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はじめに

2002年度より小・中学校で総合的な学習の

時間が本格的に導入された。総合的な学習が

必要となった背景として，問題解決の力をつ

けるための学習が求められてきたことや，現

代社会が抱える解決されるべき問題が地球規

模で展開され，また単一の分野では解決でき

ない複雑な様相を示すようになったことがあ

げられる。

総合的な学習の時間の課題としては，国際

理解，環境，情報，福祉等があり，環境教育

への取り組みも重要な位置を占めている。本

論でとりあげる省エネルギー教育も総合的な

学習と関連して実施されるケースも増えてき

た。

総合的な学習の時間では，数多くの試みが

行なわれてきたが，批判も多い。その主な論

点は，「総合的な学習は，体系性・連続性に

欠け，目的や成果が見えにくい」（注１）という
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【要旨】

本論では，温暖化対策として実際に省エネ効果が期待できる省エネルギー教育に関

する研究を行なった。従来の省エネルギー教育は「知識を得る」段階にとどまってお

り，問題を「解決する」ものとはなっていない。一方，温暖化対策として具体的な数

値目標を掲げている環境政策に必要なのは，「知識を得る」だけでなく，実際に省エ

ネを実現する教育プラグラムである。

そこで本論では，環境マネジメントシステムのISO14001の手法を用いて，省エネの

ための「技術」，「行動」，「成果」を組み込んだ総合的な学習への活用もできる省エネ

ルギー教育の具体的なプログラムを提案し，温暖化対策としての可能性を検討した。
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ものである。総合的な学習の時間で実施され

ている省エネルギー教育にもこの批判は当て

はまる。例えば，温暖化対策として実施され

ているはずの省エネルギー教育において，温

暖化の知識だけを教えて，実際の省エネ行動

や省エネの成果につながらない学習内容等で

ある。

2005年２月の京都議定書の発効以後，日本

政府や地方自治体はCO２削減を具体的な数

値を掲げて行動している。それゆえ，教育の

場においても，単なる知識の提供（普及・啓

発）で終わるのではなく，成果（実際の家庭

や地域，学校での省エネ活動，温暖化ガスの

削減）につながる必要がある。

そこで本論では，温暖化対策として効果の

高い省エネルギー教育のあり方を検討し，小

学校高学年における総合的な学習の時間での

採用も視野に入れた独自の省エネルギー教育

プログラムの提案を行なった。そして，その

温暖化対策としての可能性を検討した。

Ⅰ　省エネルギー教育の課題

１　合理的な省エネルギー教育の不在

環境問題については関心が深いにも関わら

ず，合理的な省エネが実施されているかとい

えば，疑問である。「地球温暖化」という言

葉は知っていても，自宅で利用している蛍光

灯やエアコンがどのくらい電気を使うのか，

という具体的な質問になるとほとんどが答え

られないのが実情である。蛍光灯とエアコン

のＷ（ワット）数を問うと，子どもだけでな

く大人も含めて，蛍光灯が100W，エアコン

が200Wなどと間違える人が多い。（注２）

こういった具体的な知識がない場合，例え

ば夏の西日があたる夕暮れ時，自宅の部屋の

蛍光灯を消して，西日を入れてうす暗い部屋

の中で本を読むということになる。ただ，西

日を入れれば部屋の温度が高くなるので，エ

アコンは一番強く設定する必要がある。実際

は，エアコンの消費電力は1200Wで蛍光灯は

30Wであるため，蛍光灯を消して30Wを節約

しても，エアコンを強で使えば1200Ｗとなる。

合計の電気の消費量は1200Wであり，全く省

エネなどしていないことになる。この場合の

「合理的な省エネ」の方法は，カーテンで西

日をさえぎって部屋の温度の上昇を防ぐ。部

屋は暗くなるので蛍光灯をつけ，エアコンを

弱にする。こうすれば蛍光灯30W，エアコン

300Ｗ，計330Wの電気消費量ですむ。このよ

うに家庭で利用する程度の電気製品の消費電

力や省エネの実際的な知識を得れば，合理的

な省エネ行動につながる。

省エネルギー教育を実施する場合，温暖化

の概念を教えた後，省エネの必要性だけを訴

えても省エネ効果の高い行動には結びつきに

くい。実際的な省エネの知識・技術を伴わな

い省エネルギー教育では，子ども達は合理的

な省エネを行なうことができない。

２　省エネルギー教育の現状

（財）省エネルギーセンターでは，2001年

度より「省エネルギー教育推進モデル校」を

よびかけ，多くの学校で省エネルギー教育に

取り組むような働きかけを行なってきた。

表１は，2001年度および2002年度の「省エ

ネルギー教育推進モデル校」における省エネ

ルギー教育の具体的な学習目標である。（注３）

ここからわかるよう，（1）から（13）の目

標は関心，意欲，知識を得る，理解するの段

階である。（14）の外部への発信についても，

「思いを伝える」「お願いする」というレベル

の啓発活動である。（財）省エネルギーセン

ターが掲げる学習目標においてさえ，省エネ

の結果を出す，という目標が設定されていな

い。目標が設定されていないので成果もはか

れない。

３　省エネルギー教育に求められるもの

1975年，国際環境教育会議にて採択された

「ベオグラード憲章」は，環境教育のねらい
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（１）地球規模の危機を実感する。

