第２節

中学２年生

生命と環境Ⅰ
〜環境問題って一体なんなんだ!? 〜
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【抄録】 これまでは、インターネットや参考文献を引用し、まとめることを中心に行ったいわゆる「調べ学習」を
行っていたが、高等学校で行う仮説検証型の「総合人間科」に向けて「調べ学習」からの脱皮を狙った。また、報告
集やプレゼンテーションを行う際には、生徒が自分で考えた意見なのか、それとも文献などから引用したものなのか
がわかるようなに「研究活動」の基礎になるような指導を行った。
【キーワード】 仮説検証型

コミュニケーション力

グループダイナミクス

俯瞰力

て学習を行う。

１．目標

⑴充分な時間をかけ個人研究テーマを考える。
⑵指導教員との綿密な連携により研究を推進する。

今年度の総合人間科は以下の３つを目標に挙げた。
⑴俯瞰力の育成：研究仮説をどのようなプロセスを立て

⑶報告会、集録、ポスターセッション、スピーチ等によ
るコミュニケーション活動を多く取り入れる。

て検証していくか研究全体を見通す力
⑵表現する力の育成：他者に研究内容を伝えるコミュニ
ケーション力
⑶協同によるグループダイナミクス：個人の研究をベー

３．評価基準と方法
⑴教員による評価（ワークシートへの記入・提出、ＦＷ

スに学年としての研究風土の育成

等への取り組み、集録）→ワークシート・集録の完成
度、課題の提出状況、取り組みの状況など

２．学習内容

⑵生徒自身による自己評価

上記の目標を達成するために、以下の３点を中心とし

⑶生徒間の相互評価

４．年間授業計画
（前期）
回

日

授業内容（予定）

使用教室

１

４月10日

オリエンテーション①「参加型ワークショップ」

各教室

２

４月16日

オリエンテーション②「教員によるプレゼン」

各教室

３

４月24日

オリエンテーション③「ブレーンストーミング」

各教室

４

５月８日

オリエンテーション④「情報交換会」

各教室

５

５月22日

研究テーマ作成・研究仮説作成・研究計画書作成

各教室

６

６月５日

指導教員との面談①

各教室
メディア
美術

７月３日

林間学校まとめ

各教室

７

９月４日

研究成果中間報告会（夏休みにまとめたもの）

各教室
メディア
美術

８

９月25日

フィールドワーク準備①（アポとり）

各教室、図書室
ＰＣ、メディア

９

10月９日

フィールドワーク準備②（アポとり）

10

10月23日

フィールドワーク準備③（依頼状等作成）

（後期）
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各教室
メディア
美術

11

10月30日

指導教員との面談②

12

11月13日

フィールドワーク

13

11月20日

フィールドワーク報告会

各教室
メディア
美術

14

12月11日

集録作成

各教室

15

１月８日

ポスターセッション準備

各教室
ＰＣ、メディア

16

１月22日

ポスターセッション

交流ホール

17

２月５日

スピーチ準備（グループごと）

各教室
ＰＣ、メディア

18

２月18日

スピーチ（グループごと）

交流ホール

いくという方法をとった。また仮説を立てるということ

５．個人テーマと訪問先

を学ぶために、なるべく個人テーマを疑問形の形で作る

今年度は、仮説を立てその仮説を順序だてて検証して

ことを指示した。

個人テーマ

訪問先

世界の水はなぜ足りない？

名古屋大学生命農学研究科

漂流物は本当に海を汚しているか？

名城大学

睡眠の正体とは？

愛知医科大学睡眠科睡眠医療センター

生態系を守り、絶滅危惧種を救う方法は？

愛知県環境部自然環境課

里山とは？〜守るために〜

ＮＰＯ法人犬山里山学研究所

水田と生態系の関係とは？

東海農政局

The Diﬀerence Between Humasn and Monkies

京都大学霊長類研究所

都市付近で人々が快適に過ごせる森林の種類と量

独法森林総合研究所森林農地整備ｾﾝﾀｰ

水質汚染の原因とは？

愛知県環境調査センター

次世代エネルギーとは

三重大学次世代型電池開発センター

進化と絶滅のつながり

東山総合動物園

私たちは地球温暖化と地球寒冷化のどちらを重要視すべきか？

名古屋大学太陽地球環境研究所

微生物

名古屋大学生物地球化学グループ

〜生きる環境とそのために得た特徴とは？〜

動物の進化と絶滅について

東山総合動物園

ヒートアイランド現象が及ぼす影響とは？

名古屋都市センター

動物はなぜ絶滅するのか？

名古屋市立大学生物多様性研究センター

愛知県の森林がなくなると温度は上がるのか？

愛知県林務課森林グループ

温暖化と二酸化炭素の関係とは？

名大太陽地球環境研究所

ウミガメの保護方法

〜ウミガメは守れるのか？〜

名古屋港水族館

名古屋の大気汚染

名古屋市環境局大気環境対策課大気騒音係

第３の観点から見た環境問題

独立行政法人国際協力機構中部国際センター

生物が食べている植物

岐阜大学応用生物科学部

Mutation

〜ヒト科と鹿科の違い〜

〜進化の起源〜

名古屋大学大学院生物機能開発利用研究センター

環境問題を人々に伝え理解してもらうためには？

名古屋大学教育学部附属中学校（本校）

身近に自分たちで電気をつくって生活するには？

中部電力

環境に優しくゴミ処理するには？

名古屋市猪子石工場

サンゴが世界的に減少しているのはなぜか？

名古屋港水族館

動物絶滅の原因・対策
〜絶滅は間近！？今、私たちができること〜

名古屋港水族館
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火力・原子力発電の必要性は
〜火力・原子力発電が私たちに与える影響〜

