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産業教育班 個人研究テーマ 

沖縄県の公立学校における環境整備に関する研究 
－エネルギー環境教育と結びついた環境整備活動をめざして－      

指 導 主 事  船 越 秀 輝         
研究協力委員 東 江 一 郎（県立沖縄工業高等学校教諭） 

玉 城 博 康（琉球大学教育学部附属中学校教諭） 

比 嘉    司（琉球大学教育学部附属中学校教諭） 

 

Ⅰ テーマ設定の理由 
文部科学省は「環境を考慮した学校施設（エコスクール）の今後の推進方策について（中間報告）」で、

環境を考慮した施設づくりの重要性について「学校施設は、子どもたちが一日の大半を過ごす学習生活の

場であり、校舎や校地の各部について環境を考慮した施設作りを行うことは、子どもたちの環境問題に対

する興味・関心を喚起し、また、生きた教材として体験的な環境教育に活用できるなど、環境保全の意欲

増進のための取り組みとして重要である」と記している。平成 11年に文部省が刊行した「緑豊かな学校づ

くり」のなかで、緑化の教育上の効果として「学校施設の屋外運動場等の緑化を図ることは、学校を快適

で豊かな環境として整備することであり、知・徳・体の調和のとれた教育を促進するとともに豊かな情操

の広がりに寄与し、ひいては児童生徒の人間形成にも影響を及ぼすと考える。」と書かれている。 

このように、施設づくりや環境教育の重要性が指摘されているが、沖縄県の公立学校においては、環境

整備をどのように行っているのだろうか。例えば、花壇に植え付ける草花はどのように調達し、誰がどの

ように休日等も含め、維持管理しているのか等、学校によって様々な取り組みがあるのではないかと推測

する。また、沖縄県は、温暖な気候のため、年間を通じて雑草や木々が繁茂する。多くの学校においては

ＰＴＡ等が協力して校内の清掃にあたり、環境美化に努めていると考える。清掃時に、伐採した木々や草

はどのように廃棄または再利用されているのだろうか。それぞれ異なった方法で学校緑化を行っていると

思われるが、共通の問題点や課題はないのか、教師や児童生徒が楽しく学校緑化や環境教育に取り組んだ

事例はないのか等、わからない点が多々ある。 

現在、環境教育はエネルギー教育とも結びつき、エネルギー環境教育として経済産業省を中心に展開し

ている。持続可能な社会の実現に向けて、再生可能なエネルギーの利用等を推進し、全国で研究が行われ

ており、沖縄県においてもエネルギー教育モデル校に指定された学校もある。福島原発事故以降、エネル

ギーに関する国民の興味・関心は高く、今後さらに学校もエネルギー問題に向き合って行かなければなら

ないと考える。また、学校の環境整備を行なう中でもエネルギーについて考える機会を設けることも可能

であろう。 

本研究では、各学校の環境整備の取り組み状況に関する調査を行い、主に児童生徒、ＰＴＡ等の関わり、

予算、課題等を比較検討したい。また、校内の環境整備の取り組みの中でエネルギー環境教育の実践を試

みたい。 

 

Ⅱ 研究目標 
 各公立学校の環境整備の取り組みを調査し、より良い環境整備のあり方を検討する。また、校内の環境

整備とリンクしたエネルギー環境教育の教育実践を試みたい。 

 
Ⅲ 研究方針 
 １ 各学校に環境整備に関するアンケートを行い、環境整備の取り組み方や予算、課題等を明らかにし、

比較検討を行う。 

 ２ エネルギー教育モデル校で行われている生徒の環境整備の活動を調査し、活動の支援を行う。 

 ３  エネルギー教育モデル校の環境整備作業において、バイオエタノールを利用したエネルギー教育を

行い、エネルギー環境教育と結びついた環境整備活動を試みる。 

 
Ⅳ 研究計画 
  研究協力委員と連携を図りながら、以下の計画で取り組む。 
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図 1 環境整備担当教諭の性別及び年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ⅴ 研究内容 
１ アンケートの方法 

