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「京都環境コミュニティ活動（KESC）プロ

ジェクト」（以下KESC）は、京都の小学校区

を基本としたそれぞれの地域で、地域の事

業者、学校、住民などの各主体が協力して、

環境問題に取り組む仕組みづくりを目指し

ています。

学校

事業者 地域住民

KESC

事業者、学校、住民の皆さん、環境にやさしい地域づくりの活動にご参加ください。

京都環境コミュニティ活動（ＫＥＳＣ）プロジェクト
～みんなではじめる環境コミュニティ活動～

自然エネルギー環境学習チーム 
　　　  （風チーム）活動報告書
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自然エネルギー環境学習チーム 参加事業者 紹介 2010年度実施校紹介
　5年前、わが社が新たに風力発電事業を
手がけ始めたのをきっかけに、会社として
「環境」というテーマを発信していくことに
使命を感じ始めていました。「どうやったら
風力発電機や環境のことをわかりやすく 伝
える事ができるのだろう？」と試行錯誤して
いたときに KESC と出会い、京都の企業
さんと一緒に出前授業を行うことになりま
した。
　まずは小学校へ。生徒さんたちが目を輝

かして私たちの授業に参加して くれているのを実感し、個人としてやり
がいを感じるとともに、メーカーとして未来に向けてのささやかなメッ
セージを残すことができたのではと思っています。KESC での経験を活
かして、わが社が風力発電機を設置した地元の小学校でも独自で出前授
業を行いました。
　この KESC 自然エネルギー環境学習チームの活動は、地元中小企業
が行う優れた取り組みとして新聞等にもたびたび取り上げられ、小学校
の教室から地域社会へと広がりを見せつつあります。

