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インドネシア版ESDカレンダー

インドネシア政府に説明するSONI校長

本校の発信と、姉妹校（グリーンスクール）の連携で、インドネシア政府も、
ESDカレンダーをもとにＥＳＤの推進をすることに！

Wonderful above thrust with this curriculum guidelines revision.

working member
of society

Personal growth
The good and possibility
as well as
are recognized
が

and an abundant life is
stopped and held,
ESD is itself and this way of
thinking can also say the
center of this curriculum
guidelines revision.

all others are respected as
valuable existence, and
gets over various social
changes while discussing
with various people,
and you can request to
make sure that the
continuation can be a
possible social creater.

Curriculum for nurturing “Creating a Sustainable
Society” For organizing, two perspectives were
shown.
「持続可能な社会の創り手」を育成するための教育課程編成のために、２つの視点が示された。

① Through improving a session for realization of subjectlike and interactive and deep learning, To nurture the
power to live strongly．
主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を通して、生きる力を育む

A problem solving-like learning process is emphasized and a
dialogue situation is placed by a cooperative situation in it.
問題解決的な学習過程を重視して、その中の協働場面で、対話場面を位置づける。

② “Curriculum management” カリキュラム・マネジメント
* The guidance crossing for a subject 教科横断的な指導
※ About the importance of the curriculum management
By the House of Councillors budget committee in October, 2014, the one in the
those days， Shimomura Minister of MEXT is speaking importantly.

Since utilizing a ESD
calendar with education
for possible development
in perspective, how is the
continuation?。

Shimomura Minister of MEXT

I understand about a match of
Koto ward yanagawa elementary
school.
I'd like to spread a ESD calendar
（公明党荒木参議院議員）
among a school education in the
whole country as well as UNESCO
Oct, 8 2014 参議院予算委員会にて
schoolｓ.
（ＮＨＫ national diet news）

Curriculum management
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We cannot solve
environmental problems
Alone.

The environmental matters for
people to live as people.
The 4 viewpoints are
interconnected

For international cooperation，
it is important to acquire each
other's culture and customs and
respect each other. If not,
we can not cooperate.

To know each other's culture
and customs, it is important
to respect each other as a
person.

An Example Teaching Plan
総合的な学習の時間
４月

５月

６月

７月

８月

９月

東区立八名川小学校
Ｙａｎａｇａｗａ elementary
school

第５学年 指導計画

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月

国際連合 教育科学文化機関
には
Name of unitUNESCO
Hours
【Aims】Development
Education for Sustainable
とういう教育課題があります。Study process for solving problems

「ぼくたちの手で地球を守ろう」
（４０時間）
Protecting
the Earth by ourselves
(４０ｈours)

【ねらい】
区役所温暖化対策課の方のお話から、カーボンマイナスこどもアクションプランに取り
組み、自分たちが環境問題を解決するためにできることを実践していく。

【学びに火をつける】

○区役所温暖化対策課の方のお話をうかがい、地球の環境の理解を深める。
○環境に優しい行動がされているか、地域や保護者にアンケートをとり、実態を
把握する。
○アンケート結果から、誰もが取り組める環境にやさしい行動にどのようなもの
があるか自分のテーマを決める
【調べる】
○カーボンマイナスに効果的な活動にどのようなものがあるか調べる。

「地震だ！こんなときどうする！」
（３０時間）

【ねらい】
過去の地震による被害を知り、東京で大きな地震が起こった時、自分や家族の命を守るた
めに、どのような行動をすればよいか考えていく。

【学びに火をつける】

○カシオ若尾先生のお話をうかがい、東日本大震災の被災時と現在の被災地の様子につい

1 【Stimulate thirst for
learning】1 人になる時間や場所があることを知る。
○防災カルテを作成し、誰もが
て知る。

○区役所危機管理課のＤＶＤを視聴し、見学先のそなエリアで見てくる視点を決める。
○そなエリアで震災直後の町の様子を実物大の施設で体験し、自分や家族の命を守るため
に何を知ればよいか自分のテーマを決める。