  今回のアンケートは、沖縄県立総合教育センター(以下教育センターと略)のホームページ上にある

アンケートシステムを利用して行った。県内のすべての公立学校（小学校、中学校、高等学校、特別

支援学校）に公文を発送し回答して頂いた。アンケートの内容は、高等学校、特別支援学校には、メ

ールにて配布し、小・中学校は、各教育事務

所を通して公文を発送した。また、アンケー

トの回答を円滑に行うためにマニュアルやパ

スワードを付した。 

２ アンケートの結果 

  アンケート回答率は、小学校 58％（144校

/248校）、中学校 55％（62校/113校）、併設

（一貫）校 57％（20 校/35 校）、特別支援学

校 83％（15校/18校）、高等学校 73％（44校

/60校）となり多くの学校にご協力頂いた。 

アンケート結果から、環境整備を担当して

いる教諭は、男性が 85％、女性が 15％である。

年齢別でみると 40

代が最も多く 38％、

続いて 30代が 27％、

20 代は少なく 10％

であった（図 1）。 

学校の全体清掃の

年間回数は、年に 1

～3 回（61％）実施

している学校が最も

多く（図２）、ＰＴＡ

作業も同様に年１～

3 回（85％）実施し

ている結果となった

（図 3）。ＰＴＡ作業

の保護者の参加率は、20～30％程度の学校が 38％を占め、50～70％程度の学校が 29％であった（図４）。

この結果は、小・中・高・特別支援で差があり、高校や特別支援で参加率 80％を超える学校は、高校

は 10％以下で特別支援では 20％以下となった。ＰＴＡ作業に職員の参加率 80％以上の学校は、73％

と高い一方（図 5）、参加率が低い学校があることが気になる結果となった。ＰＴＡ作業の形態として

保護者、児童生徒、職員で作業する学校が全体の 56％で、保護者及び職員で作業する学校が 18％とな

り、ＰＴＡ作業に児童・生徒も参加させる学校が半数以上を占めた（図 6）。さらに、児童・生徒にカ

マや農機具等を使わせているかという質問には、使わせている学校が 13％、目の届く範囲でが、38％、

月 取り組み内容 備考 

４  研究の年間計画について  教育センター 

  ６  アンケートの内容に関する調整  教育センター 

８  沖縄工業高校工業化学科と琉大附

属中学校との連携によるＰＴＡ作業

に関する調整 

 琉大附属中学校 

１１ ＰＴＡ作業に関する最終調整 琉大附属中学校 

１１～１ 研究のまとめ   教育センター 

  ２  研究報告会  教育センター 

図２ 学校の全体清掃の年間実施数 図３ ＰＴＡ作業による清掃活動の年間実

施数 

表 1 年間計画 
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使わせていないが 32％、危険

なので使わせていないが

17％となった（図７）。学年が

進むにつれて小・中・高では、

使わせているまたは、目の届

く範囲の回答が増える傾向が

見られた。特別支援では危険

なので使わせていないという

答えが多かった。 

環境整備の予算に関する項

目では、予算に余裕がある学

校は全体の 5％で、適当であ

ると回答した学校は 59％、足

りないと回答した学校は

37％であった（図 8）。 

予算の位置づけに関する質

問では、県や市町村からが

62％、ＰＴＡ会費からが 84％

となった。多くの学校がＰＴ

Ａ会費を利用して環境整備を

行っている。具体的な年間予

算の項目では、50万円以上の

学校が 11％、20万円が 20％、

10万円が 28％、5万円が 24％

となり、かなり予算が違う事

が分かった（図 9）。また、予

算が少ない学校は、アルミ缶

や古紙回収などで予算を作っ

ている学校が 9％あり、地域で無料提供をしてくれるところにお願いする学校が 37％、現物をもらえ

るところを探すが 46％、その他、市町村へのお願い、ＰＴＡ、地域企業からの寄付、自分たちで苗を

生産する等、様々な努力をしている回答が得られた（図 10）。 

環境整備の方法に関する質問では、土日祝日の管理は、環境整備担当者が一人で行っている学校が

33％、複数の職員が交代で行うが 31％、全職員が交代で行っているが 14％、用務員が一人で行うが７％