　高校生と一緒に、人間の手でハンドルを回して自動車用発電機でどのくらい出力されるのか

というテーマで人力発電機を製作しました。これが自然エネルギー環境学習チームに合流す

るキッカケになったかな、と考えます。森田電設さんから、出前授業に借りたい旨の声がかか

りました。折角なので取り扱いの事を考えてその日が小生の時間も都合がよかったのでドサク

サ紛れ（？）に参加しました。

　次の年からはレギュラー入り（？）させていただきました。本校で製作した人力発電機では、

“電気を作るのはたいへんだぁ～”を実感してもらうのにはお役に立ててよかったな、と思い

ます。また、本校で太陽光パネルや風力発電機の取組を紹介したり、さらには高輝度LEDによ

るイルミネーションも体験してもらえてよかったなと思います。

　出前授業では小学生に届くような言葉を使うようにご指導頂きました。振り返ると洛陽工業での生徒の取組がどれだ

けこころにとどいたかな？また小学生の平素の授業の中で、自然エネルギー環境学習チームの出前授業がスムーズに行わ

れたかな？と思うところがあります。

　このチームを通して過去３年間は洛陽工業自身が、資源エネルギー庁委託のエネルギー環境教育情報センターのエネル

ギー実践校として活動し、今年度からはエネルギー実践シニア校として活動を継続するにあたり、自然エネルギー環境学

習チームはかけがえのない仲間と考えます。

　京のアジェンダ21フォー

ラムに入会して、３年間KE

SCの自然エネルギー環境

学習チームで活動しまし

た。楽しく、いい経験をさせ

ていただき、感謝しており

ます。

　KESCで初めて活動した

のがこのチームでした。様々な

企業が身近な『電気』『地球

温暖化』とどの様な関わりが

あるのか？プログラムを作る

ときはまず考えました。初め

ての作業なので、みんなで

苦労したことを思い出します。

また、初めての授業の時はより一層でした。

　しかし、今では独自で授業をされたり、さらなる環境

CSR活動に取り組まれているのがすごいと思います。

　自然に囲まれ、地域と学ぶ
　　　　　　　～京都市立藤城小学校～
　京都市立藤城小学校は、たくさんの自然に囲まれた緑豊かな

学校です。地域の方と連携の取れた体制が浸透しており、「地

域の子どもは地域で育む」という強い思いが感じられます。地

域と一体になって学校をつくっていくという点で、藤城小学校

は既にそのスタイルが出来あがっており、学校の中庭には、レン

ガでできた手作りの屋根付きかまど「なかまどんランド」があり、

木製テーブルの修理は地域の手によって行われています。この

中庭では、地域の「もちつき大会」や PTA「オータムフェスタ」

が行われるなど、子ども達だけでなく地域と交流できる憩いの

場となっています。また、環境整備の一環として保護者、地域

に呼びかけて草引きを行ったり、一緒に校舎を掃除したり、地

域と学校が密接に関わっています。地域には友禅染や宮大工、

そのほかいろいろな仕事をしている方がおられ、生き方探求学

習に関わってゲストティーチャーとして話をしに来られるそうで

す。地域の方から校区の昔の様子を学んだり、子どもの頃の遊

びなどを教えていただいたり、こういった関わりがこれからも

続いて発展していく事が楽しみです。

　地域一体となった取り組み
　　　　　　～京都市立藤ノ森小学校～
　京都市立藤ノ森小学校では、子どもたちと環境問題に取り組

んでいくために、ＫＥＳ学校版を取得し、地域住民、地元企業、

環境学習施設などと協働での取り組みを行っています。環境教

育を実践するために、学校行事や学年の学習内容と関連させる

などの工夫がなされています。それぞれの学年が段階を経て、

体験的に学習を行うことで、活動を通して環境の意識を高めて

いくことができます。校内にも風力発電機や太陽電池を設置し、

校内の夜間照明に使用するなど、子どもたちも電気を身近に感

じられるようです。

　また、PTA と連携して行うリサイクル活動や、ここで説明し

ている KESC 出前授業など地域と一体となった活動をさかんに

行っています。

「出前授業」と、

最初伺い、おや・

そんなことでき

るかな？と思い

ました。

　何社か合同で

プログラムを作

る過程で、自社の

環境への取り組

みが盛り込まれ

ていく中で「出前授業」が身近になってきました。

その過程は、なかなか面白いものです。

　さて、実際の授業は、その過程の楽しさと

同じくらいのワクワク感を味わいました。

そして、その実感は、３年間変わりません。

チームリーダー
生田産機工業株式会社
渡辺千裕氏

チームリーダー
（2010年度7月～12月）
株式会社エコロ21
山沢邦良氏

京都市立洛陽工業高校
坪内善男氏

有限会社村田堂
長屋博久氏

有限会社森田電設
芝原直子氏

みやこ
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藤城小学校での出前授業風景
　藤城小学校では、６年生の生徒たちが総合学習として、自分たちの生活と電気の関わりについて学び