（２）電機について実感をともなって理解をす
る。

（３）原子力発電や放射線について実感をとも
なって理解する。

（４）自然のよさやダイナミックさからエネル
ギーの問題にせまる。

（５）身近な家庭生活から省エネルギーの視点
を身につける。

（６）食料や水とエネルギー・環境とのかかわ
りに目を向ける。

（７）くらしの中のエネルギーの使い方に目を
向ける。

（８）3R”s（4R”s）について具体的に理解す
る。

（９）エネルギーを実際に起こす体験をする。

（10）エネルギーのベストミックスについて考
えさせる。

（11）自然現象（太陽によって起こる力など）
の利用に目を向ける。

（12）昔のくらしに目を向けさせる。（今のく
らしと比較させる。）

（13）エネルギーを浪費しなくても豊なくらし
ができるのではないかを考える。

（14）自分たちの調べたことや学んだことを広
げる

・地球温暖化や地球規模の環境破壊については，子どもた
ちが直接見ることができないし現象は子どもたちにとって
複雑なこともある。実感を伴った理解が重要である。
・電気は見えにくい。電機の特徴や作られ方，使えるよう
になるまでの流れをつかむことが重要である。
・発電方法の中でも原子力発電の仕組みや放射能について
は十分に理解していない場合が多い。
・身近な自然のよさを知り，大切にし，守る活動を続ける
ことがエネルギー問題の解決にもつながることを知る。
・エネルギーや環境の大きな課題も原因は足元のくらしに
発していることに気づき，実際に調べてみることができ
る。
・電気だけでなく生活に密着した食べ物や水にかかるエネ
ルギーにも目を向ける。
・家庭から少し視野を広げた地域レベルでの問題や社会と
も関係する少し複雑な問題にも目を向ける。
・ごみを減らす３つ（４つ）のRが実際の生活・社会では
どのように現れているのかをつかむ。
・電気やエネルギーがどのようにしてできるのかを具体的
な体験を通して知り，電気（エネルギー）を実感する。
・それぞれの発電方法の特徴や今後の可能性などを知り，
自分の意見を持ったり，意見交換をしたりできる。
・自然エネルギーを生かした発電や生活の工夫や発電に目
を向ける。
・昔のエネルギーを使わない生活の大変さやよさから現在
のくらしを見直す。
・物であふれたくらしやエネルギーを享受しすぎる生活，
「物」「電気」と「豊かさ」や「幸せ」について考え直す。
・省エネに関して「自分たちの調べたことや思いを伝えた
い」「多くの人に省エネに取り組んでもらいたい」という
意識を持って保護者や自治会，スーパーなどに働きかける。

（出展） （財）省エネルギーセンター「省エネルギー学習プランの手引き」

表１　学習目標の整理

■
１．気づき

２．理解

３．技術

４．行動

５．成果

授業における意味
エネルギーや省エネにつ
いて関心を持つ

エネルギーに関する基本
的な知識を得る

エネルギー削減のための
具体的な方法を身につけ
る

正しい知識と技術によ
り，適切な省エネルギー
のための行動をする

数値として具体的にエネ
ルギーの削減に貢献する

大溝小学校
○四十年後の未来は明る
くないという話から児童
たちに，自分たちの生活
や省エネについて関心を
持たせている。
○外部講師による授業や
インターネット・本など
によって基本的な知識を
得ている。
○EMSの手法を用いて，
現状調査の方法や削減計
画のための技術を身につ
けている

○現状調査からこれをも
とに自分たちで省エネの
計画をたて，実践してい
る。

○計画と実践，データの
記録により，数値により
削減効果を確認できる

玄洋小学校
○ソーラーカーやグリー
ンパークの見学によって
うまく関心を起こさせて
いる。

○専門家による講話，地
球温暖化模型実験などで
エネルギーについての知
識が得られている。
△四つのコースに分かれ
たため，コースによって
は技術よりも理解の段階
の内容のコースもある
り，ばらつきがでる。

