
Ⅳ 実践協力校の取り組み事例

学 校 名：大仙市立大曲南中学校

所 在 地：秋田県大仙市藤木字上野中７０－２

電話番号：０１８７－６５－２００１

１ 学校の実態（平成２２年３月現在）

生徒数 １２２名 教職員数 １５名

学年 １ ２ ３ 計

生徒数 ３３ ４３ ４６ １２２

学級数 １ ２ ２ ５

２ 研究の概要

（１）研究課題

自然と子どもの心を未来につなぐ環境教育の実践につ

いての研究～未来の地球 今私たちにできること～

（２）課題設定の理由

本校は，雄物川と横手川の合流地点に近く，田園が

広がる豊かな自然環境の中にある。一見すると環境問

題とは無関係に見える，のどかな地域である。このす

ばらしい自然を未来につなげることは，地域に住む人

々の重大な責任であると考える。しかし，日本全体，

地球全体を考えた場合，環境問題は深刻化していると

いう事実は否めない。秋田県は平成 19 年 3 月に温室効

果ガス 1990 年比 9.5%減を打ち出し，県民総参加によ

る取組を推進している。行政も一般企業も環境保全対

策に必死に取り組んでいる中，将来を担う中学生に「今

自分たちは何ができるのか」を考えさせ，主体的な行

動を起こさせることをねらいとして研究課題を設定し

た。特に「エネルギー」の視点から環境問題に目を向

けさせ，生徒一人一人が自分の問題としてとらえ，持

続可能な社会の形成のため，目的意識をもって実践す

るようにさせるのが目標である。2009 年５月から大仙

市中学生サミットでも，各校で「エコ」について具体

的な活動に取り組むことになった。生徒自身も環境学

習の必要性を切実に感じるようになった。その中でも

本校が環境学習のリーダーシップをとり，地域に発信

していきたい。

未来につながる環境教育が，今必要であるという認

識のもと，目的意識をもって「考える環境教育」に教

育活動全般で取り組むことにより，地域とともに考え

地域とともに行動する環境教育を実践したい。

（３）研究組織

教科教育

研 道徳教育

特別活動

校長･教頭 職員会議 教 務 究 キャリア教育

総合的な学習

部 図書館教育

※学校運営組織表の一部 情報教育

環境教育

本校では，研究部の中に環境教育担当を置き，各教

科等や総合的な学習の時間担当と連携しながら，環境

教育を進めている。研究主任が環境教育の主担当を務

めている。総合的な学習の時間は，学年単位の活動で

あるため，学年主任との連携も密にしながら進めてい

る。学校研究主題は「主体的に学び，豊に表現できる

生徒の育成～授業を起点に多様な『学びの場』を効果

的に活用する指導法の工夫～」（Ｈ 21 年度）である。

環境学習も「学びの場」のひとつとらえ，特に「思考

力」「判断力」「表現力」の向上を目指している。各教

科，道徳及び特別活動と総合的な学習の時間における

環境教育関連事項や相互の関連を検討し，学年ごとの

カリキュラムデザインを作成し，教育課程全般におい

て全職員で取り組んでいる。

（４）研究内容

①研究を実施する主な教科等および対象学年

ア 総合的な学習の時間

総合的な学習の時間の全校テーマ「自分を取

り巻く『環境』再考」を受け，１年生は「自然

から環境へのアプローチ～古代からのメッセー

ジ～」。２年生は「職業と環境に学ぶ～自己と社

会の関わりや自己を取り巻く環境について考え

る～」。３年生は「環境～未来の地球今私たちが

できること」をテーマに，１年間通して環境学

習を行った。

イ 教科，道徳，特別活動

エネルギーを視点としているため，主に社会

科，理科，技術・家庭科で実施する内容が多い。

しかし，その他の教科や道徳及び特別活動でも

積極的に実践している。教育活動全般において

全学年で実践している。詳細は，別紙資料①「環

境教育カリキュラムデザイン」

②年間を通じての研究計画の概要

〈平成２０年度〉

ア 総合的な学習の時間（３年生）

４月・「エネルギー」でイメージマップを作る。

・環境意識調査，意見文。

５月・「環境」でイメージマップを作る。

・「夜の世界地図」から，ウェビング。

・エネルギー問題の現状理解(DVD)