であった（図 11）。また、地域ボランティアや保護者、警備員、児童・生徒という回答もあった。そ

の他の回答で、金曜日に多めにかけるや特に何も行っていないと回答した学校もあり、さらには休日

に学校に来ている職員、管理職といった回答もあった。また、土日祝祭日に管理を職員が行った場合、

どのような対応をしているかという質問では、ボランティアと答えた学校が 88％であった（図 12）。

また、その他の回答でわかったことであるが、ボランティアで行いながらも学校によって様々な努力

図４ ＰＴＡ作業による清掃活動の保護者の参加率 図５ ＰＴＡ作業の職員の参加率 

図６ ＰＴＡ作業の方法 

図７ 児童･生徒のカマや農機具等の利用について 
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図 11 土日祝祭日の草花等の管理方法（２つ回答可） 

                 

が行われており、夏季休業中の日直緩和、校務分掌の軽減などを行っている学校もある。農業高校で

は農場当番の延長で担当が管理している場合もあり、それには手当が支払われる。 

 

図８ 環境整備に関する予算の状況及び予算の計画（計画は２つ回答可） 

図９ 年間の予算 図 10 花や道具を購入できない場合または足りない

場合の対応（２つ回答可） 
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 実際の作業に関する質問事項では、草花の準備では、種から苗づくりをしている学校が 36％、苗を

購入しているが 53％であった（図 13）。伐採した樹木の処理では、再利用している学校は、わずか 5％

で、無料で引きとってもらうが 38％、有料で引き取ってもらうが 35％であった（図 14）。平成 27 年

度、教育センターで伐採し、有料で廃棄した樹木の処分費用は、ダンプ借用料も含め約 20万円、間伐

作業の業者へ委託料が約 50万円であった。学校によって樹木が多い学校は、だいぶ苦労しているので

はないかと思いアンケートを行った結果、作業後に出てくる雑草の処理は、21％の学校で堆肥化を試

みているが、多くの学校で無料または有料で処分していることが分かった（図 15）。 

環境整備を担当して苦労していることの項目の回答では、花壇を充実させることが難しい 69％、台

風などの自然災害への対応 55％、病害虫 35％、土日祝祭日の活動 35％、校内清掃の実施 32％となっ

た（図 16）。また、環境整備を行う際に必要だと思うことの回答では、農業機械等 67％、自動潅水装

置 55％、栽培マニュアル 54％が多くを占めた（図 17）。その他の回答には、「土置き場や」、「一緒に

図 13 草花の苗の準備方法 

図 14 作業で伐採した樹木の処理方法 図 15 作業で刈った雑草の処理方法 

図 16 環境整備を担当して苦労していること（順に３つ選

択） 

図 17 環境整備を行う際に必要だと思うこと（順に３つ

選択） 

図 12 上記（Q15）の質問で①、②、③を選んだ方のみ回

答、土日祝祭日の管理を職員が行った場合の対応 
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図 18 校門の草花 

活動する人材」など様々な意見があった。問題点や改善点に関する自由記述の中で気になったのが、

「小規模校ではＰＴＡの会員数が少なく苦労している」といった回答や「時間が足りない」「人手が足

りない」「道具が足りない」等があった。また、「専門的にアドバイスして欲しい」「行事ごとに花が咲

くか咲かないかがプレッシャーである」等の回答もあった。 

 ３ アンケートのまとめ 

今回のアンケートは、22項目の質問事項で実施し、内容は①環境整備が各学校でどのように行われ

ているか②予算はどうなっているのか③環境整備担当の方法④環境整備の問題点、改善点等を知るた

めに行った。これまで、このような環境整備に関する各校の状況を知ることはできなかったが、沖縄

県の公立学校において様々な努力を行っており、問題があることがわかった。 
   今回の研究では、環境整備をどのように行えば良いのか、またはうまくいくのかといった回答をす