×調べ学習が中心であ
り，削減に寄与する行動
は不十分。

×行動が欠けているた
め，具体的な削減にまで
は到達していない

星見ヶ丘小学校
○実際のごみの観察や清
掃工場の見学などを通し
て，ごみについての関心
を持たせる内容となって
いる。
△内容は多岐にわたって
いるが，ごみ削減と省エ
ネルギーとの関連性が見
えにくい。
×ごみを中心にエネルギ
ー問題を考えようとして
いるが，個別のテーマの
羅列になっている。ター
ゲットが絞り込めていな
いため，具体的な技術の
段階に達していない
×理解の段階の後で，す
ぐに啓発に飛んでいる。
技術の獲得をしていない
ため行動が単なる呼びか
けに終わっている。
×削減行動につながって
おらず，具体的な成果は
見えない

表２　段階的目標における授業プランの比較
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や骨組みを具体的に明らかにしたものとして

現在でもその存在意義は大きい。ベオグラー

ド憲章は，1991年に文部省（当時）が出した

「環境教育指導資料」による環境教育への基

本的な立場としても取り上げられており，特

に，環境教育の目的を達成するために，①関

心，②知識，③態度，④技能，⑤評価能力，

⑥参加の６つの段階的目標が設定されてい

る。その後，1977年の「トビリシ勧告」にお

いては，「評価能力」が削られて５項目とな

っているが，内容的には「行動」に関して積

極的な段階的目標へと整理されている。（注４）

ここでは，ベオグラード憲章で示された段

階的目標の考え方をもとに，現在の省エネル

ギー教育の課題を整理してみる。

なお，京都議定書が発効されたことをふま

え，省エネルギー教育ついてはその成果

（６％の削減）により重点が置かれるべきで

ある。また，学校現場で一般的に使われてい

る用語にあわせ，①気づき（関心），②理解

（知識，態度），③技術（技能，），④行動（参

加），⑤成果とした。（ ）内はベオグラード

憲章の段階的目標を示す。

この評価の対象とするのは，（財）省エネ

ルギーセンターの「省エネルギー学習プラン

コンテスト」で優秀賞を受けた３つの学習プ

ランである。（注５）

これついて段階的目標を基準に検討した結

果，大溝小学校以外の２つの小学校について

は，「技術」，「行動」，「成果」の部分がなか

った。

「技術」が習得できていなければ，省エネ

に寄与する適切な「行動」につながらず，

「成果」を導き出すのは困難となる。

省エネルギー教育には，今後，図１のよう

に，従来の「気づき」や「理解」を促すため

の情報提供から，「技術」を伝え，実際の

「行動」を促し「成果」が生じるという意味

での問題解決を目的としたプログラムが必要

であると考えられる。

Ⅱ　温暖化対策としての「省エネ授業」

１「省エネ授業」の特徴と概要

前述の大木町大溝小学校の学習プランは筆

者らの研究成果によるもので，通常「省エネ

授業」と呼ばれている。（注６） この授業の特

徴としては，次の３点が挙げられる。①環境

負荷削減を明確な目標とし，それを達成する

ために必要な要素が環境マネジメントシステ

ムの１つであるISO14001のPDCAサイクルで

組まれており，子ども達自身が問題を解決す

るための手法としてのマネジメント能力を身

につけることができるということ。②学校教

育におけるカリキュラムとしても活用できる

ため，希望者だけ，意識の高い家庭の子ども

達だけが参加する，あるいは享受するという

限定的な取り組みではなく，全員がそれを受

けることができるということ。③子ども達が

地域の環境問題を解決するための重要な主体

として社会的な貢献度が高いレベルで位置付

けられていること。これらは従来の省エネル

ギー教育とは異なる特徴と言える点である。

「省エネ授業」の概要を説明する。まず，

「動機付け」の段階で省エネの必要性への

「気づき」を得た後，子ども達は，省エネ活

動を実践する前に初期調査を行なう。次に，

家庭内で確認できる電気製品全てについてそ

の消費電力を調べる。それをもとに省エネ計

画をつくり（Plan），実践する（Do）。その後，

当初の計画の反省点や新たな問題点を洗い出

図１　これからの省エネルギー教育の課題
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し（Check），計画を見直しもう一度やって

