
①地球温暖化は身近にも影響を及ぼしていること、自分達の生
活にも深くつながっていることを理解し、自分達の問題である
と受け止め、当事者意識を育む。 
②地球温暖化を防止するために自分に何ができるかを知り、考
え、実践し、発表するという学びを積み重ねることで、「継続
して取り組む」意欲を育む。 
③発信することで、他者に伝えるコミュニケーション力、参加
する態度を育み、みんなで共に行うことで、多面的に課題解決
を導く力を育む。 

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 

「生き物は円柱形」 
生き物の多様性を知り、
地球を守らなければなら
ないことに気づく。 
 
「豊かな言葉の使い手に
なるためには」 
収集した知識や情報を関
連づけ、互いの立場や意
図をはっきりさせ、計画
的に話し合うことができ
る。 

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 

地球温暖化の原因やその改善策をきちんと理解し、自分の問題
として受け止め、自分にできることを見つけ、実践する児童を
育む。地球の温暖化が、自分の生活に深く結びついていること
に気づき、その進行を防ぐための方法を考える。地球温暖化の
原因であるCO₂を減らすために、当たり前に使用している電気
などのエネルギーの使用を減らすことの重要さを理解する。
「省エネ」をテーマに「自分には何ができるのか」の課題を設
定し、夏休みに取り組み、結果をまとめ、仲間に発表する。仲
間の発表を共有することで、いろいろな省エネ活動があること
に気づき、継続して省エネに取り組む意欲を育む。また、他の
学年や保護者や地域の人に発信し、みんなで省エネに取り組ん
でいくことを提案する。 

教科/領域 

「自動車工場とわたした
ちの生活」 
人や環境にやさしい車作
りをめざし、人々の生活
をよりよくしたいという
会社の願いに気づく。 
 
「わたしたちの生活と環
境」 
森林と生活とのかかわり
や環境保全への関心を高
める。 

「ご飯と味噌汁作り」 
地産地消で朝食をつくる。 

小学校5年 

国語 

小学校5年 

社会 

小学校5年 

家庭 

岐阜 



地球温暖化の現状や原因の学習と並行して、その
原因となっている化石燃料の有限性について学習
する。 

持続可能
な社会の
構成概念 

ESDで育
みたい 
能力／ 
態度 

地球の資源を使用している自分の生活や社会を捉
え、多様な人々の連携によって、環境問題を解決
し、持続可能な社会を実現できることに気づく。 

化石燃料を日々使用している自分の生活をふりか
えり、未来への責任について考え、自分には何が
できるかを考える。 

資源の有限性を学び、未来社会を予測し、行動す
るための態度を育む。 

児童一人一人が省エネ活動に取り組み、取り組み
を発表しあうことで、自分の活動をより多面的に
捉え、実践行動を喚起することができる。 

体験学習、発表などを積み重ねることにより、主
体的に考え、行動する意欲を育む。 

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〕 

地球温暖化のメカニズムを知る 地球温暖化の状況、現状や原因を伝える。 
原因が人間の排出する二酸化炭素であることを理解し、自分達の生活に
結びついていることに気づかせる。 
地球温暖化が進行するとどうなるのかを考える。 
 

1 プログラム（単元・題材）の展開の流れ  
総時間 

12時間 

批判 地球温暖化はなぜ起こるのだろう 未来 

多面 伝達 

協力 関連 

参加 



活動・学習内容 

2時間目 

指導・支援の方法、ポイント等〔教材・必要物〕 

外部講師 
・電気のしくみを知る。 

電気をつくる実験を通して、発電のしくみを知る。 
発電におけるCo₂の排出量を意識し、説明し、電気をできるだけ使わな
いことが地球温暖化防止になると気づかせる。 

2 プログラム（単元・題材）の展開の流れ  
総時間 

12時間 

批判 地球温暖化を防ぐにはどうしたらいいのだろう 未来 

多面 伝達 

協力 関連 

参加 

3時間目 

・家の中の電化製品を調べる。 
・ワットチェッカーを使って電気量を測定する。 

家庭にある家電製品を把握することで、生活の中で自分がたくさんの電
気を使用していることに気づかせる。 
ワットチェッカーを使用し、電化製品を使用する際にどれだけの電力が
使われているのか実感させる。 
〔ワットチェッカー、ドライヤーなど電化製品〕 

