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第４回電気新聞「エネルギー教育賞」

■応募・推薦用紙■

●応募または推薦する学校・事業者・団体等について

名称

秋田県大仙市立大曲南中学校
あ き た け ん だ い せ ん し り つ お お ま が り み な み ち ゅ う が っ こ う

代表者氏名・役職

校長 加賀谷 孔作

担当者氏名（代表者と異なる場合）

教諭 島 田 智

住所 〒 ０１４－１４１２
秋田県大仙市藤木字上野中７０－２

電話 ＦＡＸ

０１８７－６５－２００１ ０１８７－６５－２０５１

Ｅメール ＨＰアドレス
om-minamityu@edu.city.daisen.akita.jp http://www.edu.city.daisen.akita.jp/~om-minamityu/
satoru-shimada@edu.city.daisen.akita.jp

規模（児童・生徒数，社員数等）

生徒数 １２３名
教員数 １５名
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１） エネルギー教育の狙いや教育課程上の位置づけ
本校は昨年度より、文部科学省から「新しい環境教育の在り方に関する調査研究事業実践協力校」の指定

を受け、「総合的な学習の時間と各教科等との連携を図った体系的な環境教育の実践」を課題とし、「地球規
模の環境問題」と「エネルギー問題」をテーマとして，研究と実践に取り組んでいる。本校の環境教育の研
究主題は「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～」である。将来を担う中学生を対象に、「考える環境教育」を実践することによって、意識と行動
力を高めることを狙いとしている。今年度、エネルギー教育実践トライアル校の認定も受け、教科での環境
教育をさらに充実させることができるようになった。
今年度の主な取り組みは

①学校全体、教育課程全体での環境教育を推進するため、総合的な学習の時間を核とし、各教科との連携が
明示された「環境教育カリキュラムデザイン」を作成した。

（資料１：各学年の環境学習カリキュラムデザイン。生徒には「環境学習カレンダー」として教室に掲示）
②道徳での「エネルギー環境教育」の実践。
③生徒会活動の中に環境保全の活動を多く取り入れる。
④大仙市中学生サミットの事務局として、大仙市内の中学校と「REVOプロジェクト」で交流する。
※「REVO」は「Recycl」「Eco」「Volunteer」の頭文字をとった造語。

⑤講演会、出前授業、施設見学等、外部からの専門的な知識や活動を取り入れる。
⑥地域行事や学校行事，ＰＴＡとの連携。
⑦地域への積極的な発信。
などであるが，①にある「環境教育カリキュラムデザイン」（昨年度末から作成開始）にもとづいて，学校
教育活動全体の中で行う環境教育を目指して，しっかりと教育課程に位置づけられた計画性のある学習活動
に取り組んでいる。総合の時間を使ったイベント的な単発の活動に終始しないようにするためでもある。ま
た，校務分掌に環境教育推進担当を置き，活動計画の企画・実行・評価・検証や地域への発信を行っている。

２） 具体的な活動内容
１）で示した取り組みについて具体的に説明する。

①各教科での環境教育への取り組みは，「環境教育カリキュラムデザイン」に示している。教科間の関連や，
総合的な学習，生徒会活動とのつながりを意識して指導することで，生徒の環境意識や行動力の向上につ
なげたいと考える。資料１は４月当初のものであるが，その時の実態に応じて柔軟に修正を加えながら，
取り組んでいる。「環境教育カリキュラムデザイン」を作ることで，環境教育に取り組む切り口が多くな
り，様々な視点から環境を見つめることができる。
下の写真は，２年生技術・家庭科の省エネクッキング（講師：秋田県地球温暖化防止活動推進センター

福岡真理子氏）の様子。カリキュラムデザインに従って９月２日に実施した。

メニューはエコのみ焼き。 後かたづけも節水。 究極の調理器「ソーラークッカー」の実演。
※この出前授業は，ＡＫＴ秋田テレビの番組「とくテレ」の「エコ☆とも」で紹介された。（９月４日）

②新学習指導要領における道徳の目標の一つとして，環境の保全に貢献する日本人の育成が明記されたこと
を受けて，どの学級でも道徳の時間に「ハチドリのひとしずく」「伝説のスピーチ：セヴァン・カリス＝
スズキ 1992年」を資料とした授業を行っている。（資料２：指導案本時部分）
「自然の愛護」「豊かな心」「畏敬の念」等の価値の資料を使っての授業も多く行われている。

