦 会長

　COVID-19に直面したJSFEEは、三月集会等の「中止」
やオンライン大会の実施を決める一方、緊急声明『子ど
もたちが「外で遊ぶ権利」を最大限保障してください』
を発表（2020/3/7）した。これは文科省が発表した
Q&A（3/4）に、子どもたちが屋外で遊ぶことを禁止
する文言があったことに対する厳しい批判であった。そ
の後、文科省はQ&Aを改訂して屋外での活動を認めた。
さらに学会は、「新型コロナウイルス対応に関する日本
環境教育学会緊急活動方針」を提案（5/16）し、新型コ
ロナウイルス感染症（COVID-19）緊急研究プロジェク
トチーム（CORONA-PT/代表・阿部治）を発足させた。
　CORONA-PTには、主に二つの活動が求められた。
第一に会員アンケート調査を実施した。その結果、①
COVID-19の感染拡大と政府による政策が会員の教育・
研究に大きな影響を与えていること、②自然学校をはじ
めとしたNPO・NGO、大学等で不安定な雇用のもとに
ある会員には経済的にも深刻な打撃を与えていること、
③政府の緊急事態宣言等の対策は概ね評価されている
が学校一斉休校の要請については評価が分かれている
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こと、が明らかになった。第二に、環境教育活動に関す
るガイドラインを作成した。これは、規制緩和期に入っ
て学校や各種の教育活動が「再開」される中で、環境教
育活動全体を網羅し、COVID-19への対策の基本や原則
を明示して自ら考えて実践する指針になるものが必要
と判断されたからである。
　JSFEEは、引き続き今後1年間は、緊急活動方針を前
提とした活動を続けていく。理事会は、①学会と会員と
のつながりを維持し、②学会や会員の困難な状況を共有
し、③この状況のもとでの学会活動のあり方を会員から
積極的に提案してもらうことが重要であると考えてい
る。今後、COVID-19が収束（終息）したとしても、以
前のような活動に「戻す」ことが必ずしも望ましいとは
いえない。むしろ、この困難な時期を乗り越える試行錯
誤を通してえた新たなノウハウや知見を生かして、「元
に戻ってほしくないことについて一緒に考え」実践した
い。それは、COVID-19以前のグローバリゼーションの
もとで進んだ社会的な諸問題があるだけでなく、地球環
境を際限なく開発してきた私たちの生き方そのものが
問われているからである。まさに、コロナ後の世界こそ、
SDGsの実現に向けた取り組みがさらに進んだ世界にし
なければならない。学会の活動を通して、みなさんとと
もに考え、行動できることを強く期待している。

Ⅴ　分科会

　Stream 1（モデレーター：岩佐礼子委員、二ノ宮リ
ムさち副委員長）では「環境教育の今後の方向性」をテー
マに5名の参加があり、4名から意見が出された。張氏

（CSEE）は台湾が感染抑止に成功したので、他の国の
組織からCOVID-19が環境教育に与えたインパクトにつ
い て 学 び た い と 述 べ た。Dr.Pearson （AAEE） は
COVID-19の人間社会へのインパクトが結果として自然
を活性化させた例をあげ、人が自然と再びつながる必要
を述べた。また、世界のどこにも安全地帯はなく、
COVID-19に限らず、自然災害も含めた脅威と人々は戦
い続けることになるが、だからこそ環境教育はレジリエ
ンスの教訓を共有し、ネットワークを駆使し、強いコ
ミュニティを作る手伝いをするべきだろうと述べた。ま
た、COVID-19で日本社会が自然回帰、ローカル回帰に
向かう傾向にあり、今後の環境教育の方向性へのヒント
になるとの岩佐（JSFEE）の意見は、二ノ宮リム（JSFEE）
が言及した人と自然・野生生物との関係性を取り戻す
必要性にも重なる。そのためにも、ローカル・グローバ
ル双方で人々の関係性にもとづく共同体形成を支え、市
民性教育、社会教育といった分野と重複しつつ社会を変
革する市民を支えていくような環境教育・ESDが今後
より一層重要になると二ノ宮リムが指摘したことを、こ
のセッションの話し合いのまとめとして締めくくりた
い。

