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エネルギー環境教育をすると①

へぇ！

おもしろー！

すごー！

びっくりや！
感動！



エネルギー環境教育をすると②

そうなんやー！

知らんかった！

めっちゃ大切やん！

ホンマに勉強になるわ〜！

成長！



エネルギー環境教育をすると③

北海道から！

海外から！

商社の人！

企業の出前授業！

全国の施設見学に参加できる！

繋がり！



1．児童生徒の変化

2．学校の変化

3．保護者、地域の変化

4．先生自身の変化

子どもが
変わる

学校が
変わる

保護者
地域が
変わる

先生自身が
変わる



キーワードは

あきらめ
なければ
夢は叶う。



1．実践のポイント

エネルギー環境教育というと、難しく考
えてしまいますが、

「電気はどこから来てるの？」

「もっとエコにするには？」

など、身近な課題から考えられるのが、
エネルギー環境教育のいいところです。

まずは
子どもが

楽しく学べる
ことが大切！
子どもが

主体的になれ
ば、自動的に
ステップは上
がっていく



1．新しいことを始めるには、
エネルギーが必要。

「どうせ無理やろ。」

「できるわけないやん。」

「ホンマにできるん？」

あきらめなければ
夢は叶う

必ず言われる言葉



エネルギー環境
教育の系統図

低学年

中学年

高学年

楽しみながらエネルギーを

感じる

エネルギーの
実態を知る

将来のエネルギー
を考える

中学校で新たな知識や考え



実践➀児童会活動
全校で省エネ活動「ムダゴンをやっつけろ！」
ムダが大好きな怪獣「ムダゴン」をやっつけるためみんなで
考えた、学校でできるエコ活動

移動のときは電気を消す

せっけんで手を洗うときは水を止めておく

２０分休みと昼休みは電気を消して外へ行く

そうじで使う水はバケツにためる
ノートは最後まで使う
紙ごみは回収箱へ入れる
水やりは雨水タンクを使う
給食を残さない

ごみがなくなるまで、ていねいに掃除をする



子どもに
配付する
用紙。

今後は
デジタル化も
可能



ひとつするごとに１ポイント。ひとりひとりがためた
ポイントを合計して、ムダゴンをやっつける。

児童会が毎年することで、進化していく。

（児童会の子どもが「今年もしたい！」となること
で、子ども主体で継続できる。）



ムダゴンと戦うエコにゃんの出現

自動的にステップが上がっていく➀

ムダゴンを
やっつけろ

エコにゃん
を育てよう



エコ活動は地域にも広がっていく。

地域行事のふれあい祭りで実施。

家庭の使って
いないものを、
バザーで販売。

児童会が中心に行い、売上金は
エネルギー環境教育費として活用

自動的にステップが上がっていく②



売上金で自然を増やす「記念植樹」
桜「神代曙（ジンダイアケボノ）」

子どもが主体的
に取り組んでい
くことで、どん
どん新しい取り
組みにつながっ
ていく。

初めから、
記念植樹
なんて、
考えて
なかった。



コロナ禍で動画配信になった結果報告

https://www.youtube.com/watch?v=9Jes8clEGgA
&list=PL2nQH_Nb9M0BypG0NPeDC58uHZ1T6vuq
t&index=1

https://www.youtube.com/watch?v=9Jes8clEGgA&list=PL2nQH_Nb9M0BypG0NPeDC58uHZ1T6vuqt&index=1


