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磐田市立豊田中学校

 ＥＳＤを「持続可能な社会の担い手
を育む教育」ととらえ，「ＥＳＤの視
点を取り入れたキャリア教育」を校内
研修の柱に据えている。

 各教科・領域は，可能な範囲でこの
「ＥＳＤの視点を取り入れたキャリア
教育」に対して果たせる役割を設定し
て取り組んでいる。



本校理科のテーマ

 理科が果たせる役割：
「現代社会では，科学技術が私たちの未来の生活の質とつながっていることに
気づき，科学技術が関わる諸課題を自分の将来と結びつけて受け止め，協働
的に学び，議論を深めながら，持続可能な社会づくりに主体的にかかわろうと
する生徒を育成すること。」

 理科３年間のテーマ：
「自然と調和した持続可能な社会をつくっていくために，自分はどうしていくべき
か？」



本研究の目的

1. 「2050年カーボンニュートラルの実現」に対する「適切な動機付け」を行い，それに関連す
るキーワードをインターネットから抽出する学習を行うことで，生徒が自らカーボンニュートラ
ルに対する思考を広げていけないか？（主体的な知識の獲得）

2. 個人が決めた意見を班で一つに絞るような，意思決定から合意形成のプロセスを意図的
に組み込むことで，生徒の議論を深める力を育成できないか？（協働的な学び）

3. カーボンニュートラルについて本質的な問いを設定し，自らの考えを発表レポートにまとめ，
大人を含む他者に発表する場を設定することで，生徒がカーボンニュートラル社会に対して
主体的にかかわろうとする意識を高め，社会参画の力量形成につなげることがないか？
（ESDの視点からのキャリア教育）



A) 導入（課題把握）の段階①
カーボンニュートラルに対する動機付け

 生徒のカーボンニュートラルとの出会いは，菅総理（当時）の所信表明演説の
ニュース動画を見せることをきっかけに行った。

 カーボンニュートラルについて扱われている約１分間に絞って再生した。
（生徒が課題を焦点化しやすいように）



A) 導入（課題把握）の段階②
共通テーマの設定

次の２点について意見交換を行った。

I. 2050年まであと30年，40代半ばになっている自分がどんな生活を送って
いるか。

II. 2050年までにどのようなことをして，カーボンニュートラルの社会を実現させ
ているか。

共通テーマ：
「やがて実現させなければならないカーボンニュートラルの時代に向け
て，私たちに何ができるのだろう。



B) 思考を広げる段階
カーボンニュートラルの実現に向けたキーワードを考える

 コンピュータ室に移動

 生徒が個々に「2050年カーボンニュートラルの実現に向けたキーワード」を，理由を添えて選ぶ
学習を行った。（生徒が主体となったカーボンニュートラルについての思考の広がりを期待）

 生徒には各自３つ以上のキーワードをインターネットの調査から選び出すように伝えた。その際，
理由の文章はインターネットからそのままコピー＆ペーストすることはせず，必ず「自分が理解した
ことに対して，自分の言葉で記述する」ように伝えた。

 この段階に充てる時間は，授業の残り20分程では不十分であったため，もう１時間（50分授
業）コンピュータ室での授業を設定（合計で約70分間）

 提出には，Microsoft Teamsの課題提出機能を用いた。



 思考を広げる段階で，生徒は個人
で考えたキーワードを複数抽出した。

 ここでは，Microsoft Teamsの課
題提出機能を用いて，各自が考え
たキーワードを教師に提出し，集約
を行った。

生徒が理由を添えて抽出したキーワード（一部抜粋）
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C) 意思決定から
合意形成の段階

