
地球温暖化やエネルギー問題の情報を集め、様々な視点か
ら自分の意見をまとめ、発言し、行動する態度を養います。
学校及び家庭での身近な省エネルギーの方法の体験を通し
て、自ら実践する力、実践の結果等を他者に伝えるための
コミュニケーション力を育みます。エネルギー問題を地域
の課題として捉え活動している人のメッセージを受けて、
「どんな工夫や選択ができるのだろう」など問いかけ、行
動の変化と主体的な地域社会への参加意欲を高めます。日
本におけるエネルギー事情や発電のしくみ、そのメリッ
ト・デメリットなどを学び、どのような供給源としくみが
今後の日本社会に必要になるかについて、批判的かつ多面
的に考える力を育みます。 

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 

中学校1年 

ヨーロッパ州：地球環境問題 北アメリカ州：自然環境と
共生する人  

学年｜教科 

学習内容 

プログラ
ム目標 

プログラ
ム概要 

地球温暖化やエネルギー問題を「自分ごと」にし、省エネ
行動や再生可能エネルギーの利用がその解決につながるこ
とに気づき、行動へと結びつく授業を行います。エコワッ
トを使った省エネ調査、どちらが省エネ製品かを問うゲー
ム等を体験し、省エネを意識すると電力使用量が変わるこ
とを学びます。学校に設置されている太陽光発電の見学や
発電状況の把握から、また、小水力発電事業を実施してい
る人のインタビュー映像から、再生可能エネルギーの特徴
や可能性、地産地消エネルギーの存在を知ります。「今後
どのような工夫や行動をするか」「どのようなエネルギー
を選択すると持続可能であるか」についてディスカッショ
ンをし、行動につなげます。 

岐阜県 

社会 中学校3年 

世界から見たエネルギー資源・エネルギーと産業 

社会 

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 

中学校2年 

電流とエネルギー、電流とその利用 

理科 中学校3年 

エネルギー資源の利用 

理科 

中学校3年 

エネルギーの動力への利用 

技術・家庭 中学校3年 

電気の安全な使い方 

技術・家庭 

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 

中学校3年 

Unit3 太陽光パネルについての内容 
 

英語 中学校3年 

エネルギーの光・熱・情報伝達 

技術・家庭 

中学校1年 

環境を守る消貹者 

技術・家庭 



時 活動・学習内容 

（1・2時間） 
温暖化と省エネルギーの導
入授業 

単元名 
（題材名） 

指導・支援の方法、ポイント等 
〔教材・必要物〕 

 
外部講師による体験を重視した授業 
4つのグループに分かれる。 
1.温暖化の原因と現状、化石燃料の 
 枯渇 
2.太陽光パネルの見方と「学校の省 
 エネ」のヒント(先生・ゲスト 
 ティーチャー) 
3.環境省・省エネルギービデオ視聴
（岐阜県地球温暖化防止活動推進セ 
 ンター担当） 
4.いろいろな発電実験・電気自動車 
 試乗それぞれのコーナーを30分 
 ずつで１クラスが回っていく体験 
 授業（岐阜県・岐阜県地球温暖化 
 防止活動推進センターと岐阜大学 
 の資材協力） 

【有限】【責任]【協力】【参加】 
パワーポイントとビデオを使用 
1.温暖化のメカニズムと現状 
 (ワークシート①岐阜県地球温暖化防止活動推進センター) 
2.エネルギー資源の枯渇について 
 ・職員室前の太陽光パネルの見方 
 ・学校の省エネについて(ワークシート②) 
 ・学校の明かりの数、学校の電気代など(ワークシート) 
3.「さかなクンのクイズ」ビデオ視聴 
4.電気自動車試乗 
 ・いろいろな発電実験 
 ・自転車発電 
 ・手回し発電 
 ・比較実験機(ワークシート③) 
 燃料電池車の模型と・電気自動車、ハイブリッド、ガソリン自動車の仕組 
 みの違いのパネル (ワークシート④) 

1 プログラム（単元・題材）の展開の流れ  7時間 

（3時間） 
調べ学習 

 
教師による地球温暖化及びエネル
ギーに関する授業 
テーマ 
温暖化、省エネ、新エネルギー 
世界や日本のエネルギー事情など 

【有限】【責任】 
前回の学習を深め、環境新聞の制作などを行う。インターネットで調べ学習。 



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  7時間 

時 
単元名 

（題材名） 

（冬休み、2週間）  
冬休みを利用した家庭の省エネ調査 
岐阜市地球環境課「エコワットの貸
し出し」協力 

（5時間） 
再生可能エネルギーを知ろ
う 
 
 

 
エネルギーについて考えよう① 
家庭の省エネの結果 
映像① 
日本のエネルギー事情と発電の方法
（水力、火力、太陽等）光など） 
パワーポイント：日本のエネルギー
事情 
どっちこっちゲーム 