みる（Action）。これを繰り返すことで，実

生活に適合した具体的で確実な方法をみつけ

ることができる。ここでのPDCAサイクルは，

学校教育におけるカリキュラム編成にPDCA

のマネジメントサイクルが活用されているも

とは異なり，エネルギーや温暖化問題を解決

するために，子ども達が学ぶべき基本ツール

として位置付けられている。授業の中で

PDCAサイクルという表現を教えることはな

いが，この授業をマスターすることで，環境

マネジメントシステムの手法も同時に学ぶこ

とになる。PDCAサイクルを中心にいくつか

の具体的な省エネの技術を適切に配置するこ

とで，その効果を子ども達自身が実感でき

る。

授業の全体構成は（1）動機付け，（2）エネル

ギーを調べる，（3）省エネの実践，（4）見直し，

（5）学校・地域へ広げる，の５部から成る。

（1）「動機付け」では，石油資源が枯渇す

る40年後の未来を考えることから省エネの必

要性を認識し，（2）の「エネルギーを調べる」

で，省エネに必要な知識と技術を学ぶ。ここ

で学んだ内容を用いて家庭での電気の使用量

や電気製品の消費電力を調べる。これが初期

調査となる。（3）の「省エネの実践」では，

初期調査で調べた電気使用量や使用状況をも

とに家庭での省エネ計画を立てて，実践する。

ここがPDCAサイクルのP（Plan）とD（Do）

に当たる。（4）の「見直し」では，計画に基

づく実践が妥当であったのかを振り返る。当

初の計画は，あくまでも机上のものであるか

ら，実際の生活の中で無理なく合理的に省エ

ネ活動ができるように，実際の暮らしに即し

た計画を再度立て直す。これがC（Check）

とA（Action）である。（5）の「学校・地域

へ広げる」は（4）までに学んだことを学校

や地域に広げる活動となる。子ども達が学ん

だ技を発揮する場を，教育の場として設定す

ることで，子どもたちは自分たちが学んだ技

術が教室や家庭に限定されず，広く社会に通

用することを確認できる。本論では，これを

「子ども地域監査」と名付けている。以下，

詳しく見ることにする。

（1）動機付け

・40年後のくらしを考える

子ども達に40年後の未来の暮らしを絵に描

いてもらう。ここでは，省エネを意識させる

ことなく，社会や生活面から自由に描いても

らう。描いた絵は次の学習の材料となる。子

ども達の描くものは，空とぶ車やロケットが

登場するものが多い。

・省エネに取り組む動機付けをする

石油の枯渇が40年後であることを前提に，

エネルギーを大量に消費する豊かな未来が来

ないことを説明する。車が空を飛び，ロボッ

トが登場する未来が描かれたものなど，各自

が描いた絵を紹介する。車が空を飛び，ロボ

図２　児童の絵①（福岡県大木町大溝小学校）

図３　児童の絵②（福岡県大木町大溝小学校）
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ットが動くためには多くのエネルギーが必要

となるが，40年後には石油がなくなる。もし，

石油がなくなれば，車は空を飛べないし，ロ

ボットは動けない。逆にエネルギーがもっと

使えない中で，50歳になったみなさんは，こ

ういう未来を迎えなければいけない，とデー

タを示して説明する。

子ども達が描いた絵を通して，漠然とした

豊かな未来のイメージを否定することで，そ

の後の授業の動機付けとする。これを受けて，

「未来に対して何ができるのか」を子ども達

の間で議論する。そのうえで，自分たちでも

すぐに取り組める「省エネ」をテーマに誘導

する。

（2）エネルギーを調べる

・省エネの技を身につける

各家庭のエネルギー消費について調べる。

まず，電気メーターの数字の変化を見ること

から始める。電気メーターのチェックを最低

３週間続けることで，目には見えない家庭の

電気使用量を子ども達は把握することができ

るようになる。その後，電気の用語であるＷ

（ワット），Wh（ワットアワー）等を説明す

る。抽象的な概念であるが，電気メーターで

家庭の電気使用量を体感しているので，理解

は早い。

数字の見方を理解した後は，家庭の電気製

品の消費電力について学ぶ。電気製品の消費

電力の違いを具体的な電気製品を用いて比較

していく。電気使用量の約１割を占めるとい

われる待機電力（待機時消費電力）について

も学ぶ。小型の電力量表示機を用いて電気製

品の調査を自分で行なうため，実際の使用量

や金額が表示され，理解が深まる。

・家庭の電気使用量を調べる（初期調査）

電気製品，例えばテレビやエアコンがどれく

らい１日に使われているのか，それぞれの電

気製品がどれくらい電気を消費するのかを調

べる。家庭の電気使用量や使用状況を調べる

ことで，子ども達はこれから省エネを実践す

る際，何処に省エネのポイントをおけばよい

のかが理解できるようになる。

また，調査の際には，父母や祖父母の時代

にどのようなエネルギーが使われていたのか

ついても聞き取りを行なう。これは，省エネ

を考える際のヒントになるだけでなく，家族

に対して今後省エネ活動を展開することを説

明することにもつながる。

（3）省エネの実践

・家庭の省エネの計画を立てる（Plan→Do）

電気製品の電気使用量を調べた結果をもと

に，１週間の省エネ計画を立て，実践する。

ここで重要な点は，各自が家庭の事情をふま

え自分の調査結果をもとに目標・計画を立て

るところである。省エネの模範解答的な計画

図４　電気について学ぶ（愛媛県今治市野万
小学校）

（出典） 今治市「今治市地域省エネルギービジョ
ン報告書」2004

図５　電気製品の消費電力を調べる（長崎県
小佐々町小佐々小学校）
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が教師から示されて，それを家庭で実践する

