
「エネルギー環境教育への誘い」
-小学校社会科-
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京都教育大学附属桃山小学校 平岡信之



社会科の教師として気になったこと

衆議院議員選挙の投票率が戦後
三番目に低い５５、９３％

１８歳は５１、１４％１９歳は３５、０４％

それでも若者は、前回選挙よりは
微増



渋谷でハロウィンを楽しんでいる
若者へのインタビューから
 インタビューを受けた若者の投票率はほぼ三分の一

 行かなかった理由

・ハロウィンの事で頭がいっぱいでそれどころではなかった。

（正直だけどそれは、あかんやろ！）

・私一人の投票で世の中かわらないでしょ。

（よく聞く理由です。）

・よくわからないのに投票するのは無責任なので。

・判断する知識を持ち合わせていないのでいい加減な一票
になってしまっては迷惑がかかる。

（いかない方が無責任です。判断するための努力をしてくだ
さい）



・急用でいけなかった。電子投票があれば
投票した。

（これは検討する価値はありそうです。）

＊投票率が１９歳より１８歳の方が高いのは、
高校での学習の成果と分析されています。
高校の先生、ありがとうございます。私たちが
普通選挙の投票権を手に入れるまでの先人
の努力を知り、それを行使して社会参画する
意識を育て続けていきたいものです。



投票した理由にもアプローチ
・俺たちのグループに偏差値の高いやつがいる。
そいつがこれだと言ったので、グループでいれた。
責任はしっかりはたした。

（それって、何か間違っていませんか？あなたが
自分で考え判断すべきです。）

・政策と人柄で総合的に判断した。して欲しいこ
とをしてくれそうな人を選んだつもりです。

（見た目はとってもやばそうな風貌のあなた、人
を見た目で判断してはいけませんね。ごめんな
い！）



ところで選挙でエネルギー政策は
争点になった？

選挙では、政権選択、コ
ロナ対応、経済対策、外
交政策、野党統一候補
の是非などの論戦は活
発だったようです。



そのころ世界と身近なくらしは？

コップ２６は選挙の前日からイギリスで始まっていた。

選挙が終わった今、ニュースは、脱炭素社会の話
題であふれている。

 SDGｓは、暮らしや教育のキーワードとして定着。

ガソリンはなぜどんどん高くなる？

毎年起こる数十年にいちどの自然災害！

異常気象ではなくて気候変動！もはや異常でなく
なった。

グレタさんは、若者の声を聞けという。「若者は何
を訴えているのか？」



エネルギーを巡る問題

身近な問題である。

緊急の問題である。

みんなで考えなくてはな
らない問題である。



私はどうやってエネルギー環境教
育にたどりついたのか（１）
環境教育は公害学習を受けて育って
きた。

・四代公害病の原因と現状

・科学技術の副作用としての環境破壊
を知る。

・豊かな自然と自然保護について学ぶ。



教師として環境教育に取り組む
環境教育は時代を映す鏡である。

・PCBを巡る問題

・ダイオキシンを巡る問題

・赤潮や青潮、海や湖沼、河川の富栄養化

・光化学スモッグや大気汚染を巡る問題

・スパイクタイヤ粉塵問題（スタッドレスタイヤへ）

・オゾンホール

＊対策が取られて解決に向かったものもある。



転機が訪れた

長岡第五小学校で文科省の指定研究
で環境教育に取り組む

・現長岡第四小学校吉岡校長と５，6年
を持ちあがった後、文科省の研究を受
けることになり、吉岡先生は京都教育大
学に内地留学、私は１年生担任になり、
先進校の視察と情報収集に努めた。



指定研究の共同研究者でアドバイ
ザーは山下宏文教授
 まだ、エネルギー環境教育にはたどり着かない。

・ホタルを育てた。（失敗：夏を越せなかった。）

・学校ビオトープに取り組んだ。（中庭が手入れされていない
と保護者から苦情が来た。その後、それぞれ長岡第六小学
校、長岡第三小学校のビオトープ化と活用に取り組む。）

