
［浦安地域教材：廃棄物］ 

「モッタイナイ」の心で廃棄物を見直そう。 ～学習指導計画書～ 

 

［テーマのねらい］ 

廃棄物処理は、ダイオキシン類等の排出による健康被害、不法投棄、処理・処分施設用地確保等 

多くの問題を含んでいる。また、資源の輸入大国である日本は、現在、国をあげて推進している３Ｒ  

（リデュース、リユース、リサイクル）が、資源を有効に活用することからも重要である。 

本授業は、廃棄物の法律を含めた現状の問題点、浦安市を例にしたごみの出し方を説明することに

より、生徒たちが自分で考え、実践できるように企画している。 

 

［授業内容］ 

 １．｢ごみ｣って何だろう 

 ２．ごみ処理の問題点および現状の対策 

 ３．いま、ごみ減量化のために出来ること（浦安市の４Ｒ） 

 ４．ごみの分別とリサイクルの実演 

 

［タイムテーブル］（50 分×２） 

時刻 時間 内      容 

 50 分 挨拶および講師自己紹介 

配布テキスト及び説明用資料に基づく廃棄物の説明 

(1) 本テーマの目的 

(2)「ごみ」って何だろう｡ 

  ごみを適切に処理するには「継ぎはぎだらけの法律」といわれている廃棄物関

連の法律の仕組みをある程度理解する必要があるので、廃棄物に関する法

律等の簡単な仕組み、問題点等をわかりやすく解説する。 

(3) 廃棄物問題の現状および問題点 

 ごみ問題は、焼却施設からのダイオキシン類等有害物質の排出による健康

被害、不法投棄、処理・処分施設用地確保、ごみ処理費用の地方財政問題

等多くの問題を含んでいる。 

  資源輸入 → 生産～廃棄 → 処理･処分の間の問題点を解説する。 

 10 分 休憩 

 40 分 (4) ごみの分別とリサイクル 

 資源の輸入大国である日本においては、現在、国をあげて推進している３Ｒ

（リデュース、リユース、リサイクル）が、資源を有効に活用することからも重

要である。 

  本時限では、浦安市のごみの出し方を参考にしながら、日常多く出る多種類

のごみのサンプルを教材に、ごみの適切な出し方を全員で考える。また、

個々のごみのリサイクル方法についても説明する。 

 10 分 (5) レポート作成および質疑応答 



[浦安地域教材：水環境] 

調べよう「水の循環」 ～学習指導計画書～ 

 

［テーマのねらい］ 

人の生活だけでなく地球に生きる全ての生物にとり貴重な水。その水が地球規模で、地域でどのよう

に循環しているかを理解する。さらに、実習では、家庭からの排水処理に寄与している微生物を顕微鏡

で実際に観察する。水問題と今後の持続可能な世界の維持へ向けて、身の周りからどのように取り組む

かを考えるきっかけとする。 

 

［授業の内容］ 

１．水とは？ 

２．地球上の水、水循環、日本の水資源 

３．浦安市の水 

４．家庭での水とその排水 

５．持続可能な世界に向けて（節水、二酸化炭素削減） 

６．実習：排水処理で活躍する活性汚泥の顕微鏡観察と凝集沈降テスト 

 

［タイムテーブル］（50 分×２） 

時刻 時間 シナリオ 備考 

 5 分 1. 講師の紹介 

2. 環境学習のはじめに 

 

 5 分 水の性質  

 15 分  地球上の水 

 水循環 

 日本の水資源 

地球の水資源で、淡水の割合

をメスシリンダーで視覚化。 

水循環スライド 

 20 分  浦安市の水 

 家庭での水とその排水（水道と下水道） 

 持続可能な世界に向けて 

（節水、二酸化炭素削減） 

 ミネラルウォーターを考える 

 浦安市の水の流れ 

 水道と下水道料金 

 水と二酸化炭素 

 

