
①“もったいない”、“いただきます”、“家庭廃油循
環”をキーワードに、ものや命を大切にすること、廃油の
行方について学び、気づきを得ます。②種と人間の関わり、
地産地消、世界とのつながり、廃油利活用、ライフスタイ
ルの見直し、3Ｒ、公害問題などを総合的に学びます③家
族との関係を改めて見つめ直します。④地域へのインタ
ビューや発表を通じ、調べる力を伸ばし、地域とのつなが
りを意識します。⑤グループワークや発表を重ね、他者と
協力する態度やコミュニケーション能力を伸ばします。⑥
家庭廃油循環のしくみづくりを通じ、批判的・総合的に考
える力や、計画を立てる力を伸ばします。

学習指導
要領との
関連

小学校低学年 小学校高学年小学校中学年 中学校

学年｜教科

学習内容

プログラ
ム目標

プログラ
ム概要

なたねをテーマに、ものを大切にすること（もったいな
い）、命の循環、家庭廃油循環の仕組みづくりを体験的に
学びます。
①まず様々な種をつぶして油を抽出する実験などを通じて、
種は命、エネルギーの源であることを学びます。
②人間の生活が種に依存していることや、廃油などが原因
となった公害問題の歴史を講義形式で学びます。
③地域の店舗にヒアリングに行き、廃油処理方法を調べま
す。さらに、作成した廃油キャンドルを使用して、家族で
コミュニケーションをとる時間を設けます。
④ワークショップ形式で学んだことや地域への提案をまと
め、発表します。

茨城県

小学校5年

＜植物の発芽，成長，結実＞
(1) 植物を育て，植物の発芽，成長及び結実の様子を調べ，
植物の発芽，成長及び結実とその条件についての考えをも
つことができるようにする。
ア植物は，種子の中の養分を基にして発芽すること。（p. 
54）

理科小学校6年

＜生物と環境＞
(3) 動物や植物の生活を観察したり，資料を活用したりして
調べ，生物と環境とのかかわりについての考えをもつことが
できるようにする。
ア生物は，水及び空気を通して周囲の環境とかかわって生き
ていること。
イ生物の間には，食う食われるという関係があること。（p. 
57）

(3) 内容の「Ｂ生命・地球」の(3)のアについては，水が循環
していることにも触れるものとする。（p. 58）

理科

ＥＳＤ
の要素

多様性

有限性

連携性

相互性

公平性

責任性

【批判】批判的に考え
る力

【協力】他者と協力
する態度

ESD視点で
育みたい
能力/態度

持続可能
な社会
づくりの
構成概念

【未来】未来像を予
測して計画を立てる力

【関連】つながりを
尊重する態度

【多面】多面的、総
合的に考える力

【参加】進んで参加す
る態度

【伝達】コミュニケー
ションを行う力



学習指導要領との関連

学習指導
要領との
関連

学年｜教科

学習内容

学習指導
要領との
関連

学年｜教科

学習内容

小学校5年、
6年

＜身近な消費生活と環境＞
Ｄ (1) 物や金銭の使い方と買物について，次の事項を指導
する。
ア物や金銭の大切さに気付き，計画的な使い方を考えるこ
と。
イ身近な物の選び方，買い方を考え，適切に購入できるこ
と。
(2) 環境に配慮した生活の工夫について，次の事項を指導
する。
ア自分の生活と身近な環境とのかかわりに気付き，物の使
い方などを工夫できること。（p. 77～78）

家庭

小学校5年、
6年

３ 主として自然や崇高なものとのかかわりに関すること。
(1) 生命がかけがえのないものであることを知り，自他の
生命を尊重する。
(2) 自然の偉大さを知り，自然環境を大切にする。
(3) 美しいものに感動する心や人間の力を超えたものに対
する畏敬の念をもつ。（p. 92）

道徳

小学校5年

(1) 我が国の国土の自然などの様子について，次のことを
地図や地球儀，資料などを活用して調べ，国土の環境が
人々の生活や産業と密接な関連をもっていることを考える
ようにする。
イ国土の地形や気候の概要，自然条件から見て特色ある地
域の人々の生活
ウ公害から国民の健康や生活環境を守ることの大切さ
(2) 我が国の農業や水産業について，次のことを調査した
り地図や地球儀，資料などを活用したりして調べ，それら
は国民の食料を確保する重要な役割を果たしていることや
自然環境と深いかかわりをもって営まれていることを考え
るようにする。
ア様々な食料生産が国民の食生活を支えていること，食料
の中には外国から輸入しているものがあること。
イ我が国の主な食料生産物の分布や土地利用の特色など
ウ食料生産に従事している人々の工夫や努力，生産地と消
費地を結ぶ運輸などの働き（p. 25）

社会



時 活動・学習内容

（１時間）
一粒の種から
（導入）

単元名
（題材名）

指導・支援の方法、ポイント等
〔教材・必要物〕

身の回りにあるタネに隠された力や、
タネが命のつながりと関係している
ことを講義形式で学ぶ

・グリーン・カーテンやアサガオなどを育てた経験を思い起こさせる
・リラックスさせながら、言葉を引き出す

〔育てた植物の写真など〕

1プログラム（単元・題材）の展開の流れ 12時間

（２時間）
タネをつぶしてみよう
（実験）

様々な種類のタネをつぶし、油を抽
出する。実際につぶしたタネを味
わってみる

タネの中にエネルギーとして油が含まれ、ホルモンが成長を促すことを伝
える
タネによって油の含有量が異なることを学ぶ
なるべく全員がつぶせるようにする

〔各種のタネ、クッキング・シート、ジップ付透明ビニール袋、のし棒、ス
プーン〕

（３時間）
調べ学習
（地域へのインタビュー）

給食室や学校近隣の店舗に行き、廃
油処理方法などを聞き取り、廃油を
回収する

例えば以下の内容を質問する
-どんな種類の油を使っていますか？
-何に油を使っていますか？
-油は日本でつくられていますか？
-同じ油を何回使っていますか？
-使い終わった油はどうしていますか？
-私たちにできることは何ですか？

