
「持続可能な開発のための教育」
（ESD）
「持続可能な開発のための教育」（ESD）は、あらゆる年齢の
人々が持続可能な未来を築く責任を果たせるようになること
を目指しています。「アジェンダ21」の第36章では、ESDの主な
狙いとして次の4項目が掲げられています。

一般市民による認知と理解
質の高い基礎教育を受ける機会の提供
既存教育の新たな方向付け 
あらゆるセクターに対する研修プログラム

「持続可能な開発のための教育に
関する地域の拠点」（RCE）の概要

RCEの機能と目標
RCEはESDを地域や地方のコミュニティに広めるため、
フォーマル教育(学校教育・高等教育)とノンフォーマル
教育(社会教育)機関が結集してつくるネットワークです。
地域や地方のステークホルダーの間でESDを推進する
ため、RCEは分野横断的な情報共有、対話、協力を行う
革新的なプラットフォームを構築します。また、RCEはESD
活動を支える、地域や地方の知識ベースも創出します。
RCEは対話のための革新的なプラットフォームとして、
また、地域の知識ベースとして、資源を有効活用しなが
ら4大目標（前述の4つの狙い）を推し進めます。

RCEは単独でもRCE全体としても、「国連の持続可能な開
発のための教育の10年」（DESD、2005～2014年）の目
標達成を目指します。個々のRCEは、それぞれが活動する
地域コミュニティの実情に合うようにグローバル目標を置
き換えることでDESDに貢献します。その一方で、RCEの
世界的ネットワークは、国連大学が唱える「持続可能な開
発のための世界的な学習の場」を形成することが想定さ
れています。この「世界的な学習の場」は、ユネスコが提唱
する「すべての人が教育の恩恵を受け、持続可能な未来
と前向きの社会変革に必要な価値観や行動や生活形式
を学ぶ機会を手にする世界」というDESDのビジョンを具
体化したものです。

国連大学高等研究所の「持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）
プログラム」は、「持続可能な開発のための教育の10年（DESD、
2005～2014年）」が終わるまでにESDの要素を国による開発の
計画と実行に組み入れるため、市民全般の、そして特に政策決定
者の能力開発を目指しています。具体的には、次のような活動を
行っています。

ESDとDESDの理念の提唱と普及
「持続可能な開発のための教育に関する地域の拠点（RCE）」
とそのネットワーク化
高等教育機関のESD活動の強化
ＥＳＤのためのオンライン学習の展開
ESDに関する能力育成

グローバルRCEサービスセンター
国際連合大学高等研究所
〒220-8502
横浜市西区みなとみらい1－1－1
パシフィコ横浜　
横浜国際協力センター６F
電話： 045-221-2300
Fax：  045-221-2302
E-mail： rceservicecentre@ias.unu.edu

国連大学　ＲＣＥイニシアティブ
「持続可能な開発のための教育に関する地域の拠点」の概要と拠点づくりの手引

RCEの歴史
RCEの最初の7地域は、2005年6月に名古屋で開催された
国連大学・ユネスコ国際会議「グローバリゼーションと持続
可能な開発のための教育」で認定され、その後、2005年の終
わりから2006年の初めにかけ、さらに5地域が加わりました。
ウブントゥ同盟（Ubuntu Alliance）は2006年4月に開催した
会議において、RCEの促進のあり方を議論し、ＲＣＥの認定申
請を審査して新たな認定を国連大学に勧告する機関として
RCE審査委員会（Ubuntu Committee of Peers for the 
RCEs）を設立しました。同委員会は2006年12月にパリで
開催された第1回会議で、新たに23の新たなRCEを認定する
ように国連大学に勧告しました。RCEのネットワークは拡大を
続け、現在、RCEはアフリカ、南北アメリカ、アジア、ヨーロッパ、
中東、太平洋地域に広がっています。
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RCEへの応募方法