③生徒会活動の環境保全活動には，次のようなものがある
・選択技術と生徒会のタイアップによる「緑のカーテンプロジェクト」

アサガオを育てて緑のカーテンをつくり，夏の暑さを和らげようという試み。アサガオへの灌水は，
雨水をポンプで汲み上げて自動で行う。そのポンプの動力源は，太陽光パネルで発電された電力。自然
エネルギーを使って緑のカーテンを育て，環境意識の向上させようという生徒会のアイディア。設置作
業や種植えは選択技術で行い，管理は生徒会で行う。
Green Energy AutoMatic Shower System 「ＧＥＡＭＳＳ」（ゲームス）と命名。

※このシステムについて，９月２５日秋田魁新報に掲載予定（９月３日取材済み）
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外から見た緑のカーテンの様子。

太陽光パネル（12Ｖ,70Ｗ） 雨水は左のドレンを伝って
下はバッテリーボックス 水槽に貯まるしくみ
バッテリーはＥＢ１００ ポンプ（水槽下部）で汲み上げ
チャージコントローラと 右のパイプに送り出す。 パイプから直接噴水
インバータも収納。 させると，勢いが強すぎ

るため，ペットボトルに 室内からみた緑のカーテン。
いったん貯めてから放水。

・小中合同クリーンアップ
学区内の２つの小学校と本校の小１から中３までを縦割りにし，２０地区に分かれてのクリーンア

ップを行った。その際，児童生徒の家庭からペットボトルキャップを回収した。

・アルミ缶，ペットボトルキャップ回収
学区内の全家庭に呼びかけて，アルミ缶とペットボトルキャップを回収した。アルミ缶は換金し生
徒会のエコ活動の予算に，ペットボトルキャップはワクチンにする。

小中合同クリーンアップ。 集まったアルミ缶の山。 集まったペットボトルキャップ。

・学校祭「エネルギー・環境ブース」の設置
１０月の開催であるが，１教室を「エネルギー・環境」ブースとして，それまでの成果を発表し

たり，自転車発電やソーラークッカーの実演をする予定。

・ソーラーイルミネーション
緑のカーテンに利用した太陽光発電装置をそのまま利用して，イルミネーションを点灯する予定。

④大仙市中学生サミット事務局として
大仙市内の１２中学校の生徒会執行部が一堂に会して開催される「大仙市中学生サミット」のホスト校と

して，中心的な立場で「ＲＥＶＯプロジェクト」（前出）を推進した。実践発表や司会を行い，サミット通
信を発行した。（資料３：サミット通信 No.1）全市に配布されるポスターも作成した（下）

昨年度のサミット 今年度のサミット 大仙市中学生サミット
実践発表の様子。 司会と実践発表の様子。 のポスター。

⑤講演会、出前授業、施設見学等、外部からの専門的な知識や活動を取り入れる。
今年度の講演会，出前授業，施設見学等は次の通りである
４月・・・日本未来館での研修（３年生，修学旅行で）
５月・・・環太平洋自然エネルギー国際フォーラム参加（資料４：秋田魁新報記事）
～６月 秋田市で行われた上記フォーラムに３年生が参加。

日本の最先端の技術と理論に触れることができた。
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研究者や一般の人たちに混じって，真剣に発表を聞いた。 太陽光・水素ハイブリットカー 秋田市総合環境センターも
「ジョナサン」も展示されていた。 見学した。

※足利工業大学牛山泉学長は，中学生の参加に感心され，中学生にも分かりやく講演して下さった。

同じく５月に１年生は「秋田白神体験センター」での自然体験・宿泊体験学習を行い，山
岳ガイドの案内で，白神山地（駒ヶ岳）に登山した。
２年生は，キャリアスタートウィーク（今年度は３日間）で，課題として各事業所の環境
対策を調べ，レポートにまとめた。（資料５：ワークスクーリングの環境学習）