〔質問をまとめた指令書、廃油回収瓶〕



活動・学習内容
指導・支援の方法、ポイント等

〔教材・必要物〕

2プログラム（単元・題材）の展開の流れ 12時間

時
単元名

（題材名）

（4時間）
調べ学習のまとめと発表
（ワークショップ）

調べた内容をグループで模造紙にま
とめ、全体で共有する

「出された料理は残さず食べてほしい」というメッセージが店舗から出さ
れるため、「いただきます」は命をいただくということを説明

〔模造紙、付箋、マーカー〕
以下の宿題を出す

-家庭での廃油処理方法を調べる
-廃油活用法をウェブや図書館等で調べる

（５時間）
ナタネの一生と私たちの環
境（講義）

以下の内容を講義する
ナタネ油の製造方法
菜の花の役割（裏作、食用、休耕
地活用等）
日本人と菜の花の歴史
ナタネ油はほぼ輸入

世界とのつながり、食物依存、循環型社会を意識させる

（6時間）
ゴミにしない
（講義）

以下の内容を講義する
江戸時代は全て土に返し、循環し
ていた。「もったいない」も江戸
時代に生まれた
土に返るもの
大量生産、大量消費のライフスタ
イル
捨てる前に、本当にゴミか考える
廃油等による公害汚染

世界とのつながり、食物依存、循環型社会を意識させる
もったいない、3R、循環、土に返る、というキーワードを意識させる

〔3Rカード、土に返るまで何年かかるか示したボードなど〕



活動・学習内容
指導・支援の方法、ポイント等

〔教材・必要物〕

3プログラム（単元・題材）の展開の流れ 12時間

時
単元名

（題材名）

（7時間）
廃油を活かそう
（ワークショップ）

宿題として調べた家庭廃油処理方
法・活用方法をグループ内で共有し、
模造紙にまとめ、全体で共有する

家庭廃油が循環していないことを気付かせる
活用方法の例として廃油でつくられた石けんやキャンドルを見せる

〔模造紙、付箋、マーカー、廃油石鹸やキャンドル〕

（8時間）
廃油キャンドルをつくろう
（実験）

廃油でエコ・キャンドルをつくり、
部屋を暗くしてオルゴールの音とと
もに静かに炎を見つめる

家庭科室や実験室等、火が使える部屋で行う
宿題として、家庭でキャンドルの光とともに自分が生まれた時の話や命に
ついて保護者と会話し、親子それぞれ感想をまとめる
時間が超過しがちなので、時間に余裕を持つ

〔きれいな廃油、オイル・クレヨン、アロマ・オイル、タコ糸、グラス、オ
ルゴール、宿題を記入するシート〕

（9時間）
学んだことをふりかえろう
①（ワークショップ）

家庭で話した事を共有
以下の3つについて振り返りの講
義を行い、グループでまとめる。
また「私たちができること」もま
とめる

-ものを大切にする
-命を大切にする
-油のゆくえ

家庭で話し合ったことは恥ずかしがって意見がなかなか上がりにくいため、
丁寧に意見を引き出す

〔宿題を記入した紙、これまでのキーワードを大きく表示したカード、模造
紙、付箋、マーカー〕



活動・学習内容
指導・支援の方法、ポイント等

〔教材・必要物〕

4プログラム（単元・題材）の展開の流れ 12時間

時
単元名

（題材名）

（10時間）
学んだことをふりかえろう
②（グループ発表と意見交
換）

9でまとめたことを全体で共有した
後、家庭廃油循環に向けて自分たち
は何ができるか対話する

11の作業につながるよう、発表で出された意見（例えば家庭廃油活用・循環
のための方法など）を丁寧に吸い上げる

（11時間）
地域に向けた提案をまとめ
よう

学んだこと、「私たちができるこ
と」、「地域の人と一緒にしたい
こと」を、12の発表に向けて個
人でまとめる
発表の形式を話し合う（まとめた
ものを読み上げるだけではなく、
歌や演劇等を交える）

ボール紙両面にまとめたことを記入したA4の紙を貼り、展示できるように
する
時間が足りない場合は宿題とする
保護者や地域に向けて成果発表会の招待状を送る
できれば当日取材のためプレス・リリースを出す

〔ボール紙（各自3枚）、A4の紙（各自6枚）、色鉛筆、セロテープ〕

プログラム地域化メンバー、実証協力校等

地域プログラム化メンバー：認定NPO法人茨城NPOセンター・コモンズ、常磐大学、
水戸市環境課、水戸市教育委員会総合教育研究所、いばらきESD実践研究会、
茨城県生活学校連絡会、NPO法人茨城県環境カウンセラー協会

実証協力校等：水戸市立新荘小学校

（12時間）
地域に提案しよう（成果発
表会）

保護者や地域の方を招待し、11で
まとめた内容を発信する

体育館や公民館など、参加しやすい会場で行う
発表を聞いた感想など参加者から吸い上げる

〔11でまとめた作品〕


