
①日々の暮らしの中で使っている電気がどのようにして作られ
ているか理解する。 ②電力の使用量は私たちの暮らしの中で
使う電気器具の増加とともに増え続けていることに気付き、生
活様式の変化がエネルギー資源の枯渇や環境問題、経済の国際
化とかかわりあっていることを理解する。 ③電力の使用量や
発電方式は、国によって異なり、エネルギー資源や生活様式な
どを反映していることを理解する。 ④発電は環境に負荷を与
え、発電方式によって負荷の大きさが異なることを知る。 ⑤
より良いエネルギーの使い方を考え、自ら実践できることを提
案し、行動する態度を養う。 

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 

（３）我が国の工業生産
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、それらは国民生
活を支えていること。 
 ウ 工業生産に従事し
ている人々の工夫や努力，
工業生産を支える貿易や
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 

さまざまな発電の方法があることを実験によって学び、それぞ
れの発電方式の長所と短所を考える。日本の発電量と発電方法
による比率を他の国と比べて、違いを考える。また、日本の発
電量と発電方式の変遷を年代別に見ることによって、電化製品
の歴史やエネルギー資源を他国に頼る現状を理解する。さらに、
発電方式による環境負荷の違いを理解し、将来のエネルギー利
用を構想し、地域、家庭、学校で実行する計画にまとめ、発表
する。これらの学習を通じて、エネルギー資源に限りがあるこ
と、環境への負荷の少ないエネルギーの利用について、批判
的・多面的に考え、より良いエネルギー利用のために自ら行動
する態度を養う。 

教科/領域 

（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。 
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。 

（３）身近な消費生活と
環境（２） 
ア 自分の生活と身近な
環境のかかわりに気付き，
物の使い方などを工夫で
きること。 

小学校5年 

社会 

小学校6年 

理科 

小学校5・6年 

家庭 

東京 



エネルギー資源について、世界の中ではそれぞれ
の地域の特性を生かした資源があることに気付か
せることが大切である。 

持続可能
な社会の
構成概念 

ESDで育
みたい 
能力／ 
態度 

エネルギー資源での化石資源は有限であり、それ
をいかにして使用していくのかを調べ考えていく。 

エネルギーの現状を理解するだけではなく、それ
ぞれの国での利害関係についても理解する必要が
ある。子ども達なりに判断し考えを出していくこ
とが大切である。 

エネルギーの作られ方にはそれぞれ長所と短所が
ある。それを調べたり体験したりすることで子ど
もなりに判断できる能力が育まれる。 

グループ児童自らが実験装置等を動かして、それ
ぞれの発電原理を発見させ、より協力する力が育
まれる。 

エネルギー資源の乏しい我が国の現状から、どの
ようなエネルギーを作っていくのか社会やものの
つながりを考える力をつける。 



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〕 

○備長炭電池を作る。 
・発光ダイオードや電池などつなぐものを変えて
明るさを比べる 
・電池を直列につないで明るさを比べる 

◇備長炭とアルミホイルで電池を作り、電子オルゴールを鳴らし、電気
を作ることと電気を音に変換する実験をする。 
◇備長炭電池に豆電球をつないで、電気を光に変換する実験をする。 
◇備長炭電池に発光ダイオードをつないで、豆電球よりも明るく光るこ
とを実験し、電気器具によって電力の使用量が違うことに気づく。 
◇備長炭電池を複数個、直列につなぎ、豆電球が明るく光ることを実験
し、電気の力を大きくするには、より多くの発電の設備が必要であるこ
とに気づく。 
◇時間と資材に余裕があれば、備長炭電池の他にレモン電池などいろい
ろな方法で電池を作る。 
 
〔備長炭、アルミホイル、ペーパータオル、金属製クリップ（大）、
リード線（赤・黒各１本）、電子オルゴール、発光ダイオード、豆電球、
食塩〕                        

1 プログラム（単元・題材）の展開の流れ  
総時間 

12時間 

批判 炭で電池をつくってみよう 未来 

多面 伝達 

協力 関連 

参加 

2・3 
時間目 

○いろいろな発電の方法を実験する。 
・手回し発電機 
・太陽光発電 
・燃料電池 
 

◇手回し発電機では、ＬＥＤと電球をつないでハンドルを回すときの重
さを比べる。 
◇発電方式が違っても、回転運動を電気に変える、化学反応を電気に変
える、光を電気に変えるなどの基本的なパターンがあることを理解する。 
 
