
持続可能な社会を実現するための「総合的な学習の時間」

SDGsの再考を通じて

　本稿では、SDGs の再考を通じて、持続可能な社会を実現する教育の可能性について検討し

た。SDGs は持続可能な社会の実現のために、人と社会の変容を目指すプロジェクトである。

言い換えれば、SDGs は終末の危機を前に別の生を実現しようとする試みである。しかし、マ

ルクスの立場からいえば、SDGs はあくまでも資本主義のルール変更に留まるものであり、持

続可能な社会を実現することはできない。鍵となるのは、コミュニズムである。これは資本主

義と異なった生活様式を想像させるものであり、教育にも大きな転換をもたらすだろう。
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はじめに

　2015 年 9 月に国連で採択された「持続可

能 な 開 発 目 標（Sustainable Development 
Goals）」（以下、SDGs）の背景には気候変動、

貧困などによって脅かされる世界の持続可能

性（sustainability）に対する問題意識がある

（United Nations General Assembly 2015）。
SDGs では持続可能な世界を実現するための

17 のゴール、169 のターゲット、232 の指標

が定められている。これらはあらゆる国が取り

組むべき普遍的課題であり、教育は 4 つ目の

ゴールとして位置づけられている。その目標は

「すべての人に包括的かつ公平な質の高い初等

教育を確保し、生涯学習の機会を促進する」こ

とである（総務省 2019）。
　教育と SDGs に関連する先行研究としては

SDGs における教育の役割について論じたもの

（北村・佐藤 2019）、SDGs に関するカリキュ

ラムについて論じたもの（田中・奈須・藤原 
2019）などがあげられる。さらには、SDGs
に関するガイドブックが高校の副読本として配

布されたり、民間の教育機関が SDGs の重要

性を紹介したりする動向もある（蟹江 2020、
pp.223-224）。
　また、「総合的な学習の時間」との関連でい

えば、「生活科」において SDGs の前身ともい

える「持続可能な開発のための教育（Education 
for Sustainable Development）」（ 以 下、

ESD）に極めて近い形で教育実践が蓄積され

てきた（北村・佐藤 2019、p.20）。後に詳述

するが、「総合的な学習の時間」と SDGs の親

和性は高い。

　教育は SDGs が目標とする持続可能な社会

の実現するうえで重要な役割を果たす。しかし、

だからといって、SDGs の推進に寄与すれば良

いということではない。SDGs が盛り上がりを

みせるなか、その批判的レビューも散見される

ようになっている。いま一度 SDGs の理念や

目標について検討する必要があるのではないだ

ろうか。このような作業は、持続可能な社会の

実現における教育の役割を明らかにするために

も必要である。
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　ところで、法的拘束力をもたない SDGs は

どのようなアプローチでその目標を達成するの

だろうか。鍵となるのは、プッシュとブルと

いう方法である（南・稲場 2020、pp.9-10）。
プッシュとは、様々なステークホルダーが各

国の SDG を評価し、その結果をフィードバッ

クすることを通じて、さらなる前進を促すこ

とである。プルとは先進国が SDGs に取り組

むような環境を設定することである。たとえ

ば、SDGs への貢献を点数化し、優秀な企業を

表彰する「日経 SDGs 経営大賞」や行政によ

る SDGs 事業の支援などがあげられる（蟹江 
2020、pp.23-25）。

１―２　MDGsと SDGsー共通点と相違点

　先述したように、SDGs にはその前身として

MDGs があった。では、MDGs と SDGs はど

のような共通点と相違点をもっているのだろう

か。北村らは一つの共通点と四つの相違点を挙

げている（北村・佐藤 2020、pp.10-13）。
　まず、MDGs と SDGs は考え方の枠組みを

共有している。それは「教育」「経済」「保健・

健康・衛生」「環境・資源」という四つの観点

から持続可能な社会の実現を目指すことであ

る。これらはそれぞれ「人間の成長」「社会の

成長」「人間の生存」「社会の存続」に関係して

いる。

　続いて、相違点について、第一に、MDGs
と SDGs は直面している課題が異なる。

MDGs の場合、問題となっていたのは、南北

問題をはじめとする地域間格差である。一方、

SDGs では、経済格差のような階層間格差が新

たな課題として加わっている。

　第二に、開発観および世界観の違いがある。

MDGs は経済成長による社会の発展を目指し

ている。1960 年代における人的投資の重視、

1970 代における農村開発や再分配を重視す

１　SDGs の特徴ー MDGs との比較から

　

