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1. 教育変革サミットとは：

教育変革サミット
• 2022年9月16日, 17日, 19日 第77回国連総会に合わせ、ニューヨーク国

連本部にて開催（プログラム）
• 2021 年9 月国連事務総長が開始したOur Common Agendaの重要なイ

ニシアチブの一つ
• 1年にわたる準備期間：2022年初頭から100カ国以上での国内協議、グロー

バルレベルでの議論、6月28-30日にパリユネスコ本部にてプレサミット開催
• 国連副事務総長Amina Mohammedの下、Leonardo Garnier教育変

革サミット事務総長特別顧問が主導
• 教育分野で画期的：首脳級・大規模（65人の国家元首を含む各分野から2

千人以上が参加、準備期間において130か国以上が教育を優先課題に位置
づけ取り組む決意を表明）

• 若者の参画・牽引

1. 教育変革サミットとは

https://www.un.org/en/transforming-education-summit
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2022/09/full-programme-tes.pdf
https://www.un.org/en/common-agenda
https://www.un.org/en/transforming-education-summit/pre-summit
https://jnne.org/wp-content/uploads/2022/06/ECW-Interviews-Leonardo-Garnier-Special-Adviser-of-the-UN-Secretary-General-for-the-Transforming-Education-Summit.pdf
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第1日目（9月16日）：動員の日(Mobilizations Day)

• ユース主導の終日プログラム：
• 全体会議や各セッションの司会、ファシリテーション、基調講演、スピーカーなど、あらゆる役割

をユースが務める。
• 各国の教育大臣をはじめとする閣僚や国連事務総長とユースの代表が、教育の変革に向

けたユースの意義ある参加について対話

• ユース宣言の提出：
• 事務総長によるビジョンステートメントに対するユースの意見として提出
• 2022年6～8月にかけてユース主導で協議・収集された教育の変革に関する意見・提言＋

ソーシャルメディアを通じて行われたオンライン調査などをもとに作成
• 世界中で推定450,000人のユースがこのプロセスに貢献したとされる

• ユース宣言のポイント：
• ユースが現在のグローバルな課題に対応して変化を起こす主体である
• 教育の変革に対し、ユースが参加することに意義がある
• 世代、性別、国、文化、信仰などを越えた連帯が必要

1. 教育変革サミットとは

https://www.un.org/en/transforming-education-summit/youth-declaration
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第2日目（9月17日）：解決策の日(Solutions Day)

• 5つのテーマ別アクショントラック(主要分野)
1. 包摂的・公正・安全で健康的な学校（Inclusive, equitable, safe and 

healthy schools）
2. 生活、仕事、持続可能な開発のための学習とスキル（Learning and skills 

for life, work and sustainable development）
3. 教員、教育、教職（Teachers, teaching and the teaching profession）
4. デジタル学習と変革（Digital learning and transformation）
5. 教育の資金調達（Financing of education）

• 5つのテーマ別アクショントラックに関するイニシアチブを議論
• 50近い分科会の開催
• 各分科会は政府と国際機関とNGOや、政府と民間企業とユースなど、複数のステー

クホルダーで開催することが求められる

1. 教育変革サミットとは

https://www.un.org/en/transforming-education-summit/action-tracks
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第3日目（9月18日）：リーダーズデー(Leaders Day)

• 成果文書（国連事務総長ビジョンステートメント）の公表
• 国家元首および政府元首による教育変革に関する国家コミットメント声明の発表

• 日本の首相による声明：ビデオ、文書
• テーマ別セッションの開催

1. 教育変革サミットとは

写真：https://www.un.org/en/transforming-education-summit

https://www.un.org/en/transforming-education-summit/member-states-statements
https://www.youtube.com/watch?v=ZLLFxbIPpuc
https://transformingeducationsummit.sdg4education2030.org/system/files/2022-10/Japan_National Statement of Commitment.pdf
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1. 教育変革サミットとは