2 【Investigation】

○区役所が主催するカーボンマイナスこどもアクションプランに取り組む。

【調べる】

【まとめる】

○防災をテーマとした施設の見学を行ったり、地域の防災施設を調査したりして、自分の

○自分たちの取り組みの成果が本当に地球温暖化防止に役立っているのだろう
か、世界の課題の大きさに改めて触れることで、実践の卑小さに気付かせると
ともに、多くに人と課題を共有することの重要性や発信の大切さをまとめる。
【つたえ合う】
○どのような場で、誰に対してどのような発信が可能か検討し、校内外への発信
を実践的に進める。○できあがった資料を地球にやさしい作文コンクール等に
出品するだけでなく、外国からの来校者に対してのプレゼンも検討する。

【地域人材・関係機関】
○区役所温暖化対策課 ○環境をテーマとしたコンクール○統計グラフコンクール
（公益財団法人統計情報研究開発センター）、○NHK「日本賞」で来日・来校する５０名の方への発信

テーマを調べる。

3 【Compilation】

【まとめる】

○調査活動をもとに、地震から自分や家族の身を守るためにどのような備えや避難行動が
大切かクラスで発表し、地域、保護者に伝えたい内容を精選する。
【つたえ合う】

4 【Communication】

○八名川まつりで発表する。

Global manpower and
related organizations

【地域人材・関係機関】
○区役所危機管理課 ○カシオ命の授業
○震災堂・本所防災館・そなエリア

江東区立八名川小学校

第５学年 ＥＳＤカレンダー
教科領域

４月

５月

６月

７月

100年後のふるさと

８月
次への一歩
活動報告書

９月

１０月

インターネットを使っ
て調べる

１１月

１２月

１月

２月

３月

天気を予想する

School ESD Calendar
国際連合 教育科学文化機関 UNESCO には
Education for Sustainable Development
To clarify teaching
とういう教育課題があります。

国語
算数

百分率とグラフ

単位量あたりの大きさ

理科

植物の発芽・成長

流れる水のはたらき

こ れからの食料生産と
わたしたち

米づくりのさかんな
庄内平野

社会

カーボンマイナスこどもアクション

総合

情報を生かす
わたしたち

環境を守る
わたしたち

自然災害
を防ぐ

地震だ！こんなときどうする！
八名川まつり

特活

学校の歴史を知ろう

英語

「 Hello!」 「 I'm happy.」

もったいない

道徳
音楽
図工

地球温暖化
森が消えていく

content and activities

チョモランマ
清掃登山隊

ポスター

体育

けがの防止

家庭

おいしいね毎日の食事

環境の教育

多文化の理解

人権・命の教育

学習スキル

江
東区立八名川小学校

総合的な学習の時間
４月

５月

６月

７月

８月

９月

「ぼくたちの手で地球を守ろう」
（４０時間）
【ねらい】
区役所温暖化対策課の方のお話から、カーボンマイナスこどもアクションプランに取り
組み、自分たちが環境問題を解決するためにできることを実践していく。

【学びに火をつける】
○区役所温暖化対策課の方のお話をうかがい、地球の環境の理解を深める。
○環境に優しい行動がされているか、地域や保護者にアンケートをとり、実態を
把握する。
○アンケート結果から、誰もが取り組める環境にやさしい行動にどのようなもの
があるか自分のテーマを決める
【調べる】
○カーボンマイナスに効果的な活動にどのようなものがあるか調べる。

第５学年 指導計画

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月

「地震だ！こんなときどうする！」
（３０時間）
【ねらい】
過去の地震による被害を知り、東京で大きな地震が起こった時、自分や家族の命を守るた
めに、どのような行動をすればよいか考えていく。

【学びに火をつける】
○カシオ若尾先生のお話をうかがい、東日本大震災の被災時と現在の被災地の様子につい
て知る。
○防災カルテを作成し、誰もが 1 人になる時間や場所があることを知る。
○区役所危機管理課のＤＶＤを視聴し、見学先のそなエリアで見てくる視点を決める。
○そなエリアで震災直後の町の様子を実物大の施設で体験し、自分や家族の命を守るため
に何を知ればよいか自分のテーマを決める。

○区役所が主催するカーボンマイナスこどもアクションプランに取り組む。

【調べる】

【まとめる】

○防災をテーマとした施設の見学を行ったり、地域の防災施設を調査したりして、自分の

○自分たちの取り組みの成果が本当に地球温暖化防止に役立っているのだろう
か、世界の課題の大きさに改めて触れることで、実践の卑小さに気付かせると
ともに、多くに人と課題を共有することの重要性や発信の大切さをまとめる。
【つたえ合う】
○どのような場で、誰に対してどのような発信が可能か検討し、校内外への発信
を実践的に進める。○できあがった資料を地球にやさしい作文コンクール等に
出品するだけでなく、外国からの来校者に対してのプレゼンも検討する。