１－１　SDGsの目標とアプローチ

　SDGs 成立の背景には、社会の直線的な発展

に対する疑念がある（前掲書、p.4）。近代社会

では、時代の進行とともに社会もより良いもの

になるという進歩史観が信じられていた。とこ

ろが、技術や経済の発展は急速な気候変動、資

源の枯渇、経済格差の拡大といった新たな課題

を浮き彫りにした。長い目でみると、人類は自

らの生存基盤を切り崩しているのだ。

　また、別の背景として SDGs の前身で

ある「ミレニアム開発目標（Millennium 
Development Goals）」（以下、MDGs）があ

る。MDGs 策定のプロセスには途上国が関与

できなかった。そのため、これらの国の意向を

反映した新たな目標の策定を求める声の高まり

があった（南、稲場 2020）。
　このような背景のもとで定められた SDGs
は「 誰 一 人 取 り 残 さ な い（leave no one 
behind）」を理念として掲げ、持続可能な社会

を実現することを目標としている。この達成の

ために、SDGs は 17 のゴール、169 のターゲッ

ト、232 の指標から構成されている。これらは

独立した項目ではなく、相互に結びついている。

　SDGs は法的な拘束や罰則の無い条約であ

り、実施の仕方は各国に委ねられる。日本で

は 2018 年に「SDGs アクションプラン 2018」
が策定された。このプランにもとづいて日本の

SDGs モデルを構築し、2030 年までに SDGs
を達成することが目指されている。日本モデル

の特徴は①「『Society5.0』との連動」②「SDGs
を原動力とした SDGs」、③「次世代・女性の

エンパワーメント」という 3 つの柱から構築

されることである（持続可能な開発推進本部 
2018）。
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る「社会開発アプローチ」、1990 年代以降の

