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エネルギー環境教育出前講座Ⅲ
（３年生対象）

～イチゴショートケーキから日本の食べ物について考えよう～

「技術・家庭科，家庭分野「身近な消費生活とエネルギー・環境」

日本工業大学ものづくり環境学科
准教授 八木田浩史氏

１ 教科の目標（家庭分野：新学習指導要領）
衣・食・住などに関する実践的・体験的な学習活動を通して，生活の自立に必要な基礎的・基本的な知識

及び技能を習得するとともに，家庭の機能について理解を深め，これらの生活を展望して，課題をもって生
活をよりよくしようとする能力と態度を育てる。

２ 教科におけるエネルギー環境教育に関わるねらい（家庭分野）
「身近な消費生活と環境」では，社会において主体的に生きる消費者を育む視点から，消費の在り方や環

境等に配慮した生活の仕方に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得するとともに，持続可能な社会にお
ける生活の営みへの足掛かりとなる能力と態度を育てることをねらいとしている。

３ 教科におけるエネルギー環境教育の内容（家庭分野）
家庭生活の中で使われるエネルギーの種類と特徴について理解し，くらしとエネルギーの関係を考え，そ

の利用方法について，衣・食・住における実践を通して習得する。また，エネルギー問題の解決に向けた取
り組みを，家庭生活の中で具体的に行動できるようにする。（小学校で学んだ基礎的な知識を家庭生活の中
で具体的な行動として実践し，高等学校の家庭科で問題意識をもって取り組めるよう学習する）

４ 生徒とエネルギー環境教育
生徒はこれまでに，環境教育ワークショップ（H ２０，１２月），燃料電池出前講座（H ２１，２月），日

本未来館での研修（４月），環太平洋自然エネルギー国際フォーラムへの参加（５月），環境教育講演会（７
月，講師：ACCCA 山本久博氏），大仙市環境家族宣言参加（夏休み），環境講演会（１１月，講師：水中写
真家中村征夫氏），火力・風力発電所見学（１１月）等の学習を経験している。また，総合的な学習の時間
のまとめとして，個人の課題によるレポートの作成も行った。レポートのテーマは，新エネルギーや温暖化
対策など，エネルギーと関連するものが多かった。
このような活動を通じて，環境意識や行動に大きな変化が見られた。

アンケート結果（平成２１年３月と平成２１年１２月に実施）※単位は％

質 問 項 目 ３月 １２月
①家族や友達と，地球環境問題について話すことがありますか。 ５１ ６２．８
②環境にやさしい（ｅｃｏ）行動に取り組んでいますか。 ６４ ７９．５
③自分の環境意識に変化が見られた。 ８６．４
④自分の行動に変化が見られた。 ９３．２
⑤家族の行動に変化が見られた。 ７９．５

自分の行動の最も特徴的な傾向として，「地球環境問題に関するテレビや新聞を見るようになった」（５０％）
があげられる。
大仙市中学生サミットや生徒会活動の中核としても活動し，大きな変容が見られるようになった。家庭生

活における，エネルギー利用と切り離すことができない「食」について，エネルギー環境学習のまとめとし
て，この出前授業を実施する。エネルギーと「食」の関わりについて詳しく学習し，これからの家庭生活に
役立てていくのがねらいである。
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本時の学習

