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授業の目標（Course Objectives） 

人びとの思い（思想）が社会を作り、その中で起こる出来事から新たな思想がうまれ社会が再構築されていく。「持続可能な開発」

の概念が生まれて 35 年。現在、持続可能な開発目標（SDGs）という政策を通して広く社会に浸透するようになりました。この講義

では、開発と環境課題をめぐる思想や議論が発展し、政治的文脈の中で生まれた持続可能な開発という概念とそれをめぐる政策

について学びます。さらに学びをふまえ、それを地域社会の中で実現していけるようなプロトタイプを考えていきたいと思います。

特に、気候変動や貧困など複雑な持続可能性課題の解決に向け、多様なステークホルダー（関係者）が緊張関係を超えてどうし

たらともに学び、協働できるのか、多様な思いをつないで社会を再構築していくための実践、研究、政策提言について考えていき

たいと思います。 

 

 

People’s thoughts construct a society, where events regenerate further new thoughts for re-constructing the society. 35 years 

have passed since the spawn of the sustainable development concept. Now, it has been widely disseminated through a global 

policy framework, “Sustainable Development Goals (SDGs)”.  In this course, the students will learn about how the concept of 

sustainable development has evolved based on the thoughts, debates and problems over development and environment in a 

highly political context and the relevant policies that were produced. Based on the learnings, they think and design a plot type 

together to localize the concept. In particular, the course will discuss how multi-stakeholders can co-learn and collaborate to 

overcome the tensions and solve the complex sustainability challenges such as climate change and poverty and examine the 

practice, research and policy advocacies that can realistically reconstruct society based on the various people’s thoughts.  

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、以下の３つをねらいとして進めていきます。履修者もおおいに発言し、他の履修生と一緒に考える参加型・協働学

習のアプローチを取り入れて進めていきます。ワークショップスタイルのディスカッションの時間も多く入れる予定です。 

- 持続可能な開発の概念やそれを進めていく上での国際的な政策枠組みとなっている持続可な開発目標（SDGs）についての背

景、関連する国際・国内の政策、実践などの動向についての基本的な知識を得る 

- 持続可能な開発、SDGs と、自分のくらし、生活とのかかわりについての理 を深める  

- 日々の生活の中で、持続可能な開発に関わる課題を見出し、その問題の根本的な原因についての分析を行い、多様な立場の

ステークホルダーを尊重しながら対話を、問題解決のため協働を進めていける力をにつける 。 

- 「持続可能な開発」とは何か？という問いに対して、履修者各自が地域での課題に引きつけて考え、自分なりの見解と他者との

協働をとおして答えていけるような力をつける 

 

The course will take the participatory and co-learning approach that will provide a student with the opportunities to speak out 

and think together with others. Workshop style discussion time will be allocated as in-class activities.  This course has the 

following three objectives to gain:   

- Basic knowledge about the background of sustainable development concept and SDGs and the trends and issues of relevant 

international and domestic policies and practices.  

- The understanding of the linkage between sustainable development/SDGs and our everyday life.  

- Capacity and skills to identify the sustainability challenges in everyday life, analyse the root causes and impacts and work 

together for the solutions with diverse stakeholders with the respect.  

- Capacity to have his/her own answer to the question of what sustainable development is, by drawing on the issues in a local 

community and through collaboration with others.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：講義概要、評価と課題説明、教員紹介、自分と持続可能性課題、社会のつながり 

Course overview, evaluation and assignments, the introduction of lecturer, making a linkage between sustainability 

challenges, society and yourself 

2. 【概念と政策】環境思想・運動と持続可能な開発の概念 

[Concept and Policy]Environmental thoughts and movement and sustainable development concept 



3. 【概念と政策】持続可能な開発目標（SDGs） 

[Concept and Policy] Sustainable Development Goals (SDGs) 

4. 【持続可能な開発へのアプローチ】SDGs 実現の鍵を握る「持続可能な開発のための教育（ESD）」 

[Approach to Sustainable Development] Education for Sustainable Development holds a key to all the SDGs 

5. 【持続可能な開発へのアプローチ】不確実性とアダプティブマネジメント：地域に根差すということ 

[Approach to Sustainable Development] Uncertainty and Adaptive Management: Local community-based 

6. 【持続可能な開発へのアプローチ】専門家と地域の多様なステークホルダー、科学・近代知と多様な地域の知と学び：認識

論の違いを超えて 

[Approach to Sustainable Development] Expert and various stakeholders of a local community; scientific/modern 

knowledge and various types of local knowledge: Overcoming the epistemological differences 

7. 【地域での実践を作る】池袋のまちフィールドワーク 

[Making a local community practice] Ikebukuro fieldwork 

8. 【地域での実践をつくる】身体からまちを考える 

[Making a local community practice] Rethinking a community from a ‘body’ perspective 

9. 【地域での実践をつくる】都市と農村、近代知と地域知をつなぐ 

[Making a local community practice] Connecting urban and rural; modern knowledge and local knowledge 

10. 【地域での実践を作る】多様な人の参加をつくる手法とリーダーシップ 

[Making a local community practice] Techniques for participatory and inclusive approach and leadership 

11. 【地域での実践を作る】持続可能な開発のための実践、研究、政策の役割 

[Making a local community practice] Role of practice, research and policies for sustainable development 

12. 【実践から政策へ】地域の実践が思想をつくり社会を再構築することができるのか？ 

[From practice to policies] Can local practice create thoughts to reconstruct a society? 

13. グループ課題プレゼンテーション① 

Group assignment presentations (Part 1) 

14. グループ課題プレゼンテーション② 、総括議論 

Group assignment presentations (Part 2) and conclusive discussion 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の講義内容をふりかえり、関心や疑問を持ったことについては自分なりに書籍や論文などを用いて学びを深めてください。２

つの課題に向けた準備の時間が必要になります。また、授業で使用するパワーポイントや関連文献は、授業の前までにアップロ

ードします。目を通してから授業に出ると理解が深まると思います。 

 

Spend time to reflect on your learning from each lecture and deepen it by looking at literature. Need a certain time to prepare 

two assignments for this course. The lecture ppt and relevant literature will be uploaded before each lecture. It will be 

suggested to go through them before your attendance to facilitate your learning.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

エッセイの提出（中間課題）(30%)/グループ課題（グループプレゼンテーションと関連資料の提出）(30%)/講義への出席、積極的な

参加、ふりかえりシートの記入(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 南博、稲葉雅紀、2020、『SDGsー危機の時代の羅針盤』、岩波新書 (ISBN:9784004318545) 

なし 

 

参考文献（Readings） 

その他必要な参考文献（英語文献含む）の PDF を各授業毎に共有します。 

Will share the references and PDF copies at each lecture.  

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 


