
学習内容報告書 フォーマット 

 

学校名 福井県立若狭高等学校 

授業者 小坂康之 

1.  単元計画 

実施した活動内容に基づきご記入ください。 

1-1.  単元名 

マイクロプラスティック調査を題材に ICT を用い国際的な協議で学びを深める 

1-2.  学年 

1・２・３年 

1-3.  教科（単元を実施する教科を全てお書きください） 

水産 理科 社会  

1-4.  単元の概要 

現在、海洋や河川に漂流するプラスティックが紫外線や波などの物理的な影響で微細化したマイクロプラス

ティックや化粧品や洗顔料に含まれるマイクロビーズの存在が問題となっている。砂浜や海洋中のマイクロ

プラスティックは、マイクロメッシュなどを用いて簡単に調査でき、また、身近な生物が誤飲したマイクロ

プラスティックを調査する方法も確立されている。そこで、本単元では、海外や国内の各地域と連携し、同

様の方法で得られたマイクロプラスティックの調査結果を遠隔会議システムで情報交換、解決策について協

議を行う単元とした。 

 

 

1-5.  単元設定の理由・ねらい 

マイクロプラスティックによる水圏の汚染と生態系や人間生活への影響を実感させるとともに科学的な知識

や技術によってデータを正確に理解する判断力や思考力を育成する。研究結果に基づき解決策を状況の異な

る他者と考える中で、陸域と海域の関係、社会情勢なども含め教科横断的に解決策を考察し、他者と協働す

る姿勢を育成する。 

 

 

 

1-6.  育みたい資質や能力、態度 

科学的なアプローチの方法や知識の習得、社会情勢なども含め教科横断的に物事を考える力。実験結果を比

較する力、考察力、課題設定能力、国際的に協働する姿勢や主体的な態度、海洋環境汚染解決に対する貢献

心。 

 

 



1-7.  単元の展開（全７時間） 

時

数 
学習活動・主な内容 

教師の指導 / 主な評価 

外部連携 / 使用教材等 

１ 

マイクロプラスティックの基礎基本 

「マイクロプラスティックとは何か？」質問を投

げかけ、生徒が回答した内容を元に授業展開す

る。マイクロプラスティックに関する基本的な知

識を学ぶために、専門機関の VTR や動画、文献や

新聞記事などを用いる。生徒が水圏の汚染につい

て興味や関心、問題解決しようという貢献心を持

つようにする。 

 

質問形式で、生徒の主体性を引き出すようにマイク

ロプラスティックの基礎的な知識を深めるように指

導する。質問を元に授業を展開していく。/生徒のノ

ートの記録、挙手や発言の状況を評価する。/専門機

関の VTR や動画、文献や新聞記事などを用いる。/ マ

イクロプラスティックに関する書籍、文献、新聞記

事、動画。 

２ 

マイクロプラスティックの実験 

「私たちの身近な環境にどれだけのマイクロプ

ラスティックが存在しているか？」①砂浜調査、

②海水面調査、③生物の誤飲調査の３つの方法の

中から取り組みやすい実験を行うことでマイク

ロプラスティックの数を調査する。方法について

は、マイクロプラスティック調査方法マニュアル

を参照。 

 

グループによる指導を行う。事前に協力する学校と

打ち合わせを行い、３つの実験のうちどの実験を行

うかを示し合わせておく。/マイクロプラスティック

調査ワークシートの記述を評価/サンプルの調達に

おいて漁業者や専門家との外部連携を行うと良い。

/マイクロプラスティック調査方法マニュアル（別

紙） 

１ 

実験のまとめ 

「実験結果を考察しよう。」 

砂浜調査、海水面調査、生物の誤飲調査の実験結

果をなぜ、そのような結果になったか考え、プラ

スティックが存在した場合は、発生源と対策を考

える。分布や対策の文献を用いて考察する。また、

結果を簡単なポスターにまとめる。 

 

得られた結果をまずは一人一人考えさせた後、グル

ープで協議させながら、なぜ、そのような結果にな

ったのか考えさせる。ポスターについては、結果の

表やグラフのみ英語で表記させる。/ポスターを提出

させ評価する。/連携する高校や中学校と事前に連

携、次回の協議に向けての時間調整を行う。/マイク

ロプラスティックの書籍および論文などの文献 

２ 

協議 

「マイクロプラスティックの問題解決を議題に

世界のみんなと協議しよう」 

①実験結果のポスターの内容を使ってお互いの

国や地域の結果を知り、質疑応答を行う。（１時

間） 

②協議後、質疑応答の結果を、踏まえて、対策を

グループで考える。（１時間） 

 

