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No3-2 トンボ救出大作戦
⇒プール清掃直前にヤゴを救出し、放流体験や羽化観察を行う。
・実際にどんなヤゴが池田に生息しているか観察したり、育成を体験
する

環境出前授業カレンダー
【参考】各出前授業と教科・単元の関連付けの例／1年生※記載した活用例は一例です（下記の教科で実施する必要はありません）。学校の取り組みにあわせてご検討いただき、自由にご活用ください。

No.1-3 この木なんの木
⇒樹木医による校庭の樹木調査（種類・
健康状態）、身近な緑、生物の学習
・植物の体のつくりとはたらきと，植物の種類
やその生活について学ぶ。

●夏休みエコ自由研究・工作フェア
・エコミュージアムで自由研究に役立つ講座を実施します。（平成３０年8月３(金)・４(土)※予定 ）

植物の生活と種類

植物の体のつくりとはたらき

植物のなかま分け

物質のすがた

気体の発生と性質

物質の状態変化

水溶液

光の性質

音の性質

力と圧力

大地の変化

火山

地震

大地の変動

No.1-11－② 猪名川河川レンジャー 環境保全
⇒猪名川の在来・外来植物の現状と、外来植物の影響を学ぶ。

No.1-5-① エコスタッフ 石鹸づくり
⇒石けんで汚れを取るプロセスという
のは、水に溶けないもの（汚れ）を水
に溶けるようにするということを理解
する。
・物質が水に溶ける現象を日常生活と
のかかわりで理解する。

身近な生物の観察

地理

歴史

世界の姿

世界各地の人々の生活と環境

No.2-6 「JICA国際協力出前講座」
⇒開発途上国の状況や、国際協力の現場の様子など
を、現場で活躍した人から聞きその貴重な体験談や
エピソードから人権、平和、環境、多文化共生など
の学習する。

世界の諸地域

アジア州 ヨーロッパ州 アフリカ州 北アメリカ州

南アフリカ州 オセアニア州

No.1-13 気候のはなしをきこう
⇒世界のさまざまな国の風土と気候に
ついて学ぶ

世界のさまざまな地域の調査

歴史のとらえ方と調べ方

歴史の流れと時代区分

歴史の調べ方 まとめ発表の仕方

原始・古代・古代国家の成立と東アジア

人類の登場から文明の発生

東アジアの中の倭

中国にならった国家づくり

原始・古代・古代国家の成立と東アジア

展開する天皇・貴族の政治

中世 武家政権の成長と東アジア

武士の世の始まり

武家政権の内と外

中世 武家政権の成長と東アジア

人々の結びつきが強まる社会

近世 武家政権の展開と世界の動き

大航海によって結びつく世界

戦乱から全国統一へ

No.１-6 「タウンウォッチング」
⇒池田市内の身近な歴史遺産を見ることで環境要素
を考える。

行事・
社会
見学等
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環境出前授業カレンダー
【参考】各出前授業と教科・単元の関連付けの例／２年生※記載した活用例は一例です（下記の教科で実施する必要はありません）。学校の取り組みにあわせてご検討いただき、自由にご活用ください。

