総合学習参考資料：地球温暖化と森林について（10 時間）
児童の活動と考え

学習の支援

●海面上昇（日本沿岸、ツバル国の現況）
，氷河の消失（ヒマラ ◆ 起きている現象や影響について
ヤ氷河の現況）
，異常気象（佐呂間の竜巻被害）等の写真をもと

興味を持ち、これまでの学習や自

に、地球温暖化とのかかわりについて話し合う。

分自身の生活経験などを想起しな

・ 5 年間，（または 10 年間）に世界のほとんどの氷河が
大幅に縮小されているね。北極や南極の氷が解けたら、
どうなってしまうのかな？

時間

か、チェックする。
■資料編

・ 海面が上昇すると，畑の作物に被害を受けるだけでは
１

がら進んで話し合おうとしている

なく、自分たちも高い山などに避難しなければいけない。
もっと進むと、島も沈没してしまうのかな？
・ 地球温暖化の影響で，佐呂間の竜巻，大型台風（ア
メリカで起きたカトリーナ等）
，爆弾低気圧など起きて
いるんだね。

資料１ 日本沿岸および近海の海面
水位
資料２ 海面上昇（ツバル国の現況）
資料３ 氷河の消失（ヒマラヤ氷河
の現況）
資料４ 異常気象（佐呂間の竜巻被
害）

● 地球温暖化が進んで、2100 年に地球の平均気温が最大
５．８度上昇したとき、地球はどうなるか調べる。
＜世界では＞

がら、地球温暖化による「海面
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熱帯性の感染症
広がります。

変わり、内陸部では乾燥化
が進み、熱帯地域では台
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熱帯性の低気圧が猛威を
振るい、洪水や高潮などの
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気候の変化に加えて、病害虫の増加で穀物生
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上昇」
「絶滅の危機さらされる動
物」
「異常気象」等の目的意識を
持って調べることができる。
■資料編
資料５ 地球温暖化の影響予測（世
界）

マラリアなど
の発生範囲が

◆ 約１００年後の地球を想像しな

産が大幅に減少し、世界的に深刻な食糧難を招
く恐れがあります。

児童の活動と考え
＜日本では＞

学習の支援
◆ 世界と日本で起きていることを
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■資料編

化により世界の穀物

豪雨が増加す

比較しながら調べることができ

資料６ 地球温暖化の影響予測（日
本）

ブナ林が大きく減
少する。

海面が１ｍ上昇すると都市部が水没する
恐れがあります。
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● 地球温暖化はどのようなものなのか調べてみよう。
・ 私たちの暮らしと地球温暖化について調べよう。
・ 温室効果ガスは、なんでどんどん増えるのだろう。

◆ 地球温暖化について、詳しく調
べることができる。

・ 地球が温かくなるのは、いいことではないのか？
・ 温暖化でどんな影響がでているか、調べよう。
＜私たちと地球温暖化＞

■資料編
資料７ 地球温暖化ってなあに？

・ 地球を包んでいる大気には温室効果ガスといって、
太陽から降り注いでいる光の一部を逃さないように
して地球の温度を君たち人間が生活しやすい温度に
してくれているガスが含まれている。

【用語説明】

このガスがないと地球はとても寒くなって、生き物

温室効果ガス：地表から放射された

が死んでしまう。

赤外線を一部吸収することによっ

でも、温室効果ガスは増えすぎると地球を温かくし

て温室効果をもらたす気体の総称

すぎてしまう。これが地球温暖化という。
＜温室効果ガスとは＞
温室効果ガスにいろいろあるんだけれど、地球温暖化
に対する影響が最も大きいのは二酸化炭素なんだ。
その二酸化炭素は、石油、石炭、天然ガスなどをも
やす時、空気中に出る。もやせばもやすほど、二酸
化炭素が大気中に増えて、地球をどんどん温かくして
しまう。自動車や飛行機を動かしたり、電気を作るた
めにも、石油や石炭、天然ガスなどもやしているんだ。