 問題提起のみ 

 5 分 質疑応答 

 10 分 休み時間と観察実習の準備 

 10 分 活性汚泥の説明と観察上の注意  

 30 分  顕微鏡による活性汚泥観察 

 凝集剤による凝集テスト 

2 班に分かれて、顕微鏡観察と

凝集沈降テストを交互に行う。 

 10 分 アンケート配布  

  アンケート提出・終了  



[浦安地域教材：大気環境] 

空気のよごれを調べよう ～学習指導計画書～ 

 

［テーマのねらい］ 

産業革命以来、我々は多様なエネルギーを使い、豊かな生活を享受する一方で、環境汚染が自然

界の浄化能力を超えて進んでいる。 今日では、化石燃料の燃焼時に発生する窒素酸化物、粒子状

物質などが光化学オキシダントや酸性雨などとなり、生物や建造物への被害が発生して大きな問題と

なっている。 また、空気中の二酸化炭素濃度などが急激に増加して地球温暖化の原因となっている。 

本教材では、日本、千葉、浦安の大気環境において大きな課題となっている自動車排出ガスなどの

窒素酸化物の汚染状況を、また、実験を通してそれらが酸性雨に変化することを学ぶ。この学習を通し

て、我々は今後いかに行動すべきかを考えて貰うきっかけにしたい。 

 

［授業の内容］ 

１．日本の大気環境の話と浦安市の大気環境の課題を説明する。 

２．空気を汚しているのは誰か。自動車排出ガス、コンロの燃焼ガス、教室空気の汚れを調べる。 

３．身の回りのサンプルの pH を測定しながら、水溶液の性質を学び、酸性雨の現状を理解する。 

４．クイズを通して酸性雨を知る。最後に、まとめを行い、これからの行動について話し合う。 

 

［タイムテーブル］（50 分×２） 

時刻 時間 シナリオ 備考 

 20 分 講義（１） 

１．環境学習のはじめに 

２．大気環境の状況 

３．日本と浦安市の課題 

 

 30 分 実験（１） 空気を汚すのは 

１．ジｰゼル車排出ガス 

２．ガスコンロ燃焼ガス 

３．教室空気 

汚れ調査マシーン（ザルツマン方

式ＮＯx 測定器）：５～６人に１台

相当 

 10 分 休憩  

 20 分 実験（２） ｐＨと酸性雨について 

１．簡単なｐＨの話 

２．身近なサンプルのｐＨ測定 

３．模擬酸性雨の調製とｐＨと測定 

４．浦安市の酸性雨の測定 

ｐＨメータ：全員に１台づつ、 

酸性雨採取装置（レインゴーラン

ド）：1 台 

 10 分 酸性雨のクイズ 質疑応答含む 

 10 分 講義（２） まとめとこれからの行動計画  

 10 分 アンケートと感想文  



[千葉地域教材：地球温暖化対策] 

地域からの活動が地球温暖化を防ぐ第一歩 ～学習指導計画書～ 

 

［テーマのねらい］ 

地球環境問題の中でも最も重大で、私たちの身近に影響が差し迫ってきている地球温暖化に対する

理解を深め、自らも対策活動に踏み出す意識付けとする。 

自分の住んでいる地域の現状や地域の活動を学び、身の回りから具体的にどのように取り組みはじ

めたらよいかを考える。 

 

［授業内容］ 

１．身近に迫っている地球温暖化 

２．自分の住んでいる「まち」のことをもっと知ろう 

３．環境家計簿によって「エコ生活」をはじめよう 

４．簡易型電力測定器を用いて家電製品の電力消費量を測ってみよう 

５．「焼却ごみ３分の１削減」への挑戦 

６．自家用車に関わる地球温暖化対策 －交通ルールを守って自転車に乗ろう－ 

７．「環境に配慮した街づくり」に関心を持とう 

８．今日の学習のまとめ「私達にできる地球温暖化対策活動」 

 

