
平成22年度　大曲南中学校環境教育カリキュラムデザイン（各教科等の関連）
総合や生徒会活動，学校行事との主な関連

学年 各教科間の主な関連

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

国語

社会

数学

理科

英語

音楽

美術

保体

技・家

道徳

学級活動

１年

生徒会活動
学校行事

総合的な学
習の時間

真実を語る

未来をひらく微生物
環境問題の解決をテーマとしたレポート作り

江戸からのメッセージ

今に生かしたい江戸の知恵
「もったいない」という江戸っ子の基本理念を伝える文章

文明のおこりと日本の成り立ち（歴史）

縄文文化と弥生文化
古代日本の自給自足の生活と現代の比較

多面的に調べよう（地理）

都道府県の調査
秋田県と東京の環境への取り組み

特設単元

深めよう江戸のリサイクル社会
江戸時代のリサイクル社会が現代の手本となっている。

第７章

資料の散らばりと代表値
統計資料やグラフの見方や表し方。

Unit7
カナダの学校
カナダと日本の中学生の生活の

違いを通して環境問題を考える。

日本の音楽に親しもう
自国文化の理解

アジアの諸民族の

音楽に親しもう。
異文化理解

生物育成に関する技術
人や環境を大切にした栽培

作物と人間の間の物質循

環を回復する工夫。

生活を豊かにするものを作ろう
生活と資源の関わり

エネルギーの有効な利用法

技術と環境の関わり

日本と他国の家財道具

１週間分の食料
消費生活と環境について。

調理の計画
節水と省エネルギー

環境を意識した後かたづけ

これからの衣生活

資源や環境に配慮した衣生活
洗濯と環境，衣服のリサイクル，古着の行方，

フェアトレード，衣服の一生

3-(1)かけがえのない自然

飛べアホウドリ
自然の愛護，豊かな心，畏敬の念。

3-(1)自然のすばらしさ

木の命，木の心
自然の愛護，豊かな心，畏敬の念。

「環境」でイメージマップ
事前の意識調査と知識の確認 自然体験学習（白神山地）

世界遺産白神山地の自然体験から，

地球環境について考える。

ボランティア活動に学ぶ
地球環境問題に対してできる

ボランティア活動を考える。

環境の美化
身近な環境と，地球規模の

環境について考える。

学級の生活を見直す
学級で取り組むエコ活動

生徒総会
大仙市中学生サミットを受けた

ＲＥＶＯプロジェクトの実践計画。

親水公園クリーンアップ

小中合同クリーンアップ
地域の環境美化

環境保全の意識

学校花壇の苗植え
身近の環境整備と，緑の

役割を理解する。

学校祭
環境学習の報告，発信回収活動

リサイクルの実践

身の回りの現象

光の世界
エネルギーである光の性質を

学習する。

植物の世界

葉のつくりとはたらき
光合成により，エネルギー変換して

いることの学習

身の回りの現象

いろいろな力の世界
エネルギーの概念を学習

身の回りの物質

身の回りの物質とその性質
資源である金属の学習と，気体「水素」の

性質。

身の回りの物質

物質の姿と状態変化
熱エネルギーによる状態変化。

石油の精製と金属のリサイクル。

大地の変化

ゆれる大地
地震が起こるメカニズムと，

地震による自然破壊。

単元・内容

環境教育との関わり

冬休みエコアクション検証
冬休みを利用した，エコ生活の実践

と評価。
環境意識調査
環境学習の最終評価

鑑賞（ポスター）
環境をテーマにしたポスターの鑑賞

環境意識調査
環境学習の事前調査

4-(8)ハチドリのひとしずく
身近な自然を大切にする心

自然保護の意識
ＤＶＤから地球温暖化の

現状と影響を考える

エコハウス出前授業
家の省エネ技術や，家庭でできる省エネ

を学びの実行につなげる。
夏休み環境課題
写真，作文，ポスター等の環境課題に

取り組む。

環境講演会
講演を聴いて，地球環境について考え，

自分が出来ることの実行につなげる。

小・中連携環境デー
石油についての出前授業から

環境問題を考える。
燃料電池出前授業
最先端の技術に触れることで，二

酸化炭素の削減を考える。



平成22年度　大曲南中学校環境教育カリキュラムデザイン（各教科等の関連）
総合や生徒会活動，学校行事との主な関連

学年 各教科間の主な関連

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

国語

社会

数学

理科

英語

生徒会活動
学校行事

総合的な学
習の時間

音楽

美術

保体

技・家

道徳

学級活動

２年

国際社会と日本（歴史）

高度経済成長の光と影
高度経済成長で生じた社会問題を