（１）ねらい 出前授業で「フードマイレージ」について学習し，「食」と「エネルギー」の関わり

の理解を深 め，これからの生活の中で自分たちができることを考えることができる。

（２）学習過程

学 習 活 動 教師の支援と留意点 評価とその方法

１ 本時の学習内容を確認する。 ・講師の紹介をする。

２ 出前授業

イチゴショートケーキから

日本の食べ物について考えよう

・メモをとりながら，講義を聴くようにさせ

る。

Ⅰ 日本の食料自給率

Ⅱ 海外からの食料輸入 ・総合的な学習で取り組んだ，個人テーマと ・積極的に参加

関連させて考えるようにさせる。 しているか。

（関心・意欲・

Ⅲ フードマイレージ ・実際にフードマイレージを計算するように 態度）

させる。 →観察

Ⅳ 食の環境側面

Ⅴ 質疑・応答 ・積極的に質問するようにさせる。

３ 本時の学習を振り返る。 ・代表に感想を発表するようにさせる。 ・これまでの学

習と結びつけ

※本時のワークシートには，後で書く。 ・後日，感想等を書かせるようにさせる。 て，感想を発

表している

か。

（技能・表現）

→観察
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エネルギー環境教育出前講座Ⅱ
（２年生対象）

東北電力「放課後ひろば」
～発電，待機電力，省エネ技術について～

「技術・家庭科，技術分野「電気機器の安全で効率的な使い方」

東北電力株式会社横手営業所
総務課 石川真紀子氏

１ 教科の目標（技術分野：新学習指導要領）
ものづくりなどの実践的・体験的な学習活動を通して，材料と加工，エネルギー変換，生物育成及び情報

に関する基礎的・基本的な知識及び技術を習得するとともに，技術と社会や環境との関わりについて理解を
深め，技術を適切に評価し活用する能力と態度を育てる。

２ 教科におけるエネルギー環境教育に関わるねらい（技術分野）
エネルギー変換に関する基礎的・基本的な知識及び技術を習得させるとともに，エネルギーに関する技術

が社会や環境に果たす役割と影響について理解を深め，それらを適切に評価し活用する能力と態度を育成す
ることをねらいとしている。

３ 教科におけるエネルギー環境教育の内容（技術分野）
○エネルギー変換を利用した製作品の設計・製作を通して，身のまわりのエネルギーに関心をもつとともに，
エネルギー変換やその利用について考える。特に製作品の設計・製作においては，理科の学習と関連づけ
ながら，電気回路の配線や回路図を用いた点検に関する技術を身につけるとともに，エネルギーの変換方
法や力の伝達の仕組みを理解する。

○生活や産業の中で技術の果たしている役割について，社会科の学習（大量生産・大量消費・大量廃棄のラ
イフスタイル，資源の有限性，エネルギー消費と地球環境問題等）と関連づけながら，技術と環境・エネ
ルギー・資源との関係の中で理解する。さらに，技術の進展がエネルギーや資源の有効利用，自然環境の
保全に貢献することを理解し，身のまわりの諸課題に対する技術的解決法を考える。

４ 生徒とエネルギー環境教育
生徒はこれまでに，環境教育ワークショップ（H ２０，１２月），燃料電池出前講座（H ２１，２月），キ

ャリアスタートウィークで環境対策学習（５月），環境教育講演会（７月，講師：ACCCA 山本久博氏），大
仙市環境家族宣言参加（夏休み），省エネクッキング出前授業（９月），環境講演会（１１月，講師：水中写
真家中村征夫氏）等の学習を経験している。理科分野，社会分野，家庭分野からエネルギー環境にアプロー
チし，学習を深めてきた。生徒会主導の回収活動にも積極的に取り組み，新生徒会総務は来年もエコ活動を
継承すると宣言している。
以下は，生徒のアンケート結果（平成２１年３月と平成２１年１２月に実施 ※単位は％）である。

質 問 項 目 ３月 １２月
①家族や友達と，地球環境問題について話すことがありますか。 ５２．５ ７０．７
②環境にやさしい（ｅｃｏ）行動に取り組んでいますか。 ６０ ８０．５
③自分の環境意識に変化が見られた。 ５８．５
④自分の行動に変化が見られた。 ９５．１
⑤家族の行動に変化が見られた。 ８０．５

「行動の変化」が顕著な割に，「環境意識の変化」が低いのは，「やらされている」という気持ちが強いた
めではないかと思われる。保護者アンケートでも「環境意識の変化」はマイナスを示している。

私たちの生活に欠かせない「電気」についての出前授業を行うことで，「今私たちにできること」を考え
るようになり，意識的な行動につなげるのがねらいである。
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本時の学習

（１）ねらい 出前授業を通して，生活に欠かせない電気について学習するとともに，省エネルギー

についての 理解を深め，これからの生活の中で自分たちができることを考えることが

できる。

（２）学習過程

学 習 活 動 教師の支援と留意点 評価とその方法

１ 本時の学習内容を確認する。 ・講師の紹介をする。

２ 出前授業

電気器具の安全で

効率的な使い方

Ⅰ 電気って何だろう ・講師の問いかけに，しっかり反応するよう

・電気エネルギーについて考えよう にさせる

Ⅱ どんな発電がベストなの？

・ベストミックスについて

・積極的に参加

Ⅲ 電気料金を計算してみよう ・プレゼンテーションだけではなく，実物や しているか。

・１kwh って？ モデルの説明もあるので，そばに行ってし （関心・意欲・

・電気料金について っかり見るようにさせる。 態度）

※模擬盤を使って計器の回転を確認 →観察

Ⅳ 電気の量を量ってみよう

・電気機具の待機電力を測定 ・教室を出て活動するので，活動場所では学 ・指示に従って

年部の先生が対応する。 実験している

Ⅴ 省エネを考えよう か。

・比べてみよう 白熱灯・蛍光灯・LED （技能・表現）

→観察

Ⅵ どうして省エネ？ ・今までの学習を思い起こさせ，今日の学習

・日本のエネルギー自給率 と結びつけるようにさせる。

・地球温暖化

・２０年後の動き

３ 本時の学習を振り返る。 ・代表に感想を発表するようにさせる。

・授業のねらい

※本時のワークシートには，後で書く。 ・後日，感想等を書かせるようにさせる。 に沿った感想

を発表してい
るか。

（技能・表現）
→観察
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エネルギー環境教育出前講座Ⅰ
（１年生対象）

