
日本型グローブ活動に参加してSDGsを達成しよう！



2015年9月に国連サミットにおいて

SDGs（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）が採択されて以降、
教育現場をはじめとして幅広い領域で、
目標達成に向けた具体的な取り組みが推進されています。

SDGsは17個の目標で構成されており、
それぞれの目標に対して具体的なターゲットが設定されています。

ESD（Education for Sustainable Development：持続可能な開発のための教育）は、
これら17個の目的達成に向けた基盤的教育として位置付けられ、
教育現場においてESDを推進し、SDGs達成の担い手になりうる人材を
育成していくことが求められています。
そこで東京学芸大学環境教育研究センターでは、

2021年度ユネスコ「SDGs達成の担い手育成 (ESD)推進事業」として
『グローブ (GLOBE)を活用したSDGs達成のための日本型教師教育実践モデルの開発と普及・発信』の
取り組みをスタートさせました。

本事業では、1995年以降、国際的な環境観測プログラムとして導入・継承されてきた
グローブ（GLOBE：Global Learning and Observations to Benefit the Environment）を活用し、
学校現場でSDGs達成の担い手となる日本型グローブティーチャーを養成するための
学習・活動プログラムと教材開発を行います。

そのためにはまず、各学校や身近な地域での環境観測をベースとした
「持続可能な社会づくり」に関する従来の教育活動の成果と経験とを
「日本型グローブ活動」に集約・発展させ、日本型グローブ活動にもとづくSDGs達成のための
教師養成モデルと教育実践プログラムを研究・開発していきます。

日本型グローブ（GLOBE）活動に参加してSDGsを達成しよう！

SDGsの17の目標



グローブプログラムは、正式名称を

Global Learning and Observations to Benefit the Environment

（環境のための地球規模の学習および観測プログラム）といい、
環境に資する地球規模の観測と学習を推進していくためのプログラムです。

1995年にアメリカを本部としてスタートしたこのプログラムには、
世界126か国が参加し（2021年現在）、地球システムに関する理解を深めるために活動する
全世界の児童・生徒、教員、科学者がネットワークを形成しています。

日本は1995年の開始当初からグローブに参加し、
文部科学省事業として、東京学芸大学にグローブ日本事務局を設置し、
全国の小学校・中学校・高等学校の中からグローブ指定校を認定して、活動を続けてきました。
現在までに延べ220校以上が参加し、
グローブプログラムを活用した環境観測および環境学習活動に取り組んできました。

2021年度からは新たにグローブスクールとして、さまざまな活動が進められています。

グローブで重視していることは、
地球システムを作り上げている異なる領域間の
相互作用を理解することです。
グローブでは「地球システム」を
科学調査の領域を大きく、
大気（気圏：Atmosphere）、
水（水圏：Hydrosphere）、
生命（生物圏：Biosphere）、
土壌（土壌圏：Pedosphere）の４つに区分し、
これら４つの領域すべてを調査対象とします。
なお、グローブに参加する児童・生徒の皆さんは、
これらの中から特に興味のある観測項目を選択し、
観測活動を行うことができます。

■気圏（気温、雲の観察、降水量・降雪量など）
■水圏（水温、透明度、pH、電気伝導度、溶存酸素など）
■生物圏（樹木の展葉・落葉、土地被覆など）
■土壌圏（土壌温度、土壌特性、土壌水分など）

グローブ（GLOBE）とは

グローブの観測領域

グローブの観測領域
（GLOBE Protocol eTrainingより引用）
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各学校では、地域の地理的特性や環境問題、社会状況など地域ならではの特性や課題に着目して
目的や環境課題を設定しています。グローブ活動に参加する児童・生徒が、身近な地域フィールドで、
地域の現状や課題を探求し、行動していくことそのものがSDGs達成につながります。

日本型グローブ活動はSDGsの多様なゴールに貢献グローブに参加するとこんなことができる！

日本向けオンライン教材
グローブでは、世界中の児童・生徒が、科学者によって
開発された統一的な手法（グローブ観測プロトコル）で
環境観測を行います。
グローブ日本事務局では、グローブアメリカ本部で
作成され公開されている国際基準のグローブ観測
プロトコルの日本向けオンライン教材を作成しました。

実践事例集
これまでグローブ活動を実践してきた学校や教師と
連携・協働し、グローブ活動を学校教育の中で
活用していくための具体的なノウハウを
まとめた事例集を作成しました。