見直す。

小・中連携環境デー
電気についての出前授業から

環境問題を考える。

「環境」「エネルギー」で

イメージマップ
事前の意識調査と知識の確認

有機肥料による

野菜栽培開始
エコで安全な農業を体験し

食料自給について考える。

キャリアスタートウィーク
職場体験学習で，体験先の環境保全への

取り組みを学ぶ。

生徒総会
大仙市中学生サミットを受けた

ＲＥＶＯプロジェクトの実践計画。

親水公園クリーンアップ

小中合同クリーンアップ
地域の環境美化

環境保全の意識

学校花壇の苗植え
身近の環境整備と，緑の

役割を理解する。 エコハウス出前授業
家の省エネ技術や，家庭でできる省エネ

を学びの実行につなげる。

回収活動
リサイクルの実践

夏休み環境課題
写真，作文，ポスター等の環境課題に

取り組む。

冬休みエコアクション検証
冬休みを利用した，エコ生活の実践

と評価。

環境意識調査
環境学習の最終評価

環境意識調査
環境学習の事前調査

提案のしかたを工夫しよう

プレゼンテーション
エネルギー，環境をテーマにプレゼン

テーションする。

モアイは語る

地球の未来
地球環境保護をテーマとした題材

日清・日露戦争と近代産業（歴史）

産業革命の進展
日本の第１次，第２次産業革命による環境

の悪化について見直す。

世界と日本の資源と産業（地理）

世界の鉱山資源の分布と消費

日本におけるエネルギー問題
現エネルギーから新エネルギーへの移り変

わり，日本のエネルギー事情を確認する
いろいろな問題

データから予測しよう
弘前市の過去２２年間の平均気温と

ソメイヨシノの開花日データの関係に

ついて調べ，環境との関連を考える

Unit5
A park or A parking Area
駐車場の建設か公園の維持存続かの問題を

通して，身のまわりの環境について考える。

Let's Read 3
Can Anyone Hear Me?
最新のＳＦストーリーを通して，ゴミ問題を

考える。

日本の音楽に親しもう
自国文化の理解

アジアの諸民族の

音楽に親しもう。
異文化理解

デザイン
環境問題を考えさせるステッカー

のデザイン

健康と環境
環境の変化に体はどう対応するか。快適な環境の条件

部屋の空気の汚れ。水と私たちの生活。生活排水。

ゴミの処理。環境の汚染と保全

エネルギー変換について考えよう
自然界のエネルギーを利用するには。

太陽電池。環境を大切にする技術。

地域の食材とその調理
食材をむだなく活用しよう。

ゴミとエネルギー

省エネクッキング出前授業
地産地消（地域の食材の活用）

省エネクッキング

自然と共に住まう
自然エネルギーを利用した住まい方

エコスクール，ビオトープ

シックハウス。健康や環境に配慮した

洗剤

3-(1)木は生きている
自然への畏敬の念

4-(8)桜 染井吉野の寿命

土手の桜が危ない
身近な自然を大切にする心

3-(2)闇夜で知った自然の働き
自然の働きと生きることの尊さ

4-(8)ハチドリのひとしずく
身近な自然を大切にする心

心と体を健康に
健康な生活を送るため環境

条件

職場体験から学ぶ
企業や事業所の環境保全への

取り組みを学ぶ

自分の力をボランティアに生かす
地球環境問題に対してできる

ボランティア活動を考える。

学級の生活を見直す
学級で取り組むエコ活動

電流

電流のはたらき
電気エネルギーでできること

発電のしくみ

動物の世界

動物のからだのはたらき
動物がエネルギーをえるためのしくみ

化学変化と原子・分子
化学変化と熱の関係

天気とその変化
地球上の水の循環と太陽の関係

天気の変化と環境問題

身近な環境について考える
環境問題と秋田のリサイクル産業

（ＤＶＤ）を観て，秋田県の実態を把握する。

学校祭
環境学習の報告，発信

単元・内容

環境教育との関わり

電気機器の安全で効率的な使い方
発電，待機電力，省エネ技術について学ぶ。

燃料電池出前授業
最先端の技術に触れることで，二

酸化炭素の削減を考える。

環境講演会
講演を聴いて，地球環境について考え，

自分が出来ることの実行につなげる。



平成22年度　大曲南中学校環境教育カリキュラムデザイン（各教科等の関連）
総合や生徒会活動，学校行事との主な関連

学年 各教科間の主な関連

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

国語

社会

数学

理科

英語

生徒会活動
学校行事

総合的な学
習の時間

音楽

美術

保体

技・家

道徳

学級活動

３年

科学技術の進歩と人間生活

環境を守る科学技術と私たちの生活