児童の活動と考え
＜地球が温暖化するとどうなるの？＞

学習の支援
◆ 地球が温暖化すると、人間の生

・ 地球が温かくなるって、いいことじゃないの？

活に悪影響を及ぼすことを詳

・ 日本でも南の島のような暮らしができるのよ！

しく調べる。
■資料編

・ 地球の温度が上がると、南極の氷や氷河がとけたり

資料７ 地球温暖化ってなあに？

して、海の水が増える。低い土地や小さい島の海に
沈むかもしれないんだよ。
・ 日本でも海の水が１ｍ上昇すると、海水浴でよく行く
砂浜は９０％くらいがなくなってしまう。
・ 洪水や干ばつなどの災害が増えるって言われている
よ。日本では台風や集中豪雨が増えたり、お米などの
農作物が育たなくなったり、今までにはいなかった害
虫の被害が増えることも心配されている。
・ 今は熱帯地方の病気、マラリアのような病気も日本で
発生するかもしれないって、言われている。
＜温暖化はもう始まっているの？＞
・ 地球温暖化って、私たちがおばあちゃんになった
ころか、ずーっとずーっと後に起こる話なんじゃ

◆ 温暖化がすでに進行している
ことを知り、これからの生活に
ついて考える。

ないの？
■資料編
・ すでに南極の氷が溶け始めているのが観測されてい

資料７ 地球温暖化ってなあに？

るんだ。ペンギンの生息地やさんごにも悪い影響がで
ているらしい。
■資料編
・ 20 世紀中の 100 年間に 0.4〜0.8℃気温が上がったと
報告されているし、今のままでは 100 年後には 1.4〜

資料８

釧路の気温も上がってい
る？

5.8℃も温度が上がると、科学者達は予測しているんだ。
＜どうしたらいいの？＞
・ 大変！
もう始まっているんじゃあどうしようもない
の？私たちは何をしたらいいの？
・ 地球の温暖化をくい止めるにはば、みんなが地球のこ
とを考えなければね。

■資料編
資料７ 地球温暖化ってなあに？

児童の活動と考え
・ 地球温暖化の原因は石油などをいっぱい燃やすことに
よって起こることがわかっただろう？

学習の支援
◆ 地区温暖化を少しでも進行さ
せないために、私たちにできる
ことはないか、話し合う。

・ 電気などのエネルギーのむだ使いに気をつけることが
大切なんだ。

■資料編
資料７

・ たとえば、誰にもいない部屋の電気や見ていないテレビ
のつけっぱなし。冷蔵庫の開けっ放しは電気の無駄だ
よ。
・ ちょっとの距離を自動車に乗っていったり、まだ使える
ものを捨てて新しいものを買ったりするのもエネルギ
ーのむだ使いになるよ。
・ ごみもいっぱい出したら、そのごみを燃やすときに二酸
化炭素を出すことになるから、新しい製品に作り変えら
れるものはごみとは別に回収してもらって捨てないよ
うにしよう。
・ そうか。新しいものを買うときに地球にやさしい
製品、リサイクルできる製品や、リサイクルされ
た製品を選ぶのも大事だね。

・ エコマーク
・ グリーンマーク
・ 地球にやさしい製品には、こんなマークがついている
よ！
・ 木などの植物は二酸化炭素を吸収してくれるので、緑
を大切にして、緑をそだてよう。

４
時間

５
時間

他には何ができるかな？
お友達と話してみよう！

地球温暖化ってなあに？

児童の活動と考え
● 家庭でできる温暖化対策〜私たちの生活を見直し、二酸化

学習の支援
◆

家庭でできる温暖化対策を

炭素の排出を減らす〜には、どのようなものがあるか

CO２ 量の削減や節約できる金

話し合う。

額に表し、意識を高める。

・ 冷房の温度を１℃高く、暖房の温度を１℃低く設定す
る。→カーテンを利用し、太陽光の入射調節・クールビ ■資料編
ズ・ウォームビズ
年間約３１ｋｇのＣＯ２の削減
年間で約２，０００円の節約