ました。

　笑いも交えた授業は２時間続きでしたが、集中力も切れる事なく最後まで楽しみながら一緒に環境につ

いて考える事が出来ました。クイズや質問をされると子どもたちは手を上げて積極的に発言していました。

　また、クラスの班ごとに分かれてループウィング風力発電の羽をうちわで３分間扇ぎ、蓄えたバッテリー

で車のオモチャを走らせて順位を競いました。自分の班の車が走り終わると効率よく発電できたチーム

の机に集まり「こんなに沢山走るんだ !」と驚きの表情。他にも先生に協力して頂いた手回し発電の実

験を見て、自分たちが普段何気なく使っている電気を作り出す事の大変さを学ぶ事が出来たようです。

しかし環境に優しいといわれている風力、太陽光発電などの新エネルギーは現在の日本の発電方法の約

１パーセント程である事や、電気を作る為に多く使われている資源が残り僅かな事を知り、自分たちが

学校にいる時にどんな事に気を付ければいいのかを書き出し、発表しました。

　ある生徒は「限りある資源を大切に使い、一人一人が省エネや節電を意識する事で地球温暖化を止め

なければいけないと思いました」とアンケートでコメントしてくれました。

　最後に、それぞれの会社が電気とどのように関わっているかを紹介しました。先生からは「各企業の方々

が環境を守る為に想いを持って努力しておられる事が伝わってきました」とのお言葉をアンケートでいた

だきました。

・発電の方法が色々とあったことにびっくりした。

・実際のうちわを使って風力発電をして車を走らせた事が楽しかった。

・石炭、石油、天然ガスには限りがあるという事にびっくりした。

・私たちの生活に深く「電気」がかかわっていることを実感する事ができた。

・限りある資源を大切に使い、一人一人が省エネや節電を意識する事で、地球温暖化を止めな

ければいけないと思った。

・エコ時代なのに、エコ発電の電気が１％くらいだった事にびっくりした。

・2階の電気を付けっぱなしにしているので、気をつけようと思った。

・エコは誰でも今からできると言う事がわかった。

・電気などにあまり関心がなかったが、今日の学習でエコをやってみようと思った。

・買う電化製品が高くても、電力をあまり使わないと将来的に安く済むことに驚いた。

・風力発電の実験の時、なぜだか皆が笑顔になったことが楽しかった。

・豆球とLEDの電気の使用量がこんなにも違うとは思わなかった。

・電気を使うのは簡単だけど、作るのはとても大変だった。

・今日の学習で、実験もあり楽しく分かりやすい説明だったので、電気の事について改めて考

え直したいと思った。

・自分で電気を作った事が楽しかった。

・各企業の方々が環境を守る為に想いを持って努力している事が伝わってきた。

　子どもたち自身が風車を回して、電気を作ることの大変さを体感できたのは良かった。うち

わで作った風が電気に変わった事を目の前で確かめることができた。

・チームの方々の熱意・進め方の手際のよさが良かった。

・他業種の方々からのメンバー構成がされており、様々な視点からエネルギーについて考えら

　れていた。

・説明する所、発言する所、自ら活動する所など、授業の中に色々な変化が組み込まれていた

ので、子どもたちにとっても学習が続けていきやすかった。

・風力発電機・主風力発電装置、電球とLEDの比較実験装置など適切なタイミングで子どもた

ちに提示しながらの説明は分かりやすかった。

ぱたぱた扇いで車を走らせよう！

最後は、みんなでメッセージを
　　　　　　　　　読み上げました

手回し発電は先生でも大変！

写真や道具を使ってわかりやすく教えます

風力発電の仕組み
を

　　　　　実際に
みてもらいます

藤城小学校  6年生  90分授業

子どもたちの声

先生より

京都市教育委員会
 学校指導課より
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風力発電の仕組み
を

　　　　　実際に
みてもらいます

藤城小学校  6年生  90分授業

子どもたちの声

先生より

京都市教育委員会
 学校指導課より
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風力の仕組みを実際に体感します 子どもたちも積極的に参加していました

