
児童たちが自分で考えるプロセスを通じ、地球温暖化のし
くみとエネルギー問題について学び、学校単位のエネル
ギー対策にあてはめて理解することを目指します。
特に、エネルギー消費量が高まる冬の家庭や学校における
エネルギーの使用状況を理解し、省エネルギーの実践方法
を考えることで、ものごとのつながりやかかわりを多面的、
総合的に考える力を身に付けることを目標としています。
また、省エネルギーの取り組みを続けていく難しさに気づ
き、続けるためにはどのような工夫やしくみがあれば良い
かを考え、事例を学ぶことで、過去や現在に基づいて未来
像（ビジョン）を構築し、それを他者と共有しながら、も
のごとを推進する力を身に付けることができます。

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

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

学年｜教科

学習内容

プログラ
ム目標

プログラ
ム概要

省エネルギー実施の一連のプロセスを、実際に実行しなが
ら学ぶプログラムです。参加する児童が自ら考え、主体的
に取り組めるよう促すこと、方法や成果の「見える化」、
学校生活の改善提案、自治体の環境政策との連携等がポイ
ントとなります。

北海道

社会
小学校５・６

年

C 快適な衣服と住まい
（２） イ 季節の変化に合わせた生活の大切さが分かり、
快適な住まい方を工夫できること。
D 身近な消費生活と環境
（2） 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

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

【創造】＊その他



活動・学習内容
指導・支援の方法、ポイント等

〔教材・必要物〕

1プログラム（単元・題材）の展開の流れ 11時間

時
単元名

（題材名）

（1時間）
地球温暖化はなぜ起こるの
だろう？

【学習目標】北海道の冬季の生活を
再確認し、日々の生活が地球温暖化
とつながっていることを理解する。
① 冬季の「北国の暮らし」を想定
し、ストーブなど、部屋を暖める
ために使う機器名を挙げる。

② 「世界・日本の夜景データ（衛
星写真）」や、主要国の一人あた
りの電力消費量や国別の電力消費
量を示すグラフを見て、日本と世
界の電気の使用状況を確認する。

③ 温室効果ガスについて知り、地
球温暖化と生活のつながりについ
て考える。

○冬季の「北国の暮らし」には、暖房や給湯などに、石油、
石炭、天然ガスなどを含めて、多くのエネルギー資源が必要であることを
示す。

○北海道には冬を暖かく過ごす生活の知恵が多く伝えられていることも伝え
る。

○温暖化には様々な要因が考えられる（一つの問題だけでは無い）ことを示
す。

〔映像等（必要に応じ）、書籍・資料等〕

（2時間）
温室効果ガスを減らすには
どうしたらいいのだろう？

【学習目標】どのような活動が二酸
化炭素排出につながっているのかを
考え、生活を振り返る
① 生活のどの活動が温室効果ガス
を排出しているかに気づく。

② どこを削減できるか、どうした
ら削減できるかについて考え、意
見を共有する。

○「家庭からの二酸化炭素排出量」を、風船などを使って「見える化」する。
・地方別世帯あたりの推計二酸化炭素総排出量（部門内訳つき）などを提示
してもよい。

○「学校からの二酸化炭素排出量」も風船などを 用いて「見える化」する。

〔書籍・資料等〕

（3時間）
毎日の学校生活でどのくら
いのエネルギーを使ってい
るのだろう？

【学習目標】日々の生活でのエネル
ギー消費を把握する。
① 登校してから下校するまでに使
用する機器をリストアップする。

② 使われているエネルギー資源を
整理する。
「電気」「ガス」「灯油・ガソリ
ン」などがあることを把握する。

○パソコンやテレビ、黒板消しクリーナー、家庭科室の洗濯機や冷蔵庫、水
槽のエアーポンプ、照明、通学バスなど、たくさんの電気機器や機械を
使っていることを把握させる。

○リストアップに際しては、「校内探検マップ」作成など、生徒が興味を持
つ工夫をする。



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 11時間

時
単元名

（題材名）

（4時間）
具体的な省エネ方法を知ろ
う（電気機器および照明）

【学習目標】電気機器、照明の省エ
ネ方法は一つではないことを理解す
る。
① リストアップした機器の中には
省エネ設定ができるものがあるこ
とを確認し、実際に設定してみる。

② 照明については、グループもし
くは個人で担当する場所を決めて、
省エネ手法を考え、発表・共有す
る。

○具体的な省エネ手法を体得させる。
・省エネ設定ができないものについては、コンセントを抜く、スイッチを切
るなど別の手法があることを共有させる。

・照明については、窓側や不在時の消灯を実施する係を決める運用、照明ス
イッチの区分明示、白熱灯のLED への置換等が考えられることを確認させ
る。

（5・6時間）
具体的な省エネ方法を知ろ
う（暖房・空調）

【学習目標】暖房・空調の省エネ方
法は一つではないことを理解する。
① 冬季の生活において、教室を暖
めるために使う機器や、移動中に
使う暖房機器を確認し、それに使
用されるエネルギー資源が何かを
調べる。