批判 家の中でどれくらいの電気を使っているのだろう 未来 

多面 伝達 

協力 関連 

参加 

4時間目 

・夏休みに家でできる省エネを調べる。 生活をふりかえり、生活の中にある温暖化の原因を探る。 
省エネ対策には様々な方法があるというヒントを与える。 
・ワットチェッカー、フードマイレージ、エコマークなど 
自ら課題を持って取り組むことで主体性を持ち、取り組む意欲を育む。                           

批判 自分にできる省エネを考えよう 未来 

多面 伝達 

協力 関連 

参加 



活動・学習内容 

夏休み 

指導・支援の方法、ポイント等〔教材・必要物〕 

家で省エネに取り組む。 
（夏の省エネ活動） 

家でできる省エネを考え、実践しまとめる。 

3 プログラム（単元・題材）の展開の流れ  
総時間 

12時間 

批判 家で省エネ活動に取り組む（夏の省エネ活動） 未来 

多面 伝達 

協力 関連 

参加 

5時間目 

グループで夏休みの取組を共有する。 
発表方法を考える。 

まとめた意見をどのように他のグループに伝えるのかを考える。 
他の児童と協力し、説明に使う図や、伝え方を工夫する。 
〔画用紙、付箋、ペンなど〕 

批判 発表会準備 未来 

多面 伝達 

協力 関連 

参加 

6・7 
時間目 

夏休みに取り組んだ省エネ活動を発表する。 児童にも身近な活動を映像で見せることで、省エネをより身近に引き寄
せ、自分の活動に活かす。 
他の児童にわかりやすく伝えるように工夫をする。 
他の児童の発表を聞き、温暖化防止には様々な方法があることに気づき、
「自分にもできる、やってみたい、続けたい」という意欲を育む。 
家庭での取組だけでなく、学校への取組へと視野を広げる。 
以後の学習、学校の省エネ対策につなげる。 
〔映像教材〕 
※映像１：学校で使う電気 
※映像２：食 

批判 中間発表 未来 

多面 伝達 

協力 関連 

参加 



活動・学習内容 

8時間目 

指導・支援の方法、ポイント等〔教材・必要物〕 

学校の中で省エネでないところを探す。 学校ではどんなところで電気を使っているのか、電気やエネルギーを無
駄遣いしていないかどうかを調べる。 
〔映像教材〕 
※映像３：太陽光パネル 
※映像４：紙のリサイクル 

4 プログラム（単元・題材）の展開の流れ  
総時間 

12時間 

批判 学校でできる省エネを考えよう 未来 

多面 伝達 

協力 関連 

参加 

9時間目 

外部講師 
・電気自動車について知り、試乗する。 
・LED電球のよさを考える。 
・自転車発電に挑戦する。 
・太陽光発電や次世代の電池等について知る。 

Co₂排出量の少ない発電方法もあり、地域、社会も地球温暖化防止のた
めに取り組んでいることを知る。 
・電気自動車・ハイブリットカー試乗 
・自転車発電の体験 
〔電気自動車、自転車発電機〕 

批判 次世代エネルギーについて知ろう 未来 

多面 伝達 

協力 関連 

参加 

冬休み 

家で省エネに取り組む 
（冬の省エネ活動） 

家でできる省エネを考え、実践しまとめる。 

批判 家で省エネ活動に取り組む（冬の省エネ活動） 未来 

多面 伝達 

協力 関連 

参加 



5 プログラム（単元・題材）の展開の流れ  
総時間 

12時間 

活動・学習内容 

10時間目 

指導・支援の方法、ポイント等〔教材・必要物〕 

学習のまとめを、発表会でどのように表現するか
を考える。 

発表会を参観する保護者、4年生にも分かりやすく伝える方法を考え、
工夫する。 
〔画用紙、付箋、ペンなど〕 

批判 発表会準備 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 
・岐阜大学 
・羽島市立正木小学校 
・NPO法人e-plus 生涯学習研究所 
・岐阜県環境生活部環境生活政策課 
・環境省中部環境パートナーシップオフィス 
・株式会社TREE 
・NPO法人ボランタリーネイバーズ 
 
実証協力校 
実証校：羽島市立正木小学校 

11・12 
時間目 

・4年生児童や保護者にこれまでの学習、取組を
発表する。 
・エコ宣言をし、今後も取り組むことを決意する。 

自分の取組を発表することで、省エネの取組ができたことを実感させ、
自信をもつ。 
下級生、保護者に分かり易く伝えるように工夫をする。 
学校で保護者に伝えることで、地球温暖化や地球温暖化防止対策につい
て広める。 
 

批判 学習発表会 未来 

多面 伝達 

協力 関連 

参加 