　Stream 2（モデレーター：長濱和代委員、田村和之
委員）では「COVID-19における環境教育の役割」をテー
マに、台湾からの研究者を含め9名が交流した。簡単な
自己紹介の後、参加者のコロナ禍の研究・実践について
意見交換をした。小中高校では対面授業が始まるなか、
日本の多くの大学ではオンライン授業が前期だけでな
く後期も一部継続され、音楽・芸術・実験などの実技系
科目は前期から後期に延期となったものの、現状では後
期も休講になる状況が懸念されていることが共有され
た。また、学校教育や社会教育において、環境教育や自
然体験活動のガイドライン作成への取組が紹介された。
他の参加者からは「ステイホーム」期間中、公園に何人
の子どもと大人が来園したかを調査したこと、動物園で
は様々な動物の映像をネット上に公開することで活動
をアピールした実践などが語られた.いずれも対面での
活動の機会が限定されることにより、教育方法・活動方
法を模索している状況であることがわかった。環境教育
の 果 た す 役 割 を 論 じ る に は 時 間 不 足 で あ っ た が、
COVID-19の状況こそ、環境教育の原点を見つめ、地球
環境の課題認識と解決のための行動を起こす人材育成
と実践が必要と考えられるセッションだった。

　Stream 3（モデレーター：桜井良委員、藤公晴副委
員長）では「国際共同研究」というテーマのもと、7名
の参加者が話し合った。最初にJSFEEの藤から国際共
同研究プロジェクトの現状（合計8件のプロジェクトが
進んでいることなど）や、2021年9月末に出版予定の特
集号「アジアの環境教育」のスケジュール（2021年の1
月が原稿の投稿締切であることなど）が説明された。そ
の後、KOSEEのChankook氏より同学会から同特集号に
論文を投稿したい会員が数名いること、またそれに対し
てJSFEEの桜井が特集号では協定学会員からの論文の
一般投稿も受け付けていることなどが共有された。今後
の研究の可能性については、藤より、各国の環境教育関
連学会によるCOVID-19への対応や、または環境教育が
もたらす一人一人の行動の変化など、広い視野のもと新
たな研究ができると提案があった。また、NAAEEの
David Allen氏より、米国ではCOVID-19の感染拡大が
収まっていないことを踏まえ、社会の対応や個人の考え
方に関するアジア諸国と米国を比較する国際研究がで
きれば有意義であると提案があった。

Ⅵ　参加者アンケート

　当日、セッションの感想と評価、COVID-19状況下の
国際交流の可能性と課題の整理を目的に、参加者30名を
対象に英語によるオンライン・アンケート（英文名

「Your Reflections on the Online Roundtable Session: 
Environmental Education and COVID-19 Impact and 
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Response. The 31st Annual Meeting of the Japanese 
Society for Environmental Education 08/22/2020」）を
実施した（設問数15. 回答者数12名. 回答率40％）。個別
コメントなど全設問の結果については、属性情報の一部
を除き、下記QRコードとURLリンク先で確認できるが、
ここではその概要を紹介する。

　まず、全体的な満足度は高かった
といえる。例えば、設問1の今回の
企画が新たな知見の取得につな
がったかについては、12名全員が

「つながった」と答え、設問8の各
プログラムに対する満足度につい

ては以下の表2の通り「とても満足した」と「満足した」
の選択が総じて過半数であった。この背景については、
本稿冒頭で述べた通り、人間の基本的な行動様式が世界
規模で制限された異例の状況の中、オンライン形式で全
ての協定学会の代表が環境教育の課題を共有し、今後の
研究や交流の方向性について意見を交わし合うという、
喫緊性の高いテーマでかつ、参加者の多様性とオンライ
ン形式が本学会初の試みであったことが挙げられる。一
方、下記表の通り、パネルディスカッションや分科会、
全体会の満足度が比較的低い結果となり、その要因とし
て、設問9の個別コメント（リンク先参照）が示す通り、
オンライン形式により、時間配分・管理が計画通り進ま
ず、例えばパネルディスカッションの時間確保が十分で
なかったなどが挙げられる。
　設問10と11では、本企画の趣旨を踏まえて、今後の本
学会の国際交流の取り組みへの期待や提案を募った。設
問10では、本学会の国際化に向けた取り組み分野につい
て複数選択で尋ねた結果、「国際共同研究」への期待が
最も高く（12名中11名）、「オンライン・セッション」「英
語など第二言語による情報発信」「海外協定学会の大会
の出席など相互訪問」の順だった。この結果に対して、

例えば「国際共同研究をさらに進める上で、私たちはそ
れぞれ様々な資産を既に有している」というコメントが
あった。また、オンライン・セッションに対する期待も
高く（12名中10名）、今後のオンラインによる交流の機
会を継続して設ける励みになった。次に、設問11では、
本学会の国際化にかかる期待を自由記述式で尋ねた結
果、若手研究者への能力向上の機会提供、海外の学会に
参加するための奨励金の提供が挙げられ、とりわけ本学
会会員がNAAEEなど海外の学会大会に参加することへ
の期待が挙げられていた。こうした期待について「国際
社会にとってのJSFEEの海外展開・国際化は細かい取
り組みであっても非常に意義深い」といったコメントが
印象的であった。

