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東海大学が目指す環境教育

東海大学教養学部 人間環境学科
教授 内 田 晴 久

学長室次長・大学評価室長

１．環境教育を考えるために
２．学士力・社会人基礎力等
３．環境教育の国際的な流れ
４．東海大学 建学の精神
５．アウトドア環境教育
６．まとめ

東海大学海洋学部 “海のシンポジウム【海を知ろう】” 2011年2月26日 環境教育を考えるために

環境問題：
－ 複雑、多面的

－ 「見本」の無い解決方法

－ 加速的変化の時代

－ 価値観の多様化

⇒ 創造力、想像力、行動力、あきらめない、・・・
挑戦する意欲を持つ人材・・・内的起業家精神

(フィンランド、バーサモデル等)

中教審「学士力」 参考指針
知識・理解 専攻する特定の学問分野における基本的な知識を体系的に

理解するとともに，その知識体系の意味と自己の存在を歴
史・社会・自然と関連付けて理解する。

汎用的技術 コミュニケーション・スキル

数量的スキル
情報リテラシー
論理的思考力
問題解決力

態度･志向性 自己管理力

チームワーク、リーダーシップ
倫理観
生涯学習力

統合的な学習環境と創造的思考力
これまでに獲得した知識・技能・態度等を総合的に
活用し，自らが立てた新たな課題にそれらを適用し，
その課題を解決する能力

社会人基礎力の能力要素

前に踏み出す力 （アクション）
主体性
働きかけ力
実行力

考え抜く力 （シンキング）
課題発見力
計画力
創造力

チームで働く力 （チームワーク）
発信力
傾聴力
柔軟性
情況把握力
規律性
ｽﾄﾚｽｺﾝﾄﾛｰﾙ力

コミュニケーション能力
職業人意識
基礎学力 （読み書き）
基礎学力 （計算・計数・数学的思考力）
基礎学力（社会人常識）
ビジネスマナー
資格取得 （情報技術関係）
資格取得 （経理・財務関係）
資格取得 （語学力関係）

就職基礎力

就業力

自分に合った仕事を見つける能力



2

1948年 国際自然保護連合の設立総会で「環境教育」という言葉

1972年 国連人間環境会議（ストックホルム会議）

国連環境計画（UNEP）発足

1975年 ベオグラード会議

1977年 トビリシ環境教育政府間会議

＜関心、知識、態度、技能、参加＞

1997年 環境と社会に関する国際会議、

「環境と持続可能性のための教育」に関するテサロニキ宣言

環境教育は「環境と持続可能性のための教育」

2005年 国連持続可能な開発のための教育の10年 (UNDESD)

環境教育の国際的な流れ
≪持続可能性な発展をめざして≫

環境、人権、人口、貧困、食糧、健康、道徳、倫理、
民主主義、平和、伝統、文化・・・ 新しい価値観

持続可能な未来のための
環境教育

環境教育の段階的目標
関心－知識－態度－技能－参加

豊かな
自然環境

持続発展
する経済
システム

環境教育の国際的な流れ

東海大学 創立者･松前重義

■天然資源の少ない日本が世界に貢献して

いくには独創的な技術開発による科学技術

立国をめざすべきと、文系と理系の相互

理解および技術者教育に情熱を注ぐ

■時代の変化を大局的に捉え、重要な課題

に挑戦できる人材の育成

「無装荷ケーブル」の発明 （昭和10年 1935年）

長距離通話、多重通信方式を産官連携で開発

電気学会浅野賞をもとに望星学塾

後の 東海大学 設立へ(1942年)

デンマークの国づくりの歴史に啓発される

※「科学技術」という言葉が公式の場で初めて使われたのは、１９４０年、全日本科学技術

団体連合（全科技連）が誕生したときであるといわれている。

東海大学 建学の精神
創立者松前はこの「望星学塾」に次の四つの言葉を掲げた。

 若き日に汝の思想を培え

 若き日に汝の体軀を養え

 若き日に汝の智能を磨け

 若き日に汝の希望を星につなげ

ここでは、身体を鍛え、知能を磨くとともに、人間、社会、

自然、歴史、世界等に対する幅広い視野をもって、一人ひ

とりが人生の基盤となる思想を培い、人生の意義について

共に考えつつ希望の星に向かって生きていこうと語りかけ

ている。 → 歴史観 ・ 世界観 ・ 人生観

(抜粋）
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■東海大学中期目標２００９
自ら考え、集い、挑み、成し遂げる力を育成（学士教育）

