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１． 目的  

筑波大学農林技術センターは，1979年以来UNESCO-APEIDの協同センターとして，筑波アジア農業教育

セミナーを毎年開催してきた。平成 20 年度からは，国連「持続可能な開発のための教育の 10 年」に主に農

学の視座から貢献することを目指して，過去 30年間に培われてきた人的・知的ネットワークを生かした「国際

農学 ESD シンポジウム（AgESD）」(2008-2013)へと発展させる方向に舵を切った。今年度は，次世代の若手

研究者のネットワーク構築と育成を目指した ESDの実践面の強化をとくに意図した。ESDの優れた取組みを

普及啓発から実践面強化へと段階的に移行していくには，当然，さまざまなアプローチが必要である。今回

採択された本活動では，筑波大学附属坂戸高等学校と連携して，同校が有する総合学科のノウハウを結集

することで，途上国で活用できる優れた英語教材開発が可能になるとのねらいが根底にある。本活動の目

的と特徴は，例とした異なる国の高等学校教育の現状を見据えながら，農業と環境教育にエネルギーの視

点を加味することで，在来素材を活用したエネルギー環境教育モデルの開発を共同で推進することにある。 

２． 活動 

平成 20年度は，インドネシアのボゴール農科大学 Setyo Pertiwi氏と教育協力モデル開発を事前検討し，

同大学附属コルニタ高校を協力校として選定した。共通の在来素材としては，同国の文化にも深く根ざした

「竹」を取り上げ，附属坂戸高等学校が日ごろ培ってきた竹炭の製造（農業科），竹炭スターリングエンジン

（工業科），竹炭による浄化作用（家庭科）及び竹の地理学的考察という総合学科の特徴ともいえる具体的

成果に基づく課題を設定した。平成 21 年 1 月の第 1 回渡航では，教育協力モデルの実施計画の打ち合わ

せを行い，竹炭を活用することの共通理解を確認した。席上，コルニタ高校側からは具体的な教育カリキュ

ラム作成の必要性が出された。2月の第 2回渡航では，JICA青年海外協力隊員として現地赴任中の附属坂

戸高等学校建元教諭を通じた強力な支援を得ながら，教育カリキュラム・指導内容の原案を提示するととも

に，竹炭の有機栽培への応用，竹炭の水田への施用による水稲収量や環境への影響，さらには竹炭製造

の実演といった竹炭の多面的機能について講義と実演を行った。平成 20 年度の最終成果物としては，教育

カリキュラムのうち指導目標と指導計画を中心とした英文教材（Vol. 1）を製作したことが挙げられる。上記教

材に係る設計・製作・評価の過程を撮影したビデオ画像に英語の字幕等を付与したマルチメディア教材につ

いては，平成 21年度に Vol. 2 として加味する予定である。 

３． 成果  

（１） 期待される成果 

在来素材を総合学科の視点から捉え直すことで，バイオマス由来の代替エネルギーとしての利用促進と環

境保全を意識した持続可能な開発のための高校教育レベルに貢献可能かつユニークなエネルギー環境教

育モデルの構築が期待できる。 

（２） 成果物 

① 活動実施報告書『総合学科の知見を生かした農学 ESD の実践と深化―インドネシアを事例として』

（中間報告）（印刷物） 

② インドネシアを対象としたエネルギー環境教育教材（Vol. 1） 
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Species biodiversity of bamboos and TAKE
Biology of bamboos and take #1
Biology of bamboos and take #2
Natural environment of Indonesia #1
Natural environment of Indonesia #2
Energy affairs and environmental problems in Indonesia
Sustainable development in Indonesia: focusing on the potential of bamboo
Making a Stirling engine #1
Making a Stirling engine #2
Think the effective utilization of energy #1
Think the effective utilization of energy #2
Making bamboo charcoal and its change of quality #1
Making bamboo charcoal and its change of quality #2
Relation between human beings and local agriculture #1
Relation between human beings and local agriculture #2
Absorption of substances in the soil of rice fields using bamboo charcoal #1
Absorption of substances in the soil of rice fields using bamboo charcoal #2
Necessity of utilizing bamboo
Knowing about bamboo charcoal and utilizing it in our lives
Enjoying life with bamboo charcoal #1
Enjoying life with bamboo charcoal #2
Relation between energy and environmental problems #1
Relation between energy and environmental problems #2
Growing foliage plants with bamboo charcoal #1
Growing foliage plants with bamboo charcoal #2
Role of bamboo woods: water control function at river basins #1
Role of bamboo woods: water control function at river basins #1
Create ideas for improving our lives using bamboo or bamboo charcoal #1
Create ideas for improving our lives using bamboo or bamboo charcoal #2
Making presentations on ideas for improving our lives using bamboo or bamboo charcoal #1
Making presentations on ideas for improving our lives using bamboo or bamboo charcoal #2
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Bamboo
For deodorant

For energy

Avoid cutting forest

To stop global warming

For water purification

Traditional culture
inexpensive

Many types of species

For cooking

Environment

We found bamboo power
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What is “Sustainable 
development”

Development Environment

*Natural disaster increasing
Flood

Air pollution
Global warming

Breakdown of tradition

*Less economic growth
*Economical differences 

poor or rich
*traffic jam

Disturb 
the peace

Disturb 
the peace

Non sustainable
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Development environment

It’s sustainable
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How a Stirling Engine Works 

 
0. Stirling engine 

A Stirling engine is an external combustion engine that causes mechanical work by heating the 
inside gas from the outside of the cylinder, which was invented by R. Stirling in 1816. 
 
1. Nature of air 

If the cylinder is heated, the 
air in the cylinder expands and 
presses the piston down; when 
the cylinder is cooled, the air 
inside contracts and pulls the 
piston up (Figure 1).  This is 
because the air pressure becomes 
higher as the air gets warmer.  
This is the very basic and 
important phenomenon in 
understanding how a Stirling 
engine works. 
 



17

33

21 18 21

34

21 18 21



18

35

21 22 26

36

21 22 26



19

37

(Certification)

38

4



20

39