「人間開発アプローチ（Human Development 
Approach）」。これらはアプローチの仕方こそ

異なっているものの、経済成長という方向性に

おいて一致していた。SDGs では、資源の有限

性や環境保護など、人類の生存基盤としての地

球に対する配慮が伺える。

　第三に、MDGs と比較して SDGs はより変

革的な志向をもつことがあげられる。SDGs で
は先述したスローガン「誰一人取り残さない」

や「変容（transformation）」という用語が強

調されている。これは SDGs が現在とは異な

る社会を想定していることを意味する。

　第四に、公正の捉え方があげられる MDGs
では、資源やサービスへのアクセスの偏り、つ

まり機会不均等を問題としている。SDGs の

場合、機会均等に加えて、質の向上も重視され

ている。教育にせよ、医療にせよ、アクセスで

きるだけでは不十分であり、そこで受けられる

サービスの質が高くなければ、生活は良くなら

ないということである。

　SDGs の特徴は以下のように整理できる。①

経済成長のみならず、人間の生存基盤である環

境や資源の持続可能性の実現。②機会の確保と

質の向上。誰一人残すことなく、かつ十分なサー

ビスを。③持続可能性に対する危機意識にもと

づく変容志向、すなわち、現代とは異なる世界

を実現するということ。

２　SDGs と「総合的な学習の時間」

２－１　SDGsにおける教育

　SDGs において教育は、目標であると同時

に手段でもある。冒頭で述べたように、教育は

SDGs の 4 つ目のゴールとして位置づけられ

ており、その目標は包括的かつ公平な教育機会

を提供するとともに、生涯学習の機会を促進す

ることである。これを受けて、日本のアクショ

ンプランでは幼児教育の振興、初等中等教育の

充実、高等教育の負担軽減、特別なニーズ教

育の推進、SDGs に資するための人材育成の 5
つの実現が目指されている。

　一方で、教育は他の SDGs の目標を達成

するための手段としても期待を寄せられてい

る。山口によると、SDGs 達成のための手段

としての教育には二つの先行理念がある（山口 
2020）。それは ESD とグローバル・シティズ

ンシップ教育（以下、GCED）である。ESD
は環境、経済、公正について、GCED は公正、

平和、寛容、インクルーシブ、安全、持続可能

性について、学習者が責任ある行動ができるよ

うにエンパワーすることが目的である。

　また、SDGs は教育内容および教育目標とし

て捉えることもできる。蟹江は次のように述べ

る。「17 目標と 169 ターゲットは、新しいか

たちの問題集といってよい。従来型の、問題が

書いてあって答えを導く問題集とは全く逆に、

答えは書いてあるが、その答えを導くプロセス

が書かれていない問題集である」（蟹江 2020、
p.77）。たとえばゴール 13「気候変動およびそ

の影響を軽減するための緊急対策を講じる」で

は、ターゲットとして「気候変動の緩和、適応、

影響軽減および早期警戒に関する教育」があげ

られている 。この場合、気候変動の解決とい

う「答え」を実現するためのアプローチを考え、

実行するための教育を考えることができる。

２－２　「総合的な学習の時間」との親和性

　『小学校学習指導要領』の第五章「総合的な

学習の時間」では、その目標として「探究的な

見方・考え方を働かせ、横断的・総合的な学習

を行うことを通して、よりよく課題を解決し，

自己の生き方を考えていくための資質・能力」

を育成することが掲げられている（文部科学省 
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このままでは破滅してしまうという終末論的な

傾向をもっている。こうした終末論的な論調に

ついて、小泉義之は次のように述べる。終末の

時には、善と悪の最終闘争が現れる。この闘争

においては後者を体現する反キリストが要請さ

れる。持続可能性が危ぶまれる現在においては、

「温室効果ガスを排出する反キリストが指パッ

チンを鳴らしかけているとみなされる」（小泉 
2019、p.23）。終末論は悪を糾弾し、終末の時

が迫っていると予言し、警告する。

　さらに、小泉は続けて次のように述べる。け

れども、終末の危機に対する解決策として提出

されるのは、資本主義のルール変更でしかない。

それは「ネオリベラリズム、すなわち市場規制

撤廃・社会的支出削減・公共部門民営化を阻止

することでしか」なく、資本主義そのものは生

き延びる。悪を糾弾する者は、反キリストと対

峙しているようでそうしている振りをしている

に過ぎない。終末の到来について警鐘を鳴らす

数多の論者はその生活様式を変更することはし

ない。たとえば、飛行機の利用に関する疑念を

書きつけながら、それを利用するように（前掲

書、p.24）。
　終末の時は、現在とは異なる別の生への転向

を求める。この点において、グレタ・トゥーン

ベリの活動は示唆的である。彼女は気候変動を

阻止するために、学校の授業をボイコットし、

飛行機の利用を止めている。気候変動の危機を

訴えるグレタの主張は終末論的なそれとさほど

変わらない。けれども、彼女は別の生を生きよ

うとする。それは、終末の訪れを警告する者た

ちを別の生へと誘う力を有しているのだという

（前掲書、p.24）。
　終末論と別の生という文脈に SDGs はど

のように位置づけることができるだろうか。

SDGs の背景には、持続可能性に対する危機意

識がある。それは気候変動にせよ、経済格差に

2018）。米沢によると、探求的な学習とは「児

童生徒が日常生活や社会に生起する複雑な問題

について、その本質を探って見極めようとする

学習」を、横断的・総合的な学習とは「特定の

教科の枠組みを超えて、各教科等で身に付けた

資質・能力を活用・発揮」し、課題を解決す

るような学習を意味する（米沢 2019、pp.13-
14）。そして、この目標を実現する上で鍵とな

るのは「主体的・対話的で深い学び」である。

　北村、佐藤によると、学習指導要領の学習観

は、SDGs 時代の学びのモデルを示している。

SDGs 時代においては、「1 つの『正解』を求

めるだけでは、現実の複雑でダイナミックに

変化していく世界を理解することはできない」。

そのため、知識やスキルの獲得ではなく、「そ

れらの『学び方』を学ぶ」ことが重視される（北

村・佐藤 2019、p.14）。気候変動や経済格差

といった問題は複数の要因が複雑に絡み合って

おり、1 つの正解を求めることが難しい。この

ような問題を解決するためには、様々な知識や

スキルを組み合わせなければならない。

　「総合的な学習の時間」の学習指導要領には、

探求課題の例として、環境問題や消費生活と資

源エネルギー、地域に住む外国人と文化や価値

観などがあげられている（文部科学省 2018）。
これらはいずれも、SDGs を達成する上で重要

な課題でもある。SDGs を念頭に置くことに

よって、「総合的な学習の時間」における探求的・

教科横断的な学びは持続可能性を基軸に実践さ

れることになる。SDGs は「総合的な学習の時

間」の学びをより体系的なものにするといえよ

う。

３　SDGs における変容の意味

３－１　終末論と別の生

　持続可能性に対する危機意識。それは世界が
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せよ、これらの問題を放置したままではいずれ