事前に、研究結果のポスターを交換し合い、質疑応

答を考えておく。結果の発表にとどまる事なく、質

疑応答をメインになるように事前に指導していく。 

協議後は、対策を考える時間を十分にとる。提案内

容をポスターに加える。/質疑応答の内容や発表で評

価する。/連携する学校との事前、事後指導を十分に

行う。/遠隔会議システムを用いる。 

 

 



１ 

提案 

「解決策を提案しよう。」 

協議の結果、提案した対策を示し、質疑応答する。 

 

 

 

 

 

 

事前に、提案のポスターを交換し合い、質疑応答を

考えておく。提案の発表にとどまる事なく、質疑応

答をメインになるように事前に提案内容を確認して

おく。/質疑応答の内容や発表で評価する。/連携す

る学校との事前、事後指導を十分に行う。対策を研

究者や行政関係者に示す機会を作ることも意義があ

る。/遠隔会議システムを用いる。 

 

 



2.  学習活動の実際 

実施した単元中のキーとなるような時間（導入の時間・主となる活動の時間・まとめの時間など）の学習内

容をご記入ください。また、複数の時間についてご記入いただける場合には、この項目をコピーして複数記

入していただいて構いません。 

2-1.  単元における位置づけ 

単元 ７ 時間中の ５，６ 時間目  

※例：単元 10 時間中の 2時間目 / 単元 15 時間中の 4,5 時間目 

2-2.  本時の目標 

マイクロプラスティックによる水圏の汚染と環境や人間生活への影響を実感させるとともに科学的な視点や

知識でデータを正確に理解する判断力。陸域と海域の関係、社会情勢なども含め教科横断的に解決策を考察

する思考力、他者と協働する姿勢やコミュニケーション能力を育成する。国際的に協働する姿勢や主体的な

態度、海洋環境汚染に対する貢献心を育成する。 

2-3.  本時の展開 

主な学習活動 / 反応 教師の指導・支援 / 評価の視点（方法） 

国際的な協議活動 

「マイクロプラスティックの問題解決を議題に世界

のみんなと協議しよう」 

①実験結果のポスターの内容を使ってお互いの国や

地域の結果を知り、質疑応答を行った。（１時間） 

 

事前学習 

 本時の事前指導として各国の生徒が共通して取り
組んだ実験の結果をポスタ―にまとめ、各国で事前確
認を行い、質疑応答を考えた。 
 
目標の共有 

本時の活動目標は、「結果に対しての質疑応答」で
あること、活動を通じて、思考力、判断力、表現力、
傾聴する力を身につけることが目標であることを認
識する。 
 
結果の報告と質疑応答 

台湾基隆市、アメリカロサンゼルスを遠隔会議シス
テムでつなぎ、簡単な自己紹介の後、事前にお互い確
認してあるデータの特徴を紹介した。紹介の後、リア
ルタイムで質疑応答を実施した。日本・台湾・アメリ
カの順で報告を実施、それぞれの資料について盛んに
質疑応答が行われていた。 

 

 

 

 

 

 

事前指導 

 各国の生徒が共通して取り組んだ実験の結果を事
前にポスタ―にまとめ提出させ、各国で確認を行い、
質疑応答を課題とした。 
 
目標の共有 

本時の活動目標は、「結果に対しての質疑応答」で
あることを示した。また、それによって身に付けたい
資質能力を示した。目標に準拠した形で評価方法も示
した。 
 

結果の報告と質疑応答 

遠隔会議システムソフトウエア（SKYPE）を利用し、
さらに、パソコンをプロジェクターと接続して、お互
い大画面で、向き合いながら授業をしている環境を準
備した。授業環境についても、各国の教師同士が協力
し、それぞれ事前に最適な方法について議論を行う。
活動を通じて教員間のコミュニティの形成について



 
 
 
 
 
 
 
 
写真１ 結果の報告と質疑応答の様子 
 
 
 
 
 
 
 
 
写真２ 台湾の生徒の様子 
 
 
 
 
 
 
 
 
写真３ アメリカロサンゼルス生徒の様子 
 

②協議後、質疑応答の結果を、踏まえて、対策をグル

ープで考える。（１時間） 

前回の質疑応答について、質疑応答の画面を録画
し、もう一度、再生を繰り返し、生徒自身で振り返り
とマイクロプラスティックの海洋汚染に対する対策
の協議を行なった。生徒自身も協議内容について主体
的に振り返り、生徒同士で議論することができてい
た。生徒から「聞く姿勢」についてコミュニケーショ
ンがうまくいった例を示し、最終回の提案に向けて反
省点を述べていた。 

 
 