ぐに行うことは難しい。アンケートの中で、マニュアルやアドバイスが欲しいといった回答もあった

が、各学校の地理的位置や環境でも栽培の時期や方法、適性植物等が微妙に変わることから、今後検

討する組織等を作るか学校独自で作り上げていく必要があると思われる。さらに、農業機械等に関し

ても今後様々な視点から考えなければならないと感じた。学校で所有している場合でもメンテナンス

や使わない時の保管場所等も問題であるという回答もあった。また、地域の役場等から借用した機械

が壊れていたなどの回答もあった。農業機械を安心して利用できるような環境づくりも各学校におい

て必要だと感じた。それと同時に機械を利用して起こる事故や怪我等の回避するための講習会や説明

会等も必要ではないかと考える。また、環境整備に関する予算も学校規模によってかなりの違いがあ

る。予算を計画するとき、学校の植栽環境をどのような規模で、どのような状態を保ちたいかによっ

ても変わるものと考える。しかし、校内の緑化を維持するためには、ある程度の予算は必要であり、

適正の費用を近隣の学校や同規模校を比較し、各学校で検討する必要があると思われる。 

アンケート中の土日祝祭日の管理は、一般的に教職員の週休日、休日（代休等を含む）における勤

務は、振替を行うか時間外勤務となる。教職員に時間外勤務を命じることができるのは超勤 4項目の

みである。このことから環境整備にかかる休日等の潅水当番等は、ボランティアやその他の方法に頼

らざる得ないものと考えたほうが良いと考える。土日祝祭日の管理方法として、全職員で取り組んで

いる学校や地域のボランティアを募る学校、ＰＴＡ等の協力を得ている学校、環境整備関連の生徒の

部活動がある学校、自動灌水装置を利用する方法等もある。職員の大きな負担にならないように各学

校で実情にあった方法を模索する必要がある。 

 ４ エネルギーモデル校における環境整備 

現在、経済産業省資源エネルギー庁からの委託事業として、公益財団法人日本科学技術振興財団が 

実施しているエネルギー教育モデル校事業が平成 26年度から始まっている。毎年全国から 30校程度

選出されており、沖縄県でも指定された学校がある。今回の研究では、エネルギー教育モデル校であ

り、環境教育を実践している琉球大学教育学部附属中学校と連携し、環境整備について研究活動試み

た。本研究の研究協力委員の比嘉司教諭（同校環境整備主任）が指導している生徒主体の環境整美委

員会の活動を紹介する。 

  (１) 琉球大学教育学部附属中学校における環境整備の位置づけ 

    環境整備は、環境整備主任を中心に行われ、主任は、教頭と      

連携し、学校施設の整備、清掃計画・実施、ＰＴＡ活動、生徒 

会専門委員会の運営を行っている。活動の母体となるのは環境

整美委員会である。生徒の活動は生徒会の中に７つの専門委員

会が設置されており、環境整備を担当する委員会を環境整美委

員会と位置づけている。その任期は、おおかた半年であるが、

環境整美委員会、保健委員会、給食委員会については、その専

門性から１年とされている。環境整美委員会は、各学級から選出された男女各１名（２名×12学級

＝24名）で構成され、その中から委員長１名、副委員長１名を選出している。 

(２) 活動内容 

① 日常の活動 

ア 朝の活動 
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早登校した部活動の生徒が、校庭の清掃や草花への潅水を行 