山岳ガイド２名から，説明を受けながら白神山地に登山した。 ISO14001認証工場（製造業）での研修。

７月・・・環境講演会 講師：秋田県地球温暖化防止活動推進センター 山本久博氏
演題：風の王国プロジェクトが作る日本の近未来について

生徒感想
今回の講演会では，秋田のエネルギーについて聞きました。秋田は，日本でもトップクラスの風力発電が行える土地が
たくさんあります。北西からの季節風のおかげで，風力発電の稼働率が非常に高いです。いずれはガソリンではなく，
電気の時代がやってきて，自動車もガソリンではなく，電気を充電する場所が必ず必要になるときがくるといわれるく
らい，世界では化石燃料が使われているので，自分たちの世代もその後の世代のためにも，今よりもいい環境を残した
いです。

※講演会の様子（資料６：県南日々新聞インターネット記事）

８月・・・全校生徒が夏休みの課題として，大仙市環境家族宣言に取り組んだ。
（資料７：大仙市環境家族宣言）

９月・・・省エネクッキング出前講座 ①で説明

これからは予定である。
１１月・・・環境講演会 水中写真家中村征夫氏（秋田県出身）

環境教育出前講座 環境教育カリキュラムデザインに沿って，
１年生は理科の「身のまわりの物質」で
「石油精製とリサイクル」について。

２年生は技術・家庭科の「エネルギー変換について考えよう」で
「待機電力」について。

３年生は技術・家庭科の「消費生活と環境」で
「フードマイレージ」について

１２月・・・能代火力発電所・風力発電所訪問（２，３年生対象）
１月・・・大仙市環境家族宣言 Vol.2の取り組み（全校生徒，冬休みの課題として）

イヌイットの生活体験（１年生）
小学生対象の中学生による出前授業（中３生が小４生の総合的な学習の時間で環境の授業）

⑥学校行事，ＰＴＡとの連携
地域行事として行われている「川港親水公園クリーンアップ」と，ＰＴＡ行事として行われている「親子

奉仕活動」を連携させて実施。「環境学習で地域へ貢献」という合い言葉で取り組んだ。
また，ＰＴＡ研修部主催の保護者対象の講演会を，省エネ普及指導員，鎌田なお子さんを講師にむかえ，

「家庭でできる省エネ対策」として講演していただいた。夏休みに家族で取り組む「大仙市環境家族宣言」
に向けて，親の意識を高めるための講演会になった。
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⑦地域への積極的な発信
生徒，保護者向けに，学校での環境教育の現状と成果を伝える，環境通信「ＥＳＤｏｍ」を発行している。

９月現在で１５号まで発行した。また，アルミ缶・ペットボトルキャップ回収のお願いを全戸配布するとき，
本校の環境学習のようすも発信した。今後は「ＥＳＤｏｍ」の地域全体への配布と，「小学生対象，中学生
が行う環境授業」の計画を実行したい。（資料８：環境教育通信）
講演会や出前授業，地域での活動等は，地域のインターネット新聞「県南日々新聞」に掲載させていただ

き，活動内容を発信している。（資料６：県南日々新聞インターネット記事）

３） 地域や事業者等との連携の状況
エネルギー環境教育を実践するに当たって，学校外部との連携は必要不可欠なものである。本校では昨年

度から積極的に地域や専門機関，業者等との連携を深め，知識だけではなく情意面での指導も受けてきた。
主な連携機関は次の通りである。

①専門的な技術・知識の指導支援
・NPO法人環境あきた県民フォーラム 理事長 山本久博氏（講演会 2009.7）

事務局長 福岡真理子氏（省エネクッキング出前事業 2009.9）
事務局次長 菊地格夫氏（ワークショップ 2008.12）

※毎回補助スタッフのみなさんにもお世話になっている。
・独立行政法人 産業技術研究所 研究員 安藤尚功氏（燃料電池出前授業 2009.2）
・（財）省エネルギーセンター（講師紹介 2009.7）
・秋田県地球温暖化防止活動推進センター（環太平洋自然エネルギー国際フォーラムへの参加 2009.5）
・東北電力能代火力発電所・風力発電所（施設見学と講話 2008.11&2009.12）
・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」（生徒参加 2008.10）
・水中写真家中村征夫氏（秋田県出身）（環境講演会 2009.11予定）
・東北電力「放課後広場」横手営業所（待機電力出前授業 2009.11予定）
・日本工業大学（フードマイレージ出前授業 2009.1予定）
・石油連盟（石油のでき方出前授業 2009.11予定）