世界が崩壊するという終末論的な世界観を前提

としている。SDGs は世界の変革を通じてこう

した状況を解決しようとする。ユネスコが示し

たように、SDGs は人と社会の変容を求めるの

だ（UNESCO 2014）。SDGs は終末の到来を

前に別の生への転向を目指す壮大なプロジェク

トである。ただし、ここでいう転向とは資本主

義のルール変更に留まるものなのか、それとも

資本主義のオルタナティヴを志向するものなの

か。

３－２　SDGsと資本主義

　『資本論』において、マルクスが指摘したよ

うに、そもそも経済成長と持続可能性は相容れ

ない関係にある。資本主義は収奪と転化によっ

て持続可能性を切り崩してしまうのだ。たとえ

ば、資本主義は短期間で土地の生産性を向上さ

せることに関心を向けるものの、土地の持続性

や土地の周囲に住む労働者や農民の生活につい

ては無関心である（マルクス 2005、pp.196-
197）。資本は生産力の向上をひたすらに求め、

それは消費地を豊かにする。ところが、生産活

動は自然の回復力を遥かに上回っており、いず

れ土地は痩せ細り、周囲の人々は災害や食糧難

に苦しむことになる。

　斎藤によると、いまや、こうした事例は枚挙

に暇がない。様々な用途で用いられているパー

ム油はインドネシアやマレーシアといった地域

で生産されているが、これらの地域ではアブラ

ヤシの増加に伴う森林破壊が進行している。そ

の結果、生態系は破壊され、熱帯雨林のもとで

暮らしている人たちにも深刻な影響を与えてい

る。けれども、パーム油を消費している国では、

こうした背景が可視化されない（斎藤 2020、
pp.32-33）。いまや、あらゆる地域に拡大した

資本主義は経済成長の過程において生じた環境

の負荷を押しつける外部を失いつつある。

　今日、環境問題を解決するために、「税や補

助金を用い市場メカニズムを活用したさまざ

まな経済手法が検討されている」。具体的には、

再生可能エネルギー開発や地球温暖化対策に積

極的な投資をおこなうことで、雇用を創出する

グリーン・ニューディールや、好ましくない商

品に増税し、好ましい商品を減税する「バッズ

（bads）増税・グッズ（goods）増税」などが

あげられる（松葉口 2019、p.203）。これらの

手法は環境保護に経済的なインセンティブを付

与することで SDGs を促進するものである。

　ところが、斎藤はたとえ再生可能エネルギー

の利用によって、個別の生産活動がもたらす環

境への負荷が減少したとしても、根本的な解決

にはならないという（斎藤 2020、p.70）。と

いうのも、資本主義は生産性が向上すればする

ほど、さらなる利益を求めて経済規模を拡大す

るからである。環境に配慮した経済活動もその

規模が拡大してしまうと、環境を脅かしてしま

う。

　以上の議論を踏まえるならば、経済成長と環

境問題を両立させようとする SDGs は資本主

義のオルタナティヴというよりも、資本主義の

ルール変更に留まるものである。また、それゆ

えに、持続可能性という点において根本的な矛

盾を抱えているということになるだろう。

　では、私たちはどのような生を生きるべきな

のか。『資本論』の読解を通じて、斎藤が提示

するのは脱成長コミュニズムである。それは「社

会における生産活動の水平的共同管理」を拡大

し、「貨幣によって利用機会が制限されていた

希少な財やサービスを、潤沢なものに転化して

いく」（斎藤 2019、p.266）。ここでいう、財

やサービスとは貨幣で数量化できるものに限ら

ず、人間にとって有用なもの、すなわち使用価

値のあるものである。
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　たとえば、電気は私たちが生活するうえで欠