［タイムテーブル］55 分＋45 分 

時刻 所要時間 内  容 教 材 

 

 

5 分 挨拶および講師自己紹介 

授業のｱｳﾄﾗｲﾝ・ﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙの説明 

PPT シート 

 

 

 

 

20 分 講義(1) 

・地球温暖化の現状 

・地域の取り組み 

配布テキスト 

 

 

30 分 演習(1) 

 ・家電製品の電力消費量の測定 

 ・照明電力の比較実験 

簡易型電力測定器 

照明電力比較装置 

 10 分 休憩  

 20 分 演習(2) 

・環境家計簿の記載演習 

・二酸化炭素排出量計算演習 

演習シート 

二酸化炭素濃度測定 

 10 分 講義(2) 

・地球温暖化への対策と低炭素社会 

・ヒートアイランド対策 

配布テキスト 

 15 分 授業のまとめ 

 ・自分にできる活動を考える。 

レポート作成 

アンケート用紙 



[市原地域教材：自然観察] 

能満谷津田から学ぶもの ～学習指導計画書～ 

 

［テーマのねらい］ 

『自然』というひと言で表現されている動植物の存在は、私たち人類が生き続けていくためには、大切

な存在です。それを机上の学問だけではなく、実際に手にとり、音を聴き、香りをかぐなど、五感を使っ

て自然を直接体感することにより、自然界のすばらしい知恵や工夫を、楽しさのなかに学びとります。 

『自然』に対して興味関心を持つことは、やがて環境保全への意識付けにつながります。能満谷津田

の自然観察を通して市原市を知ることは、郷土愛につながり、広く地域社会とのコミュニケーションで 

ある隣人愛にもつながるのではないでしょうか。 

 

［観察のポイント］ 

１．千葉県という大地と市原市の地層の成り立ちに目を向ける 

２．指標生物といわれる生物たちにインタビュー 「能満谷津田は元気ですか？」 

３．植物の種類とそのはたらき 「君たちは どんな働きをしているの？」 

４．鳥や昆虫たちのつぶやきに 耳を傾けてみよう！ 

５．能満谷津田から東京湾に至るまでの『水の旅』は どんな旅なのでしょう？  

 

［タイムテーブル］能満霊園管理事務所へ集合 現地解散（120 分） 

時刻 時間 シ ナ リ オ 備   考 

 5 分 はじめのあいさつ 

講師紹介 

環境学習のはじめに 

観察に当たっての諸注意等 

 5 分 班編成と観察用具の準備 出発 網・バットなど観察用具 

 80 分 ＜観察内容＞ 

水田の役割 （地球の冷蔵庫 命のゆりかご） 

水路と水生生物とのかかわり 

土壌 あれこれ 

植物の知恵とはたらき 

野鳥や昆虫たちとのかかわり方 

能満谷津田をトータルで考える（生物多様性） 

能満谷津田で自然観察 

 5 分 管理事務所へ移動 （トイレ休憩含む） 

 15 分 各班の発表 意見交換 質疑応答 管理事務所会議室 

 10 分 レポートおよび感想用紙配布 記入･提出 終了 管理事務所会議室 



[地域教材：生物多様性] 

盤洲干潟に行ってみよう。多くの生き物達に会える ～学習指導計画書～ 

 

［テーマのねらい］ 

現在の都市化した生活環境では、自然に接する機会は少ないし、自然を知らない人が多い。知らない

と、自然が変化していることもわからない。自然環境保護は自然の観察学習から育んでいくことが大切で、

目に見えなかった自然の恩恵を｢目に見える形｣で一人ひとりに気づかせ、体験させることが有効である。 

更に、気候変動（異常気象）や水不足問題が、今後深刻になると予想される中で、世界との彼我の差

を知り、日本の若い世代が世界とどう向き合っていくのか、身近な場所（地域教材）で、実体験することで、

体得し、自然環境保護への意識付けと行動に結びつけることをねらいとしている。 

 