グローブティーチャー養成研修
作成した観測プロトコルや実践事例集を活用して、

SDGs&GLOBE フォーラム・観測講習会を開催し、

SDGs達成の担い手となる
グローブティーチャーを養成しました。

グローブティーチャーの養成

グローブ活動は学校単位で行われます。
まずは、学校単位でグローブスクールに応募し、
日本向けオンライン教材と実践事例集で、
グローブの概要およびその特徴と
グローブの観測プロトコルについて学びましょう。
その後、グローブ日本事務局が開催している
講習会に参加し、グローブティーチャーアカウントを
取得すれば、地球規模の観測活動に参加できます。
また、日本国内や海外のグローブスクールとの交流、
成果発表の機会もあります。 
SDGs達成に向けて、
グローブプログラムに参加しませんか？ 

グローブティーチャーになるには

地球規模の観測活動に参加し、
世界各地の観測データを活用したり
地球環境の今を知ることができます。
（観測活動に関するアドバイスも受けられます）

グローブを用いて、様々な学年で活用可能な
分野横断的な活動や、学校のカリキュラムに
取り入れられる探究活動を行うことができます。

批判的思考や科学研究手法、データ解析、
自主学習、大局的な思考
（地域の情報から地球規模での示唆を得ること）
など、様々な能力が身につきます。

教員間の情報交換や交流の場に参加できます。
お互いの取り組みや課題を共有したり、
アドバイスを受けることで、新たな活動に発展したり、
学校での活動にフィードバックすることができます。

グローブアメリカ本部が主催する
国際的な成果発表会の場に参加することができます。
海外の科学者から観測成果について評価を受け、
学校での活動にフィードバックすることができます。
また、発表会への参加を通じて、
海外のグローブスクールで活動している
児童・生徒の皆さんとも交流することができます。

（例）グローブスクール・ワークショップ2021、SDGs&GLOBEフォーラム

グローブスクール・ワークショップ2021やSDGs&GLOBEフォーラムでは、SDGs担い手育成にむけ
て、各学校におけるグローブ活動の特徴や課題を共有し、活動の新たな展開に向けて話し合いました。
また、フォーラム後には、グローブスクール間での意見交換や交流の場を設け、活動の中で感じている
ことや児童生徒の様子、活動を行う上でのアドバイスやアイデアなど、現場の先生方の様々な声を共有
しました。

SDGs&GLOBE フォーラム・観測講習会の様子

実践事例集（例） 日本向けオンライン教材（例） オンライン教材を公開しているウェブサイト

■ 「グローブ（GLOBE）とは？」の学習
■ グローブ（GLOBE）観測プロトコルの学習
■ グローブスクール実践事例の参照

■ グローブ（GLOBE）観測プロトコルの習得

■ グローブティーチャーアカウントの認定

■ 学校における
　 グローブ（GLOBE）観測項目の検討
　 児童・生徒の観測活動開始

グローブ日本事務局が提供する
オンライン教材の活用
（http://www.u-gakugei.ac.jp/~globe/）

グローブ日本事務局が提供する
観測講習会（対面・ハンズオン）への参加
※開催時期等の詳細は、事務局へお問い合わせください。

※継続校は、定期的に観測講習会等に参加し、
アカウントを維持・新たな観測プロトコル等に
関する情報収集を継続。

■ グローブ（GLOBE）活動成果発表
　 グローブスクール間での交流

グローブ日本事務局主催の成果発表会への参加
グローブアメリカ本部主催の国際会議への参加
※開催時期等の詳細は、事務局へお問い合わせください。
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観測をきっかけに、
児童・生徒の興味や
視野が広がりました。