なっている。整美委員会は、美化活動を行うだけでなく、清掃 

用具の準備・片付けなどを行い部活動生と共に活動している。 

イ 日々の清掃活動 

給食終了後、15分間の清掃時間が設けられている（図 19）。   

この時間、整美委員は学級を離れて活動する。内容は、季節や  

学校行事によって変わるが、主に花壇やプランターの植栽とそ 

の管理、清掃分担区の清掃補助、清掃用具の修繕・補給、蝶園 

の管理などである。特筆すべきは、仕事の分担を生徒が各々の 

得意不得意を相談し合い、自主的に活動にあたっていることで 

ある。 

② 臨時の活動 

ア 行事前の活動 

教育学部の附属学校という性格から年間 10回程度の公開授業を行っている。その際、整 

美委員が放課後、校庭の花の手入れや汚れた箇所の清掃にあたっている。 

イ 台風接近に伴う作業 

        台風の来襲が予想される場合、全校体制で清掃時間に台風対策を行う。整美委員は、最終

的な見回り・点検を行い、必要に応じて措置をとっている。来襲後は、朝の時間を活用し、

部活生と協力して倒木の撤去などの後片付けを行っている。 

ウ ＰＴＡ美化作業の補助 

年に４回のＰＴＡ美化作業が実施される。主体は、割り当てされた学年の生徒とその保護 

者だが、整美委員は、そのサポートを行っている。使用する草刈機や芝刈り機のメンテナン 

ス、カマの刃研ぎ、その他の用具の準備にはじまり、当日の作業箇所の指示や誘導である｡ 

③ 作業効率をあげるための工夫 

ア 生徒主体の清掃分担 

        整美委員長と副委員長が中心となって、作業分担案を 

作成し顧問に相談する。各委員の意見を受け、その都度、 

見直しと改善が行われる。委員長は、季節によって変わ 

る校庭の環境を常に把握し、委員に対し適切な作業内容 

を伝達する必要がある。そこで、農具小屋に伝言板を設 

置し、具体的な作業の指示と作業の進捗状況の把握に努 

めている（図 20）。 

④ 自動潅水装置の導入 

学校の環境整備の中でも取り分け労力と神経を払うのが

校庭の植栽とその管理である。普段は、整美委員が潅水を

行うが、土日祝祭日は、困難である。他校では、環境整備

主任が出勤し潅水することをよく聞くが、自動潅水装置を

導入することで、その対策を講じている。現在、２台の装

置（簡易水やりタイマー付１万円前後 ）、２台のコネクター

（ワンタッチ蛇口ホース分岐コネクター４方向千円前後）、潅

水ホース（10mで千円前後）を設置し、無人で花壇とプラン

ターへの潅水を行っている（図 21）。潅水の時刻や回数は、

週間天気予報を参考にして生徒がタイマーの設定を行なって

いる（図 22）。 

⑤ 他機関との連携 

ア 蝶の食草植栽（主催：首里城下にチョウを翔ばそう会） 

平成 28年６月５日（日）、「琉球大学構内をチョウが舞う平和なキャンパスにしよう！」を

キャッチフレーズに食草植栽プロジェクトが本校敷地内で行われた。オオゴマダラの食草 

であるホウライカガミをはじめトウワタ、ペンタスなどが植えられた。整美委員会では、毎

日、担当する生徒が潅水、除草、虫の駆除を行い、蝶が飛び舞う校庭を目指して直向きに活 

図 19 お昼の活動 

図 20 当番表 

図 21 自動灌水装置①② 

① ② 

図 22 タイマー設定 
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図 23 蝶の食草植栽 

図 24 ベゴニア栽培講習 

①センターでの実験 

②出前講座の様子 

① 

② 

動している（図 23）。 

イ ベゴニアの栽培技術の向上に向けて 

       今年度、環境整備に関する研究を教育センター  

との共同で行っている。その一環として卒業式の 

ステージを装飾する花々を種子から育てることを 

目的にベゴニアの栽培を行っている。ベゴニア  

夏場に種子を播種しなければ卒業式にしっかりと 

した花を咲かせることができないが、暑さに弱い 

ベゴニアを夏に栽培することが困難である。そこでクーラーの 

ある教室（情報処理室等）で温度をコントロールすることで、 

発芽を促進し、遮光栽培することで、暑さを回避し栽培が可能 

となる。その取り組みを実験的に環境整美委員の生徒と共に行 

った。活動の経緯は次の通りである（図 24）。 

・平成 28年９月６日（火） ベゴニアの播種の学習・体験 

