
①ものや命を大切にすることや、家庭廃油のゆくえについて学
び、市民としての責任を感じる。 
②タネや油と人間の生活、地産地消、3R、ライフスタイルの
見直しなどを総合的に学ぶ。 
③地域、家庭、校内へのインタビューや提案、交流を通じ、自
分と地域とのつながりを意識する。 
④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す。 
⑤地域を巻き込んだ家庭廃油循環の仕組みづくりを提案し、計
画を立て実行する力を身につける。 

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 

(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 

学年 

学習内容 

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 

プログラ
ムの目標 

プログラ
ムの概要 

なたねをテーマに、①ものの循環（もったいない） ②命の循
環 ③家庭廃油循環の仕組みの、3つの循環を体験的に学ぶ。
さまざまな種から油を抽出する実験を通じて、種は命、エネル
ギーの源であることや生物の成長・生活に油が重要な役割を担
うことを理解する。次に、学校、地域の店舗、家庭を対象とし
たインタビューやアンケートによって、油のリサイクルの現状
を把握する。家庭廃油回収の必要性に気づくとともに、ワーク
ショップ形式で家庭廃油回収に関するアイデアをまとめ、地域
住民や保護者を対象とした交流会を開催し、自分たちのアイデ
アを提案するとともに、対話を通じて地域の人の意識や行動の
変革のきっかけとする。 

教科/領域 

小学校5年 

社会 

茨城 



食用油を大量に生産・消費・廃棄していることに
気づき、油を有効に使う方法を考える。 

持続可能
な社会の
構成概念 

ESDで育
みたい 
能力／ 
態度 

地域の住民、店舗、学校、家庭などのヒアリング
を行うとともに、調べた結果を地域の人や保護者
に発表し対話によって学びを深める。 

事業者と家庭での廃食油の処理方法を知り、自ら
進んで廃食油の有効利用をする方法を考え、提案
する。 

廃食油のリサイクルについて、自分なりの考え方
を持ち、地域の人たちに提案するとともにさまざ
まな人と意見を交わして提案をより具体化する。 

なたね油について、生物的な意義、人間の生活の
中での使われ方、廃食油の処理の仕方など多様な
観点から学ぶ。 

廃食油の処理方法について、地域の店舗、学校、
家庭の実態を把握し、あるべきリサイクルの姿を
描き、自ら提案するとともに対話によって解決し
ようとする態度が養われる。 

学習指導
要領との
関連 

小学校6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。 
＜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。 
 
(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。 

学年 

学習内容 

教科/領域 理科 

小学校5・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。 

家庭 

小学校5・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。 

道徳 



活動・学習内容 

1時間目 

指導・支援の方法、ポイント等〔教材・必要物〕 

○植物は種の養分を基にして育つことを学ぶ。 
○種にいろいろな種類があることを知る。 
○ナタネやヒマワリの種をつぶし、種をつぶして
油が採れることを知る。 
○動物性油脂（ラード）を手で暖めて溶かし、比
べる。 

◇緑のカーテンやアサガオを育てた経験を思い出すよう、植物の写真を
見せながら種が植物の基であることを伝える。 
◇種に含まれる油が植物を育てる力であることを伝える。 
◇味、香り、堅さ、手触りなどできるだけ多くの感覚を使って種を観察
する。 
◇種をつぶして油を抽出し、種類によって油の含有量や味に違いがある
ことに気づく。 
◇動物性の油と植物性の油を比べて観察する。 
 
〔ナタネやヒマワリなどの種、クッキングシート、ジッパー付きの透明
な袋、のし棒、スプーン、ラード〕 

1 プログラム（単元・題材）の展開の流れ  
総時間 

8時間 

批判 一粒の種から 未来 

多面 伝達 

協力 関連 

参加 

2・3 
時間目 

○給食室や学校近隣の店舗を訪問し、油の使い方、
廃食油の処理などを調べる。 
○聞き取った内容を模造紙にまとめて発表し、全
体で共有する。 

◇事前にインタビューできる店舗を決めて、数人のグループに分けて割
り振る。 
◇使っている油について「種類」「用途」「産地」「何回（日）くらい
使えるか」「継続利用ができないか」「廃油の処理方法」「消費者に望
むこととその理由」をインタビューする。 
◇各店舗から「出された料理を残さないで欲しい」という回答があるた
め、「いただきます」は「命をいただく」意味であることを補足する。 
〔質問が書かれた「ナタネの妖精からの指令書」、模造紙、付箋紙、
マーカー〕                      

批判 油の使い方を調べよう 未来 

多面 伝達 

協力 関連 

参加 



活動・学習内容 

4時間目 

指導・支援の方法、ポイント等〔教材・必要物〕 

地域住民に対する家庭用廃食油処理に関するアン
ケートを作り、宿題として取り組む。 

◇ワークショップ形式でアンケートの対象・内容、配布・回収方法など
について話し合って決める。 
◇活発に意見が出るよう、隣同士で話し合った後全体で共有するなど
ファシリテーションの工夫をする。 
◇以下の宿題を出す。 
児童２人が１組となり、地域住民を訪問し、調査する。 
同じアンケートを校内にも配布・回収する。 
地域の人口などの情報とともに図表にまとめる。 

2 プログラム（単元・題材）の展開の流れ  
総時間 

8時間 

批判 家の油はどこへ行く？ 未来 

多面 伝達 

協力 関連 

参加 

5・6 
時間目 

○学んだことを全体で共有し、ふりかえる。 
○油について問題になっていることを整理する。 
○油について「私たちができること」「地域の人
と一緒にしたいこと」をまとめる。 
○発表の方法・形式・内容を話し合って決め、準
備する。 

◇ワークショップ形式で、家庭、店舗、学校の廃食油の処理方法の違い
を理解し、家庭では廃食油が循環しないことに気づかせる。 
◇廃食油のリサイクル方法としてキャンドルづくりなどがあることを紹
介する。時間がとれれば、実際に廃油キャンドルを作っても良い。 
◇店舗や公共の施設で家庭廃油の回収をするというアイデアが提案され
ることが多いので、関係する機関等の方が一緒に参加するとより現実的
かつ具体的な提案ができる。 
◇発表会は、地域のさまざまな人に参加を呼びかける。 
◇発表は、読み上げるだけでなく、歌や演劇をまじえるなどの工夫を促
す。            

批判 油について提案をつくろう 未来 

多面 伝達 

協力 関連 

参加 



3 プログラム（単元・題材）の展開の流れ  
総時間 

8時間 

活動・学習内容 

7・8 
時間目 

指導・支援の方法、ポイント等〔教材・必要物〕 

保護者や地域の方を招いて、提案を発表し、地域
住民や保護者と取り組む行動計画について議論す
る。 

①児童が調べてわかったこと、地域への提案を発表する。 
②発表を聞いた地域の方と児童がグループワークで実現に向けた議論を
する。 
 

批判 地域に提案しよう 未来 

多面 

協力 関連 

参加 

伝達 

地域プログラム化メンバー、実証協力校等 

地域プログラム化メンバー 
・常盤大学人間科学部 
・茨城県環境政策課環境企画担当 
・いばらきＥＳＤ実践研究会 
・新荘市民センター運営審議会 
・茨城県環境アドバイザー 
・特定非営利活動法人茨城ＮＰＯセンター・コモンズ 
 
実証協力校等 
 茨城県水戸市立新荘小学校 