藤ノ森小学校での出前授業風景
　藤ノ森小学校では、4 年生の生徒たちが地域で働く人たちと電気について考えました。

　はじめに、さまざまな物のカードが配られ、電気で動くもの、動かないものはどれか考えました。た

くさんの物に電気が使われていて、子どもたちは電気がどれほど生活に密着しているのかを実感したよ

うです。次に、手回し発電機を実際に回して電気を作りました。精一杯回さないとなかなか電気はつかず、

電気を人の力で作るのはとても大変だということを学びました。

　渡辺さんによる地球温暖化についての紙芝居では、今世界で起こっている問題を学びました。その後

に、自然の力で電気を作る風力発電機や、電気の消費量の少ない LED などの説明を受け、できるだけ

CO2を出さないような電気の使い方を工夫する事で、解決の糸口を探りました。

　その後、地域で働いている企業の人が、それぞれ環境問題にどのように関わっているかをお話しました。

子どもたちは、身近なところで環境に取り組んで、CO2 を出さない為に努力している人たちがいること

を知り、感動したようです。

　最後に、「自然エネルギーと省エネで、私たちの地域から地球温暖化を止めよう！」というメッセージ

をみんなで復唱しました。「『未来の地球』それがどうなるかまだ分からないけれどがんばって努力をし

て環境の良い地球にしていきたいと思いました」とアンケートで答えてくれた生徒もいました。

紙芝居を用いてわかりやすく解説します 手回し発電では、ぐるぐる回します！

小道具で子どもたちの興味をひきつけます

藤ノ森小学校　4年生  45分授業

子どもたちの声

先生より

京都市教育委員会 学校指導課より

・電気を無駄なく使いたいと思った。

・地球に優しい電気を増やしたい。

・外国まで行って石油や石炭を買うのは大変だから、ムダに電気を使わない様にしたい。

・電気は「火」を使うから、CO2が出るのが多い事がわかった。電気をつけっぱなしていたが、

いっぱいCO2が出ていたと気づいた。

・私が通っている小学校がソーラー発電、風力発電をしている事が知れて嬉しかった。

・身近なところで色々な人がCO2を出さない為に頑張ってくれている事に感動した。

・今僕たちが住んでいる地球で砂漠化などの異常気象が起きているので、僕たちも頑張らなければ

ならないのだと改めて感じた。「未来の地球」それがどうなるかまだ分からないけれど、がん

ばって努力をして環境の良い地球にしていきたいと思った。

・電気が人の手で作れるのにびっくりした。

・温暖化でヒマラヤの雪が溶けたり、砂に電柱が埋まっていたので、CO2を減らしたい。

・山の雪が減って、砂漠が増えて、水や木がなくなっていると思った。

・電気の事ばかりでなく水力の事も知りたい。楽しかった。

・子どもたちが興味を持てる導入の工夫や楽しい活動などがあり、あっという間に45分が過ぎて

いた。4年生の総合学習の流れにすっかり位置づいているので、また来年も来ていただければあ

りがたい。

・4年生では総合的な学習や、こどもエコライフチャレンジなど「環境」について考える取組をし

てきた。今回のお話で、電気がどのように作られ、それがどんな風に使われるのかなど子どもた

ちの疑問を解決できるとても身近で分かりやすい内容だった。PPTだけでなく見やすく大きな掲

示物で大切な事をまとめたり、手回し発電など、子どもたちの興味関心をうまく引き出し、楽し

く学べる授業だった。

・体験的に発電について考える事のよい機会となった。

・子どもたちの身近なところに環境について取り組んでいる人や会社があることを知り、子どもた

ちが「自分だったら○○はできるかも。」と主体的に考える姿がみられ良かった。

・何よりも具体物、視覚教材があり良かった。展開も子供の興味が持続するテンポだった。

・子どもたちも学習後に、「○○がわかった」「楽しかった」と口々に話し、エコを意識して行

動する姿もみられた。

・準備などとても大変だったと思うが、本当に有意義な学習ができた。ありがとうございました。

・まとめのキーワードを大きく書き提示したり、学習のテーマについて考えたりする事で学習の内

容が子どもたちにも分かりやすかった。

・人の話を「聞く」という学習規律が身についていない子や個別に支援を要する子が増加してくる

中で、学校も様々な授業展開と指導法を模索しながら、「わかる授業」「楽しい授業」等をめざし

て取り組んでいる。今後も学校を連携して環境学習がより充実できるようにお力添えいただけれ

ば幸いです。
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この印刷物は京グリーン電力を
利用しています

「京都環境コミュニティ活動（KESC）プロ

ジェクト」（以下KESC）は、京都の小学校区

を基本としたそれぞれの地域で、地域の事

業者、学校、住民などの各主体が協力して、

環境問題に取り組む仕組みづくりを目指し

ています。

学校

事業者 地域住民

KESC

事業者、学校、住民の皆さん、環境にやさしい地域づくりの活動にご参加ください。

京都環境コミュニティ活動（ＫＥＳＣ）プロジェクト
～みんなではじめる環境コミュニティ活動～

自然エネルギー環境学習チーム 
　　　  （風チーム）活動報告書

　地球温暖化などの環境問題の解決には、地域が一体となって取り組むことが大切
です。 
　『京都環境コミュニティ活動（KESC）プロジェクト』は、京都の小学校区を基本
としたそれぞれの地域で、地域の事業者、学校、住民などの各主体が協力して取り
組む仕組みづくりを目指しています。 

プロジェクトに参加すると・・・ 
◇事業者では
　・ KES（KES・環境マネジメントシステム・スタンダード）などにおいて 「プラスの環境影響」として取り組む事ができます。 
　・ 地域の学校や住民と一緒に活動することにより、社会貢献に取り組む事業者として、地域における認知度がアップする

とともに、社内での環境問題への意識が高まります。 
　・ １社ではCSRに取り組む事が難しい事業者でも、複数の事業者が協力し合い、CSR活動をする事が可能になります。 
◇学校では 
　・ 子どもが、身近な地域で働く様々な職業の事業者から、環境問題に対する思いを聴く機会になります。 
　・子どもが環境問題について学べるとともに、自分に何ができるかを考えるきっかけとなります。 
◇地域では 
　・地域一体となり、環境保全活動を広げることができます。 
　・ 地域の事業者、学校、住民の間で顔の見える関係ができ、安全・安心で快適な地域づくりにつながります。

発行元：京
みやこ

のアジェンダ21フォーラム　
〒612-0031 京都市伏見区深草池ノ内町13 京

みやこ
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☆京
みやこ

のアジェンダ21フォーラムとは 
京都市の環境行動計画「京

みやこ

のアジェンダ21」を市民、事業者、行政のパートナーシップで実行していく為に、1998年
に創設されたパートナーシップ組織。これまでの成果として、KES（KES・環境マネジメントシステム・スタンダード）
制度の創設、「省エネラベル」制度の創設などがある。http://ma21f.jp/ 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

■会員募集をしています  
■会員の種別： 会員は個人会員と団体会員があります。会社や商店などで事業所として入会される方は団体会員としてお申

込をお願いします。 
■年会費：1口1,000円（4月から翌年3月まで） 
　　　　　個人会員：1口／団体会員：2口以上
　※http://ma21f.jp/01intro/membership.html　こちらから入会申込書をダウンロードできます。 

京都環境コミュニティ活動（KESC）プロジェクト参加事業者、学校等を募集しています

学校

事業者 地域住民