６月・新聞から「環境スクラップブック」作り。

７月・秋田県の実態把握（ＤＶＤ）

・北海道洞爺湖サミットの議長総括につい

て。

・個人の課題と調査方法の決定

９月・ 個人のテーマ決定，調査活動

１０月・学校祭で，環境学習の中間発表。

・秋田大学・秋田県立大学連携事業「バイ

オ燃料技術フォーラム」参加



１１月・能代火力発電所・風力発電所見学

・調査活動のまとめ（レポート提出）

１２月・環境ワークショップ（全校生徒対象）

・「地球温暖化の現状報告」発表会

・パネルディスカッション

「未来の地球 今私たちができること」

１月・環境学習のまとめ

２月・アクションプラン実行期間

３月・燃料電池出前講座（１，２年生徒対象）

・生徒アンケート・保護者アンケート

・評価・検証

・大仙市中学生サミットでの発表

イ 理科（３年生）

４月・「運動と力」 １１月・「自然と人間」

１２月・「エネルギー」「科学技術と人間」

ウ 技術・家庭科（１年生）

１０月・「私たちの消費生活と環境」

エ 社会科（３年生）

１月・「国際問題と地球市民」

〈平成２１年度〉

平成２１年度の研究計画の概要は，別紙資料①

「環境教育カリキュラムデザイン」に示す。なお，

生徒会の取組としては，太陽光発電を使った緑の

カーテン灌水システムの開発や，ＣＯ２ダイエッ

ト作戦への参加，さらにはユネスコ・スクールへ

の加盟などがある。それらが認められ，第４回エ

ネルギー教育賞では，中学校の部最優秀賞を受賞

した。

３ 研究成果

(1)意識の変容について

平成２０年度・２１年度の生徒に対するアンケート

結果等から考察する。

資料①は，環境意識の変化を見るための設問である。

資料①

設問「家族または

友達と地球環境問

題について話すこ

とがありますか」

回答「よく話をす

る」または「時々

話をする」

本人を含む家庭や学級内で，環境問題についての会

話が増えたということは，日常生活の中で環境意識が

身についてきたこと物語っている。しかも，その意識

が学習の進行とともに向上してきていることが分かる。

資料②は，生徒本人の環境意識の変化を直接質問し

た結果である。

環境の話をするようになった
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資料②

設問「自分の意識

に変化が見られま

したか」

回答「はい」

この２年間（１年生は１年間）で，地球環境保全に

対する意識は確実に向上しているのが分かる。特に，

時間的にも内容的にも多く学習した３年生の意識の向

上が顕著である。

意欲の向上は，生徒の作文からも読み取れる。

○Ｈ２２．１．２２ 東北電力出前授業後の感想（２年生）

普段なにげなく使っている電気にも様々な使い方があって，それを

効率的に使うことがエコにつながるんだなと思いました。特に待機電

力の消費を抑えることで電気代の節約にもなるし，エコにもつながっ

ているということなので，実際にやってみたいと思いました。

こうしたエコを電力会社や企業に任せっきりにするのではなく，一

般の人々が身近な省エネに取り組むことで，環境の向上につながると

思います。一人一人ができることから始めるのが大切だと思いました。

○Ｈ２２．１．２２ フードマイレージ出前授業後の感想（３年生）

今日は「食」に関する様々なことを知ることができました。「食」は

生きていく上でなくてはならない大切なものです。「食」を見直さなけ

れば本当に環境問題を考えていることになるのか？と思っていたので，

様々なことをエコを軸にたくさん感じることができました。（中略）食

料とバイオ燃料の問題から，これからは「エコとそれが引き起こす問

題」についても考えていかなければならないと思いました。

環境を「自分のこと」として考えることができるよ

うになっている。そして，「将来どうしなければならな

いのか」を考えるようにもなっている。

（２）行動の変容について

資料③は，エコ活動に取り組んでいる割合である。

資料③

設問「この１年間

エコ行動に何か取

り組みましたか」

回答「はい」

ほぼ 100%の生徒が，エコ活動に取り組んでいる。平

成２１年度は大仙市環境課主催の「環境家族宣言」や，

「ワンデーエコチャレンジ」，本校独自の取組として冬

休みに行った「２ｗｅｅｋエコチャレンジ」等の活動

の成果が，日常の行動となって定着している。具体的

な行動は「エアコンや暖房機の温度設定の変更」「コン

セントを抜く」「エコバッグの利用」「ゴミの分別」「節

水」等である。「身近にできることから」が合い言葉に

なって，行動が重荷に感じないで取り組めるようにな

自分の環境意識に変化が見られた
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ったと思われる。

資料④は，保護者アンケートの結果である。家族ぐ

るみで「エコ活動」に取り組むようになったことが伺

える。

資料④

設問「この１年間

で家族の言動や行

動に変化が見られ

ましたか」

回答「はい」

しかし，「エコ活動」が「環境保全」とどのように結び

ついているのかは，１，２年生の一部では認識できて

いないようである。

(2)学習状況の変容について

資料⑤は，環太平洋自然エネルギー国際フォーラム

の学習シートである。自然エネルギーの有識者が参加

するフォーラムであったが，講演内容を確実につかん

でいる。そして，分かりやすく表現している。

資料⑤は，火力発電所，風力発電所見学の学習シー

トである。講師によると，講話の内容は本校に合わせ

て中学生レベルより高めに設定したそうだが，内容を

的確にとらえている。さらに学習した内容についての

自分の考えをしっかり表現している。

左：資料⑤ 学習シート（環太平洋自然エネルギー国際フォーラム）

右：資料⑥ 学習シート（能代火力・風力発電所見学）

環境教育を通じて「活用する力」の向上を目指して

取り組んできたが，「思考力」や「表現力」の向上が学

習シート等からも伺える。

資料⑦ 教職員アンケート

家族の行動に変化が見られた（保護者回答）
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資料⑦は，教職員対象アンケートの結果である。環