自分の地域のRCE
計画を立てるには

1. DESDの目標に照らして、地域のニーズや重要課題、ＥＳＤのシ
ーズとなる既存の取り組みや地域実践の強みを洗い出します。

2. 地域のステークホルダーを特定し、そうした関係者を結集して
地域のRCEのビジョンをまとめるための戦略を定めます。

3. RCEのガバナンスと運営体制を決めます。主たる発起人や推進
者は誰でしょうか？事務局や運営委員会の設置、ネットワーク
の意思決定のメカニズムなどについてまとめます。

4. 自分の地域のRCEの枠組みにおいて想定される、実施すべき
活動の概要をまとめます。

RCEの中心的要素
1. ガバナンス
・ RCEの運営とリーダーシップの課題に取り組みます。

2. 協働
 ・ フォーマル教育（初等・中等・高等教育）、ノンフォーマル教育(社会教育)、インフォーマル学習関係者がRCE活動に参
画します。環境、経済、社会、文化を包括的に考慮した持続可能な社会づくりの担い手づくりのために、さまざまな分野
とセクターのステークホルダーが協働します。

3. 研究開発
・ 持続可能な開発およびＥＳＤに関する研究をRCEの活動に加え、地域の課題解決とＥＳＤ実践の向上に結びつける

とともに、国内外のRCEとの協力も含め、ＲＣＥのパートナーシップを強化する戦略を構築します。

4. 変革を促す教育 
・ 現行の教育・研修制度を、持続可能な生活や暮らしに関する地域のニーズや目標を満たすものに変革することを目指

します。

RCEのステークホルダー
RCEには、学校や高等教育機関の教員、地域のNGO、科学
者、研究者、美術館・博物館、動物園、植物園、地方公務員、
地域企業の代表者、ボランティア、マスコミ、経済成長・社会
開発・環境保護など持続可能な開発の分野にかかわる市民
団体ならびに個人、学生、あらゆるレベルの学習者が参画し
ます。

RCEの地理的範囲
RCEの概念では、地域とはフランスのブルターニュ地方、
日本の東北地方、スペインのカタルーニャ地方のように、経済・
社会・文化・自然条件において連帯感を有する地域のことで、
一つの国内に収まる場合と、同じような規模で国をまたがる
場合があります。そうした地域は、地域内に大学、美術館・
博物館、動物園、植物園などのさまざまな機関と、ある程度の
数の初等・中等学校を含むだけの広さが必要ですが、その
一方で、日常的に直接コミュニケーションできるだけのコンパ
クトな広さであることも求められます。

RCE申請ガイドライン
1. 連絡先：
申請書には、ＲＣＥの名称、申請者の所属組織、郵送先の住所、
電話番号、FAX番号、電子メールアドレスを記入してください。第1
連絡先と第2連絡先を明記してください。 

2. 地理的な範囲：
国または大陸内での地域の位置を示す地図を1枚と、申請する
RCEの地理的範囲の輪郭を示す地図を1枚、計2枚の地図を添
付してください。後者の地図には、主要な都市・地区・市町村に関
する情報を記載してください。また、地域の面積と人口も記入して
ください。こうすることで、世界中のRCE活動の範囲と規模を比較
しやすくなります。このほか、地域の概要を示すため、環境、社会・
文化、経済に関する主な特徴を記載してください。

3. 地域の課題：
地域が直面する脅威と、持続可能な開発への課題を詳しく説明
してください。ここで挙げた項目は、当該RCEの目標と活動の概要
を示す基礎になります。

4. RCEの展開プロセス：
申請書の中で、RCEの展開プロセスの歴史を説明してください。
RCEについて合意に至った経緯を示す情報と、ステークホルダー
との協議の詳細を盛り込む必要があります。RCEの主要推進者が
既に特定されていれれば、特定した根拠とプロセスを記入してく
ださい。RCEづくりに向けたプロセスを協力して牽引する地域内
の中核機関をいくつか定めることが推奨されます。RCE構想への
参加を約束している主要機関のリストと、推進役を務める機関の
それぞれの概要を示す情報を添えてください。行政、教育、市民
団体、民間企業など、さまざまなセクターの機関がRCEのネット
ワークに参加することが望まれます。

5. RCEのビジョンと目標：
世界的な学習の場をつくることが、RCEに関する国連大学のビジ
ョンです。しかし、これに加えて、個々のRCEが立地や地域に即し
たビジョンを定めることができます。長期的・短期的な目標を明確
に定め、そうした目標が申請書に記載された地域の課題への対策
となるようにしてください。