We're standing here
～私たちは地球に立っている～

「環境学習ワークショップ」

秋田県地球温暖化防止活動推進センター
事務局次長 菊地格夫氏

１ 中学校におけるエネルギー教育の目標
エネルギー環境に関する理解を深め，省エネルギー・省資源に結びつく諸活動を通してエネルギー・環境

問題の背景や解決の方向性について多角的に考察，理解し，エネルギー・環境問題に対する課題意識を醸成
するとともに，その解決に向けて適切に判断し行動できる資質や能力を養う。

２ エネルギー教育の位置づけ
ａ．「生涯学習」の基礎としての役割
ｂ．地球社会・地域社会に立った認識と行動
ｃ．学校・家庭・地域社会等の役割と連携

「Think Globally, Act Locally」

３ エネルギー教育の進め方
ａ．総合的かつ多面的な見方や考え方を重視した教育
ｂ．問題解決的な学習・体験的な学習を重視した教育
ｃ．進行形的な認識・対応を重視した教育
ｄ．多面的な学習機会を通じた教育

４ 生徒とエネルギー環境教育
１年生の生徒は，中学校に入学して初めて本格的に環境学習に取り組んだ。自然体験活動を重視したカリ

キュラムを実践している。主な学習内容は，白神山地自然体験学習（６月），環境教育講演会（７月，講師
：ACCCA 山本久博氏），大仙市環境家族宣言参加（夏休み），環境講演会（１１月，講師：水中写真家中村
征夫氏），イヌイットの暮らしから地球環境を見つめる活動（１月）等である。小学生と一緒にクリーンア
ップ活動も行っている。
アンケート結果（平成２１年１２月に実施 ※単位は％）から，１年生の現状が伺える。

質 問 項 目 １２月
①家族や友達と，地球環境問題について話すことがありますか。 ５６．７
②環境にやさしい（ｅｃｏ）行動に取り組んでいますか。 ８３．３
③自分の環境意識に変化が見られた。 ７３．３
④自分の行動に変化が見られた。 ９３．３
⑤家族の行動に変化が見られた。 ７３．３

①の結果は，２，３年生と比べて低い値である。これは，環境学習による確かな知識の習得が未熟である
ためと思われる。本年度は主として「体験活動」に取り組んだが，来年度は「考える環境教育」に取り組む
予定である。今年度の学習で，大きな環境意識の変化が認められるので，今後の学習成果にも期待できると
思われる。
ワークショップでは，体を動かしながら知識を習得していくという効果がある。講師は昨年も本校でワー

クショップを実施して下さった（現２，３年生受講）。小学生にとっては，本格的に環境学習をするのは初
めてであると思われる。小学生も中学生も，お互いを意識しながら活動することで，学習効果も大きいと思
われる。
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本時の学習

（１）ねらい 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。

（２）学習過程

学 習 活 動 教師の支援と留意点 評価とその方法

１ 本時の学習内容を確認する。 ・講師の紹介をする。

２ ワークショップ

We 're standing here

～私たちは地球に立っている～

Ⅰ 地球温暖化についての講義（１５分） ・しっかり講義を聴くようにさせる。

Ⅱ ワールドクイズ（２０分） ・講義のあと，椅子を壁ぎわに撤去する。

Ⅲ ワークショップ

①自分が地球上に棲む生物であることを感 ・動きがあるので，講師の指示や説明をしっ ・積極的にワー

じるワーク かり聞くようにさせる。 クショップに

参加している

※地球の面積を，体育館(33m ×19m) か。

にたとえて・・・ （関心・意欲・

見て，触れて，測って体感する。 ・小学生をリードして参加するようにさせ 態度）

る。 →観察

②地球圏に棲むものとして，世界を感じる

ワーク ・小学校の先生方にも協力してもらう。

※世界（人間圏）が７６人（参加者数）

で構成されていたら・・・

ポッキーを使って実感する。

③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

いるか・・・

※地球の平均気温が２℃違ったら・・・

３ 本時の学習を振り返る。 ・代表に，感想を発表するようにさせる。 ・代表の感想を

自分と照らし

※本時のワークシートには，後で書く。 ・後日，感想等を書かせるようにさせる。 合わせて聞い

ているか。

（関心・意欲・

態度）
→観察