【有限】【責任】【協力】【参加】【批判】【多面】【伝達】 
日本のエネルギー 
・小水力発電、風力発電、メガソーラー、 
火力発電所、原子力発電所など 
発電の様子を撮影 
発電方法のメリット・デメリットを考える。 

日本のエネルギー事情  
【メッセージ】 
いろいろなエネルギーを体験してもらったけれど選びとるのはあなたたち 

（4時間） 
「家庭の省エネ」を考えて
みよう 

 
「家庭の省エネ」を考えてみよう 
外部講師によるゲームによる体験と
家庭の省エネ調査のための計測機器
の説明。エコワットと比較実験機の
体験学習 
 

【有限】【責任】【協力】【参加】 
・間取り図ゲームで「我が家の電気製品」を知る。 
・エコワットの使い方 
・家庭で調べてみよう。 
「明かり」「エアコン（暖房機器）」「冷蔵」 
「テレビ」「パソコン」「待機電力」など 
・ワークシート製作 



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  7時間 

時 
単元名 

（題材名） 

（7時間） 
環境新聞をつくる 

 
自分にできることを考え、環境新聞
を作る。 

（6時間） 
地域の資源を活かしたエネ
ルギー社会を考えよう 

 
映像②学校の屋上の太陽光発電の映 
像について 
映像③地域資源を活かした発電をし
ている人々 
今、大人も考えて行動している。未
来を作るわたしたちにできること、
私たちが努力することはなんだろう。 

【有限】【責任】【協力】【参加】【批判】【多面】【伝達】 
・学校の太陽光発電について 
・学校の省エネについて 
・身近な省エネルギーを考えてみよう 
・家庭の省エネの目指すもの 
再生可能エネルギー、市民発電所を普及している人のインタビュー 

映像教材制作 1コマ目 

ファシリテート カリキュラム （○：講師コメント例） 項目 時間目安 

 導 入（5分） 
 

【家庭の省エネを調べた活動の振り返り】  
◯みんなに、家での省エネの取り組みについて調べてもらったね 
◯調べた結果はどうだった？ 
◯省エネをする目的は何なのだろう？ 
◯省エネをしないと、どんな問題があるのだろう？ 



ファシリテート カリキュラム （○：講師コメント例） 

4 映像教材制作 1コマ目 

項目 時間目安 

 気づき（10分） 
 

【エネルギーの材料について考える】 
◯家庭で作っているエネルギーのもとになる資源、つまり石油や石炭はどこで採れるのだろう？ 
（海外からの輸入に頼っている。日本のエネルギー自給率は僅か4%） 
◯資源は海外からの輸入に頼っているんだね 
◯しかも、その資源は限りがあるものなんだね 
◯このまま使い続けたら大変なことになるね 
（子どもたちとやりとり） 

 知 識（10分） 
 

【再生可能エネルギーについて知る】 
◯みんなは再生可能エネルギーというのがどういうものか知っているかな？ 
 映像をみてみよう。 
 
【映像1～3：再生可能エネルギーとは】（3:59） 
・自然界の燃料から作られて繰り返し使うことができる持続可能なエネルギー 
・太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス 
 
＜映像を受けて＞ 
◯再生可能エネルギーはどんなものだと言っていた？ 
◯どんな再生可能エネルギーを知っていた？ 
◯見たことはあるかな・・・？ 

 理 解（2分） 
 

【日本の再生可能エネルギーの現状】 
 
◯日本全体で、どれくらい再生可能エネルギーが使われているか、知ってる？ 
（パネル提示） 
日本の発電量の1.6%。とても尐ない。 
再生可能エネルギーをつくることに国も力をいれている 



ファシリテート カリキュラム （○：講師コメント例） 

5 映像教材制作 1コマ目 

項目 時間目安 

 理 解（10分） 
 

【エコな商品とエコでない商品を見分けるクイズ】 
 
◯省エネが大切なことは分かったと思うけれど、実際どうしたらいいのだろう？クイズで、どっちがエコか、考えて 
 みよう。 
（カードゲーム等の活用） 
 
・電球編：蛍光灯型電球とLED電球 
・電池編：使い捨てと充電池 
・車編：軽自動車と電気自動車 
・発電編：火力発電と新エネルギー 
 
◯意外と難しいね。 
◯実際、みんなだったらどっちを選ぶ？ 
（クラス全体で意見を共有） 

 まとめ（3分） 
 

【ふりかえり：エコな暮らしを考える】 
◯再生可能エネルギーや省エネについて考えたね 
◯次回は再生可能エネルギーについてもう尐し深く考えてみます 
◯特に、私たちが暮らす岐阜県ではどんな再エネがつくられているのか、学校でできることや家でできること、 
 未来にできることなどを考えていきましょう 