6. 戦略とシナリオ：
上記に挙げた目的や目標を達成するための手段と戦略を詳しく
説明してください。

7. モニタリング・評価システム：
RCEのビジョンと目標の達成状況をモニタリングし評価するため
の里程標や指標となるものを時系列で示してください。

8. ガバナンス／運営：
RCEは地域や地方におけるESDのステークホルダー同士が対話
するプラットフォームとして機能すべきであることを念頭に置きな
がら、RCEのガバナンスや運営体制を申請書に記載してください。
どこか一つの機関がそうした体制を独占することがないように注
意してください。また、体制を構成する機関を列挙し、RCEの運営
方法と意思決定方法を説明してください。このプロセスには、主要
機関のコミットメント（誓約）が欠かせません。機関によるコミット
メントを書面で確認し、それを補足資料として申請書と共に提出
することを勧めます。

9. 運営資源とコミットメント：
RCEの活動を推進するため、何年間かにわたって（金銭的および
人的）資源を提供すると主要機関が誓約することが、不可欠では
ないにしろ望まれます。

10. ステークホルダー間の協働：
大学またはそのほかの高等教育機関を、RCEのネットワークに必
ず組み込んでください。また、さまざまなレベルのフォーマル教育
機関(初等・中等教育)が参加することが望まれます。申請する
RCEが、どのようにしてステークホルダー間の協働を強化し、活用
を図っていくかという点に関する説明を盛り込んでください。年齢
や性別、社会的地位にかかわらず、ステークホルダーをネットワー
クに含めるようにしてください。

11. 継続的活動と新たに計画する活動：
環境、社会・文化、経済という持続可能な開発の三本柱だけでなく、
RCEをめぐる地域の課題や目標に関連があり、それらに即した活動
を提案してください。新たに計画する活動には研究開発活動と変革
を促す教育活動も盛り込んでください。研究開発活動は地域の課
題解決とＥＳＤ実践の向上に結びつけるとともに、科学と技術を取り
入れたものにしてください。現行の教育・研修制度を、持続可能な生
活や暮らしに関する地域のニーズや目標を満たすものに変革する
ための活動（例えば教材開発やＥＳＤファシリテーターの養成講座
など）に関しても記載してください。さらに、ＲＣＥのパートナー間の
協働活動も列挙してください。RCEは活動の一環として、カリキュラ
ム、教育法、企業研修、マスコミの問題にも取り組む必要があります。

申請概要書の様式
RCEの申請者は詳しい申請書に加えて、申請概要書(サマ
リー)を提出する必要があります。書式はウェブサイトから
ダウンロードしてください。申請概要書は詳しい申請書のま
とめであり、特に重要でふさわしい情報だけを記載するもの
です。申請概要書には、右に挙げる情報を書式に従って記載
します。

̶ 地理的範囲と主な特徴
̶ 持続可能な開発に関する地域の主な課題
̶ RCEの展開プロセスと主な参画機関
̶ RCEのビジョンと目標
̶ RCEのガバナンス／運営体制
̶ ステークホルダー間の協働
̶ 短期的・長期的な運営資源の手配
̶ 継続的活動と新たに計画する活動
̶ 連絡先

RCEの新規認定基準
2006年12月にパリで開催されたウブントゥRCE審査委員会
（Ubuntu Committee of Peers for the RCEs）の第1回会議で、
RCEを新たに認定する際の基準が採択されました。

1. 協働
・ 高等教育機関の参画
・ 学校（フォーマル教育機関のステークホルダー）の参画
・ ノンフォーマル教育(社会教育)機関のステークホルダーなど、
そのほかのステークホルダーの参画

2. RCEのビジョン
・ RCEの明確で具体的なビジョン
・ 持続可能な開発の「三本柱」である経済、社会、環境側面
への配慮

・ 地域の課題と、課題解決のために提案されたＥＳＤ活動の
妥当性

3. ガバナンス
・ RCE立ち上げプロセスの証拠
・ 金銭的な持続可能性を裏付ける主要機関のコミットメント
・ ネットワークの運営方針と運営体制
・ モニタリングと評価の仕組み

