
太陽光エネルギーの理解、暮らしとエネルギー、便利な生活と
大量廃棄物の理解、中国と日本の比較、酸性雨、自動車の二酸
化炭素排出量、生活で使う水と川の汚染との関係、温暖化と水
問題、植物の生存競争、温室野菜栽培のためのエネルギー使用
量とフードマイレージ、地球温暖化の現状、電気エネルギーを
つくる大変さを体感し省エネルギー等を考えさせる、長崎県の
ゴミの現状と４R、まとめで構成した。実験関連は、液体窒素
の実験、排ガスpH確認実験、大気の重さを確認する実験、オゾ
ンによる水処理実験、種をヒントにした紙を遠くに飛ばそう実
験、環境に優しい弁当あてクイズ、二酸化炭素を吸ってみよう、
手回し発電実験、足こぎ発電機で電気を作る限界を知ろう実験、
火力発電実験、太陽電池クイズ、ごみクイズ（おまけ） 
 

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 

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 

５年生児童が総合学習で学んだ「環境問題」の中から各自が興
味関心のあるテーマで作り上げた「環境新聞」をベースにして
環境問題テーマの12分野内容を包含し、記憶した知識から自
らがもっと関心をもち、専門家の話しを聞き、実験を通して体
感し、気づき、行動につなげるプログラム構成とした。 

教科/領域 

長崎 

・お店屋さんごっこをしよ
う。→コミュニケーション
力 
・お店屋さんで店と客の役
割に分かれ、活動する。 

・いろいろ試し、友達
の良さを見つける。 

・実験や観察からの気づ
きを発表する。 

・勝つ、記録を伸ばす
ために、協力し、工夫
する。 
→他者と協力する。 

小学校1年 

国語 

小学校1年 

図工 

小学校3年 

理科 

小学校2年 

体育 

・進んで参加する。 

小学校3年 

学活（係） 

・昔の遊びでいろいろ
な技をやってみる。 
・昔遊びの会で、友達
やお年寄りと交流しな
がら活動する。 

小学校1年 

生活 

・全員遊び→つながり ・「ミニ矢上さるく」 
→保護者に向けての発表。 
 現地での状況を予測し
て原稿作成。 

・進んで参加する。 

小学校1年 

その他 

小学校3年 

総合（未来予測） 

小学校2年 

係活動・当番 

・未来像を予測して計画 
・仕事リーフレットをつ
くろう 

小学校4年 

国語 



学習指導
要領との
関連 

学年 

学習内容 

教科/領域 

・１/２成人式 ・「ゴミの処理リサイ
クル」 

・答えを出す道すじ・方
法はたくさんある。（多
面的） 
・物事を論理的にとらえ、
筋道をたてて考える。 

・つながりを尊重する
態度 
→生活科のあしたへの
ジャンプ（生いたちを
まとめる） 

小学校4年 

総合 

小学校4年 

社会（多面） 

小学校5年（ESD出前講座） 

算数 

小学校4年 

生活 

・進んで…実験の中でそ
れぞれの役割を分担する。 
・課題を解決する実験方
法を考える。 

小学校5年（ESD出前講座） 

理科 

・つながり：身近な事
象を想起する。（光電
池） 

小学校4年 

理科 

・批判的に考える力 
→図工の鑑賞・友達の
作品にこうしたらもっ
とよくなるとアドバイ
スをさせる。 

・世界の国々について調
べる。 

・協力して仕事を進め
る。 

小学校4年 

図工 

小学校5年（ESD出前講座） 

社会 

小学校4年 

係活動 

・身ぶりでも何でも自分
の思いを伝える。 
・ハローイングリッシュ 
→ＡＬＴとの交流・異文
化にふれる。 

小学校5年（ESD出前講座） 

外国語 

学年 

学習内容 

教科/領域 

・長縄大会に向けて、
自分達で練習計画立て
て実践。 

・当番活動・係活動・
委員会→他者との協力 
・清掃（毎時間の片づ
け）→他者との協力 
・授業で全員発表 

・ＧＷトレーニング ・英会話・コミュニ
ケーション力 
・友達とのかかわり 
・他者や異文化に関す
る理解 

小学校5年(ESD出前講座) 

体育 

小学校5年(ESD出前講座) 

その他 

小学校6年 

特別支援 

小学校6年 

外国語 

・エコかるたづくり4Ｒ
について 
→環境とは特別なことで
はなく、自分の身のまわ
りのことだと話していま
す。 

小学校6年 

家庭 

・りっぱな６年生にな
るために、どんな準備
が必要か考える。（未
来像） 

小学校5年(ESD出前講座) 

