
①日々の暮らしを支えるエネルギーを、私たちはどのよう
に得ているのかを理解します。②多くのエネルギーの根源
が、太陽エネルギーであることを理解します。③日本とア
フリカなどの途上国における国民一人当たりのエネルギー
消費量の違いについて学び、途上国との格差、また日本人
の多くがエネルギーを大量消費していることを理解します。
④日本のエネルギー多消費型の社会を学んだ上で、自分た
ちはどのような行動をすれば良いかを考える態度を養いま
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

①昔、日本で多く使用されていた薪（熱エネルギー）、②
最近、普及し始めた、ソーラーパネル（光エネルギーを電
気変換） 、③海外の発展途上国などで活用され始めたソー
ラークッカー（太陽熱エネルギー）、３種類のエネルギー
でパウンドケーキを作る体験を通して、それぞれのエネル
ギーの長所・短所について体験を通じて気づきを与えます。
地域の木材（利用率）と歴史、地域の気象条件（晴天率）
などを講義形式で学びます。親子でコミュニケーションを
とる時間を設けワークショップ形式で、私たちに出来るこ
とを提案にまとめ、発表します。

群馬県

小学校４年

A 物質・エネルギー
（3） 電気の働き
乾電池や光電池に豆電球やモーターなどをつなぎ、乾電池や光電池の働

きを調べ、電気の働きについての考えをもつことができるようにする。
ア 乾電池の数やつなぎ方を変えると、豆電球の明るさやモーターの回り
方が変わること。
B 生命・地球
（3） 天気の様子
1日の気温の変化や水が蒸発する様子などを観察し、天気や気温の変化、

水と水蒸気との関係を調べ、天気の様子や自然界の水の変化についての考
えをもつことができるようにする。
ア 天気によって1日の気温の変化の仕方に違いがあること。
イ 水は、水面や地面などから蒸発し、水蒸気になって空気中に含まれて
いくこと。また、空気中の水蒸気は、結露して再び水になって現れること
があること。

理科
小学校３・４

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） 生命の尊さを感じ取り、生命あるものを大切に
する。
（2） 自然のすばらしさや不思議さに感動し、自然や
動植物を大切にする。
（3） 美しいものや気高いものに感動する心をもつ。

道徳

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６年

A 物質・エネルギー
（1） 燃焼の仕組み
物を燃やし、物や空気の変化を調べ、燃焼の仕組みについて

の考えをもつことができるようにする。
ア 植物体が燃えるときには、空気中の酸素が使われて二酸化炭
素ができること。
（4） 電気の利用
手回し発電機などを使い、電気の利用の仕方を調べ、電気の性
質や働きについての考えをもつことができるようにする。
ア 電気は、つくりだしたり蓄えたりすることができること。
イ 電気は、光、音、熱などに変えることができること。
エ 身の回りには、電気の性質や働きを利用した道具があること。

理科
小学校５・６

年

B 日常の食事と調理の基礎
（3） 調理の基礎について、次の事項を指導する。
ア 調理に関心をもち、必要な材料の分量や手順を考えて、
調理計画を立てること。
ウ ゆでたり、いためたりして調理ができること。
オ 調理に必要な用具や食器の安全で衛生的な取扱い及びこ
んろの安全な取扱いができること。
D 身近な消費生活と環境
（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

（2）地域や学校、児童の実態等に応じて、教科等の枠を超え
た横断的・総合的な学習、探究的な学習、児童の興味・関心
等に基づく学習など創意工夫を生かした教育活動を行うこと。
（3）第2の各学校において定める目標及び内容については、
日常生活や社会とのかかわりを重視すること。
（4）育てようとする資質や能力及び態度については、例えば、
学習方法に関すること、自分自身に関すること、他者や社会
とのかかわりに関することなどの視点を踏まえること。
（5）学習活動については、学校の実態に応じて、例えば国際
理解、情報、環境、福祉・健康などの横断的・総合的な課題
についての学習活動、児童の興味・関心に基づく課題につい
ての学習活動、地域の人々の暮らし、伝統と文化など地域や
学校の特色に応じた課題についての学習活動などを行うこと。
（6）各教科、道徳、外国語活動及び特別活動で身に付けた知
識や技能等を相互に関連付け、学習や生活において生かし、
それらが総合的に働くようにすること。

総合小学校３年

A 物質・エネルギー
（3） 光の性質
鏡などを使い、光の進み方や物に光が当たったときの明るさや暖か

さを調べ、光の性質についての考えをもつことができるようにする。
ア 日光は集めたり反射させたりできること。
イ 物に日光を当てると、物の明るさや暖かさが変わること。
（５）電気の通り道
乾電池に豆電球などをつなぎ、電気を通すつなぎ方や電気を通す物

を調べ、電気の回路についての考えをもつことができるようにする。
ア 電気を通すつなぎ方と通さないつなぎ方があること。
イ 電気を通す物と通さない物があること。
B 生命・地球
（3） 太陽と地面の様子
日陰の位置の変化や、日なたと日陰の地面の様子を調べ、太陽と地