のではない。基本となるのはあくまでも各自

が調べた調査結果である。これをもとに自分

の家庭に合った目標・計画をつくり，実行し，

成果を判断していくところに従来の教科とは

異なる面白さがある。

（4）見直し

・省エネの再計画を立てる（Check→Action）

実行した計画の成果を振り返る。はじめに

立てた計画は，頭の中だけで考えた机上のも

のに過ぎない。したがって，１週間実践する

中で，課題や改善点も出てくる。特に，各家

庭では，家族構成や生活スタイルがそれぞれ

異なるため，当初の計画どおりに取り組みが

進むのは困難である。計画を実践してみた結

果を踏まえ，課題を整理し，改善の方法を考

える。そして，より継続的に取り組める計画

を再度立てて，実践する。これは，授業が終

わってからも続けていける計画かどうかがポ

イントになる。

（5）学校・地域に広げる

・学んだことを整理する

PDCAサイクルによる省エネの手法を一通

り実践することで，子ども達は省エネについ

ては相当の自信をつけることができる。家庭

の電気使用量，消費状況を家族よりも把握し

ている，という結果の獲得がこの自信の裏付

けである。

ここで，これまで学んだことの整理ととも

に，省エネの背景となる地球温暖化問題その

ものを自分たちで調べる。これにより，これ

までの実践と地球温暖化問題の理論的背景の

両方を身につけることができる。ここで整理

し，新たに調べた内容は，家庭での実践が伴

うため，学習発表会等の行事の材料としても

十分レベルが高いものになる。

・地域に飛び出す

子ども達が整理した内容は，学校内での発

表や啓発活動にとどまらず，地域の住民への

啓発にも役に立つ。これをより効果のある形

にするのが，「子ども地域監査」である。具

体的な省エネの技術を学んだ子ども達が，役

場や商店街に出かけて，地域の省エネチェッ

クとしての地域監査を実施する。きちんとし

た準備さえしていれば，地域の大人は子ども

達の指摘を歓迎する。また，子ども達も最後

に大人を指導する地域監査があることで，大

人に指導できるだけの能力を積極的に身につ

けようとする。

こうした大人と子どもの交流を通して，省

エネ活動を地域に根ざしたものにしていく。

２　総合的な学習の時間における単元計画

「省エネ授業」は，小学校高学年向けの総

合的な学習の時間のカリキュラムとしても活

用できる。（4）までのマネジメントの手法と

省エネの技術を学ぶ段階までの基本的な授業

数を６～10コマ（１コマ45分）として，また，

（5）の「学校・地域へ広げる」を実施し，学

習発表会や「子ども地域監査」を加えること

で，20～35コマの単元計画を組むことができ

る。ただし，児童の理解度にあわせて時間数

を追加することも可能である。

表３は，「省エネ授業」を小学校５，６年

生を対象とした授業の単元計画として表した

ものである。学校現場で学習発表会や「子ど

図６　省エネ地域監査の様子（愛媛県今治市
乃万小学校）

（出典）今治市「今治市地域省エネルギービジョン
報告書」2004
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４５

４５

課外

４５

課外

４５

課外

＜切実な問題意識を持つ段階＞
１．４０年後の未来の予想と化石燃料の資源の残量との比
較から省エネについての課題をつかむ。

アンケートを実施する。

①　４０年後の未来を予想する。（絵・作文をかく）

・車が空を飛ぶ。
・ロボットが何でもしてくれる。

② 石油が約４０年で尽きることを知り，未来を描いた
絵がこのままでは実現しないことについて話し合う。
また，代替資源であっても化石燃料の場合，それを燃
やすことで，そのごみであるCO2が地球温暖化を引き
起こすことを知る。これらは現実的な問題であること
から，省エネについての課題をつかむ。

・電気製品が使えなくなる。
・車が使えなくなる。
・電気は見えないけどのくらい使っているのだろう。
・石油がなくなるのも困るが，たくさんあっても温暖
化が進むので使えない。
・省エネをはじめよう。