②教育機関，市の機関，専門機関
・大仙市教育委員会学校教育課 ・大仙市環境課 ・大仙美郷クリーンセンター
・秋田市総合環境センター ・あきた白神体験センター ・藤里町商工会議所
・エネルギー環境教育情報センター ・秋田県教育庁南教育事務所仙北出張所

③地元業者等
・キャリアスタートウィーク受入事業所（２０か所） ・地元建設業者（緑のカーテン設置工事等）

④マスコミ関係
・秋田魁新報社 ・AKT秋田テレビ ・県南日々新聞

⑤職員研修関係
・森林教育指導者養成研修会（秋田県主催） ・環境教育リーダー研修基礎講座
・エネルギー・環境・放射線セミナー ・全国小中学校環境教育研究大会（東京都）
・エネルギー教育フェア２００９，２０１０

⑥国際的な連携
・ユネスコスクール申請中（環境教育）・・・仮申請は通過。現在本申請中。

以上のような団体，個人のみなさんからの支援を受けながら活動を行い，環境意識と行動力を高めてきた。

４） 活動期間および授業時間
本年度の活動については，環境教育カリキュラムデザインに記載されている。また，２）でも詳しく述べ

た。ここでは昨年までの活動内容を紹介する。
平成１７年度
総合的な学習の時間に「環境」を取り入れる。各自が環境省，文部科学省，厚生労働省，経済産業省のフ

ィールドを選択し，テーマを決め，調べ学習を行った。環境省フィールドでは，秋田火力発電所を訪れた生
徒もいた。（全７０時間）
平成１８年度
総合的な学習（前年と同じ）と理科の「エネルギー」の単元をリンクさせ，総合的な学習で環境省フィー

ルドを選択した生徒が，理科の「エネルギー」授業をリードして進める形をとった。「秋田県電力プロジェ
クト」と題して，秋田県にこれから建設するのにふさわしい発電所について，議会形式でのディベートを行
いまとめた。（総合７０時間，理科７時間）
平成１９年度
基本的には平成１８年度と同じだが，選択理科でもエネルギーを扱い，風力発電，火力発電，燃料電池等

の実験を取り入れた。（選択理科エネルギー関係：７時間）
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平成２０年度
総合的な学習の時間が学年ごとのカリキュラムになったことを受けて，３年生全員でエネルギー環境学習

に取り組んだ。また，文部科学省から「新しい環境教育の在り方に関する調査研究事業」実践協力校の指定
を受け，本格的にエネルギー環境教育に取り組んだ。
３年生の総合的な学習の時間の概要は次の通りである。（時間数の表示のないものは１単位時間）
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。エネルギー問題現状理解

（DVD)
６月・・・新聞からのスクラップづくり（５時間）
７月・・・秋田県の実態把握（DVD)。洞爺湖サミットの議長総括について。
８月・・・個人の課題と調査方法の決定。「不都合な真実」（DVD）視聴。
９月・・・個人テーマに沿った調査活動（１１月まで１０時間）。

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（５名）。

１１月・・・能代火力発電所・風力発電所見学（１日日程６時間）。調査活動のまとめ。
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」（２時間）
１月・・・環境学習のまとめ
２月・・・アクションプラン実行期間（２週間）。燃料電池出前講座（１，２年生対象）

生徒アンケート。保護者アンケート
大仙市中学生サミットでの実践発表

５） 学習後の子どもたちの変化の状況
①環境意識の変容について
大仙市環境家族宣言を見ると，環境保全に対する意識が確実に高くなっているのが分かる。例えば，１５

項目のチャレンジ内容について「よくできている」２点，「だいたいできている」１点，できていない０点
で判定し，取組前と取り組み後の合計点（３０点満点）を比較した「くらしのチェックシート」では，全て
の生徒の点数がアップしている。平均６．３点のアップである。中には１５点アップの生徒が２名，３０点
満点に達した生徒が２名いた。昨年の学校内での意識調査では，「ECO について取り組んでいる」と答えた
生徒が，１年生（現２年生）で６０％，２年生（現３年生）で６４％だった。今年度は大仙市環境家族宣言
２回実施のおかげで，現１年生も含め１００％となる。「１年間で自分に変化が見られたか」という設問に
対し，１年生（現２年生）は９０％，２年生（現３年生）は，７７％，３年生（卒業生）にいたっては，１
００％の生徒が「はい」と答えている。保護者の同じ設問に対する評価は，学年ごとに６４％，５８％，９
０％であった。今年度の活動後もアンケートを実施する予定なので，特に現２年生の変容に期待したい。
文章表現からも意識の変容が伺える。