単元1 科学変化と原子・分子

.物質の成り立ち

いろいろな科学変化

科学変化と物質の質量

科学変化と熱の出入り

単元２ 動物の生活と生物の進化

身近な動物の観察

細胞のつくりとはたらき

生物を維持するはたらき

単元３ 電流とその利用

電流と回路

電流と磁界

電流の正体

気象観測を続けてみよう 継続観測

単元２ 動物の生活と生物の進化

生命を維持するはたらき

行動のしくみ

動物のなかま

生物の進化

単元４ 気象のしくみと天気の変化

気象観測

大気中の水蒸気の変化

前線の通過と天気の変化

日本の気象

No.1-10
関西電力の出前授業
⇒エネルギー、地球温
暖化に関する出前授業

No.1-9-① パナソニック
あかりのエコ教室
⇒手回し発電機で電球の
種類による違いや光る
仕組みを学ぶ

地理

歴史

日本の姿

世界から見た日本の姿

世界から見た日本の自然環境

世界から見た日本の人口

世界から見た日本の姿

世界から見た日本の資源・エネルギーと産業

世界と日本の結び付き

日本の諸地域

九州地方 中国・四国地方 近畿地方 中部地方

関東地方 東北地方 北海道地方

身近な地域の調査

身近な地域の調査

近世 武家政権の展開と世界の動き

武士による支配の関西

天下泰平の世の中

社会の変化と幕府の対策

近代 近代国家の歩みと国際社会

欧米諸国における「近代化」 開国と幕府の終わり

新しい価値観の下で 近代国家の歩み

近代 近代国家の歩みと国際社会

帝国主義と日本 アジアの強国の光と影

新しい価値観の下で

●夏休みエコ自由研究・工作フェア
・エコミュージアムで自由研究に役立つ講座を実施します。（平成３０年8月３(金)・４(土)※予定 ）

No.１-6 「タウンウォッチング」
⇒池田市内の身近な歴史遺産を見ることで環境要素
を考える。

No.1-13 気候のはなしをきこう
⇒世界のさまざまな国の風土と気候に
ついて学ぶ 猪名川の在来・外来植物の現状と、

No.1-11－② 猪名川河川レンジャー
環境保全

⇒猪名川の在来・外来植物の現状と、
外来植物の影響を学ぶ。

No.3-3 池田市立歴史民俗資料館
今より環境負荷の少なかった大正時代から昭和中
期ごろを中心に、昔の人びとのくらしや、当時使
われていた道具について学ぶ。

行事・
社会
見学等

職場体験
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環境出前授業カレンダー
【参考】各出前授業と教科・単元の関連付けの例／３年生※記載した活用例は一例です（下記の教科で実施する必要はありません）。学校の取り組みにあわせてご検討いただき、自由にご活用ください。

単元1 運動とエネルギー

.力のはたらき

物体の運動

仕事とエネルギー

単元２ 生命のつながり

生物の成長とふえ方

遺伝の規則性と遺伝子

単元４ 科学変化とイオン

水溶液とイオン

化学変化と電池

酸・アルカリとイオン

天体観測を続けてみよう 継続観測

単元３ 自然界のつながり

生物どうしのつながり

自然界を循環する物質

単元５ 地球と宇宙

天体の1日の動き

天体の1年の動き

月と惑星の運動

太陽系と銀河系

単元６ 地球の明るい未来のために

自然環境と人間のかかわり

くらしを支える科学技術

たいせつなエネルギー資源

No.1-4 スターウォッチング
⇒星についての講話や天体望遠鏡での
観測

・星の色・明るさの違いや星座を実際に見
つけて興味を深める

No.1-5-④ エコスタッフ
フードマイレージ
⇒カードゲームで食材の流通
と環境問題を学ぶ

No.1-12 コンセントの向こう側
⇒電気について、家のコンセントから、電
気の材料までを地図の上でつなげて、私達
の生活とエネルギーのつながりを学ぶ
・エネルギー利用の課題を考える。

No.1-10
関西電力の出前授業
⇒エネルギー、地球温暖化に関する出前
授業・電気エネルギーのつくり方とエネル
ギー利用の課題を学ぶ

No.1-9-② パナソニック
エコと太陽光発電教室
⇒実験をしながら太陽光発電の仕組
みを学ぶ

・再生可能エネルギーを学ぶ

No.2-5 JALそらエコ教室
⇒環境・宇宙を通じて「地球」の未来を考える
＜活用例／6年理科＞
・地球環境と変化の理解を深める。

歴史
公民

近代 二度の世界大戦と日本

第1次世界大戦と民族独立の動き

高まるデモクラシーの意義

軍国主義と日本の行方

アジアと太平洋に広がる戦線

現代 現在に続く日本と世界

敗戦から立ち直る日本

世界の多様性と日本の成長

これからの日本と世界

現代社会と私たちの生活

現代社会の特色と私たち

現代社会と私たちの生活

私たちの生活と文化

現代社会の見方や考え方

個人の尊重と日本国憲法

人権と日本国憲法 人権と共生社会 これからの人権保障

現代の民主政治と社会

現在の民主政治 国の政治の仕組み 地方自治と私たち

私たちの暮らしと経済

消費生活と経済 生産と労働 価格の働きと金融

私たちの暮らしと経済

政府の役割と国民の福祉

これからの経済と社会

地球社会と私たち

国際社会の仕組み

さまざまな国際問題

これからの地球社会と日本

より良い社会を目指して

●夏休みエコ自由研究・工作フェア
・エコミュージアムで自由研究に役立つ講座を実施します。（平成３０年8月３(金)・４(土)※予定 ）

No.3-3 池田市立歴史民俗資料館
今より環境負荷の少なかった大正時代から昭和中
期ごろを中心に、昔の人びとのくらしや、当時使
われていた道具について学ぶ。

行事・
社会
見学等