「環境怪獣ムダゴンをやっつけろ！」
の児童の感想



「環境怪獣ムダゴンをやっつけろ！」
の児童の感想



実践②自然と科学の共生エコビオトープ

「ホタルプロジェクトまでの道のり」

きっかけは
「発電体験ができる、体験型エコビオトープを作ろう」
（※はじめはホタルなんて想像もしていない）

そもそも ビオトープもない・・・
お金もない・・・

「池なんてできるわけないやん！」 「ほんまにできるん？」

子どもも・教師も 「無理やろ・・・」



あきらめなければ

夢は叶う



体験型エコビオトープを造るまで。

花壇を掘って作りました

排水管

アクリル板

コンクリートを
流し込む



当時、校務員の竹村さんが
つくってくれました。

USJのスヌーピーの
ジェットコースターを

つくったのも
竹村さん

実は



竹村さん

ビオトープ（池）の業者に
頼んだら、だいたい30万円
ぐらいですわ。



「体験型エコビオトープ」完成

光電池で回るプロペラ。

手回し発電とコンデンサで
動くボートやプロペラ。



「ビオトープに集まる休み時間」

ほんまにできたんや！

「あきらめなければ夢は叶うって
ホンマかも・・・」



自然と科学の共生
池の水が濁ってきたので、きれいにするにはど
うすればいい？

・水草を入れて酸素を増やす。
→効果なし

・太陽光でプロペラや濾過ポンプ
を動かす。
→夜はどうするの？



夜は、電気が
必要だね。

ろ過ポンプを動かさな
いと、なかなか水は
きれいにならないね。

ポンプやコンセントが
壊れないようにしないと

エネルギーの安定供給

再生可能エネルギーの
発電量の少なさ

設備維持の必要性



ポンプ作動前 ポンプ作動後



エコビオトープ」の児童の感想

エネルギーの
安定供給

多様なエネル
ギー源とその
特徴



さらにエネルギー教育を続ける中で

もっとエコなビオトープをつくりたい

雨水タンクの水なら、もっとエコになる！

雨活コンテストで全国１位になれば、
雨水タンクもらえるらしい！

よしチャレンジしよう！
子どもも・教師も
「全国１位は無理やろ・・・」

自動的にステップが上がっていく③



あきらめなければ

夢は叶う



雨水アイデア（４・５年）

雨水で自動シャボン玉装置

ま
と
め
て
新
聞
作
り

その結果・・・

ろ過して飲み水に



見事全国１位（団体奨励賞 小学校部門）



ほんまに全国１位になれたんや！

あきらめなければ、夢はかなう
ってホンマなんや！

雨
水
タ
ン
ク



さらに 「ししおどし」をセット

生まれて
初めて見た！
感動した！



竹村さん

次は何作れって言われるか、
恐ろしいですわ。

もちろん作ったのは



さらにエネルギー教育を続ける中で
ビオトープでホタルを見てみたい。

ホタルなんて見たことない。

ホタルを呼べるかチャレンジしたい！

よしチャレンジしよう！

子どもも・教師も
「資金も知識もないのに
なんぼなんでも
ホタルは無理やろ・・・」

冷却機

自動的にステップが上がっていく④



あきらめなければ

夢は叶う



日本教育新聞「学校応援プロジェクト」

見事
全国初の公立小学校で

クラウドファンディング校
に選ばれる。

クラウドファンディングしてみませんか？に応募



プロジェクト内容
「あきらめなければ夢は叶う」
小学校の池にホタルを呼ぼう



たくさんの支援者

保護者

卒業生

地域の方

教え子 八尾市の方

環境団体

飲み屋
の大将他府県の方

無事に目標金額達成



その他の支援者のつながりの中でも

ホタルのエサのカワニナをあげる。

ホタル育成に詳しい○○さんを紹介するよ。

八尾市の○○でホタルの夕べをしてるよ。

みんなで支えるから、なんでも言って



手に入ったのは、支援金だけでなく

たくさんの方とのつながりと

夢をかなえたいという

たくさんの方の熱い想いでした。



そしてホタルビオトープの完成



絶滅危惧種のニッポンバラタナゴ
の繁殖にも成功！



さらに地域のお父さんたちが

エネルギーに関係する仕事をして
るから、子どもたちが喜んでる学
校の取り組みに、力になりたい。

池の電力のソーラーパネルの設置
は、親父たちでするわ。

日よけの竹は地域で組んどくわ。



さらに、みえホタルの里連絡協議会の方から
ホタル育成のための「産卵箱」を寄贈。



保護者からは
ホタルの成虫
を寄贈

無事に産卵を終えました。



孵化の成功を
確認



そしてついに・・・
令和2年5月28日 ゲンジボタル初飛翔。そのホタルを産卵させ、
翌年（令和3年5月17日）には12匹のゲンジボタルの飛翔が確認さ
れ、ゲンジボタルの完全養殖に成功した。（今年度も産卵済み）