かせないものである。ところが、電気の供給を

市場に委ねてしまうとお金を持たない人は電気

を利用することができない。そこで、有志で出

資し、太陽光や風力を用いた電力を生産し、消

費する。市民電力と呼ばれる地産地消型の電力

開発である。

　自主的な共同管理の拡大によって、財やサー

ビスは資本から市民の手へと取り戻される。そ

の結果、商品化された領域は減少し、脱成長が

実現する。脱成長コミュニズムはコモンの再生

を通じて、資本主義の飽くなき利益追求と経済

成長に歯止めをかけ、民主的な相互扶助と生産

の減速という、別の生を実現するのである（前

掲書、p.320）。
　ただし、このような考え方にも課題はある。

第一に、コミュニズムを実現するための具体

的な戦略である。たとえば、ネグリ＝ハート

は、匿名かつ不特定多数の人民、すなわちマル

チチュードが資本主義の転覆をもたらすと述

べる（ネグリ = ハート 2013）。しかし一方で、

彼らはマルチチュードがいずれ革命を成し遂げ

ることを期待するのみである。同様の傾向は斎

藤にも当てはまる。彼は次のように語る。まず

は一人ひとりができることから始めていこう、

そうすれば世界は変わる、と（斎藤 2019、
pp.pp.361-365）。「資本主義リアリズム」、す

なわち資本主義に対する論理一貫したオルタナ

ティヴを想像することすら不可能であるという

意識（フィッシャー 2018）が蔓延する現代に

おいては、こうした呼びかけに加えて、その具

体的な展望を示す必要がある。

　第二に、脱成長コミュニズムの政治思想史的

検討である。自主的な共同管理という構想は近

代の社会主義において既にみられた。けれども、

これは理論および実践の両面で様々な争点を含

むものであった。たとえば、自立と管理の関係

は大きな争点の一つである（阪上 1981）。こ

うした議論も踏まえながら、自主的な共同管理

に必要な条件等について考えていかなければな

らないだろう。

おわりに

　SDGs は持続可能な社会の実現のために、

様々なゴールを設定し、私たちに生の変容を求

める。換言するならば、この壮大なプロジェク

トは終末の訪れを回避するために、別の生への

転向を求める。

　SDGs に依拠するならば、「総合的な学習の

時間」の課題は持続可能な社会を実現するため

に、私たちはどのような生を生きるかというこ

とになる。具体的には、気候変動や資源エネル

ギーといったテーマについて、課題を設定し、

それに関する情報を収集し、さらに、これらを

整理・分析し、まとめ、表現する（文部科学省 
2018）。こうした活動は予測困難な時代を生き

るための資質・能力の育成に貢献するであろう。

　ただし、SDGs は万能薬ではない。本稿で検

討したように、SDGs はあくまでも資本主義の

ルール変更に留まろうとするものである。それ

ゆえ、SDGs は資本主義のオルタナティヴを提

示しているとは言えず、持続可能性を実現する

ための最適解ではない。だとすれば、SDGs の
目標や方法について批判的に検討するといった

学習も求められるであろう。換言するならば、

SDGs を教義のように扱うのではなく、それを

ヒントにしながら、持続可能な社会を実現する

アプローチについて考えていくということであ

る。

　本稿では、脱成長コミュニズムを紹介した。

もちろん、これは一つの例に過ぎない。現時点

で、この考え方は理想の域を出ておらず、具体

的な実方法等については更なる考察が必要であ

る。しかしながら、資本主義とは異なった社会
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や生のあり方を想起させるものであり、別様の

教育の可能性が秘められているといえよう。
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The Period for Integrated Studies for Sustainable 

Society through a rethinking of SDGs

Sho Yamanaka

　This article examines the possibility of education to realize a sustainable society through 
a rethinking of the SDGs. The subject of this project is transformation of people and society 
in order to realize a sustainable society. In other words, the SDGs are an attempt to realize 
another form of life in the face of a apocalyptic crisis. However, from Marx's point of view, 
the SDGs are nothing more than a change in the rules of capitalism and cannot realize a 
sustainable society. I focus on the idea of communism, this is an imagination of a form of 
life different from capitalism and will bring about a major shift in education.

Keywords
SDGs, The Period for Integrated Studies, Capitalism, Communism, Karl Marx

76
山中翔