Ⅶ　論点整理

　朝岡会長の冒頭の挨拶にもあった通り、COVID-19以
降の道筋を、SDGsの実現にどう結びつけていくのか、
そしてそれが実践とどうつながっていくのかについて
の研究を進めていく必要がある。
　5つの学会が置かれている国では、COVID-19による
影響を受ける前から、さまざまな持続可能な開発課題に
直面してきた― 地震や森林火災などの自然災害、原発
事故、人種差別、貧困、気候変動、貧困、生物多様性な
ど。こうした既存の問題がある中で、COVID-19の問題
が起こり、これらの問題がより表面化したり、拡大、あ
るいは縮小したりするなどの反応が起こっている。この
ような中で、各学会は、COVID-19前に企画していた大
会などイベントや活動をキャンセル、延期して対応をし
ている。
　COVID-19によってもたらされた大きな変化は、活動
のオンライン化を含むデジタライゼーションであろう。
大会やシンポジウムや研修プログラムをオンライン化
し、活動を継続あるいは新規に開始している。また、
ニュースレターやメルマガなどの電子化がより一層進
んでいる傾向がみられた。また、ロックダウンや、集会
活動の制限により、会員が行う自然体験学習や野外学習

【アンケート結果 QRコードとアドレス】
https://www.surveymonkey.com/results/SM-7RWSX7MK9/

表2　設問8 プログラムごとの満足度

とても満足し
た

満足した 普通 不満足 かなり不満足 わからない

各学会の発表 66.67% （8） 33.33% （4） 0% 0% 0% 0% 

テーマ設定 66.67% （8） 33.33% （4） 0% 0% 0% 0%

パネルディスカッション 33.33% （4） 25% （3） 0% 0% 8.33% （1） 33.33% （4）

運営 58.33% （7） 25% （3） 8.33% （1） 8.33% （1） 0% 0%

分科会 41.67% （5） 25% （3） 8.33% （1） 25% （3） 0% 0%

全体会 41.67% （5） 33.33% （4） 8.33% （1） 0% 8.33% （1） 8.33% （1）

全体的な満足度 58.33% （7） 33.33% （4） 8.33% （1） 0% 0% 0%
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など、自然・社会環境の中で五感をつかうなど身体を通
した経験につながるような活動が制限されている状況
も共有された。環境教育活動を学校や地域で、活動を実
施していくためのガイドラインの作成や支援策にむけ
た提言なども行われている状況が浮かび上がった。ま
た、活動機会が制限されたことや、資金確保の機会や収
入の減少という経済的な影響もある。一方、ロックダウ
ンや自粛による経済格差の拡大や自然環境への好影響、
予測不能な今後の感染動向を踏まえ、これまでの社会の
あり方や人と自然の関わりのあり方を見直し、COVID-
19以降に向けて、より持続可能な社会や未来の再構築
にむけた環境教育の役割にあらためて着目する議論も
見られた。
　一方、オンラインの交流ではオフラインのような「余
白」の持ちづらさが課題として挙げられる。昨年度まで
のオフライン企画では、企画前後に会場内で自然発生的
に雑談が繰り広げられ、終了後には参加者同士が話しな
がらホテルに帰るといった光景がごく当たり前だった
が、オンライン企画ではこうした様子は見られない。言
い換えると、フラットな画面を介した遠隔交流では伝え
ることのできない学習形態や知、コミュニケーション、
雰囲気が従来のオフライン・コミュニケーションには
ある。具体的には、例年は海外参加者が国際交流企画以
外にも顔を出し、ボランティアの通訳を伴って交流した
り、日本語の発表を聴講したりすることで学会全体の雰
囲気を感じていただいていたが、オンライン大会となっ
た今大会では実現しなかった。こうした点は、オンライ
ン企画での課題点だろう。
　オンライン化を含むデジタライゼーションは、環境教
育の中でも避けがたい流れである。今回のセッションに
より、COVID-19の中で環境教育の具体的な反応や課題
がわかっただけでなく、デジタライゼーションに環境教
育がどううまく向き合っていくべきかについて、各学会
の中で、実践や政策提言、オンライン会合の実施などの
経験と、ガイドラインなどのリソースが蓄積されつつあ
る。オンラインの交流では、これまで資金や時間的な制
約のために実施が困難であったような、5学会の代表者
による国際会議がある種容易になっている。実際の場で
感じられる温度や気迫は伝えられないが、各学会がいま
まさに経験していることや、環境教育がこの状況の中で
何ができてどういった役割を果たせるのかを共有して
いく場を、継続して設けることの意義を感じた。
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