ファシリテート カリキュラム （○：講師コメント例） 

6 映像教材制作 2コマ目 

項目 時間目安 

 導 入（3分） 
 

【前回の授業の振り返り】 
◯前回、再生可能エネルギーの種類について勉強したね。どんなものがあると言っていた？ 
◯太陽の光でできるのは？森の資源でできるのは・・・？ 
（太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスなど） 

 気づき（5分） 
 

【再生可能エネルギーを広めるために出来ること】 
 
◯電気があることで便利になった。学校にも、エアコン、電子黒板など、電気を使う製品がたくさんある 
◯時間帯や季節によっても、使われる電気の量は違うんだよ 
◯原子力がとまっているため、火力に頼っている。年間9兆円ものお金が海外にながれている 
◯それぞれの電力に、メリットでメリットがあるね 
 
◯再生可能エネルギーは、日本でどれくらい使われているか、覚えている？（1.6%）。 
◯再生可能エネルギーを広めるには、どうしたらいいだろう？ 

 理 解（10分） 
 

【長森南中学校での再エネについて知る】 
 
◯ここ、長森南中学校にも太陽光パネルがあるよね。 
◯どれくらい発電しているか知っている？ 
◯この映像を見てみましょう・・・ 
 
【映像4:長森南中学校の太陽光パネル（ロケ映像）】(1:45) 
・学校の屋上に設置された太陽光パネル 
（長屋先生インタビューから） 
・学校では13の教室で1時間あたり20キロワットの電力を使う                  次ページへ 



ファシリテート カリキュラム （○：講師コメント例） 

7 映像教材制作 2コマ目 

項目 時間目安 

 理 解  
  つづき（10分） 
 

・1年間200万円から300万円電気代がかかるが、太陽光発電でそのうち55万円くらい。全体の15%くらい。 
・太陽光で賄える分は一部。節電も大切。 
・「無理なく、無駄なく。むらなく電気を上手に使うことが大事」 
 
＜映像を受けて＞ 
◯学校でどれくらい発電できていると言っていた？ 
◯どう思う？ 
◯みんなは節電のためにどんなことができるかな？ 

 気づき（15分） 
 

【温暖化を防ぎ、エネルギー資源を大切に使うためにできること】 
◯では、温暖化を防いで、エネルギー資源を大切に使うためにはどんなことができると思う？ 
◯学校でできること、家庭で出来ることについて、意見を出し合ってみましょう。 
 
＜グループワーク＞ 
考える時間10分、発表の時間５分 

意識を広げる 
（12分） 
 

【地域の資源を活かした再生可能エネルギー】 
 
◯ここ、岐阜県は自然が豊かで、再生可能エネルギーをつくる可能性がたくさんあります。 
◯郡上にはいったことがあるよね？郡上の石徹白というところで、小水力発電をしながら自給自足の、新しい暮らし
方を目指している人がいます。 
◯映像をみてみましょう。 
 
【映像5:石徹白の自然と小水力発電（ロケ映像）】(4:06) 
・岐阜県の豊かな自然 
・郡上市白鳥町石徹白に、自給自足という生き方を求めて都会から移住して暮らしている平野さんのインタビュー 
（東京で暮らしていて将来石油がなくなる、温暖化などの問題を知って食べ物やエネルギーを自分でつくれたらと思
い移り住んだ） 
 



ファシリテート カリキュラム （○：講師コメント例） 

8 映像教材制作 2コマ目 

項目 時間目安 

意識を広げる 
（12分） 
つづき 

・小水力発電の取り組み（24時間365日発電できる） 
（今後、地域の電力を全部賄えるような大規模な発電も手がけていきたい） 
・地域の魅力 
（都会は全部お金で買う生活。地域では電気も食べ物も自分たちでつくれる。地域の人に天気がいいねというと「あ
りがたい」と帰ってくる。自然に感謝する気持ちをこの土地の人は持っている） 
・地域の資源を活かした生き方、未来を考えて欲しい・・・ 
 
＜映像を受けて＞ 
◯こういう場所があることを、知っていましたか？ 
◯平野さんはどんな暮らしをしていた？ 
◯新しい、未来の暮らし方といっていたけれど、どう思う？ 
◯平野さんは東京で活躍していたエリート。そんな人が、こうして地域に移り住んで、地域の自然を活かした暮らし
方がこれからの新しい生き方だと言っているんだよ・・・ 
◯みんなはどう思ったかな・・・ 

 理解の整理 
まとめ（5分） 
 

【エネルギーの未来のために出来ること】 
◯ここ、岐阜県は自然が豊かで、再生可能エネルギーをつくる可能性がたくさんあります 
◯でも、電気を使う便利さも魅力的 
◯平野さんのように価値観を変えて、工夫して暮らしている人たちもいる 
◯みんなも、自分の考えを持って、エネルギーの問題について考えながら生活していこうね 

プログラム地域化メンバー、実証協力校等 

実証協力校等：岐阜市立長森南中学校 
 