4. 継続的活動と新たに計画する活動
・ 個々のＲＣＥ参加組織に固有の過去および継続中の活動
に関する説明

・ 複数のＲＣＥ参加組織で実施を計画している協働活動に
関する説明

・ ＲＣＥの研究開発活動に関する説明
・ ＲＣＥの変革を促す教育活動に関する説明

審査プロセス
ＲＣＥとして国連大学の認定を希望する地域ネットワークは、
詳しい申請書と申請概要書の両方を以下の宛先に提出してく
ださい。

グローバルRCEサービスセンター
国際連合大学高等研究所
〒220-8502
横浜市西区みなとみらい1－1－1
パシフィコ横浜　
横浜国際協力センター6F
電話： 045-221-2300
Fax： 045-221-2302
E-mail： rceservicecentre@ias.unu.edu

グローバルRCEサービスセンターでは、個々の申請書や申請概
要書を分かりやすくより詳細なものにするため、「RCE申請ガイ
ドライン」に基づき、必要に応じて助言を行います。申請書は毎
年11月～12月頃にウブントゥRCE審査委員会が審査し、同委
員会が国連大学に対してRCEの認定を勧告します。
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ーズとなる既存の取り組みや地域実践の強みを洗い出します。

2. 地域のステークホルダーを特定し、そうした関係者を結集して
地域のRCEのビジョンをまとめるための戦略を定めます。

3. RCEのガバナンスと運営体制を決めます。主たる発起人や推進
者は誰でしょうか？事務局や運営委員会の設置、ネットワーク
の意思決定のメカニズムなどについてまとめます。

4. 自分の地域のRCEの枠組みにおいて想定される、実施すべき
活動の概要をまとめます。

RCEの中心的要素
1. ガバナンス
・ RCEの運営とリーダーシップの課題に取り組みます。

2. 協働
 ・ フォーマル教育（初等・中等・高等教育）、ノンフォーマル教育(社会教育)、インフォーマル学習関係者がRCE活動に参
画します。環境、経済、社会、文化を包括的に考慮した持続可能な社会づくりの担い手づくりのために、さまざまな分野
とセクターのステークホルダーが協働します。

3. 研究開発
・ 持続可能な開発およびＥＳＤに関する研究をRCEの活動に加え、地域の課題解決とＥＳＤ実践の向上に結びつける

とともに、国内外のRCEとの協力も含め、ＲＣＥのパートナーシップを強化する戦略を構築します。

4. 変革を促す教育 
・ 現行の教育・研修制度を、持続可能な生活や暮らしに関する地域のニーズや目標を満たすものに変革することを目指

します。

RCEのステークホルダー
RCEには、学校や高等教育機関の教員、地域のNGO、科学
者、研究者、美術館・博物館、動物園、植物園、地方公務員、
地域企業の代表者、ボランティア、マスコミ、経済成長・社会
開発・環境保護など持続可能な開発の分野にかかわる市民
団体ならびに個人、学生、あらゆるレベルの学習者が参画し
ます。

RCEの地理的範囲
RCEの概念では、地域とはフランスのブルターニュ地方、
日本の東北地方、スペインのカタルーニャ地方のように、経済・
社会・文化・自然条件において連帯感を有する地域のことで、
一つの国内に収まる場合と、同じような規模で国をまたがる
場合があります。そうした地域は、地域内に大学、美術館・
博物館、動物園、植物園などのさまざまな機関と、ある程度の
数の初等・中等学校を含むだけの広さが必要ですが、その
一方で、日常的に直接コミュニケーションできるだけのコンパ
クトな広さであることも求められます。

RCE申請ガイドライン
1. 連絡先：
申請書には、ＲＣＥの名称、申請者の所属組織、郵送先の住所、
電話番号、FAX番号、電子メールアドレスを記入してください。第1
連絡先と第2連絡先を明記してください。 

2. 地理的な範囲：
国または大陸内での地域の位置を示す地図を1枚と、申請する
RCEの地理的範囲の輪郭を示す地図を1枚、計2枚の地図を添
付してください。後者の地図には、主要な都市・地区・市町村に関
する情報を記載してください。また、地域の面積と人口も記入して
ください。こうすることで、世界中のRCE活動の範囲と規模を比較
しやすくなります。このほか、地域の概要を示すため、環境、社会・
文化、経済に関する主な特徴を記載してください。

3. 地域の課題：
地域が直面する脅威と、持続可能な開発への課題を詳しく説明
してください。ここで挙げた項目は、当該RCEの目標と活動の概要
を示す基礎になります。

