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クロスカリキュラム「環境」

社会

理科
教科横断

各教科のねらいの達成を目指し
社会に活用できる力の育成

技術
・

家庭



クロスカリキュラム「環境」

中学校

小学校
小
中
一
貫

小学校で学んだ基礎的な学習を
中学校での学習につなげる



クロスカリキュラム「環境」

ＤＣＡＰサイクルによる直後プラン方式

実践できたことだけを次年度の計画に位置づける

教科 横断

小学校

中学校

小
中
一
貫

社会

理科

技術
・

家庭



～合科授業のための単元構想～

＜合科授業具現化のメソッド＞

クロスカリキュラム「環境」

１ 異教科TT

２ 異教科活用

３ 合同授業（50分授業を分割）



合科単元 3年三学期

社会科、理科、技術・家庭科の深い学びへ

各教科の目標や内容
★知識及び技能の育成

★思考力、判断力、表現力等の育成

★学びに向かう力、人間性等の涵養

「持続可能な地球にするために」

かん



社会

理科

技術
家庭

中学校学習指導要領解説＜各教科の目標＞



合科単元 3年三学期

＜各教科の目標＞

「持続可能な地球にするために」

活動 資質・能力

社会
課題を追究した
り解決したりす
る活動

広い視野に立ち、グローバル化す
る国際社会に主体的に生きる平和
で民主的な国家及び社会の形成者
に必要な公民

理科
見通しをもって
観察、実験を行
うことなど

自然の事物・現象を科学的に探究
する

技術
家庭

生活や技術に関
する実践的・体
験的な活動

よりよい生活の実現や持続可能な
社会の構築に向けて、生活を工夫
し創造する



～合科授業のための単元構想～

＜合科授業具現化のメソッド＞

クロスカリキュラム「環境」

１ 異教科TT
Ｔ１教科の見方・考え方

２ 異教科活用
活用する教科の見方・考え方

３ 合同授業（50分授業を分割）
合同教科双方の見方・考え方



合科単元 3年三学期

社会科の見方・考え方
「地理的分野」

位置や空間的な広がりに着目して捉え、地域の環境条件
や地域間の結びつきなどの地域という枠組みの中で、
人間の営みと関連付けること

「歴史的分野」
時期、推移などに着目して捉え、類似や際などを明確に
したり、事象同士を因果関係などに関連付けたりすること

「公民的分野」
政治、法、経済などにかかわる多様な視点に着目して
捉え、よりよい社会の構築に向けて、課題解決のため
の選択・判断に資する概念や理論などと関連付けること

「持続可能な地球にするために」



合科単元 3年三学期

理科の見方・考え方

自然の事物・現象をどのような視点で捉えるか
「粒子」 「生命」

質的・実体的な視点 共通性・多様性の視点

「地球」 「エネルギー」
時間的・空間的な視点 量的・関係的な視点

比較、関連付け、条件制御、多面的に考えること 等

「持続可能な地球にするために」



合科単元 3年三学期

技術・家庭科の見方・考え方

(技術分野)
生活や社会における事象を、技術とのかかわりの視点で捉え、社会

からの要求、安全性、環境負荷や経済性等に着目して技術を最適化す
ること

(家庭分野)
家族や家庭、衣食住、消費や環境などに係る生活事象を、協力・協

働、健康・快適・安全、生活文化の継承・創造、持続可能な社会の構
築等の視点で捉え、生涯にわたって、自立し共に生きる生活を創造で
きるよう、よりよい生活を営むために工夫すること

「持続可能な地球にするために」



社会科、理科、技術・家庭科による合科単元

異教科TT
三つのメソッド 異教科活用

合同授業
各教科の目標の実現

相乗 効果

合科単元を通して身に付けさせたい資質能力

現代的な諸課題をＳＤＧｓの視点から

教科横断的なカリキュラムマネジメント

深い学び



合科単元構想（全体計画10時間）

第１次 温暖化から地球を守ろう
第１時 温暖化がもたらす影響
第２時 電気と私たちの暮らし
第３～４時 ２０３０年の電力構成①②

第２次 ゴミ問題から地球を守ろう
第１時 ゴミと省エネルギー
第２時 カーボンニュートラル
第３時 放射性廃棄物

第３次 持続可能な社会をめざして
第１～２時 レポート作成①②
第３時 パネルディスカッション

「持続可能な地球にするために」



合科単元構想（全体計画10時間）

キーワード
温室効果ガス、脱炭素、豊かな暮らし、発電方法

第１次 温暖化から地球を守ろう（配時４時間）

第１時 温暖化がもたらす影響
（社会T1、理科T2）

第２時 電気と私たちの暮らし
（技術T1、社会T2）

第３時 ２０３０年の電力構成①
第４時 ２０３０年の電力構成②

（社会T1 、技術T1 、理科T2 ）

「持続可能な地球にするために」



中学校学習指導要領解説(社会編）

配列表による関連性(社会)



＜地理的分野＞
世界や日本の資源・エネルギー
世界や日本の地域の特色

配列表による関連性(社会)

＜公民的分野＞
私たちと国際社会の諸課題
よりよい社会を目指して

中学校学習指導要領解説(社会編）



配列表による関連性(理科)

中学校学習指導要領解説(理科編）



配列表による関連性(理科)

エネルギーと物質
自然環境の保全と科学技術の利用

電気
電流と磁界

＜小学校＞
電気の利用

中学校学習指導要領解説(理科編）



第１時 温暖化がもたらす影響(社T1、理T2)