② 部屋の中で温度差があることを
認識し、その理由を考える。

③ 室温の設定温度を高くしないた
めに、教室でできる工夫、一人ひ
とりができる工夫について意見を
出し合い、実際に取り組む。

④ 夏季においても同様の視点から、
涼しく過ごすことができる工夫を
考える。

○冬季は、衣類による工夫や快適な温度設定、ドアの開け閉めや気流の管理、
気泡緩衝材（プチプチ）を使った窓の断熱などの工夫をしてみる。

○夏季は、打ち水、すだれ、緑のカーテンの有無による輻射熱の違い、扇風
機などによって空気の流れを変えるなどの工夫を行う。雪氷冷熱の利用事
例についても学ぶ。



時 活動・学習内容

（8時間）
省エネに取り組みたくなる
ようなしくみを考えよう

単元名
（題材名）

指導・支援の方法、ポイント等
〔教材・必要物〕

【学習目標】省エネを進めるために
必要な手法だけではなく、仕組みに
ついても総合的に考える。
① 省エネや環境を守る活動を継続
することは困難であることに気づく。
② 学校での省エネを進めるために、
どのようなしくみがあれば、楽しく
継続して取り組めるかを考える。
③ 何ができるか、毎日できること
は何かを確認する。

○前時間で考えた省エネ提案を実際に継続してゆくことができるかどうかの
問いかけを行う。
○「フィフティ・フィフティ」制度の事例などからインセンティブの概念
（環境保全活動を継続することは困難であり、継続するためには、報奨制度
や協力などによる動機づけが必要であるという考え方）を紹介する。
・インセンティブには、経済的なインセンティブのほかに、例えば「上級生
が下級生をほめる」などの心理的なインセンティブや「レクリエーションや
交流など、自由な時間が増える」方策などもありえる。
・スーパーでのマイバックの利用によるエコポイントの付与など、省資源を
進める身近な事例も提示する。

3プログラム（単元・題材）の展開の流れ 11時間

（9時間）
省エネポスターを作ろう！

【学習目標】省エネを可能にする手
法・仕組みを総合的にとらえ、まと
めてゆき、将来に向けて立てた計画
を他者と共有する。
① 省エネ活動を全校生徒に呼びか
けるポスターを作成する。
・ポイントをわかりやすくまとめる。
・伝わるように配色や言葉を工夫す
る。

○「こうしたら続けられる」、「こんな方法なら省エネ活動ができる」など
具体的な提案があると、今後の校内活動につながる。
○調べた現状の数値の報告・省エネして減らしたい具体的な数値（○％減ら
したい）を盛り込む。

（7時間）
学校内での省エネ余地探し

【学習目標】実際に校舎内をまわり
省エネ余地を見つけ、そこに対する
省エネ手法を考える。
① グループで校舎を回り、「電気
機器」「照明」「暖房・空調」の３
分野について、省エネの余地を探す。
② 見つけ出した余地に対する省エ
ネ提案を考える。
③グループごと発表して共有する。

○3 時間目で作成した「校内探検マップ」を利用してもよい。



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 11時間

時
単元名

（題材名）

(11時間)
学校の省エネ対策を発表し
よう！

【学習目標】計画・提案を発表する
なかで、自分の気持ちや考えを伝え、
他者とコミュニケーションを行う。
①校内報告会を開き、省エネを実践
した成果、学校・自治体への提案を
発表する。
②参加者から反応を得る。

○授業の実施に協力してくれた企業や自治体の関係者に、可能な範囲で報告
できるようにする。
・授業に理解のある企業や行政担当者がいれば、積極的に校内報告会などへ
の案内状を送付する。
○質疑応答の時間を設け、児童が積極的にコミュニケーションをとれるよう
にする。
○9 時間目の省エネポスター作りや11 時間目の発表等を通して提案した省
エネ行動は、この後も継続して取り組むこととする。また、省エネ行動の校
内普及があるとよい。

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：北海道ブロック実行委員会
実証協力校等：石狩市立生振（おやふる）小学校

（10時間）
省エネ提案をまとめよう

【学習目標】学んだ省エネ手法と継
続させる仕組み、及び実践を基に、
計画を立てる。
① 児童や教員全員でこれから取り
組んだ方がよい省エネ活動や、それ
を実現させるしくみを、個人やグ
ループでまとめる。

○実践期間の結果、削減したエネルギー量の数値を実感できるような形で示
す（過年度同月との使用量を示す数値の比較など）。
○自分たちで省エネに取り組んでみた成果および感想を提案に盛り込むよう
に促す。
○校内向けの提案にとどまらず、自治体への提案も視野に入れてもよい
（「フィフティ・フィフティ」制度の導入、照明のLED への転換や再生可能
エネルギー設置など）。