写真は全て© ワールド・ビジョン・ジャパン
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1. 教育変革サミットとは

写真は全て© ワールド・ビジョン・ジャパン
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“Transforming Education: An urgent political imperative for our 
collective future
Vision Statement of the Secretary-General on Transforming Education”
教育を変革する：我々の共通の未来に向けた緊急の政治的要請
教育変革に関する事務総長ビジョンステートメント

• TESの成果文書として3日目のリーダーズデーに発表
• 4つの柱

I.教育が直面する危機
II. 21世紀の課題に対応するための教育の目的と内容の再考
III.より高い目的達成のための教育システムの変革
IV.今後に向けて

2. 国連事務総長ビジョンステートメント

写真：https://www.un.org/en/transforming-education-summit

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2022/09/sg_vision_statement_on_transforming_education.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2022/09/sg_vision_statement_on_transforming_education.pdf
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I.教育が直面する危機
I. A crisis in education affects us all

• 教育は偉大な実現者（enabler）であると同時に強力な分断者（divider）：
• 教育の分断は世界共通の課題であり、緊急期及び長期化する危機下や開発途上国に
おいて最も深刻、先進国での教育格差が分断を加速

• 教育システムが体系的に置き去りにしている、すでに周辺化されている人びとへの
影響が最も大きい

• 教育制度が急速に変化する社会に対応出来なくなっている：
• 問題解決能力、批判的思考、共感など、変化する社会で必要な知識、技能、価値観
を身につけられない

• パンデミックによる危機の加速：
• 学習機会の損失と教育予算の大幅削減⇒SDG4の達成に鉄槌。
• 気候変動、貧困、不平等の拡大、文化と政治の分極化、信頼の欠如、紛争等未来を
脅かす交差する危機を克服する準備が出来ないままになっている。

• パンデミックによる学習上の損失、特に社会から疎外されたグループの損失を回復
するために迅速・的を射た行動をとること、そのためにも教育の変革が必要。

2. 国連事務総長ビジョンステートメント
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II. 21世紀の課題に対応するための教育の目的と内容の再考
II.Rethinking the purpose and content of education in the 21st century

• 教育の危機⇒目的とカリキュラムの根本的見直しが必要。4つの分野で学習者を支援
することが必要。

1. Learn to learn（学ぶことを学ぶ）：
• 読み書き、数学、デジタル、科学のスキル、好奇心、創造性、批判的思考の能力。
世代間の不平等を防止・逆転するため、幼児教育への普遍的アクセスを高める。

2. Learn to live together（共に生きることを学ぶ）：
• 社会における他者との共存、自然との共存の支援。分断される社会や環境破壊の解
決のために必要な意識・価値観・態度・スキルの習得。

3. Learn to do（することを学ぶ）：
• 技術の進歩による仕事の世界の根本的な変化に対応するための教育。生涯学習の概
念の導入、新しいスキルの習得、イノベーション・創造性・起業家精神の育成。

4. Learn to be（生きることを学ぶ）：
• 教育の最も深い目的。有意義な人生を送り、人生を楽しみ、良く生きるための価値
観と能力を育成。Learn to learn, Learn to live together, Learn to doの副産物。

2. 国連事務総長ビジョンステートメント
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III.より高い目的達成のための教育システムの変革
III. Transforming education systems to meet our higher purposes

• 4つの分野において教育の変革が必要

1. すべての学習者の成長をサポートする学習環境の確保：
• 未来の学習環境は、より包括的、安全、健康的、刺激的である必要
• 教育を受ける権利からの排除の最たるものは難民・緊急事態、紛争、長期化した危
機により避難している人々、マイノリティへの差別、暴力も日常的

• 権利の保護、包摂の促進のため、法律と政策の策定、スクールカウンセリング・学
校給食プログラムの拡充、カリキュラム・学習教材の改定が必要

2. 教師が自らを変革し変革の主体となれるようにする：
• 教師の能力拡大、カリキュラム設計、教育法の適応等に関する権限付与
• 教師の労働条件と地位向上
• 教育のモニタリング・評価
• 教育政策策定への教師参加の保障