面の様子との関係についての考えをもつことができるようにする。
ア 日陰は太陽の光を遮るとでき、日陰の位置は太陽の動きによって
変わること。
イ 地面は太陽によって暖められ、日なたと日陰では地面の暖かさや
湿り気に違いがあること

理科



時 活動・学習内容

（1時間）
地球温暖化はなぜ起こるの
だろう？

単元名
（題材名）

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考える
・各国の温室効果ガス排出
・エネルギー開発・消費問題との関
係を知る。

・実施する省エネ活動の背景・意味を知るために基礎を学ぶ。
・必要に応じて映像を用いたり、外部講師（専門家、環境団体、地域の団体
など）と連携する。

※対象に応じてアニメーションなどを活用する

1プログラム（単元・題材）の展開の流れ 12時間

（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？

・温室効果ガスを出しているのか
・どこを削減できるか
・どうしたら削減できるか

・各国別の温室効果ガス排出量、日本国内での部門ごとの温室効果ガス排出
量を知る。

・家庭でのエネルギー消費がどこにつながっているか学ぶ。
・削減の必要性や可能性を学ぶ
※対象に応じてアニメーションなどを活用する

（3時間）
毎日の生活でどのくらいの
エネルギーを使っているの
だろう？

・おきてから寝るまでに使用する電
気機器についてリストアップする。

・それぞれの消費電力と使用時間か
らどれだけ電力を使っているか把
握する。

・身近な日用電気機器の消費電力などを把握する。



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 12時間

時
単元名

（題材名）

（4時間）
エネルギーにはどんなもの
があるのだろう？

・どんなエネルギーがあるか具体的
に知り・理解する

・エネルギーがどのように生まれるか理解する。
・電気に変換できるエネルギー知る

（5時間）
エネルギーはどの様に生ま
れるのだろう？

・日本で発電している電力はどんな
モノがあるのか知る

・日本の電源別発電量統計などから電力が生まれているか知る
・最近、開発されている発電を知る

（6時間）
持続可能なエネルギーには
どんなモノがある？

持続可能（繰り返し使える・期間な
ど）について理解する。

・日本の電源別発電量統計などからどのエネルギーが持続可能なエネルギー
なのか考える。



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

時
単元名

（題材名）

（7時間）
太陽熱（ソーラークッ
カー）

ソーラークッカーを使ってパウンド
ケーキを作る
・熱源の理解する
・器具に触れてみる（熱を感じる）
・どんな時に使用できるか？どんな
時に使用できないか？考える

・世界の国民一人当たりのエネルギー消費量に違いがあるのか考えさせる
・途上国のエネルギー状況について知る
→格差の問題

・日本が世界の中でもエネルギーを多く使用していることに気づく
※対象に応じてクイズ形式で行う
▲ソーラークッカーなど

（8時間）
太陽光（ソーラーパネル） ・ソーラーパネルを電気変換し電気

炊飯器を使ってパウンドケーキを
作る

・器具にふれてみる（機器の理解）
・熱源を理解する
・どんな時に使用できるか使用でき
ないか？考える

・地域の気候的特性を気づかせる。
・なぜソーラーパネル（発電）に適しているか理解させる。（日本の年間降
水量、日照時間などを比較）
・電気の供給の現状について知る
・電気の重要さに気づく
・ソーラーパネル・蓄電器の仕組みを知る
※対象に応じてクイズ形式で行う
▲簡易式ソーラーパネル・蓄電器

（9時間）
木質バイオマス（薪） ・薪に火をつけパウンドケーキを作

る
・熱源を理解する
・どんな時に使用できるか？どんな
時に使用できないか？考える

・ガス、IHは化石燃料（輸入）由来であり、伝統的なエネルギーの地産地消
について学ぶ

・地域の森林資源について学ぶ
・薪も太陽エネルギーの産物であることを理解する
・伝統的に家庭の調理方法を理解させる。
→薪を触らせる
（日本と地域の森林分布、地域産材出荷量の経年変化）
※対象に応じてクイズ形式で行う
▲薪など

12時間



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

時
単元名

（題材名）

（10時間）
学んだことをふりかえろう
（それぞれの長所短所に気
づく）

・ソーラークッカー、ソーラーパネ
ル、薪の長所・短所を比較する

11につながるように、３種のエネルギーごとに長所・短所を書き出しまとめ
る

（11時間）
自分達にできることを考え、
意見交換しよう

・各家庭（自分達）で出来る電力消
費を考え、意見交換しまとめる

・３種で出来たパウンドケーキを試食し、リラックスしながら、発表をまと
める

12時間

（12時間）
自分達にできることを発表
しよう

・11でまとめ、できることを発表
する

・発表させることにより、様々な考
えを共有でき、今後の生活・学習
環境の変化を期待する

・リラックスした雰囲気のなか、参加者が発表しやすいように進行する
・それぞれの発表を聞いた後に感想など参加者発表したり、アンケートをと
る

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：NPO法人チャウス自然体験学校、群馬県環境森林部環境政策課温暖化対策室、群馬県教育委員会、昭和理化学器械株式会社、
足利工業大学
実証協力校等：東毛青少年自然の家、北毛青少年自然の家