■チャレンジセンター 集い力、挑み力、成し遂げ力

ソーシャル・ヒューマンウェア
『社会的な広い視野と自身の専門を生かした視点を併せ持ち、状況を理解して社会の
変化に柔軟に対応し、問題解決に向けて自らの社会的役割を自覚し行動できる能力』

社会を形成している基盤や仕組み、また自らの技能や知識といったハードとソフトを
動かすヒューマンウェア（＝社会的役割を担う力）を、一人ひとりが身に
つけることを目標としています。

ステップ ２ （動機付け）

「柔らかな発想と思考」の獲得

ステップ ３ （主体的実践の展開）

プロジェクトへの参加による「自立と役割」の獲得

ステップ ４ （主体的実践の発展）

集大成となるプロジェクトへの参加による「行動と達成」の獲得

＜プロジェクト＞

湘南地域 P 北東アジア P 八重山共生 P 医療・芸術 P

秦野の森 P 湘南里川 P 多文化子供 P ルワンダ P

人間環境学科、芸術学科、国際学科

ステップ１ （理論的導入部）

「広い視野と状況理解」の獲得

平成２２年度
理数学生応援プロジェクト ●社会の多様な場で活躍するサイエンス・マイスター育成プログラム 理学部

振興調整費「若手研究者養成システム改革」 ●若手研究者の自立的研究環境整備促進 創造科学技術研究機構

大学生の就業力育成支援事業 ●ナビゲーションシステムによる就業力の育成 キャリア支援

原子力人材育成プログラム 工学部

平成２１年度
大学教育・学生支援推進事業 ●ＳＯＨＵＭプログラムによる実践教育の提案 教養学部

●大学、同窓会、保護者の三者一体による学生の就職力向上支援 キャリア支援

大学教育充実のための戦略的大学連携支援プログラム

●未来を拓く地域人材育成を目指す異分野大学連携による「旭川キャンパス」 各キャンパス

●横浜創造都市スクールを核とした都市デザイン／都市文化創成の担い手育成事業

●畜産基地を基盤とした大学間連携による家畜生産に関する実践型統合

教育プログラム開発

原子力人材育育成プログラム ●大学と高校の連携による原子力導入教育プログラムの作成及びプログラ 工学部

ム実施のための中核的教員人材の養成

●原子力系技術者育成のための放射線取扱研修プログラム 工学部

体系的な社会人基礎力育成・評価システム開発・実証事業【経済産業省】

●総合大学における社会人基礎力の育成・評価とWEBシラバス・ キャリア支援

●成績評価システムを通じたその普及手法の開発

アジア人財資金構想【経済産業省】 工学部

平成２0年度
大学教育の国際化推進プログラム ●若手研究者育成のための長期派遣留学支援 国際戦略本部

大学院教育改革支援プログラム ●生命倫理学重視の医系大学院教育拠点形成 医学研究科

質の高い大学教育推進プログラム ●体験型実習を基盤とする海洋環境教育の実践 海洋学部

大学病院連携型高度医療人養成推進事業 ●地域躍動型専門医養成一貫教育プログラム 慶應大との共同

科学技術振興調整費（女性研究者支援 ●産学協働女性キャリア支援 学長室

アジア人財資金構想【経済産業省】 ●原子力発電分野における高度人財育成プログラム 国際戦略、工学部

原子力人材育育成プログラム ●高校大学連携による「萌芽段階」と「進展段階」にある

学生教育のための中核的教員人材養成およびリカレントプログラムの作成 工学部

●原子力系技術者育成のための放射線取扱研修プログラム 工学部
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アウトドア環境教育 (教養学部)
 スウェーデン・リンショーピン大学

教育を教室という限られた空間だけに限定してきた歴史
は、とても短いものである。

 アウトドアで学ぶことの意義：

 体験学習をとりこんで、感覚を重視する方法

 個々人の経験を重視する

 目的意識に欠ける学習を防ぐ

 課題解決型手法 （PBL）

東海大学皆既日食
観測プロジェクト

アジアン・ル・マン
連続出場

総合優勝
グローバル・グリーン・チャレンジ

【ソーラーカーレース】

サウス・アフリカン・ソーラーチャレンジ ２連覇

東海大学皆既日食プロジェクト

望星丸「皆既日食観測航海」

学生による全国２１拠点生中継を全国放映

２００９年７月２２日
まとめ ： 東海大学が目指す環境教育

 環境問題

－ 複雑、多面的

－ 「見本」の無い解決方法

－ 加速的変化の時代

－ 価値観の多様化

 多面的なものの見方ができる人材

 多くの経験と実体験をもった人材

 創造性豊かで、行動力および倫理・道徳観ある人材

－ 建学の精神に基づき、持続可能な社会を実現するための、
使命感と豊かな人間性をもった人材育成