中部電力

地球温暖化はホントか？

名大太陽地球環境研究所

遺伝子組み換え作物が生態系に及ぼす影響とは？

愛知県農業総合試験場

水道水がきれいなんて

又吉配水場

〜認めたくない〜

災害に対する意識

名古屋市市役所危機管理課

愛知県の侵略的外来生物

名古屋大学エコトピア科学研究所

アトピー性皮膚炎
〜アトピー性皮膚炎の症状を抑えるためには？〜

名古屋大学附属病院皮膚科

大気汚染の原因と仁泰に与える影響とは？

愛知県庁環境部大気環境科

人間の健康

〜植物とのつながりとは？〜

愛知学院大学薬学部医療薬学科

最近の浄水設備事情

上下水道局鍋屋上野浄水場

日本の未来は明るいか！？

〜原発から考える〜

中部電力

生物多様性が失われる原因とは？

名古屋市立大学システム自然科学研究科

なぜ家庭配水は水質汚染の大部分を占めているのか？

春日井市環境分析センター

水の浄化に対する環境負荷を減らすには？

上下水道局鍋屋上野浄水場

浄水方法の違い

上下水道局鍋屋上野浄水場

〜より綺麗な水を作るための努力〜

在来種と外来種の関係？

名古屋大学博物館

１つの命のはじまりとは？

名古屋大学医学部附属病院

温室効果ガスが温室効果をもつ仕組み

名大太陽地球環境研究所

放射線とは一体何？！

愛知県衛生研究所

〜放射線の人体への影響について〜

生物はどうして絶滅するのか？

名古屋市立大学

森林生態系とは？
〜森林生態系保護地域ってどんなところ？？〜

名古屋大学エコトピア科学研究所

THE OZONE
〜オゾン層はなぜ壊れ、どんな影響を与えるの？〜

名古屋大学太陽地球環境研究所

ダムが与える影響とは？

国土交通省中部地方整備局

大気汚染が空に与える影響とは？

名古屋大学大学院理学研究科

花粉症を治すには？

名古屋第２日赤病院

地域の環境整備とは？

尾張旭市役所環境課

動物の絶滅が環境に及ぼす影響とは？

東山総合動物園

微生物と昆虫と森林の関係は？

名古屋大学大学院 生命農学研究科

原発はなくすべき？残すべき？

中部電力

原発汚染水のよい処理方法は？
環境に優しい発電方法とは

環境係

〜竹炭による汚水処理法〜
〜地球温暖化を防ぐには？〜

中京大学工学部

名古屋キャンパス

中部電力

生物と森林の関係は？
〜昆虫が森林に与えるさまざまな影響〜

名古屋大学大学院 生命農学研究科

外来生物が日本にもたらすものとは？

名古屋大学大学院環境学研究科

緑地は何のためにあるのか？

牧野々池緑地管理事務所

〜環境保全との関わり〜

再生エネルギーだけで生活はできるのか？

名古屋大学工学部工学研究科

LEDは緩急に優しいのか？

東芝名古屋ビル６階

なぜ同じ動物でも色や形が違うのが存在するのか？

名大大学院理学研究科

私たちが使う水とそれによる環境への影響とは？
〜浄水場での環境負荷〜

上下水道局鍋屋上野浄水場

浄水方法の詳細

上下水道局鍋屋上野浄水場

人間は自然や野生の動物に、どのような被害を及ぼしているの
東山総合動物園
か？
代替フロンは地球に優しいのか？

名古屋大学太陽地球環境研究所
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植物と環境の結びつき

総合人間科
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〜減ってきている植物を守るには？〜

なぜメダカは減っているのか？

東山総合動物園
東海農政局

水道水とミネラルウォーターの違いとは？

上下水道局鍋屋上野浄水場

染色体異常とは？

名古屋大学医学部附属病院