 場所：教育センター産業教育班 

・平成 28年 11月 17日（木）ベゴニアの鉢上げの学習・体験 

 場所：琉球大学教育学部附属中学校 

       これまでホームセンターで買ってきた苗を植えるのが当たり    

前だったが、直径１mm にも及ばない小さなベゴニアの種に、     

たくさんの手間と時間をかけて花を結ぶことを知ることは、   

大変意義深い経験であった。 

現在、120ポット余のベゴニアは順調に成長している。花   

を見守る生徒の表情にも自信と誇りが、見られるようになっ 

た。 

 ５ ＰＴＡ環境整備作業とエネルギー環境教育 

   今回の研究活動の中で、ＰＴＡの環境整備作業の中にエネルギー教育と環境教育を合わせた形の教

育実践を試みたいと考えた。保護者や生徒に対し、環境整備のあり方やエネルギー教育に関して考え

てもらう機会を設けることはできないか、同時に環境やエネルギーに関して興味関心を持ってもらう

活動を試みることはできないかと考えた。そこで、ＰＴＡ作業時に教育実践を試みる機会を作った。

授業は、中学校３年生を対象に行った。３年生は、教科「技術・家庭」科目「技術」の中で、動力機

関や内燃機関に関することを学ぶ。そこで、バイオエタノールを授業の中で取り上げ、バイオエタノ

ールを使うことにより、地球環境にどのような影響を与えるか考えてもらう機会とした。バイオエタ

ノールに関しては、現在沖縄工業高等学校の工業化学科の科学部が研究し実際に製作していることか

ら、彼らの研究内容を附属中学校の授業で、担当の玉城博康教諭（研究協力委員）に説明をお願いし

た。また、ＰＴＡ作業時に生徒もバイオエタノール 15％を燃料に添加した草刈り機を動かし、その有

効性を考える機会とした。作業の前に、沖縄工業高校の生徒３人と卒業生にお願いして、バイオエタ

ノールの精製方法を保護者や生徒に説明してもらった。 

  (１)科目「技術」で授業実践内容 

   日時：平成 28年 10月３日～7日 

   対象生徒：３年生３クラス（40人/クラス） 

   単元名：エネルギー変換に関する技術 

   ア 教材観 

     私たちの交通手段に欠かすことのできない自動車に使用されるガソリンについて、エタノール

と混合して利用しているＥ３やＥ10について考えることで、地球環境に優しい取り組みや技術

について考える機会とする。また、実際に草刈り機の混合油に混ぜてエンジンを起動し、トル

クや回転の様子についての観察を行なった。混合しても使用上の問題は全く見当たらないこと

から、活用するには有効的であることを、実践を通して検証する。また、バイオエタノールの

利用促進が進むことにより、地球温暖化を防止する取り組みに結びつくことを考える場面とし

たい。将来、生徒が実際に乗用車を運転する際に、本実践で学んだことが活かされることを期

待したい。 
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   イ 生徒観 

     普段の生活のなかで、Ｅ３などのバイオエタノールを添加した燃料に関する知識を持っている

生徒は少なく、親とガソリンスタンドに行った際に、聞いたことがあると答える生徒が殆どで

ある。しかし、バイオエタノールついては、なんとなく知っているが、どのようなものかにつ

いては多くの生徒は理解していない。ガソリンスタンドで取り扱っているため、乗用車のガソ

リンとして利用することができることは把握しているが、通常のガソリンとの違いを説明でき

る生徒は殆どいない。 

   ウ 指導観 

     本授業では、「エネルギー変換に関する技術」の内容で行った。これまでの授業で省エネやクリ

ーンエネルギーについての内容を習得している。本時では、従来のガソリンに混合することで

総合的にガソリンの比率を下げて、結果的には CO2の排出量を総合的に削減できるという観点

で習得できるようにした。また、沖縄工業高校の実践取り組みを見て、生活のなかにある身近

な発想から地球温暖化について考えられるように支援した。 

  (２) ＰＴＡ環境整備作業 

     琉大附属中学校の３年生と保護者協力の下、平成 28年 10月 20日（土)９時～11時にＰＴＡ企

画の親子美化作業が行われた。参加した保護者 56名、生徒 130名での環境整備活動となっ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