第１次 温暖化から地球を守ろう

教科 学習内容

社会

・地球環境問題（公民３）

理科
・炭素の循環と地球温暖化（３）
・地球環境と私たちの社会（３）

小学校



第１次 温暖化から地球を守ろう

教科 学習内容

社会

・地球環境問題（公民３）
・国際社会におけるこれからの日本（歴史３）
・日本の様々な自然災害（地理２）
・日本の資源、エネルギーと電力（地理２）
・アフリカ州、南アメリカ州（地理１）

理科
・炭素の循環と地球温暖化（３）
・地球環境と私たちの社会（３）

小学校 ・生物と水、空気との関わり（理科６）

第１時 温暖化がもたらす影響(社T1、理T2)



「持続可能な地球にするために」

第３時 ２０３０年の電力構成①
第４時 ２０３０年の電力構成②

合科単元構想（全体計画10時間）



合科単元構想（全体計画10時間）

キーワード
フードロス、グリーンコンシュマー、フェアトレード
脱炭素社会、放射線、地層処分、個人と社会

第２次 ゴミ問題から地球を守ろう（配時３時間）

第１時 ゴミと省エネルギー
（家庭・保体 ）

第２時 カーボンニュートラル
（技術・理科）

第３時 放射性廃棄物
（社会T1・理科T2）

「持続可能な地球にするために」



教科 学習内容

技術
家庭

・省エネルギーとゴミ問題（家庭３）
・持続可能な消費生活を目指して（家庭３）

保健
体育

小学校

第２次 ゴミ問題から地球を守ろう

第１時 ゴミと省エネルギー（技家・保体）



第２次 ゴミ問題から地球を守ろう

教科 学習内容

技術
家庭

・省エネルギーとゴミ問題（家庭３）
・持続可能な消費生活を目指して（家庭３）

保健
体育

・健康と環境（３）

小学校 ・物や金銭の使い方と買い物（家庭６）

第１時 ゴミと省エネルギー（技家・保体）



第２次 ゴミ問題から地球を守ろう

第１時 ゴミと省エネルギー（技家・保体）

保健体育
⇒社会一般

技家(家）
⇒家庭



「持続可能な地球にするために」

第３時 放射性廃棄物
（社会・理科）

合科単元構想（全体計画10時間）



自然環境や資源の有限性等の中で持続可能な社会をつくる力
（H29 2.24中教審答申）

エネルギーの生産と消費の両面から持続可能な社会の実現に向けたエネルギーミックスや
放射性廃棄物の処理地決定のプロセスについて、多面的・多角的に考察する必要がある。

社会科
・地球温暖化は各地で進んでおり、それに伴って発生する異常気象等
により、人々の暮らしに影響が出てきている。

・水力発電は日本に適した発電方法であるが、山地を切り開く必要が
あるため、これ以上発電所を造ることは難しい。

・火力や原子力発電を行うための原料は輸入に依存している。
・使用済み核燃料の地層処分を行う場所は、日本でまだ決まっていな
い。

理科
・それぞれの発電方法には、長所と短所があり、安定したエネルギー供
給のためには、エネルギー資源のバランスを考えた活用が必要である。

・放射線には、透過性や細胞を損傷や死滅させる性質があり、放射性物
質は、適切に管理しなければならない。

・使用済み核燃料は地層処分を行うしかない。

技術・家庭科（技術）
・脱炭素社会に向けて、火力発電の割合を減らしていく必要がある。
・原子力発電は安全性には欠けるものの効率よく発電することができ、
発電量が多い。

・新エネルギーは環境にはよい一方、発電コストがかかる。
・技術の進歩により、省エネ技術はこれからも発展する。

技術・家庭科（家庭）
・フードマイレージが増えると地球への負荷が大きくなる（社会）
・家計の問題もあり、フードマイレージばかりを考えるわけにはいかな
い。（個人）

・環境や人権に配慮したエシカル消費を行うことが持続可能な社会の実
現につながる（個人）

身に付けさせたい
資質・能力

深
い
学
び

持続可能な社会の実現を目指すためには経済・環境・社会的包摂の３つの視点のどれも欠
かすことはできない。

個
別
的
知
識

概念的
知識

価値的
知識

エネルギーミックスと使用済み核燃料処分
を中心とした深い学びの構造図



合科単元構想(全体計画10時間）

各教科の見方・考え方を相互に関連付ける

第３次 持続可能な社会をめざして（配時３時間）

第１時 レポート作成
第２時 （社会T1、理科T2）

第３時 パネルディスカッション（社会）

「持続可能な地球にするために」

現代的な課題に取り組む資質・能力の育成

深い学び



コミュニケーションの活性化
授業づくりを通しての会話 ⇒ 仲間と取り組むチームワーク

授業改善への波及効果
充実感、向上心

よりよい授業づくりのための追究
・他の教科の見方・考え方への理解
・自分の教科の本質への再認識
・配列表での関連付け
・指導技術の向上（OJT)

成果 教科横断が起こした職員室の変化



１ 教科横断の進め方
異教科TT・異教科活用・合同授業の
累積→実施を評価→改善→計画（DCAP)

課題（今後の取り組み）

２ 小中一貫の進め方（体制確保）
エネルギー環境教育を小中一貫の柱に
するための共通認識をどう図るか

３ 放射性廃棄物処分
授業（理・社・技）でどこまで扱うか

できることから



ご清聴ありがとうございました