・ 週２回往復の８ｋｍの車の運転をやめる。
→通勤や買い物の際、バスや鉄道、自転車などの利用
年間約１８５ｋｇのＣＯ２の削減
年間で約８，０００円の節約

・ １日５分間のアイドリングストップを行う。
→駐車や長時間の停車には、エンジンを切りましょう。
年間約３９ｋｇのＣＯ２の削減
年間で約２，０００円の節約

・ 待機電力を９０％削減する。
→主電源を切りましょう。長時間使わないコンセントを
抜きましょう。
年間約８７ｋｇのＣＯ２の削減
年間で約６，０００円の節約
・ シャワーを１日１分家族全員が減らす。
→身体を洗っている間、お湯を流しっぱなしにしないよ
うにしましょう。
年間約６５ｋｇのＣＯ２の削減
年間で約４，０００円の節約
・ 風呂の残り湯を洗濯に使います。
→洗濯や庭の水やりのほか、トイレの水に使っている人
もいます。
年間約１７ｋｇのＣＯ２の削減
年間で約１，０００円の節約

資料９

家庭でできる温暖化対策

・ ジャーの保温を止める。
→ポットやジャーの保温は利用時間が長いために、多く
の電気を消費します。
年間約３１ｋｇのＣＯ２の削減
年間で約２，０００円の節約
・ 家族が同じ部屋で団らんし、暖房や照明の利用を２割減
らす。
→別々の部屋で過ごすと暖房も照明も余計に必要になり
ます。
年間約２４０ｋｇのＣＯ２の削減
年間で約１１，０００円の節約
・ 買い物袋を持ち歩き、省包装の野菜を選ぶ。
→トレーやラップは家に帰れば、すぐにごみになります。
年間約５８ｋｇのＣＯ２の削減
年間で約４，０００円の節約
・ テレビ番組を選び、１日１時間テレビ利用を減らす。
→見たい番組だけ選んで見るようにしましょう。
年間約１３ｋｇのＣＯ２の削減
年間で約１，０００円の節約
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どれもこれもすぐに誰で
もできそうだね。
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●地球温暖化について、学習のまとめを行う

● 地球温暖化と森林との関係をふれあいセンターの方に聞い ◆ 地球温暖化と森林の関係につ
てみよう。

いてふれあいセンターの方の
お話を聞いて、知識を深める。

地球温暖化を防止するために自分たちの生活を見直すことを
勉強したけど、木は温室効果ガスの二酸化炭素を吸収するので
大切にしようとも言われていた。
でも、
「木を大切に」といわれても「木」のことをどれだけ知
っているのだろう？
学校にはどんな木があるのだろう？
また、木がたくさん集まると「森林」というけど、森林には
どんな働きがあるのだろう？
木が二酸化炭素を吸収すると言うけど、いったいどんな仕組
みになっているのかな？
北海道は自然がいっぱいあると言われているけど森林はどう
なんだろう？もし、森林がたくさんあるとどんな良いことがあ
るのだろう？
＜森林教室で木や森林のことを知ろう＞
８
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10
時間

第 1 回：森林や樹木のことに興味を持ってもらい、身近な木の
名前を覚えよう

◆森林教室や樹木観察を通して、
地球温暖化と森林について理解
を深める。

第 2 回：覚えた木の名前を「樹名板」にして、校庭内の木に設 ■資料編
資料 10 森林教室（イメージ）

置しよう
第 3 回：校庭内の樹木の直径や高さを測って体積や二酸化炭素

第 1 回〜第 3 回
資料 11 森林と身近な樹木

の貯蔵量を測ろう

資料 12 1 本の木は二酸化炭素を
どのくらい貯えているの
か？
＜森林のもつ二酸化炭素

吸収・貯蔵機能について＞

人の呼吸量では？→一人の呼吸はトドマツ５０年生１９本分
道民が１年に呼吸により放出する CO２量は炭素重量で
約８０ｋｇです。これは、５０年生のトドマツの１９本が
１年間に吸収する量に相当します。
生活による吸収量では？→一人の生活はトドマツ５０年生
８３０本
道民１人が１年に排出する CO２量、約３．５６ｔ−C は
５０年生のトドマツ８３０本（１．２ｈａ）が年簡に吸収
する量に相当します。
●地球温暖化と森林について、学習のまとめを行う。

■資料編
資料 13 森林のもつ二酸化炭素吸
収・貯蔵機能について