2. 国連事務総長ビジョンステートメント
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III.より高い目的達成のための教育システムの変革
III. Transforming education systems to meet our higher purposes

3. デジタル革命を公教育のために活用する：
• 質の高い教育を提供し教え方と学び方を変革するツールになりうるが、一方で不
平等を悪化させ学習成果を損なう可能性も。

• 3つの鍵：接続性、能力、コンテンツの保障。
4. 教育への投資をより多く、より公平に、より効率的に行う：
• 質の高い教育＝自国の未来と国民のためにできる勇逸で最も重要な投資。教育費
の格差（高所得国学齢人口一人当たり年間平均8,000ドルの投資⇔低所得国50ド
ル）

• ①教育への投資の拡大：教育支出の拡大、ODAの15-20%の教育への割り当て、
国際教育金融ファシリティ（IFFEd）設立を歓迎

• ②教育への投資を公平に行う：排除されてきた人々に教育投資をいきわたらせる
• ③教育への投資を効率的に行う：学習者の生活と社会の未来を変えることを保証
する。

2. 国連事務総長ビジョンステートメント
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IV.約束を守る
IV. OUR COLLECTIVE LEADERSHIP: KEEPING THE PROMISE

• SDG4ハイレベル運営委員会（ユネスコとシエラレオネが共同議長）がサミットの
効果的フォローアップを担う。

• 2024年国連未来サミット（UN Summit of the Future）にて進捗を前進

2. 国連事務総長ビジョンステートメント
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3. 日本の国際教育協力に対するインプリケーション：

(1) 岸田首相の教育チャンピオン就任
第77回国連総会の一般討論演説「私は、教育は平和の礎という信念の下、教
育チャンピオンに就任し、国連教育変革サミットの成果も踏まえ人づくり協
力を進めます。」
国家コミットメント声明
☆具体的な役割は現在協議中。国際的な教育危機に対し、5人のチャンピオン
の1人として教育変革サミットの成果をどのように実現に導くか。

(2) 2023年G7主催として
• G7首脳会議（2023年5月）広島
• G7教育大臣会合（2023年5月）富山・金沢
☆2022年G7ドイツエルマウサミットでの首脳コミュニケ※を引き継ぐととも
に、教育変革サミットで示された課題に対応出来るか？
※エルマウサミット首脳コミュニケ：「我々は、特に最も疎外された学習者のために、世界中の新たな紛争及び長期
にわたる非常事態によって引き起こされる学習の危機の深化を深く懸念し、女子教育を守り優先するという我々のコ
ミットメントを堅持する。」

3. 日本の国際教育協力に対するインプリケーション

https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/statement/2022/0920enzetsu.html?fbclid=IwAR0B1qugCEpef2J2cb4E6s54BUXZXXtfrZ0sg5jrbzusmvc0hMo9Xb1nEtM
https://transformingeducationsummit.sdg4education2030.org/system/files/2022-10/Japan_National Statement of Commitment.pdf
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/ec/page4_005632.html#section2
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3. 日本の国際教育協力に対するインプリケーション：

(3) 2023年ODA大綱・教育協力戦略見直し
現在、2015年2月に閣議決定された開発協力大綱の改定に向けたプロセスが進
捗中。同年9月に策定された現行の教育協力政策「平和と成長のための学びの
戦略」は、左記開発協力大綱の課題別政策として策定されたものであり、近々
に改定プロセスが開始される見込み。
☆改訂版の教育協力戦略は、教育変革サミットで示された教育の課題、それに
向けた対策を十分に取り込み、成果文書の内容をけん引する教育チャンピオン
の国の戦略としてふさわしい内容になるか？

3. 日本の国際教育協力に対するインプリケーション

https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press6_001245.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/bunya/education/pdfs/lspg_ful_jp.pdf


Thank you.            ありがとうございました。