③ 電気メーターを見てみる。家の電気の使用状況を調
べる。

＜問題に対して自己追求していく段階＞
２-１．省エネの技を身につける①

① 電気の単位を学ぶ。そして，主要な電気製品の消費
電力の違いを知る。

・エアコンは1200W，蛍光灯は30W。
・暖めたり冷やしたりする電気製品が電気を多く使
う。
・待機電力は節約できる。

② 家庭にある電気製品の定格消費電力について調べ，
各電気がどのくらい電気を使うのかを知る。

・エアコンや冷蔵庫は消費電力が大きい。
・待機電力を使うものも意外に多い。

２-２．省エネの技を身につける②

① 簡易型電力量表示機を使って，実際に使っている電
気製品の電力消費量を調べる。

・リモコンで消しても，電源を切らないと電気を消費
している。
・必ず使わなければいけないものもあるが，使い方で
省エネできそうだ。

② 簡易型電力量表示機を使って，家庭での電気製品の
電力消費量を調べる。そして，無駄な部分を予想する
ことができるようにする。

・誰がどんな使い方をしているのだろう。
・使い方でも消費量が違う。
・冷蔵庫は消費電力が大きいが電源を切ることができ
ない。

○授業前の意識・行動調査

○この時「省エネの授業」という位置
づけは明らかにせず，生活や社会と
いう側面から自由に考えさせる
○ＧＴ（ゲストティーチャー）に協力
を依頼

○未来の夢に描くものは，すべてなん
らかのエネルギーが必要であるこ
と，便利な世の中はエネルギーを多
く使うことなどをおさえる
○危機感を煽る。しかし，救う道が身
近にあることを考えさせる
○電気を使うことがいけないのではな
く，使い方に問題があることをおさ
える

○メーター記入票を配る（1週目）
○メーター写真の準備

○ＧＴに協力を依頼

○1ｋW＝1000W
○身近な電気製品を用意し，どんな電
気製品がたくさん電気を使うのか考
えさせる
○家庭に協力を依頼する。
○メーター記入票を配る（2週目）
○電気製品の調査票を配る

○簡易型電力量表示機の準備
○電気料金で考えさせる
○クラスの教室以外にも電気製品があ
り調査に使える部屋をピックアップ
しておく

○メーター記入票を配る（3週目）

配時 主な学習活動 教師の支援と配慮事項

表3 単元の指導計画案（20時間＋課外）
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４５

課外

４５

課外

９０

９０

９０

９０

４５

９０

９０

４５

３．家庭の省エネ計画を立て，実行する

① 自分が実践する省エネ行動を紹介し合い，家庭での
省エネ行動の計画を立てる。

・台所の省エネ
・リビングの省エネ
・１０％削減

②　計画を基に省エネを実行する。

４．省エネ計画を見直す。そして計画を立て直し実行す
る。

①　自分が家庭で実践した省エネ計画を見直す。

・お家の人が協力してくれなかった。
・計画に無理があった。
・できる省エネがわかった。
・うまくいったのでもっとがんばろう。

②　立て直した計画を基にもう一度省エネを実行する。

＜自己追求を広げ，深め，発信していく段階＞
５．これまで調べてきた結果や省エネを実践してきた成果
や課題について発表し，学校や家庭に広げる。

① 省エネ以外にも関心を持った温暖化に関わるテーマ
について調べる。

②　調べたことをで話し合い，グラフや表にまとめる。

③　発表の準備をする。

・紙芝居，ポスター，
・劇，パワーポイント，模造紙パネル

④　これまで取り組んできた省エネ学習の発表する。

・学習発表会で保護者へ呼びかける。
・学校，学年，学級だよりで呼びかける。
放送，先生への呼びかけ。

６．さらに地域に広げる計画を立て実行する。

①　地域に広げる計画を立てる。

・省エネを地域全体で取り組む必要がある。
・役所の省エネを省エネへの取り組みを促す。
・地域の商店街にも省エネへの取り組みを促す。

②　監査の手法を学ぶ

③ 地域全体で省エネ行動を行うよう，「省エネのプロ」
として役所，商店街の省エネ活動をチェックし，相互
の意見交換をする。

７．総括し反省する。

アンケートを実施する。

○具体的に1つのテーマと5つの行動目
標
○グループ学習でアドバイスし合わ
せ，実践への励みとなるようにさせ
る

○メーター記入票を配る（4週目）

○グループ学習でアドバイスし合わ
せ，実践への励みとなるようにさせ
る

○いろいろな発表の仕方があることを
提示する。

○案内の配布。

○他学年に協力を依頼する

○ＧＴに協力を依頼
○質問等の練習をさせる

○役所に協力を依頼
○商店街に協力を依頼
○住民グループに協力を依頼

○これまでの活動を振り返らせ，自己
評価をさせる
○授業後の意識・行動調査
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も地域監査」まで含めて実施する際は，ここ