大量生産，大量消費，大量廃棄による問題とその対

策を考える。

エネルギー

いろいろなエネルギー
エネルギー（ｊ）の概念と表し方。仕事率

（ｗ）の意味。エネルギー保存の法則。

エネルギー変換。

Listening Plus 1
ボランティア活動
公園や海岸のゴミ拾いが

ボランティア活動のひとつで

あることを知る。

「環境」「エネルギー」「経済」

でイメージマップ
事前の意識調査と知識の確認

生徒総会
大仙市中学生サミットを受けた

ＲＥＶＯプロジェクトの実践計画。

親水公園クリーンアップ

小中合同クリーンアップ
地域の環境美化

環境保全の意識

学校花壇の苗植え
身近の環境整備と，緑の

役割を理解する。

学校祭
環境学習の報告，発信 環境フィールドワーク

能代火力，風力発電所，木質バイオ発電所

を見学し，電気エネルギーの作り方を学ぶ。

。

回収活動
リサイクルの実践

冬休みエコアクション検証
冬休みを利用した，エコ生活の実践

と評価。

環境意識調査
環境学習の最終評価

環境意識調査
環境学習の事前調査

話し合って考えを深めよう

パネルディスカッション
エネルギー，環境をテーマにパネル

ディスカッションする。

生物として生きる
科学技術の進歩と生き物らしく

生きることの相互関係考える。

現代社会とわたしたちの生活

アジアと私たちの生活
パーム油の需要の変化による，森林の乱開発を見直す。

私たちの生活と経済

消費と貯蓄。消費者の権利と保護
消費者としてどのような姿勢で環境と向き合うの

かを見直す。

国民生活と福祉

公害の防止と環境保全
環境保全のための取組。

国際問題と地球市民

２１世紀の資源・エネルギー問題
今自分が出来るアクションを再確認する。

（レポート）

自由研究

地球温暖化を関数で考えよう
データをもとに。数学的に考える。

Unit 3
Our Sister in Nepal
ネパールと日本の生活の違いを通し

て，水の問題について考える。

テーションする。

Unit 6
20th Cenbtury Greats
レイチェル・カーソンの伝記を通して

環境汚染について考える。

Let's Read 3
The Fall of Freddie the last
「葉っぱのフレディ」の物語を通して，「命」の意味を

問いかける。

日本の音楽に親しもう
自国文化の理解

アジアの諸民族の

音楽に親しもう。
異文化理解

ポスター制作
環境問題のポスターを制作する。

健康な生活と病気の予防
健康の成り立ち。

ともに健康に生きる社会

情報に関する技術
環境ポスターの作成について，コン

ピュータがどのように活用できるか

考える。

消費生活と環境
生活と環境の関わり。環境を考えた買い物。

グリーンコンシューマーになろう。暮らし方を見直そう。

循環型社会を作る。水と生活の関わり。

3-(1)淡墨桜にいのちを

3-(2)池にわいた稚魚
自然への畏敬の念

自然の働きと生きることの尊さ

4-(8)アカマツの木
身近な自然を大切に

しようとする心

3-(1)お魚さんありがとう
生きとし生けるものを大切にする心。

エネルギー

化学変化とエネルギー
発熱・吸熱反応。イオンと電子。化学変

化と電池。

エネルギー資源の利用

電気エネルギーはどこからくるのだろう
発電方法とエネルギー変換。新エネルギー，自然エネルギー

の長所と短所。エネルギーの効果的な使い方。

地球と宇宙

季節はなぜ変化するのか
地球は太陽からのみエネルギーを得て

いること。地球からの熱の放出を，温室

効果ガスが妨げていること。

生徒会のリーダーとして
生徒会でＲＥＶＯプロジェクトを推進する

ための方策を考える。

社会の一員としての自覚
エコで社会に貢献するためには，どうす

ればいいか話し合う。

ふるさとを語ろう
自然豊かなふるさとの環境を守ろうとす

る心構えをもつ。

環境教育出前プレゼン
小学生に対して，エネルギー・環

境問題についての説明をする。
環境・国際理解教育交流会
高校生との交流を通して，環境問題をく

国際的視野で考える。

環境レポート
自分の課題に沿って調べ学習をし

調べたこと，考えをレポートにまとめる。

単元・内容

環境教育との関わり

合唱「地球の歌」
地球の未来を思い浮かべな

がら合唱する

4-(8)ハチドリのひとしずく
身近な自然を大切にする心

小・中連携環境デー
頑強学習の成果を発表し，

今自分たちができることを

深く考える。夏休み環境課題
写真，作文，ポスター等の環境課題に

取り組む。

環境講演会
講演を聴いて，地球環境について考え，

自分が出来ることの実行につなげる。