境教育で身につけさせたい能力や態度の７項目につい

て評価してもらった（５段階評価）。どの評価項目も 20

年度より 21 年度の評価点が上がってる。２年間の取組

で「活用する力」が向上したことが，教職員の評価か

らも伺える。

４ 今後の課題と改善策

（１）課題

①環境教育の継続

②小・中一環，中・高一環の環境教育カリキュラム

の構築。

③各教科における環境教育内容の指導法の具体化と，

評価の方法を確立する。

④環境教育を切り口とした持続発展教育（ESD）へ

の発展。

⑤高校や大学，企業との連携

⑥発信と普及

（２）課題解決のための改善方策

①継続には②～⑥が必要と思われる

②小・中連携については，研究主任レベルでの交流

をしながら，カリキュラムを検討する機会を設け

る必要がある。また，年度初めに中学生が小学校

に出向いて出前授業をすることで，意識付けをす

る計画である。中・高連携については，まずユネ

スコ・スクールでの交流から始める計画である。

③今年度作成した環境教育カリキュラムデザインを

見直し，各教科等の内容が総合的な学習の時間の

補助としての役割ではなく，主たる環境教育プロ

グラムとなるよう指導内容，指導過程，評価規準

等を精査する。

④ユネスコ・スクールの大テーマがＥＳＤである。

その中には環境教育をテーマとしてる学校も多い

ので，交流を深めながら取り組みたい。国際理解

教育と環境教育の連携でＥＳＤに迫るため，県内

の高等学校（ユネスコ・スクール）との交流を計

画している。

⑤ユネスコ・スクールで交流・連携する。企業とは

秋田県地球温暖化防止活動推進センターや電力会

社等に仲介していただき，交流を進めたい。

⑤今年度様々なメディアに取り上げて頂いた縁を生

かして，本校の取組を発信したい。また，学校Ｈ

Ｐを充実させて，他校や企業等とリンクさせるこ

とで，情報発信したい。また，環境課との連携や

小・中連携，オープンスクール等を利用して普及

を図りたい。



５ 実践事例

実践事例１（平成２０，２１年度実施）

１年総合的な学習の時間

環境教育ワークショップ

「We're standing here~私たちは地球に立っている」

（１）概要

秋田県地球温暖化防止活動推進センターから講師

を招き，講義やクイズ，ワークショップを行う。

（２）目標

ワークショップを通して，地球環境の現状と自

分がすべきことを理解し，今後の行動につなげる

ことができる。

（３）展開

①地球温暖化についての講義

②ワールドクイズ

③ワークショップ

・自分が地球上に棲む生物であることを感じる

ワーク

※地球の面積を体育館にたとえて・・・

見て，触れて，測って実感する。

・地球圏に棲むものとして，世界を感じるワー

ク

※世界（人間圏）が７６人（参加者）で構成

されていたら・・・

ポッキーを使って実感する。

・地球温暖化が進むとどうなるのかを感じるワ

ーク

※世界のエネルギーはどのように配分されて

いるのか・・・