で示しているように20時間プラス課外という

ような単元計画を組み，２か月から３か月の

期間をかけるケースが多い。以下，詳しく見

てみる。

学習は「切実な問題意識を持つ段階」，「問

題に対して自己追求していく段階」，「自己追

及を広げ，深め，発信していく段階」の３段

階で展開され，１から７までの取り組みで構

成されている。これは「省エネ授業」プログ

ラムの構成と基本的には同じである。１「40

年後の未来の予想と化石燃料の資源の残量と

の比較から省エネについての課題をつかむ。」

が（1）動機付けの部分に当たる。２－１

「省エネの技を身につける①」２－２「省エ

ネの技を身につける②」が（2）エネルギー

を調べるの部分になる。ここが初期調査であ

る。３「家庭の省エネ計画を立て，実行する」

が（3）省エネの実践，４「省エネ計画を見

直す。そして計画を立て直し実行する」が

（4）見直しに当たり，PDCAサイクルと省エ

ネの技術を学ぶ部分である。５「これまで調

べてきた結果や省エネを実践してきた成果や

課題について発表し，学校や家庭に広げる」，

６「さらに地域に広げる計画を立て実行する」

が，（5）学校・地域に広げるに当たり，調べ

学習，学習発表会と「子ども地域監査」の実

施になる。７「総括し反省する」は学習の振

り返りや自己評価を実施するためのものであ

り，学校で実施する場合に必要になるところ

である。

PDCAサイクルの実践や電気使用量の削減

値を把握するために，１「40年後の未来の予

想と化石燃料の資源の残量との比較から省エ

ネについての課題をつかむ。」の終わりから，

電気メーターの記録を開始する。３～４週間

の記録をとる。また，授業の開始前と終了後

にアンケートを実施する。これは同じ質問内

容にする。主に具体的な知識や技術が身につ

いたか，それを実行できるようになったかを

確認するという観点からのものとなってい

る。児童の理解度や意識・行動の変化を確認

することが目的であり，授業評価としても役

立つ。

Ⅲ　「省エネ授業」の可能性の検討

１　温暖化対策としての「省エネ授業」の効果

この授業では，授業期間中に電気メーター

の数値を記録することで，授業実施による家

庭の電気使用量の削減量を把握することがで

きる。

図７は，愛媛県今治市乃万小学校５年生の

全80名の児童を対象に，2004年度２学期の授

業期間中の各家庭における電気使用量の変化

を記録したものである。（有効回答40名）ここ

では，授業開始時の前半１週間と，実際に省

エネを実行した後半１週間の電気使用量を比

図７　40家庭一週間の合計電気使用量

（出典）今治市「今治市地域省エネルギービジョン
報告書」2004

図８　前年度の電気使用量との比較
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較している。電気使用量は全体で155.6kWh

減少した。これは，4.2％の削減にあたる。

１家庭にすると，１日0.56kWhの削減となる。

また，長崎県小佐々町小佐々小学校では，

2005年度１学期間の取り組みで前年度の同じ

時期の電気使用量とどのような変化が出たか

を調べている。これによると，前年度に比べ

て，5.95％の削減が見られた。

削減結果を数値で把握するには，調査と記

録が重要となる。ここでは，授業開始の導入

部を経た後，電気メーターを各自が記録する

ことを活動の要素として組み込んでいること

で数値化を比較的容易にしている。授業実施

による削減が可能になる根拠としては，環境

マネジメントシステムの手法と具体的な省エ

ネの知識・技術が実際の動きを通して学べる

点が挙げられる。家庭における全体の電気使

用量をメーター調べにより把握し，個別の電

気製品の使用状況や消費電力をさらに調査す

るという初期調査を実施することで，子ども

達が家庭の電気使用の現状を把握できるよう

になっている。そして，その結果をもとに各

自が無理のない範囲の省エネ計画をつくり，

実践している。さらに見直しを実施すること

で，確実な活動へとつながっていったものと

考えられる。

学校教育における授業として取り組む場

合，こうした成果を出すことは温暖化対策と

しての評価を高くする。温暖化対策としての

効果を確認できるという評価を得れば，地方

自治体がこうした授業を地域の環境政策とし

て位置付けることが期待できる。これにより，

予算的な措置や人的サポートが充実すること

になり，継続的に取り組むことができるよう

になる。

２　総合的な学習の時間への活用について

「省エネ授業」が地域の温暖化対策として

機能するには，学校教育への導入が欠かせな

い。最近では，環境教育の分野でも環境家計

簿やKids’ ISO等が学校現場に導入されてい

る。環境マネジメントシステムの手法の応用

という意味では「省エネ授業」と似た事例と

も言える。しかし，これらは，単に環境マネ

ジメンシステムの手法や削減目標が情報とし

てあらかじめ与えられているために継続性や

自主性を失わせる結果を招きやすいという課

題を持っている。これらと「省エネ授業」と

の大きな違いは，プログラムに組み込まれた

多くの教育的な仕掛け（絵を描くことによる

動機付け，メーター調べ等の初期調査，子ど

も達自身による計画づくり，大人を指導する

子ども地域監査等）の差である。子ども達が

興味，関心を持ってプログラムを実施できる

ような様々な仕掛けがなければ，同じような

プログラムであっても，子ども達には押しつ

けられた課題にしかならず，その後の展開は

望みにくいものと思われる。また，学校の教

育課程に位置付けられたものとして整備され

ていないので，授業としては成立しない。こ

の結果，意識の高い一部の子どもにしか受け

入れられにくいこととなる。また，授業以外

の取り組みということで現場の教師にとって

は負担となる。

学校教育への導入に際しては，授業実施に

よる児童の意識や行動がどのように変化する

のかを確認することも必要になる。これは授

業で実施されるアンケート結果から見ること

ができる。授業開始以前と以後に同じ質問票

を配布しそれに記入することで授業を受ける

前と受けたあとで，どのような変化が現れた

のかを確認する。

図９は，１と同じく，2004年度，乃万小学

校５年生の全80名の児童を対象に実施した調

査結果である。授業後は全ての項目について，

飛躍的に改善していることがわかる。多くの

児童が，「地球温暖化」の言葉の意味を知る，

という知識だけでなく，使用量を減らす方法，

具体的な電気製品の消費電力から，現状把握

の方法等が身についている。また，これら知
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識や技術の獲得だけでなく，９割以上の児童