総合 ・学級討論会 
→動物は自然の環境と
人工の環境のどちらで 
生きるのが幸せか。 
・討論会をしよう→多
様性 
・将来の自分の姿を想
像 

・運動会・小大会 
・清掃→進んで参加する
態度 

・学習全般→多面的・
総合的に考える力 

小学校6年 

国語 小学校6年 

その他 

小学校6年 

理科 

・コミュニケーション、
協力、いいところの発見 
→お店屋さんをしよう。
買う人、店の人のやりと
り 
・ソーシャルスキルト
レーニング 

小学校1～5年 

特別支援 



エネルギー問題、食料問題、人口問題からエネル
ギー源の枯渇や資源の有限性と廃棄物の問題解決
のために、地球に負荷をかけない循環型の仕組み
の必要性を理解する。 

持続可能
な社会の
構成概念 

ESDで育
みたい 
能力／ 
態度 

エネルギー源の枯渇問題、発電による廃棄物の問
題を理解することで、エネルギーの有限性を学び、
地球に負荷をかけない生活を目指す態度を培う。 

実験及び話し合いを通して、エネルギーに頼りす
ぎた生活を見直し、自分たちは地球の将来に責任
があることを認識する。 

エネルギーの有限性や廃棄物問題、循環の仕組み
の必要性等を通して、これまでのエネルギーに頼
りすぎる生活に批判的な見方を身につける。 

地球環境問題に関する座学や自然エネルギー施設
の見学を通して、資源の有限性を学び、未来社会
を予測し行動するための視点を養うことができる。 

エネルギー・水・食料の問題について、いろいろ
な視点から考えることにより、環境について、多
面的に考える力を養うことができる。 

「食」や「エネルギー」、「人口」に焦点をあて、
持続可能な社会は私たち一人一人が連携し、暮ら
し方を工夫することで構築されることを学ぶ。 

自分たちが学んだことや調べたことを整理し、環
境新聞をつくることで、自分の考えを簡潔にまと
め、わかりやすく説明できる能力につながる。 

環境新聞をつくるためにグループで協力して行う
探求学習で友達と協力する大切さを体感できる。 

保護者にむけて発表するために、一泊二日のグ
ループ作業を通して、主体的に考え、自発的に意
見を述べるなどの、進んで参加する態度が育成で
きる。 



活動・学習内容 

1～4 
時間目 

指導・支援の方法、ポイント等〔教材・必要物〕 

先生の話しを聞いたり、プレゼンテーションを見
たりして「自分がもっと調べたいこと」をきめて
作業をすすめる。 

長崎市が発行している環境副読本「わたしたちのくらしと環境」「環境
学習用DVD(ゴミ問題関連)」担任の先生の話などで子供たち自身どんな
課題に関心があるかを考えさせる。 
ESDの視点からは、「相互性」「有限性」から未来像や多面的、総合的
に考えられる態度を養う。 

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」や「環境問題」について 
①資料で調べる ②図書館や本やパソコンで調べる 

未来 

多面 伝達 

協力 関連 

参加 

5～8 
時間目 

自分のテーマでどのような調べ方をすれば良いか、
どのようにまとめれば良いか学習計画をたて、環
境新聞新聞づくりにチャレンジする 

調べたことをわかりやすく伝える方法や、他の児童とコミュニケーショ
ンしながら調べたことをまとめる作業を通して、多面的、総合的に考え
る力をつける。 
ESDの視点からは、他者と協力する態度、コミュニケーションを行う力
を養う。「公平性」「連携性」 
 

批判 「環境問題を考えよう！」で自分の関心あるサブテーマを決める 未来 

多面 伝達 

協力 関連 

参加 

9・10 
時間目 

調べたことをまとめるプロセスと作業で、他者に
わかりやすく伝えるための表現力を学びあう 

他者に伝えるための表現力と環境問題のテーマを決めて調べたプロセス
で、自身が理解できているかチェックさせる。 
ESDの視点からは、「多様性」「責任性」を学ぶ。 
 
 

批判 自分のテーマで「環境新聞」をつくり発表する 未来 

多面 伝達 

協力 関連 

参加 



2 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 

11・12 
時間目 

指導・支援の方法、ポイント等〔教材・必要物〕 

「環境問題」ってなに？で児童１５０人がどんな
テーマに関心をもち知識を得たかを確認し、統合
的に地球温暖化や環境問題を理解させ、自分たち
の生活とどう繋がっているかを考えさせ、「繋が
り、もったいない、ムダを省くをキーワードに 
自らの環境行動を考えさせる。 

実験関連は、以下の通りである。 
１．液体窒素の実験 
２．排ガスpH確認実験 
３．大気の重さを確認する実験 
４．オゾンによる水処理実験 
５．種をヒントにした紙を遠くに飛ばそう実験 
６．環境に優しい弁当あてクイズ 
７．二酸化炭素を吸ってみよう 
８．手回し発電実験 
９．足こぎ発電機で電気を作る限界を知ろう実験 
１０．火力発電実験 
１１．太陽電池クイズ 
１２．（おまけ）ごみクイズ 
これらの実験とパワーポイント資料によって、統合的な理解と自らの行
動について考えてもらう（出前講座PPT資料とアンケート結果を参照） 
ESDの視点からは、「多様性」「相互性」「有限性」「公平性」 
「連携性」「責任制」を学ぶ。 
 
 

批判 環境問題と生活の繋がりをしり、科学技術で未来をひらこう！ 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 
・NPO法人環境カウンセリング協会長崎  
・長崎大学 
・長崎総合科学大学 
・長崎市立高城台小学校  
 
実証協力校等 
・長崎市立高城台小学校 

※なお、プログラムの地域化に当たっては、ESDモデルプログラム No.31、9、18を参考にして、学校教育とESDのつながりを重視して、対応した。 