4. RCEの展開プロセス：
申請書の中で、RCEの展開プロセスの歴史を説明してください。
RCEについて合意に至った経緯を示す情報と、ステークホルダー
との協議の詳細を盛り込む必要があります。RCEの主要推進者が
既に特定されていれれば、特定した根拠とプロセスを記入してく
ださい。RCEづくりに向けたプロセスを協力して牽引する地域内
の中核機関をいくつか定めることが推奨されます。RCE構想への
参加を約束している主要機関のリストと、推進役を務める機関の
それぞれの概要を示す情報を添えてください。行政、教育、市民
団体、民間企業など、さまざまなセクターの機関がRCEのネット
ワークに参加することが望まれます。

5. RCEのビジョンと目標：
世界的な学習の場をつくることが、RCEに関する国連大学のビジ
ョンです。しかし、これに加えて、個々のRCEが立地や地域に即し
たビジョンを定めることができます。長期的・短期的な目標を明確
に定め、そうした目標が申請書に記載された地域の課題への対策
となるようにしてください。

6. 戦略とシナリオ：
上記に挙げた目的や目標を達成するための手段と戦略を詳しく
説明してください。

7. モニタリング・評価システム：
RCEのビジョンと目標の達成状況をモニタリングし評価するため
の里程標や指標となるものを時系列で示してください。

8. ガバナンス／運営：
RCEは地域や地方におけるESDのステークホルダー同士が対話
するプラットフォームとして機能すべきであることを念頭に置きな
がら、RCEのガバナンスや運営体制を申請書に記載してください。
どこか一つの機関がそうした体制を独占することがないように注
意してください。また、体制を構成する機関を列挙し、RCEの運営
方法と意思決定方法を説明してください。このプロセスには、主要
機関のコミットメント（誓約）が欠かせません。機関によるコミット
メントを書面で確認し、それを補足資料として申請書と共に提出
することを勧めます。

9. 運営資源とコミットメント：
RCEの活動を推進するため、何年間かにわたって（金銭的および
人的）資源を提供すると主要機関が誓約することが、不可欠では
ないにしろ望まれます。

10. ステークホルダー間の協働：
大学またはそのほかの高等教育機関を、RCEのネットワークに必
ず組み込んでください。また、さまざまなレベルのフォーマル教育
機関(初等・中等教育)が参加することが望まれます。申請する
RCEが、どのようにしてステークホルダー間の協働を強化し、活用
を図っていくかという点に関する説明を盛り込んでください。年齢
や性別、社会的地位にかかわらず、ステークホルダーをネットワー
クに含めるようにしてください。

11. 継続的活動と新たに計画する活動：
環境、社会・文化、経済という持続可能な開発の三本柱だけでなく、
RCEをめぐる地域の課題や目標に関連があり、それらに即した活動
を提案してください。新たに計画する活動には研究開発活動と変革
を促す教育活動も盛り込んでください。研究開発活動は地域の課
題解決とＥＳＤ実践の向上に結びつけるとともに、科学と技術を取り
入れたものにしてください。現行の教育・研修制度を、持続可能な生
活や暮らしに関する地域のニーズや目標を満たすものに変革する
ための活動（例えば教材開発やＥＳＤファシリテーターの養成講座
など）に関しても記載してください。さらに、ＲＣＥのパートナー間の
協働活動も列挙してください。RCEは活動の一環として、カリキュラ
ム、教育法、企業研修、マスコミの問題にも取り組む必要があります。

申請概要書の様式
RCEの申請者は詳しい申請書に加えて、申請概要書(サマ
リー)を提出する必要があります。書式はウェブサイトから
ダウンロードしてください。申請概要書は詳しい申請書のま
とめであり、特に重要でふさわしい情報だけを記載するもの
です。申請概要書には、右に挙げる情報を書式に従って記載
します。

̶ 地理的範囲と主な特徴
̶ 持続可能な開発に関する地域の主な課題
̶ RCEの展開プロセスと主な参画機関
̶ RCEのビジョンと目標
̶ RCEのガバナンス／運営体制
̶ ステークホルダー間の協働
̶ 短期的・長期的な運営資源の手配
̶ 継続的活動と新たに計画する活動
̶ 連絡先