【地域人材・関係機関】
○区役所温暖化対策課 ○環境をテーマとしたコンクール○統計グラフコンクール
（公益財団法人統計情報研究開発センター）、○NHK「日本賞」で来日・来校する５０名の方への発信

So that anyone
can teach it

テーマを調べる。
【まとめる】
○調査活動をもとに、地震から自分や家族の身を守るためにどのような備えや避難行動が
大切かクラスで発表し、地域、保護者に伝えたい内容を精選する。
【つたえ合う】
○八名川まつりで発表する。

【地域人材・関係機関】
○区役所危機管理課 ○カシオ命の授業
○震災堂・本所防災館・そなエリア

So that teachers of any
school year can
undertake it

ハーバード大学・エリック・マズール教授による

ラーニングピラミッド

授業で学んだ内容の半年後の記憶
National Training Laboratories 3

Ｌｅｃｔｕｒｅ ５％
しかし、この数値は
正確とは言えません。
指導者によってもこの
順番が一定とは
言えません。とは言え
このような視点は
大事です。

Reading 10％

ただ座って，先生の話を
聞いているときの脳の
活動は、眠っているとき
と同じレベルだそうです。

Ａｕｄｉｏｖｉｓｕａｌ ２０％
Ｄｉｓｃｕｓｓｉｏ３０％
Ｄｅｍｏｎｓｔｒａｔｉｏｎ

Discussion Group ５０％

Practice Doing ７５％
Teaching Others ９０％

用八 わ授
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た川 い改
学ま 手善
習つ は対
発り 、策
表は あと
りし
の、
ま
場こ
の せて
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す分 んこ
。を 。れ
を
活 使

GOALS 11
SUSTAINABLE
CITIES AND
COMMUNITIES

3RD Let's make a map for local
security
5TH Now
Let's prepare for an earthquake

GOALS 12
RESPOMSIBLE
CONSUMPTION
AND PRODUCTION

5TH Eco-products exhibition
participation
5TH Let's think about the industrial
way from a viewpoint of the

GOALS 5
GENDER EQUALITY

GOALS 17
PARTNERSHIPS FOR
THE GOALS

2ND Let’s look back on one’s growth
4TH Let's learn sign language

2ND Let's look back on one's growth
4TH Let's spend happy time with a foreign
student.
6TH We know the world, and let's send that
we can do it.We send it to the inside and
outside the country.

environmental protection

GOALS 13
CLIMATE ACTION
5TH "Carbon minus" child action
Hometown 100 years later
Global warming,
a forest disappears

GOALS 14
LIFE BELLOW
WATER

GOALS 15
LIFE ON LAND
1ST Let's think about relation with the
creature
Let's think about a method to
enjoy an autumn season
2ND Let's observe a crawfish
Let's bring up vegetables
3RD Let's save a dragonfly nymph!

GOALS 8
DECENT WORK AND
ECONOMIC GROWTH
6TH We are independent, and let's think about
one's future

GOALS 16
PEACE, JUSTICE AND
INSTITUTIONS

Let's make all grade haikus

6TH We think about politics, and let's send that
oneself can do it because the world becomes good

5ＴＨ The Japanese marine products
industry, Iwai seaside summer house

Yanagawa elementary school in
Koto-ku

5th grade ＥＳＤ calendar
subject

Apr.

Japanese

May

June

Our town 100 years
From now

July

Aug.

The next
step(proje
ct report)

Sep.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Forecasting the
weather

国際連合 教育科学文化機関 UNESCO には
Education for Sustainable Development
とういう教育課題があります。

Science

General
studies

The sizes of units

Generation and
growth of plants

Rice of the fertile
Shonai Plain

Percentages
& graphs

Work performed by flowing water

Our future eating
habits

Protecting the Earth by ourselves

Using
Information

「Hello!」「I'm happy.」

Protecting
the
environment

Earthquake! What to do
Learning school
history

Special
Topics
English

Oct.