曙川小学校はほんまにすごい！
自慢の学校や！

あきらめなければ、夢は叶うは、
ホンマにホンマなんや！

きっかけはエネルギー環境教育



実践③ソーラーカープロジェクト
「人が乗れるソーラーカーを作ろう」

人が乗れるソーラーカー
なんてできるわけないやん！

子どもも・教師も「無理やろ・・・」

自動的にステップが上がっていく⑤

エネルギー環境教育がんばってきたから、
曙川小のシンボルみたいなん作りたいなぁ



あきらめなければ

夢は叶う



府立堺工科高校「ソーラーカー部」訪問

バッテリーモーターカー

自転車とオルタネーター
でバッテリーに充電



そのソーラーカー部の出前授業

ソーラーカー（日本１位）

ハイブリッドカー

電気自動車２台（繁原製作所）

PHEVカー（プラグイン）

乾電池カー

当時からＳＴＥＡＭ教育に
ついて学んでいました。



実際に走る姿も見せていただきました。

単三電池で
動きました。

時速９０ｋｍ
でるそうです



ソーラーカープロジェクト

全校でデザインを
考える

ソーラーカー
部が選考 高校生が作製



その結果



実際に動く様子
（森本校長）



自動的にステップが上がっていく⑥

子どもも・教師も
「何とかして
できるんやろなぁ」

実践④もらった発電装置で、
自転車発電イルミネーション作ろう



すると保護者が

電気に関係する仕事をしてるから、
手伝えることあったら、手伝うで！

せっかくやから、100Ｖコンセント
つけて非常用電源にも使えるように

しよう。

子どもにＬＥＤ電球のソケットの
作り方を体験してもらおう



そして、発電イルミネーションの完成



自動的にステップが上がっていく⑦

自転車と太陽光のＷ発電にすれば、
24時間安定供給できるよね。

保護者が休日に
ボランティアで

作成。
トースター使用
可能の電力量



自動的にステップが上がっていく⑧

せっかくやから、出前授業で
はたらく車見せたるわ。



自動的にステップが上がっていく⑨

気候変動アクション環境大臣表彰に、
曙川小学校を推薦してもいいですか。

脱炭素チャレンジカップ2021年に出場
してくれませんか。

優勝すれば環境大臣から表彰される。

今回ばかりは 子どもも・教師も
「さすがに（当時）小泉進次郎大臣からの表彰なんてむりやろ・・・」



あきらめなければ

夢は叶う



そのときのプレゼン動画

• https://youtu.be/gCcgzQEYmQ8

https://youtu.be/gCcgzQEYmQ8




すごい結果となりましたが、はじめから
考えていたわけではありません。

ますは、子どもが
楽しく学べること

きっかけはエネルギー環境教育

身近な生活をきっか
けに考えられる

学校の取り組みを、
地域が応援！

世界規模で考える
答えのない課題に発展



エネルギー環境教育で、授業はより深い学びへ

生活 おもちゃ遊び（風やゴムの力を感じる）

理科 発電とその利用で関西電力の出前授業

社会 歴史でエネルギー資源を求めて太平洋戦争へ

算数 角度で太陽光パネルの角度は都道府県で違う

総合 日本のエネルギー自給率は何パーセントか知ってる？

家庭科 快適な暮らし（エコな暮らしを数値で表そう。）

道徳 生命尊重で電線にできたカラスのヒナは処分していいの？



https://youtu.be/u_gOK5E2zh0

音楽（卒業制作）

歌詞を子どもたちで考え、

音楽専科が作曲

https://youtu.be/u_gOK5E2zh0


エネルギー環境教育の最大の魅力は人材育成

山野元気の資源エネルギー庁に
出す企画文書（前）



エネルギー環境教育は

あの鉄塔

これが これになるぐらい

人を育てる！



発電お好み焼き横丁YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=fMgPMaVJ_9g

地獄発電亡者の反省YouTube
https://www.youtube.com/watch?
v=zicKjbt8694

https://www.youtube.com/watch?v=fMgPMaVJ_9g
https://www.youtube.com/watch?v=zicKjbt8694


さらに
ニュースを見ると

エネルギーに
興味がないと、
読みとばす。
（気にしない）



今まで気にしなかったニュースには
エネルギーに関することがたくさんある。



ＣＯＰ２６とは気候変動について考える国連
の２６回目の会議。
京都議定書はＣＯＰ３。
パリ協定はＣＯＰ２４

メタンはＣＯ２より温室効果が80倍高い。
原因は「石油の運搬や精製」「牛のゲッ
プ」など



教師として成長できるだけでなく、
社会人としても成長できる。

エネルギー自給率 最終処分場

ＳＤＧｓ ゼロエミッション燃料

近い将来、エネルギーについて選択を迫
られるときがくる。



エネルギー環境教育で学べること
・身近な生活をきっかけに考えられる。（主体的）

・国際的な規模で考えられる。（グローバル思考）

・様々な視点で考えられる。（多面的・多角的）

・批判的思考で考えられる。（クリティカルシンキング）

・エネルギーに関する多くの出前授業で体験ができる。（体験活動）

・今の生活から世界までの空間的つながりを感じられる。（空間認知）

・過去、現在、未来へと時間的つながりを感じられる。（時間認知）



でも、いきなり学校で

エネルギー環境教育します！

とは言いづらい。



曙川小学校がエネルギー環境教育に取り組む
きっかけは「エネルギー教育モデル校」に認
定されたから。（「モデル校」制度は廃止）

今なら、ＳＤＧｓをきっかけにしたり



学年で、資源エネルギー庁の「かべ新聞コ
ンテスト」に挑戦したり

「エネルギー教育支援事業」
（助成金15万円）に応募したり

エネルギー環境教育に取り組むきっかけ
はいくらでもある！

https://energy-kyoiku.go.jp/kabe/

https://www.denkishimbun.com/event/enekyo_shien

https://energy-kyoiku.go.jp/kabe/
https://www.denkishimbun.com/event/enekyo_shien


エネルギー環境教育をやってみたいと
思った学校には、エネルギー実践校や、
資源エネルギー庁、博報堂、関西ワーク
ショップなど、さまざまな企業や職種の
方々が全面協力してくれます。

それぐらい未来にとって大切な勉強です。



最後に、斎藤茂吉の名言

新しいことに挑戦するときに、
もっとも大切なことは、
現在の自分の能力で「できるか、できない
か」を予測することではなく、
「やる気があるかないか」である



今日の講演を聞いて、
少しでも元気とやる気が出た先生が増え
ることを願います。

ご清聴ありがとうございました。