RCEの新規認定基準
2006年12月にパリで開催されたウブントゥRCE審査委員会
（Ubuntu Committee of Peers for the RCEs）の第1回会議で、
RCEを新たに認定する際の基準が採択されました。

1. 協働
・ 高等教育機関の参画
・ 学校（フォーマル教育機関のステークホルダー）の参画
・ ノンフォーマル教育(社会教育)機関のステークホルダーなど、
そのほかのステークホルダーの参画

2. RCEのビジョン
・ RCEの明確で具体的なビジョン
・ 持続可能な開発の「三本柱」である経済、社会、環境側面
への配慮

・ 地域の課題と、課題解決のために提案されたＥＳＤ活動の
妥当性

3. ガバナンス
・ RCE立ち上げプロセスの証拠
・ 金銭的な持続可能性を裏付ける主要機関のコミットメント
・ ネットワークの運営方針と運営体制
・ モニタリングと評価の仕組み

4. 継続的活動と新たに計画する活動
・ 個々のＲＣＥ参加組織に固有の過去および継続中の活動
に関する説明

・ 複数のＲＣＥ参加組織で実施を計画している協働活動に
関する説明

・ ＲＣＥの研究開発活動に関する説明
・ ＲＣＥの変革を促す教育活動に関する説明

審査プロセス
ＲＣＥとして国連大学の認定を希望する地域ネットワークは、
詳しい申請書と申請概要書の両方を以下の宛先に提出してく
ださい。

グローバルRCEサービスセンター
国際連合大学高等研究所
〒220-8502
横浜市西区みなとみらい1－1－1
パシフィコ横浜　
横浜国際協力センター6F
電話： 045-221-2300
Fax： 045-221-2302
E-mail： rceservicecentre@ias.unu.edu

グローバルRCEサービスセンターでは、個々の申請書や申請概
要書を分かりやすくより詳細なものにするため、「RCE申請ガイ
ドライン」に基づき、必要に応じて助言を行います。申請書は毎
年11月～12月頃にウブントゥRCE審査委員会が審査し、同委
員会が国連大学に対してRCEの認定を勧告します。
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ダウンロードしてください。申請概要書は詳しい申請書のま
とめであり、特に重要でふさわしい情報だけを記載するもの
です。申請概要書には、右に挙げる情報を書式に従って記載
します。

̶ 地理的範囲と主な特徴
̶ 持続可能な開発に関する地域の主な課題
̶ RCEの展開プロセスと主な参画機関
̶ RCEのビジョンと目標
̶ RCEのガバナンス／運営体制
̶ ステークホルダー間の協働
̶ 短期的・長期的な運営資源の手配
̶ 継続的活動と新たに計画する活動
̶ 連絡先

RCEの新規認定基準
2006年12月にパリで開催されたウブントゥRCE審査委員会
（Ubuntu Committee of Peers for the RCEs）の第1回会議で、
RCEを新たに認定する際の基準が採択されました。

1. 協働
・ 高等教育機関の参画
・ 学校（フォーマル教育機関のステークホルダー）の参画
・ ノンフォーマル教育(社会教育)機関のステークホルダーなど、
そのほかのステークホルダーの参画

2. RCEのビジョン
・ RCEの明確で具体的なビジョン
・ 持続可能な開発の「三本柱」である経済、社会、環境側面
への配慮

・ 地域の課題と、課題解決のために提案されたＥＳＤ活動の
妥当性

3. ガバナンス
・ RCE立ち上げプロセスの証拠
・ 金銭的な持続可能性を裏付ける主要機関のコミットメント
・ ネットワークの運営方針と運営体制
・ モニタリングと評価の仕組み

4. 継続的活動と新たに計画する活動
・ 個々のＲＣＥ参加組織に固有の過去および継続中の活動
に関する説明

・ 複数のＲＣＥ参加組織で実施を計画している協働活動に
関する説明

・ ＲＣＥの研究開発活動に関する説明
・ ＲＣＥの変革を促す教育活動に関する説明

審査プロセス
ＲＣＥとして国連大学の認定を希望する地域ネットワークは、
詳しい申請書と申請概要書の両方を以下の宛先に提出してく
ださい。

グローバルRCEサービスセンター
国際連合大学高等研究所
〒220-8502
横浜市西区みなとみらい1－1－1
パシフィコ横浜　
横浜国際協力センター6F
電話： 045-221-2300
Fax： 045-221-2302
E-mail： rceservicecentre@ias.unu.edu