私たちとペット

名古屋市役所健康福祉局動物愛護センター

大気汚染にはどう立ち向かうべきか？

環境省中部地方環境事務所環境対策課

娯楽は人にどんな影響を与えるのか？

名古屋大学大学院教育発達研究科

クローンによる食生活は実現するのか！？

名古屋大学理学部生命理学科

排ガスが地球環境を変える！？

株式会社環境科学研究所分析事業部

食べ物のゴミを減らすには？

株式会社コーミ

品質保証部

⑵指導教員との面談を複数回もつ

６．今年度「総合人間科」の特徴

個人テーマを立てる段階に指導教員との面談を各自２
回づつもった。このときの指導で注意したことは、

⑴時間をかけて個人テーマの作成
個人研究テーマを立てるにあたり充分な時間を取っ

テーマ自体が「調べ学習」ではなく「仮説立て」→

た。こては、個人テーマを設定するという作業が研究

「検証」になりやすいかどうかであった。初等教育で

活動の中で一番たいへんなことであるからである。自

調べ学習は多くの生徒が経験をしてきているが、単に

分が何に興味関心があり、それは研究として追究する

調べた内容を記載して発表ですのではなく、少しでも

に値するのかを充分吟味する必要があるそのため、

仮説検証型の学びができることを期待した。個人テー

数ヶ月間は自分の考えを整理するために多くの時間を

マを立てる際にも「テーマに対する自分の考え」や
「そのように考える理由」を明記することで調べ学習

「ブレーンストーミング」に使った。

との違いを意識させた。
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⑶俯瞰的に研究ができるように「研究計画書」の作成を
行った。また、自分のテーマに対する「先行研究」を

（付箋を使ったワークの様子）
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チェックすることで、研究活動の初歩を学習できるよ
うにした。
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⑷報告会、集録作り、ポスターセッション、スピーチ等
を通して、自分の考えをアウトプットできる機会を多
くもった。また、単に発表するだけでなく、話してと
聞き手の相方向型の発表になるように注意を払って指
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総合人間科

生命と環境〜環境問題って一体なんだ!? 〜

９．研究活動を通して生徒が考えた「自分の研
究内容に対する今後の課題」
・今回の反省点は、自分の意見はあるのに、色々な方の
原発についての意見をしらないのでだいぶん自分の考え
が偏っていることを知ったことです。今後は、原子力発
電に関する専門家の意見が書かれた本を読み、たくさん
の考えを知った上で自分の考えを固めていきたいです。
・大規模地震が予知されている今、その災害で浄水場が
壊滅してしまったらどうなるのか。また、大災害を機に
水道施設すべてをより効果的なものに改修する計画があ

８．ポスター発表会の様子

るのか調べたい。
・あくまで今回出した結論は個人の考えなので正しいと
は限りません。ただ、私のテーマはこれで終わりなので
はなく、これからも続くので今後の情報に気ををつけな
がらさらに結論を絞っていきたい。
・結論でも言ったようにどのような行動をしたらよいか
についてはあまり考えてこなかったのでこの事を重要視
してやっていこうと思います。
（文責
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