［授業の内容］ 

１．干潟とは？（地形的区分） 

２．干潟の成り立ち（地形的特徴について） 

３．木更津盤洲干潟の特徴と県内干潟の紹介 

４．生物多様性と世界の動きを紹介 

５．生物多様性の恩恵（食品、薬品、工業原料、レジャーや文化など身近な恩恵と干潟の機能） 

６．生物多様性への取組み（干潟や湿地の保全、自然観察の方法や体験学習を行う） 

 

［タイムテーブル］（50 分×２） 

時刻 所要時間 学習の流れと生徒の活動 留 意 点 

 5 分 講師の紹介 

環境学習のはじめに 

千葉県についての感想（県外者から見た）

5～6 班に分かれた配置 

 10 分 干潟の成り立ち 

干潟の地形的特徴 

PP で別途説明（以下同じ）＋配布教

材（干潟の生物一覧）／各班で 

 15 分 盤洲干潟の特徴 

盤洲干潟の生物 

・県立中央博物館の「干潟マップ」を

活用等 

 10 分 生物多様性と世界の動き 

 10 分 質疑応答 

 10 分 休み時間と観察実習の準備 

 10 分 生物多様性の恩恵 

生物多様性への取組み 

PP で別途説明 

 20 分 干潟からのサンプルの観察 

（発見生物の分類等） 

5～6 班に分かれて、干潟の砂泥の

サンプルの中の生き物、微生物など

の拡大鏡、顕微鏡観察を行う。 

 10 分 観察結果の発表・質疑応答／各班毎  

 10 分 レポートおよび感想文の記入・提出・終了  



[地域教材：地球温暖化と植生] 

シュロの植生と環境変化 ～学習指導計画書～ 

 

[学習目標] 

庭園に植栽されていたシュロは、地球温暖化に伴い、民家近くの森に爆発的に分布を広げている。

温暖化の生物への影響は、身近な所でも確実に進んでいることを、学校近くの森を調査し、体験を通し

て理解させる。 

更に、同じような影響や反対の影響が、地域や地球上の生物に起きていないか発展的に考え、地球

環境と生物多様性保全の重要性を理解し、積極的に行動できる考えと態度を育むことを目標とする。 

 

[タイムスケジュール] （50 分×２） 

時刻 時間 学習の流れと予想される生徒の活動 留意点と評価 

 10 分 導入 

・講師の紹介 

・最近、植物特に学校近くに生育しているシュロに何

か異変が起きていないか予想・発表。 

・班ごとに調査区域を分担し、調査方法、野外調査上

の注意を受け、班内で係分担をする。 

・生徒は名札をつけておく。 

・生徒の発想を重視する。 

・シュロは、どのような植物か実

物の葉を見せて理解させる。 

・班は 5～８名でつくる。 

・安全上の注意を理解させる。 

 40 分 調査活動 

・分担区域のシュロの幹の高さを 20 ㎝間隔に別けて

本数を調べる。 

 

・植木用の支柱に 20 ㎝ごとに印

をしたポールで調査する。 

 10 分 （休 憩）  

 10 分 結果報告 

・班ごとに幹の高さ別の本数を板書し報告する。 

・他の班のデータを含め集計結

果を求める。 

 25 分 考察と発表 

・集計結果からわかることを一つでも多く考え、発表

し共有化する。 

・シュロと同じような又は反対の環境変化の影響を受

けている植物があるか考え、発表する。 

・同じ環境変化は、動物に影響を与えていないか考

え発表する。（アサギマダラ、シカ、サンゴ、ハマ

ダラカ、シロクマ、ペンギン等） 

 

・ヒント：平均気温、大気中 CO₂

濃度、化石燃料による炭素排

出量のグラフ、各種の写真。 

 

・食草・気温の変化を基に動物

への影響を考えさせる。 

 5 分 まとめ  

 10 分 レポートおよび感想文の記入・提出・終了  

 