Investigating on
the Internet

Arithmetic

Social
studies

We classify 17 signs
in three of
“Environment,
Human rights,
Multicultural
understanding".
This depends on ESD
calendar.

Yanagawa
Festival

Preventin
g natural
disaster

An Example Teaching Plan
総合的な学習の時間
４月

５月

６月

７月

８月

９月

第５学年

１０月

東区立八名川小学校
Ｙａｎａｇａｗａ elementary
school

指導計画
１１月

１２月

１月

２月

３月

国際連合 教育科学文化機関
には
Name of unitUNESCO
Hours
【Aims】Development
Education for Sustainable
とういう教育課題があります。

「ぼくたちの手で地球を守ろう」
（４０時間）
Protecting
the Earth by ourselves
(４０ｈours)

【ねらい】
区役所温暖化対策課の方のお話から、カーボンマイナスこどもアクションプランに取り
組み、自分たちが環境問題を解決するためにできることを実践していく。

【学びに火をつける】

○区役所温暖化対策課の方のお話をうかがい、地球の環境の理解を深める。
○環境に優しい行動がされているか、地域や保護者にアンケートをとり、実態を
把握する。
○アンケート結果から、誰もが取り組める環境にやさしい行動にどのようなもの
があるか自分のテーマを決める
【調べる】

○区役所が主催するカーボンマイナスこどもアクションプランに取り組む。

【ねらい】
過去の地震による被害を知り、東京で大きな地震が起こった時、自分や家族の命を守るた
めに、どのような行動をすればよいか考えていく。

【学びに火をつける】

○カシオ若尾先生のお話をうかがい、東日本大震災の被災時と現在の被災地の様子につい
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2 【Investigation】
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○カーボンマイナスに効果的な活動にどのようなものがあるか調べる。

「地震だ！こんなときどうする！」
（３０時間）

(

【まとめる】
○自分たちの取り組みの成果が本当に地球温暖化防止に役立っているのだろう
か、世界の課題の大きさに改めて触れることで、実践の卑小さに気付かせると
ともに、多くに人と課題を共有することの重要性や発信の大切さをまとめる。
【つたえ合う】
○どのような場で、誰に対してどのような発信が可能か検討し、校内外への発信
を実践的に進める。○できあがった資料を地球にやさしい作文コンクール等に
出品するだけでなく、外国からの来校者に対してのプレゼンも検討する。

【地域人材・関係機関】
○区役所温暖化対策課 ○環境をテーマとしたコンクール○統計グラフコンクール
（公益財団法人統計情報研究開発センター）、○NHK「日本賞」で来日・来校する５０名の方への発信

3 【Compilation】

大切かクラスで発表し、地域、保護者に伝えたい内容を精選する。
【つたえ合う】

4 【Communication】

○八名川まつりで発表する。

Global manpower and
related organizations

【地域人材・関係機関】
○区役所危機管理課 ○カシオ命の授業
○震災堂・本所防災館・そなエリア

第7回八名川まつり発表内容

１年

Please come on the morning of February 16, 2019 (Sat).
On this day, all the students will announce ESD efforts.

秋のおもちゃの店

ドングリやまつぼっくりで楽しもう

２年

うごくおもちゃ大しゅう合

ゴムで、風で、坂道で・・・いっしょにあそぼ！

３年

八名川タイムトラベル

町の史跡や道具を調べて語ります。

４年

やさしさパワーアップ大作戦

妊婦さん・外国人・お年寄り・・・・

５年 今やろう！
地震から身を守る備えを！
保護者や地域の方と備えを語る

６年 未来にはばたけ！
～小学校卒業研究～
キャリアの視点から将来設計と学び方を語る

The scholastic aptitude of Japanese improved.
A change at the Yanagawa elementary school.

国語Ｂ問題では 15.17 ％ 向上
国語Ａ問題では 6.12 ％ 向上

２０１０

２０１１

２０１２

２０１３

２０１４

２０１５

２０１６

I also improved the scholastic aptitude of the
arithmetic at the Yanagawa elementary school.

算数Ｂ問題では 18.22 ％ 向上
算数Ａ問題では 5.68 ％ 向上

２０１０

２０１１

２０１２

２０１３

２０１４

２０１５

２０１６

When ESD is promoted, child's mind to do rises, and the utilization ability also grows.