も意識した。評価については、質疑応答の内容や発表

の態度で評価した。 

 海外とは時差があるため、事前の時間調整も重要で

あった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協議後は、対策を考える時間を十分にとった。画像の

録画機能を用いて録画した質疑応答の映像を振り返

りに用いて、協議内容について英語で理解しにくかっ

た場面を何度も繰り返し、確認し理解を深めるこお t

ができた。 

生徒の感想からは、「良き聞き手になりたい」といっ

た記述があり、主張する、前に相手の意見を受け入れ

る姿勢はどのようにあるべきか、事前に指導してほし

いといった要望もあった。 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
写真４ 録画映像を確認し、自己評価を行う生徒 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
写真５ 提案について議論する生徒たち  
 
最終回のマイクロプラスティックの海洋汚染問題解

決に向けて提案内容をポスターに加えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実験結果をまとめたポスターに対策を付け加えて提

出させ、評価物とした。 

3.  今回の活動の自己評価 

今回は、同様の単元を４クラスに実施した。単元としての完成度を高めるため、異なる時期に実施し、次

回の活動を改善することに生かした。当初、本単元の授業においては、生徒が実験結果を、伝えることを重

視してしまい、交流相手の結果や意見を聞くことに集中できない生徒が見られた。活動後のポスターを評価

しても、相手の意見を取り込めていない生徒がいる様子が認められた。改善策として、交流先のアメリカア

ニモリーダーズチャーターハイスクールの Mark Friedman 教諭と協議し、活動の主体である質疑応答が中心

となるように、事前に、お互いの資料や議論の中心をどこにすべきかを十分に協議した。生徒に協議の目的

を伝え、事前の資料による指導で生徒同士の質疑応答や相手の意見を聞く姿勢が見られるようになった。写

真からも分かる通り、日本、アメリカ、台湾の生徒同士で発表会は非常にすばらしいものとなった。プロジ
ェクターの大画面により、細かいポスターのデータや他国の生徒の様子を映し出すことができ、深い議論が
可能となった。当初は、パソコンの画面で実施していたが、プロジェクターに出力することで、大画面で細
部まで確認できるため、臨場感があり、生徒同士の交流には非常に有効であることが分かった。生徒が一つ
の画面に集中することでポスターや図表などをもとにしてじっくりと議論ができた。 

本プロジェクトの支援により連携先の台湾に出向き、基隆市立暖暖高等学校 Wang Gloria 教諭他 8 名の教

諭と ICT を用いた授業について協議を行うことができた。台湾では、教育における ICT 導入が進んでおり、

ポスター発表においてもペーパーレス（下写真）であったり、遠隔会議システム専用のクラス整備がなされ



ていた。本授業では、一般的なプロジェクターとパソコンを用いて、効果的に協議することができた。日本

側の技術的な問題として、マイクやスピーカーの音声が不鮮明なことが生徒から挙げられたが、暖暖高校の

使用しているマイクスピーカーシステムを紹介していただき、本プロジェクトの支援により購入することが

できた。加えてオンラインによる自宅学習のシステムを見学することができ、今後の ICT 機器を使用する際

の大きな参考になった。     

 

 

写真 台湾の ICT を用いたポスター発表   写真 教員同士の協議の様子 

 

4.  今後の課題 

 本プロジェクトによりマイクロプラスティックによる水圏の汚染と環境や人間生活への影響を実感し、合

わせて科学的な知識や技術でデータを正確に理解する判断力を向上させ、陸域と海域の関係、世界的な環境

問題、社会情勢なども含め教科横断的に解決策を考察することができた。活動を通じて、思考力、他者と協

働する姿勢、国際的に協働する姿勢や主体的な態度、海洋環境汚染に対する貢献心を育成できた。 

協議内容においては、マイクロプラスティックの海洋汚染へ向けての各国３R（リユース、リデュース、リ

サイクル）の目標提示が多かった。日本海側では、海水面に発泡スチロールが多く、アメリカロサンゼルス

では、繊維、台湾では、硬質プラスティックが多かった点を配慮し、それぞれの国によって３R の提言がなさ

れていた。 

しかし、どの提案も最終目標ばかりで、問題解決に向けてのプロセスが示されていなかった。海洋におけ

るマイクロプラスティック汚染解決には、長期的なビジョンと評価、それに基づく具体的な取り組みなど目

標達成するためのプロセスが必要である。本単元の実践から、問題点を見つけ、最終的な目標とともに、問

題解決の長期プロセスを示せるような指導方法に改善したい。 

5.  本学習内容報告書活用にあたっての留意点 

 対象とする生徒及び教員との目標の共有が円滑に本単元を進める上で重要である。ICT を用いることで、

日本にいながらにして、また、通常のクラスのなかで、国際的な環境問題を協議することができるが、共通

の目標や協議なしでは、生徒同士の国際交流がメインになってしまう恐れがある。ICT を用いて、生徒だけ

でなく教員も協議すること、信頼できるコミュニティを形成することが重要である。 

 さらに、マイクロプラスティックの調査においては、その国の状況に応じて柔軟に調査方法や調査回数を

合わせていく必要がある。 

 