GLOBEとSDGsを
関連させることで、より
地域や社会とのつながりが生まれ、
活動に広がりが出ました。

近くの駅に活動内容を掲示するなど、
データを公表する場を設けることで、
地域の方に活動を
知ってもらうことができます。

今後、海外の学校の
データも活用して
みたいです。

様々な教科や部活動などの
既存の活動と連携させて
取り組みを展開させると
良いと思います。

グローブ活動はハードルが高いと
思っていましたが、学校が持っている
資源や地域の特徴を活かして
活動に取り組んでいることが
よくわかりました。

持続可能な農業を推進するための
知識の習得と地域と連携した活動実践

大気汚染に関する知識の習得と
環境改善に向けた取組みの実践

生涯学習や市民科学の推進
普遍的なリテラシーの向上

学ぶ権利の平等
STEM教育への女性の参加の促進

水環境の重要性に対する理解の促進と
環境改善に向けた取組みの実践

持続可能なエネルギーに対する理解の
促進と適切なエネルギー選択の推進

インフラ（特に河川環境）整備と
地域環境との関係性の理解と取組み

デジタルコンテンツの活用による
学ぶ権利の保障

都市の複雑な環境と社会の関係性に
関する学びの促進

環境問題に対する統合的な理解の促進
持続可能な消費習慣の構築

観測と調査を通じた気候変動への
理解の促進と生活活動の変容

漁業資源の枯渇、養殖環境の変化等の
水資源管理に関する知識の向上

生物圏（生物多様性）の重要性に関する
理解の促進と保全に向けた取組みの実践

世界124か国、国内参加校のネットワーク
学校と地域の連携

GLOBEで達成するSDGs 参加学校の取り組み（代表例）

地球観測プログラムの学習
科学・情報・環境リテラシーの涵養

（左）観測講習会
（右）観測プロトコルのオンライン教材

大気調査、水質調査
河川・海洋ごみの調査

（左上）雲量調査
（右上）河川水の化学分析
（中央）海洋での水質調査
（左下）小学生対象の海ごみ教室
（右下）河川での水質調査

水質改善に向けたモニタリング
水資源利用への理解促進

水質改善に向けたモニタリング調査

水生生物調査、生物の生息環境保全
樹木の生物季節観測

（上）河川での水生生物調査
（左下）環境保全活動に向けた土壌整備
（右下）樹木の生物季節調査

学校と地域の連携、学校・教員間の情報交換と交流
国際会議等での成果発表

（上）国際会議での成果発表
（下）グローブスクールの交流会
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グローブスクール（現場の先生方）の声
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GLOBEで達成するSDGs 参加学校の取り組み（代表例）

地球観測プログラムの学習
科学・情報・環境リテラシーの涵養

（左）観測講習会
（右）観測プロトコルのオンライン教材

大気調査、水質調査
河川・海洋ごみの調査

（左上）雲量調査
（右上）河川水の化学分析
（中央）海洋での水質調査
（左下）小学生対象の海ごみ教室
（右下）河川での水質調査

水質改善に向けたモニタリング
水資源利用への理解促進

水質改善に向けたモニタリング調査

水生生物調査、生物の生息環境保全
樹木の生物季節観測

（上）河川での水生生物調査
（左下）環境保全活動に向けた土壌整備
（右下）樹木の生物季節調査

学校と地域の連携、学校・教員間の情報交換と交流
国際会議等での成果発表

（上）国際会議での成果発表
（下）グローブスクールの交流会
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グローブスクール（現場の先生方）の声
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各学校では、地域の地理的特性や環境問題、社会状況など地域ならではの特性や課題に着目して
目的や環境課題を設定しています。グローブ活動に参加する児童・生徒が、身近な地域フィールドで、
地域の現状や課題を探求し、行動していくことそのものがSDGs達成につながります。

日本型グローブ活動はSDGsの多様なゴールに貢献グローブに参加するとこんなことができる！

日本向けオンライン教材
グローブでは、世界中の児童・生徒が、科学者によって
開発された統一的な手法（グローブ観測プロトコル）で
環境観測を行います。
グローブ日本事務局では、グローブアメリカ本部で
作成され公開されている国際基準のグローブ観測
プロトコルの日本向けオンライン教材を作成しました。

実践事例集
これまでグローブ活動を実践してきた学校や教師と
連携・協働し、グローブ活動を学校教育の中で
活用していくための具体的なノウハウを
まとめた事例集を作成しました。

グローブティーチャー養成研修
作成した観測プロトコルや実践事例集を活用して、

SDGs&GLOBE フォーラム・観測講習会を開催し、

SDGs達成の担い手となる
グローブティーチャーを養成しました。

グローブティーチャーの養成

グローブ活動は学校単位で行われます。
まずは、学校単位でグローブスクールに応募し、
日本向けオンライン教材と実践事例集で、
グローブの概要およびその特徴と
グローブの観測プロトコルについて学びましょう。
その後、グローブ日本事務局が開催している
講習会に参加し、グローブティーチャーアカウントを
取得すれば、地球規模の観測活動に参加できます。
また、日本国内や海外のグローブスクールとの交流、
成果発表の機会もあります。 
SDGs達成に向けて、
グローブプログラムに参加しませんか？ 

グローブティーチャーになるには

地球規模の観測活動に参加し、
世界各地の観測データを活用したり
地球環境の今を知ることができます。
（観測活動に関するアドバイスも受けられます）

グローブを用いて、様々な学年で活用可能な
分野横断的な活動や、学校のカリキュラムに
取り入れられる探究活動を行うことができます。

批判的思考や科学研究手法、データ解析、
自主学習、大局的な思考
（地域の情報から地球規模での示唆を得ること）
など、様々な能力が身につきます。

教員間の情報交換や交流の場に参加できます。
お互いの取り組みや課題を共有したり、
アドバイスを受けることで、新たな活動に発展したり、
学校での活動にフィードバックすることができます。