が実際の行動も伴ったものとなっており，さ

らに，省エネを他人に伝えるということにつ

いても８割以上の児童が「できる」と答えて

いる。さらに，表４により授業効果の継続性

についても知ることができる。これは福岡県

大木町大溝小学校で1999年度に授業を受けた

児童の１年後の意識調査をしたものである。

これをみると１年経過した後でも，意識や関

心が無くなっていないことがわかる。

まとめ

本論では，温暖化対策のための省エネルギ

ー教育のあり方へのひとつの提言として，具

体的なプログラムの提案とその可能性の検討

を行なった。省エネに関する「技術」を獲得

し，それを「行動」に結び付けられる教育プ

ログラムは「成果」を残すことができるもの

と考えられる。そうした一定のエネルギー削

減という「成果」が期待できる省エネルギー

教育は温暖化対策としての役割を十分に果た

せる可能性を持っていると言えよう。

ここで紹介した「省エネ授業」は学校教育

における総合的な学習の時間のカリキュラム

としての活用も視野に入れており，授業の成

果が計りにくいという総合的な学習の時間の

課題についても，これに応える試みにもなっ
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図９　授業実施前後の意識・行動の変化

（出典）今治市「今治市地域省エネルギービジョン報告書」2004

① ② ③

省エネ授業を受ける前 29 5 2

省エネ授業を受けているとき 2 22 12

省エネ授業を受けた直後 0 6 30

現在（注） 2 16 18

表4 授業実施前後の意識・意欲の変化
※表中の数字の単位は（人）

①全く関心がない，意識していない，意欲がない
②少しは関心がある，意識している，意欲がある
③とても関心がある，意識している，意欲がある
（注）2000年12月

（出展）（財）省エネルギーセンター
「省エネア省エネアンバサダー」第10号，2000
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ている。ISO14001のPDCAサイクルを温暖化

問題解決のための手法としてプログラムのな

かに組み込み，子ども達が積極的に活動でき

るための様々な仕掛けを充実させている。こ

れにより，従来の観念的な省エネではなく，

「技術」「行動」「成果」に重点を置いた合理

的な省エネを学ぶことができる。

「省エネ授業」の面白さは，温暖化対策と

して省エネの手法を学ぶことだけでなく，地

域をよりよくするために役に立つことを子ど

も達が直に経験することにもある。これまで，

子ども達は教えられる側に立つことが当たり

前とされており，そのため地域の一住民とし

て地域にかかわることの経験はほとんどなか

った。しかし，「省エネ授業」で学んだ子ど

も達は，技術を獲得することで，家族や地域

の大人を指導する立場に立つことができると

いう自信を得ることができる。こうした経験

は，子ども達には大きな喜びにつながってく

るであろう。

また，本論では触れていないが，省エネル

ギー教育を学校のみならず，地域に定着させ

るためには，自治体の環境政策的な位置付け

が不可欠となる。温暖化対策は自治体の政策

課題でもある。自治体が学校に対して効果的

な予算措置を講じることで，本プログラムの

実施，持続性を図ることができる。これらの

課題については，今後別の機会に論じること

にしたい。

注１：玉井康之，「『総合的な学習の時間』を

めぐる課題と方策」，『教育展望』，教育調

査研究所，2004，pp26-33 参照。

注２：中村修，「省エネ授業の可能性」，『地

域・くらし・大学教育』，長崎大学生涯学

習叢書2,2003,pp43-58 参照。

注３：（財）省エネルギーセンター，「省エネ

ルギー学習プラン作成の手引き」参照。

http://www.eccj.or.jp/ ここでは，2001

年度より実施している「省エネルギー教育

推進モデル校」290校904事例を対象に分析

をしている。

注４：川嶋宗継・市川智史・今村光章編，

『環境教育への招待』，ミネルヴァ書房，

2002，pp48-55 参照。

注５：2001，2002，2004年度の小学校部門

（2004年度は一般部門となっている）にお

ける最優秀賞を獲得した３校を対象として

いる。http://www.eccj.or.jp/ 参照。な

お，2003年度は最優秀賞が中学校部門のみ

となっていたため，対象は３校のみとした。

注６：（財）省エネルギーセンター，『省エネ

アンバサダー』，第10号，2000年
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