 個人で調べたキーワードに優先順位をつけ，最も重要と思われるキーワードを決
定する。

 さらにそのキーワードを持ち寄って班で議論し，キーワードの中のキーワード
（キーワード・キング）を班で一つ決める。

 静岡大学の萱野氏が考案の「受容から合意に至るArgumentデザイン」のワー
クシートを使用。



提案シートの形式



D)追究の段階

 期日：2021年３月20日～４月６日
（春休みの課題として）

 対象：磐田市立豊田中学校
第１学年１学級の生徒（31名）

 本研究の対象学級（学級㋐）は，「キーワード・キング」についてまとめる。

 次の二つの学級を比較対象とする。

 単元「火山と地震」において共通テーマ（本質的な問い）を設定して学習した学級（学級㋑）…自
分が教科担任

 共通テーマ（本質的な問い）を設定せずに学習した学級（学級㋒）…今年度赴任の教員が教科
担任



E) 発表の段階

 期日：2021年４月23日（学校公開日）

 対象：磐田市立豊田中学校
第２学年３学級の生徒（88名）

 場所：磐田市立豊田中学校 第２理科室

 春休みの課題であった追究レポートの交流会を実施。

 学校公開日であったが，新型コロナウィルス対策で参観する保護者は時間帯別に分散。

 保護者にはなるべく積極的に発表に参加していただくように依頼。



結果（主体的な知識の獲得）
 キーワードに対する理由として生徒が提出した文章

の共起ネットワークを分析

 Ｂ群の「カーボンニュートラル」と「減らす」という言葉を，
Ａ群の「温室効果ガス」と結び付けて文章を記述し
ている。

 Ａ群の「温室効果ガス」は「ＣＯ２」だけでなく「フロ
ン」や「メタン」といったその他の温室効果ガスと同時に
使われる。

 生徒は自らの力で，温室効果ガスを減らしていくこと
がカーボンニュートラルの実現に必要不可欠であるこ
とを再認識した。

 温室効果ガスは，一般に言われるＣＯ２だけではな
く，「フロン」や「メタン」等，複数の種類に渡ることを
見出た。

 生徒は自由に思考を広げたが，事実と大きく外れた
内容になることはなかった。



結果（協働的な学び）①アーギュメント

 反証のプロセスを組み込んだことで，生徒が自分の主張を客観的に捉えていることが読
み取れる。

 主張に対する相手の反証を予測することによって，あらかじめどのような反論を用意して
おけばよいのか準備して議論。

 『相手のことも考える「〇〇の意見もいいけど…」etc.』といった，相手に対する気遣い

 相手の人格を尊重することは大前提であるが，相手の主張については弱点を探る。

 反証には丁寧に反論し，自分の主張を相手に受け入れてもらう。



結果（協働的な学び）②合意形成
 非常に短時間の議論ではあったが，８班中６
班が１つのキーワードに絞り込めた。

 「合意に至らなかった（わからなくなった）」という
班も２班ほど見られた。（合意に至らなかった班
の班員には，個人が選んだキーワードをで追究レ
ポート）

 時間配分を考えると，実質15分程度の話し合
いでこれだけ多くの班が合意できたのは，

 ワークシートを用いたことで議論のプロセスが可視
化できていた。

 反証のプロセスを組み込んだことで，反証に対する
説明（反論）の準備ができていた

 ことに因るところが大きい。



結果（ESDの視点からのキャリア教育）

 ３学級で追究レポートの自発的な
記述を比較

 ESDの視点からのキャリア教育につ
ながる内容として以下２点を重視

 １．「自分の意見を自分の言葉で
記入しているか」

 ２．１に加えて「自分のこれからの
行動にまで踏み込んでいるか」

学級㋐ 学級㋑ 学級㋒

共通テーマ
（本質的な問い）

〇
設定あり

〇
設定あり

×
設定なし

追究内容
カーボン・
ニュートラル

火山と地震 火山と地震



結果（ESDの視点からのキャリア教育）
 本質的な問いを設定することで，自分の意
見を自分の言葉で記入する生徒の割合は，
約２．７倍に増加。

 カーボンニュートラルをテーマに学習を進めるこ
とで，自分のこれからの行動に結びつけた記
述が約１．４倍（対「本質的な問いなし」
比で５．５倍）に増加。

私たちが温室効果ガスを減らして行くためにできること。
・家の電力を再生可能エネルギーの電力会社に切り替える。
・ごみの削減を心がける。
・車を使わず，公共交通機関をなるべく使う私たちにできることを探して，温
室効果ガスを減らしていく。
この中にいくつかできることがあるから，自分から進んで行っていきたいです。
これを踏まえて私たちにできることはなんだろう？
まずは二酸化炭素の排出をしないようにする!!

二酸化炭素を減らす活動には積極的に参加する!!
カーボンプライシングを調べて，環境問題は他人事じゃないなと感じました。
私にもできることはたくさんあると思ったからどんどん進んでできることを
やっていきたいなと思いました。
氷や氷河が溶けて陸が沈んでしまうと，自分たちの国が危険になってしまうの
が怖いと思います。そうならないためにも，自分ができることを自覚し，行動
に移せるようにしたいなと思います。例えば，自分は電気を使い過ぎないな。
電気を使いすぎだなと思ったことが。度々あります。これからは使いすぎない
ように心がけたいです。