グローブアメリカ本部が主催する
国際的な成果発表会の場に参加することができます。
海外の科学者から観測成果について評価を受け、
学校での活動にフィードバックすることができます。
また、発表会への参加を通じて、
海外のグローブスクールで活動している
児童・生徒の皆さんとも交流することができます。

（例）グローブスクール・ワークショップ2021、SDGs&GLOBEフォーラム

グローブスクール・ワークショップ2021やSDGs&GLOBEフォーラムでは、SDGs担い手育成にむけ
て、各学校におけるグローブ活動の特徴や課題を共有し、活動の新たな展開に向けて話し合いました。
また、フォーラム後には、グローブスクール間での意見交換や交流の場を設け、活動の中で感じている
ことや児童生徒の様子、活動を行う上でのアドバイスやアイデアなど、現場の先生方の様々な声を共有
しました。

SDGs&GLOBE フォーラム・観測講習会の様子

実践事例集（例） 日本向けオンライン教材（例） オンライン教材を公開しているウェブサイト

■ 「グローブ（GLOBE）とは？」の学習
■ グローブ（GLOBE）観測プロトコルの学習
■ グローブスクール実践事例の参照

■ グローブ（GLOBE）観測プロトコルの習得

■ グローブティーチャーアカウントの認定

■ 学校における
　 グローブ（GLOBE）観測項目の検討
　 児童・生徒の観測活動開始

グローブ日本事務局が提供する
オンライン教材の活用
（http://www.u-gakugei.ac.jp/~globe/）

グローブ日本事務局が提供する
観測講習会（対面・ハンズオン）への参加
※開催時期等の詳細は、事務局へお問い合わせください。

※継続校は、定期的に観測講習会等に参加し、
アカウントを維持・新たな観測プロトコル等に
関する情報収集を継続。

■ グローブ（GLOBE）活動成果発表
　 グローブスクール間での交流

グローブ日本事務局主催の成果発表会への参加
グローブアメリカ本部主催の国際会議への参加
※開催時期等の詳細は、事務局へお問い合わせください。
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観測をきっかけに、
児童・生徒の興味や
視野が広がりました。

GLOBEとSDGsを
関連させることで、より
地域や社会とのつながりが生まれ、
活動に広がりが出ました。

近くの駅に活動内容を掲示するなど、
データを公表する場を設けることで、
地域の方に活動を
知ってもらうことができます。

今後、海外の学校の
データも活用して
みたいです。

様々な教科や部活動などの
既存の活動と連携させて
取り組みを展開させると
良いと思います。

グローブ活動はハードルが高いと
思っていましたが、学校が持っている
資源や地域の特徴を活かして
活動に取り組んでいることが
よくわかりました。

持続可能な農業を推進するための
知識の習得と地域と連携した活動実践

大気汚染に関する知識の習得と
環境改善に向けた取組みの実践

生涯学習や市民科学の推進
普遍的なリテラシーの向上

学ぶ権利の平等
STEM教育への女性の参加の促進

水環境の重要性に対する理解の促進と
環境改善に向けた取組みの実践

持続可能なエネルギーに対する理解の
促進と適切なエネルギー選択の推進

インフラ（特に河川環境）整備と
地域環境との関係性の理解と取組み

デジタルコンテンツの活用による
学ぶ権利の保障

都市の複雑な環境と社会の関係性に
関する学びの促進

環境問題に対する統合的な理解の促進
持続可能な消費習慣の構築

観測と調査を通じた気候変動への
理解の促進と生活活動の変容

漁業資源の枯渇、養殖環境の変化等の
水資源管理に関する知識の向上

生物圏（生物多様性）の重要性に関する
理解の促進と保全に向けた取組みの実践
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事業名
2021年度ユネスコ「SDGs達成の担い手育成（ESD）推進事業」
『グローブ（GLOBE）を活用したSDGs達成のための
日本型教師教育実践モデルの開発と普及・発信』

参考ウェブサイト
GLOBEアメリカ本部：https://www.globe.gov/
グローブ日本事務局：https://www.u-gakugei.ac.jp/~globe/

グローブ日本事務局
東京学芸大学 環境教育研究センター
〒184-8501　東京都小金井市貫井北町4-1-1
Tel: 042-329-7665　Fax: 042-329-7669　
E-mail: globe@u-gakugei.ac.jp　　　　　　　　　　　　Design : Yuka Honma