グローバルRCEサービスセンターでは、個々の申請書や申請概
要書を分かりやすくより詳細なものにするため、「RCE申請ガイ
ドライン」に基づき、必要に応じて助言を行います。申請書は毎
年11月～12月頃にウブントゥRCE審査委員会が審査し、同委
員会が国連大学に対してRCEの認定を勧告します。



「持続可能な開発のための教育」
（ESD）
「持続可能な開発のための教育」（ESD）は、あらゆる年齢の
人々が持続可能な未来を築く責任を果たせるようになること
を目指しています。「アジェンダ21」の第36章では、ESDの主な
狙いとして次の4項目が掲げられています。

一般市民による認知と理解
質の高い基礎教育を受ける機会の提供
既存教育の新たな方向付け 
あらゆるセクターに対する研修プログラム

「持続可能な開発のための教育に
関する地域の拠点」（RCE）の概要

RCEの機能と目標
RCEはESDを地域や地方のコミュニティに広めるため、
フォーマル教育(学校教育・高等教育)とノンフォーマル
教育(社会教育)機関が結集してつくるネットワークです。
地域や地方のステークホルダーの間でESDを推進する
ため、RCEは分野横断的な情報共有、対話、協力を行う
革新的なプラットフォームを構築します。また、RCEはESD
活動を支える、地域や地方の知識ベースも創出します。
RCEは対話のための革新的なプラットフォームとして、
また、地域の知識ベースとして、資源を有効活用しなが
ら4大目標（前述の4つの狙い）を推し進めます。

RCEは単独でもRCE全体としても、「国連の持続可能な開
発のための教育の10年」（DESD、2005～2014年）の目
標達成を目指します。個々のRCEは、それぞれが活動する
地域コミュニティの実情に合うようにグローバル目標を置
き換えることでDESDに貢献します。その一方で、RCEの
世界的ネットワークは、国連大学が唱える「持続可能な開
発のための世界的な学習の場」を形成することが想定さ
れています。この「世界的な学習の場」は、ユネスコが提唱
する「すべての人が教育の恩恵を受け、持続可能な未来
と前向きの社会変革に必要な価値観や行動や生活形式
を学ぶ機会を手にする世界」というDESDのビジョンを具
体化したものです。

国連大学高等研究所の「持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）
プログラム」は、「持続可能な開発のための教育の10年（DESD、
2005～2014年）」が終わるまでにESDの要素を国による開発の
計画と実行に組み入れるため、市民全般の、そして特に政策決定
者の能力開発を目指しています。具体的には、次のような活動を
行っています。

ESDとDESDの理念の提唱と普及
「持続可能な開発のための教育に関する地域の拠点（RCE）」
とそのネットワーク化
高等教育機関のESD活動の強化
ＥＳＤのためのオンライン学習の展開
ESDに関する能力育成

グローバルRCEサービスセンター
国際連合大学高等研究所
〒220-8502
横浜市西区みなとみらい1－1－1
パシフィコ横浜　
横浜国際協力センター６F
電話： 045-221-2300
Fax：  045-221-2302
E-mail： rceservicecentre@ias.unu.edu

国連大学　ＲＣＥイニシアティブ
「持続可能な開発のための教育に関する地域の拠点」の概要と拠点づくりの手引

RCEの歴史
RCEの最初の7地域は、2005年6月に名古屋で開催された
国連大学・ユネスコ国際会議「グローバリゼーションと持続
可能な開発のための教育」で認定され、その後、2005年の終
わりから2006年の初めにかけ、さらに5地域が加わりました。
ウブントゥ同盟（Ubuntu Alliance）は2006年4月に開催した
会議において、RCEの促進のあり方を議論し、ＲＣＥの認定申
請を審査して新たな認定を国連大学に勧告する機関として
RCE審査委員会（Ubuntu Committee of Peers for the 
RCEs）を設立しました。同委員会は2006年12月にパリで
開催された第1回会議で、新たに23の新たなRCEを認定する
ように国連大学に勧告しました。RCEのネットワークは拡大を
続け、現在、RCEはアフリカ、南北アメリカ、アジア、ヨーロッパ、
中東、太平洋地域に広がっています。