〔手回し発電機、太陽光発電機、燃料電池実験装置〕 

批判 いろいろな方法で電気をつくろう 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〕 

○家庭の電気はどのような方法で発電しているか
を考える。 
・各種発電所の原理を知る 
・発電方式の長所、短所を考える 

◇家庭で使う電力がどのような方法で発電しているか、水力、風力、火
力、原子力等の発電の原理を説明する。 
◇発電方式ごとの長所と短所を話し合い、比較する。 
 
                         

2 プログラム（単元・題材）の展開の流れ  
総時間 

12時間 

批判 家で使う電気はどうやってつくっているのだろう 未来 

多面 伝達 

協力 関連 

参加 

5・6 
時間目 

○国内の発電方式ごとの割合を考える。 ◇火力、水力、原子力など発電方式別の発電量を考える。どの発電方式
のものが多いか、長所と短所を思い出して、児童に予想させるなどの方
法をとっても良い。 
◇発電方式別の発電量の推移を知る。1960年代の前と後、1970年代の
前後、2011年の前後など、変遷をグラフなどでとらえ、家庭の中での電
気器具が増えていることや世界各地からのエネルギー資源の輸入量や災
害の影響などと照らし合わせて、比率が変わってきた理由や影響を考え
る。 
◇他の国と比較し、日本との違いが生まれる原因を考える。電力のあま
り使えない国、再生可能エネルギー利用の盛んな国、生活様式の違いな
どを比較する。             

批判 日本で使う電気はどうやって作っているのだろう 未来 

多面 伝達 

協力 関連 

参加 

7・8 
時間目 

○発電方式がどのような影響を環境に及ぼすか考
える。 
○環境への影響を少なくするにはどうするかを考
える。 

◇エネルギー資源の枯渇問題、発電による廃棄物、自然への影響などを
調べる。 
◇発電所の見学などを合わせて行っても良い。 
◇再生可能エネルギーの利用促進策と現状について学習する。 
 

批判 エネルギー源と環境 未来 

多面 伝達 

協力 関連 

参加 



活動・学習内容 

9・10 
時間目 

指導・支援の方法、ポイント等〔教材・必要物〕 

○これからのエネルギーを考えよう 
・未来に向けたエネルギーアイデアを考える 

◇児童なりに考えた「未来エネルギー」の発想を大切にする。 
 

3 プログラム（単元・題材）の展開の流れ  
総時間 

12時間 

批判 新しいエネルギーを想像しよう 未来 

多面 伝達 

協力 関連 

参加 

11・12 
時間目 

○今までの学習で学んだことを整理する。 
○エネルギーに関する行動計画を話し合いまとめ、
発表する。 
○家庭や学校で実践できることを行う。 

◇クラス全体で話し合いの中で、いろいろな考えを出させてもよい。 
◇同じ意見のグループで話しあい、計画を立てさせてもよい。 
◇実践した結果をふりかえり、互いに評価しあう場を設けてもよい。 
 

批判 これからのより良いエネルギー生活を考え実践する 未来 

多面 伝達 

協力 関連 

参加 



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 
＜新宿区立環境学習情報センター：地域環境学習コーディネーター＞ 
 ・プログラム作成のための相談、助言、コーディネーター担当 
 ・学校の要望に応えて、指導計画の作成、助言および学習指導案の作成、助言にあたった。 
 ・外部講師（新宿の環境学習応援団“まちの先生”）の選考、打ち合わせの設定、授業内容の検討等、指導案作成への協力を行った。 
 ・授業当日は担任と連携して、司会進行の役割を担った。 
＜新宿の環境学習応援団“まちの先生”＞ 
１．電力関係者 
 ・教材・教具の提供（水力、火力、風力、自力発電の模型、実験装置） 
 ・指導案作成への協力 
 ・授業当日の児童への指導  等 
２．ダイキン工業株式会社ダイキンソリューションプラザフーハ東京 
 ・教材・教具の提供（太陽光発電の模型、実験装置） 
 ・指導案作成への協力 
 ・授業当日の児童への指導  等 
３．東京ガス株式会社中央支店 
 ・教材・教具の提供（燃料電池の模型、実験装置） 
 ・指導案作成への協力 
 ・授業当日の児童への指導  等 
 
実証協力校等 
 東京都新宿区立鶴巻小学校 