※地球の平均気温が２℃違ったら・・・

Ｈ 20 年度ワークショップの様子 Ｈ 21 年度は小・中合同で実施

生徒の感想

今日の講演会，ワークショップではとても楽しく環境について学ぶこ

とができたと思います。今私たちの地球はどのような危機に犯されて

いるかも分かったし，学習している内に環境問題について興味がわい

てきました。このままの生活を続けていると，地球の温度はかなり上

がってしまうことが分かりました。すなわち私たちはこれからの生活

を見直す必要があります。自分たちにできることを少しずつ実践して

いくことが，地球温暖化を食い止める一歩になると思いました。

（５）成果と課題

○体験を通した実感的な理解が組み込まれている。

○経験豊かな外部講師が生徒をしっかり掌握してい

た。

△単発ではなく，継続や深化が大切。

実践事例２（平成２１年度実施）

３年生理科

エネルギー資源の利用

小学５，６年生対象のエネルギー実験講座

「地球にやさしい新エネルギー実験講座」

（１）概要

３年理科の単元「エネルギー資源の利用」とこれ

までのエネルギー環境学習のまとめとして，小学５，

６年生を対象にしたエネルギー実験講座を，オープ

ンスクールで実施

（２）目標

プレゼンテーションや実験を通して，エネルギー

の大切さを伝えることができる。

（３）展開

①地球温暖化についてのプレゼンテーション

プレゼンテーションの中に，ＣＯ２の濃度の違

いによる地球の暖まり方の実験を入れる。

②電気を作る実験を演示したり，小学生に体験さ

せたりする。

③学習のまとめ

実験項目

・自転車発電 ・手回し発電 ・燃料電池 ・燃料電池自動車

・風力発電 ・温度差発電 ・太陽光発電 ・火力発電

・水力発電 ・原子力発電（モデル）

地球温暖化モデル実験 燃料電池を説明する生徒

オープンスクールにした県外の先生の感想

（前略）中学生が学んだ内容を小学生にプレゼンするという設定によ

り生徒のモチベーションも高まり，次世代へつなげるという文化的な

意義も感じられ，一人一人が生き生きと活動している姿には感銘を受

けました。今回の発表に至るまでには，理科，技術・家庭科など各教

科における指導内容を詳細に検討し，関連づけることによってクロス

カリキュラムを編成し，総合的な学習の時間の中で具現化していくと

いう，一つの理想的な型ができており，本校においてもこのアプロー

チはぜひ参考にしたいと思いました。ある男子生徒に「最も望ましい

発電法は何だと思う？」と聞いたところ，「原子力発電が日本では最適

だと思う」と胸を張って答えてくれました。

（４）成果と課題

○小学生に分かりやすく説明するために，自分の知

識を整理することができた。

○小学生に説明することで，実験や言葉で表現する

ための工夫が見られ，表現力の向上につながった。

○小学生の評価は，楽しかったが１００％。よく分

かったが７４％，だいたい分かったが２６％。

△小・中連携を視野に入れた実施時期は要検討。