・ケナフを育てた。（国体に出場した保護者が、記念品にケ
ナフの種をもらったのを譲ってくれた。紙を作ったりした。土
器つくりの薪に使ったりした。）

・私は、生活科「秋と遊ぼう」の学習でオナモミを使った魚釣
り遊びの公開授業を行った。

・ネイチャーゲームに取り組み始めた。



京都議定書

多くのジャンルの環境教育に取り
組みながら、すべての問題の根
底には資源とエネルギーの問題
が存在しているのではないかと感
じ始めていた。

京都議定書の学習を契機にエネ
ルギー環境教育に取り組み始めた。



エネルギー環境教育に取り組む
 山下先生からのお誘いでエネルギー環境教育関西ワー
クショップの立ち上げ時から参加

 長岡第三小学校で広範囲な環境教育に取り組む。エネ
ルギー環境教育では「２１世紀のエネルギー」というタイト
ルで社会科、理科、総合的な学習の時間で実践。

 亀岡市立青野小学校でも継続、南丹高校の一木先生と
SPP（サイエンスパートナーシッププロジェクト）に取り組む

 エネルギー活用作品コンテスト実施（１５回で終了）

 第一回エネルギー環境教育学会から参加

 長岡第八小学校で水害学習とコラボしたエネルギー環
境教育に取り組む。

 岡本正志前代表のお誘いで現任校へ現在に至る。



環境教育とエネルギー環境教育

環境教育のそれぞれのジャ
ンルにはそれぞれのねらい
と課題がある。課題を解決
しようとした時にたどり着い
たのがエネルギー環境教育
です。



エネルギー環境教育は未来を見
据えた教育

未来性

緊急性

互恵性

＊子どもの資質・能力を高める
のにふさわしい教育でもある



社会科でエネルギー環境教育に
取り組んでみよう

エネルギー環境教育に取り組む価値
は理解できたけど実際に授業するの
は、ハードルが高い。

どのような教材を使い、どのように授業
を進めたらよいのかわからない。

多くの時間を必要としそうで難しい。
管理職や同僚の支持や理解は得られ
るのか。



副読本を活用しよう
副読本 授業展開例



展開例に対応したワークシート



改訂版授業展開例掲載予定単元
３年生

・くらしくらべ

４年生

・電気はどこから

・アルミ缶リサイクルは省エネ優等生

・地震からくらしを守る

５年生

・環境問題と自動車の未来

・日本の輸入の特色

6年生

・新しい日本、平和な日本へ

・世界の未来と日本の役割



メリット1「通常の授業+１ｈ」で出来
ます

副読本とワークシート
を使用すれば最少プ
ラス１ｈで指導すること
が可能です。



ワークシートを活用しよう

ワークシートには、参考にする副読本
のページが示してあります。

また、教師用には模範解答が記され
ています。それらを参考に調べたり、
話し合ったりして授業を進めてみてく
ださい。調べ学習で役立つ情報も記載
してありますのでタブレット端末の活用
もできます。



授業展開例を活用しよう

授業展開例には、モデルプランと

指導案が示されています。導入
から展開、まとめにいたるまでの
発問や留意点、評価も具体例が
紹介されているので参考にしてく
ださい



メリット2「SDGｓに対応しています」

主として７番の「エネルギーをみ
んなに そしてクリーンに」１３番の
「気候変動に具体的な対策を」に
対応していますがその他の目標
とも多くのかかわりがあります。

７番１３番では、本丸に斬りこんで
います。



メリット３「アクティブラーニング」
同じ情報をを得ても一人一人の価値判
断と意思決定は。異なります。根拠を示
して話し合う学習に取り組めば、有意義
なアクティブラーニングの授業になります。

川村康文教授が「一人一人のマイベスト
ミックスを考えることが大切である。」と話
されたことを具体化できます。

それを交流することでマイベストミックス
がさらに洗練されたものになります。



メリット４「家庭学習に使えます」

エネルギー環境教育として独立した単
元を組む必要はありません。指導時間
が確保できない時でも、家庭学習で取
り組むことが可能です。保護者の方にも
見て頂き共通の話題にしたいものです。
理解と協力を得るようにしてみましょう。
これからの学習に取り組みやすくなりま
す。注意すべき点は指導者が特定の
立場に立たないことです。



ここに注目！グレードアップ大作戦

小学校社会科は、多角的な思考からアプ
ローチすることが求められています。エネル
ギー環境教育の授業を多角的な思考に注目
して分析してみましょう。

中学校社会科からは、多面的な思考からの
アプローチも求められます。小学校の授業に
も導入は可能です。多面的な思考からのア
プローチにも取り組めば授業がグレイドアップ
することは間違いなしです。



キーワード「多角的に考える」
多角的に考える

小学校社会では多角的のみ記述、道徳では
多面的も記述されている。何が違うのか？

社会的な事象に対して異なる立場に立って考え
てみる。

１．生産者、販売者、消費者

２．住民、自治会、自治体、都道府県、国、他国

３．当事者（対立する立場）、第三者

４．世代、性別、宗教、文化、社会的な立場



キーワード「多面的に考える」
中学校社会科では記述あり

社会的な事象を様々な面から見る。

エネルギーに関する問題を多面的にみる

１．５つの視点で見る

存在・有用・有害・有限・保全

２．３e+sで見る

この二つの見方を多面的な判断のものさしと
すると多角的と組み合わせてより多くの視点か
ら事象をとらえることができ、洗練された価値判
断・意思決定につながると考える。



ここに注目すればさらにレベルアップ
モデル校に示された４つの視点

A：エネルギーの安定供給の確保

資源小国日本

B：地球温暖化問題とエネルギー問題

化石燃料の大量消費と二酸化炭素の排出

C:多様なエネルギー源とその特徴

エネルギー源のメリット・デメリット、３E+S、エネル
ギーミックス

D:省エネルギーに向けた取組

省エネの更なる推進



自分の目で教材を検証しよう
 失敗したことがあります。

外部講師による出前授業を企画しました。学年をホールに集めて
講義とワークショップ形式での学習に取り組みました。

ベテランのA先生は、ホールの隅でテストの採点をされました。（私

はワークショップの支援などで気づきませんでした。若手は、気づい
たけど何も言えなかったそうです。）

授業後、お礼を言われました。

「先生のおかげで仕事がはかどりました。助かりました。」

「A先生、教材は適切でしたか？ご意見を頂きたかったのですが。」

「あなたの依頼した方だから信頼できる。おまかせしても安心です。」

＊選挙で似たような行動がありましたね。



翌日の事です。

A先生は、多くのノートを抱えて私の
ところに来ました。

「日記に昨日の学習のことがいっぱい
書いてあるのだけどコメントできないの
で、先生よろしくお願いします。」

＊子どものために私がコメントしました。



さらに翌日の事です

Ａ先生が放されました。

「昨日は、コメントありがとうございます。
子どもたちはとても喜んでいました。コ
メントは、専門家に限りますね。」

＊絶対何か違いますよね！



やってみたけどうまくいきませんが
どうしたらようでしょうか？

大切な質問ですね。

そういう時は、ここに来てください。

エネルギー環境教育関西ワークショップは、エネ
ルギー環境教育の価値を見出した方が学びあ
う場です。

ここで共に学びあいましょう。

そして、持続可能な社会を目指して教育という
場で社会参画していきましょう。

未入会の方の入会を歓迎します。



ご清聴ありがとうご
ざいました
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