５月２２日・・・DVDをみた感想
（前略）今の日本に必要なのは新たなエネルギーを得ることではなく，今ある資源をどう使っていくかだと思います。メーカーが省

エネに乗り出している今，国民一人一人が現状を理解すべきだと思います。

１１月１７日・・・パネルディスカッション後の感想
環境のことについて少しでも意識し，自分にできることはどんどん実行していくことが大切である。対処法をいくら知っていても，

実行しなければ意味がない。まずは初歩的なことからでもいいので，実行していくべきである。僕は国の機関がいくら動いたところで
民間人が変わらなければ意味がないと思う。

２月・・・アクションプラン実施後の感想
これまでパネルディスカッションなどの話し合いや調査活動を通しての学習はしてきたが，今回のように実際に行動するという機会
はほとんどなかった。今回の経験を生かして，これからは対策を知るだけではなく実際に行動を起こし，地球温暖化に貢献していきた
い 。

これは一人の生徒の感想の推移である。明らかに「他人ごと」から「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。

②学習状況の変容について
次に示すのは，２月「燃料電池出前講座」後と，５月「DVD 北極大変動」視聴後の「自分の考え」の変

化である。（現３年生）
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２月・・・「燃料電池出前講座」後，「未来のエネルギーについて考えていることをまとめよう」
未来につながるエネルギーとは，①二酸化炭素が出ない②使いやすい③コストが低い。今の問題点は，①コストが高い②安全性③寿

命が短い。今日の講義で様々なことが分かってよかったです。ただ，エネルギーを開発し，実用化するには問題があると知りました。
エネルギーにも「安全性」があると知り，驚きました。

５月・・・「DVD北極大変動」視聴後，「地球環境保全と経済活動についてあなたの意見を書きましょう」
技術が発達し，どんどん生活が豊かになっています。それはよいことだと思いますが，その発展が原因で人類が危険にさらされるの

なら，元も子もないと思います。もう「技術革新」だけの時代ではなく，「技術革新と環境保全」の時代が来たんだと思います。

文章からも，環境を様々な問題と絡み合わせて考えていることが伺える。これまでの学習の中で学習状況
は高度化していることと思われる。資料９からも学習状況の高度化が伺える。

（資料９：７月の講演会の学習シート）
学習状況の評価は，「エネルギー」を中心にしたウェビングでも行っていきたい。

６） これからの活動計画
今後も「環境教育カリキュラムデザイン」にしたがって活動を行っていく。来年度は「環境教育カリキュ

ラムデザイン」の生徒会学校行事，総合的な学習の時間の内容が変更になることも考えられるが，総合的な
学習の時間と各教科等との連携を図った体系的な環境教育を，エネルギーの視点から進めていくことに変わ
りはない。今年度の実践での反省点をもとに，修正を加えて実践していく。
今年度のこれからの主な計画は（３ページに前出）

１１月・・・環境講演会 水中写真家中村征夫氏（秋田県出身）
環境教育出前講座 環境教育カリキュラムデザインに沿って，

１年生は理科の「身のまわりの物質」で
「石油精製とリサイクル」について。

２年生は技術・家庭科の「エネルギー変換について考えよう」で
「待機電力」について。

３年生は技術・家庭科の「消費生活と環境」で
「フードマイレージ」について

１２月・・・能代火力発電所・風力発電所訪問（２，３年生対象）
１月・・・大仙市環境家族宣言 Vol.2の取り組み（全校生徒，冬休みの課題として）

イヌイットの生活体験（１年生）
小学生対象の中学生による出前授業（中３生が小４生の総合的な学習の時間で環境の授業）

３月には，ウェビングやアンケート，レポートなどでまとめと評価を行う。

今後の大きな目標は，他校も含めた地域全体での環境学習を，本校が中心と
なって行い，持続可能な社会づくりをみんなで進めていくことである。
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