た。保護者の中には、作業に利用する草刈り機を持参する方や清掃作業車を提供して頂く方など

もいた。作業をはじめる前に、今回の趣旨を担当である比嘉教諭に説明頂き、工業高校の生徒によ

る研究内容の説明と実践を 30分間行った(図 25）。高校生が製作したバイオエタノールをガソリン

に 15％添加し、その燃料を草刈り機に充填し草刈りを試みた。その後、中学生や保護者の皆さん

図 26 保護者の体験草刈り 図 27 高校生の説明 

図 25 沖縄工業高校の研究内容 
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にも安全に配慮し、草刈りを交代で行った（図 26）。今回、沖縄工業高校の東江一郎 教諭（研究

協力委員）の指導を受けた附属中出身で、昨年度工業高校を卒業し現在、琉球大学で学ぶ学生にも

参加してもらい研究内容の説明等を依頼した（図 27）。彼は、高校時代にバイオエタノールの研究

活動を行い、様々な賞を獲得している。バイオエタノールを製作するにあたっては経済産業大臣の

許可が必要であるが、彼の研究の中で許可を受け、現在も沖縄工業高校で製作可能となり今回の活

動も可能となった。 

  (３) アンケート結果 

     作業終了後に、中学生及び保護者に同じアンケートを実施した。 

    ア 中学生へのアンケート結果（図 28） 

     今回の研究活動は、授業で学んだ後にＰＴＡ

美化作業でバイオエタノールを使用するという

一連の流れで行ったので、自然や科学に興味が

わいたかという質問では、70％以上の生徒は興

味がわいたと答えている。また、87％の生徒が

科学でエネルギー問題が解決できると考えてお

り、28％の生徒がゴミから燃料ができるとは思 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わなかったと答えている。エネルギーの問題解決に向けて行動したいかという質問には、90％の生

徒が行動したいと考え、取り組みの重要性についても 90％以上の生徒が重要だと考えていること

がわかった。自由記述の中で「実際にバイオ燃料を使っての草刈りが見ていてすごかったです。草

刈り機以外にも使ってみたい」「E15ガソリンを使った草刈り機でここまで学校がきれいになった

のですごいと思いました」「草がたくさんあって大変だったけど楽しかったです」「自らの行動が大

切だと思いました」「CO2をあまり出さないと聞いていたので温暖化防止につながると思った。」「私

は室内で活動していたのですが、朝の E15ガソリンの説明、そして実演がとても分りやすく、より

深く学べたと思いました」等の感想がよせられた。 

イ 保護者へのアンケート結果（図 29） 

     保護者へも生徒同様のアンケートを実施した。多くの保護者が今回の高校生の活動を知り驚いた

様子であった。すべての保護者が自然や科学、エネルギー問題の解決に対し興味を抱いた。また、

保護者の 48％が廃棄されるものからエネルギーを作ることがわからなかったと答えた。90％近く

図 28 中学生へのアンケートの結果 
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の保護者がエネルギー問題に関心をよせ、取り組みの重要性を考える結果となった。 

     自由記述においては、「学生の頃からこういう取り組みや経験できることがすばらしいです。子

どもと一緒に考えていこうと思いました」「不要の紙から燃料が作られると初めて知りました。す

ばらしいことだと思います。やはりコストは高く付くと思いますが、いい方法が見つかるといい

ですね」「高校生からの説明が分りやすく興味を持った生徒がいたと思います。ものの大切さも理

解してくれたらいいですね」「高校生でもいろいろな研究を行なっていることが分って感動しまし

た」「今日の講習を聞いて自分たちの一つひとつの取り組みで地球温暖化防止に取り組めるという

ことが重要ということに気づかれました。普通なら捨てられるゴミから燃料が作られるのですご

いと思った。」「大変すばらしい取り組みです。

一人一人がエネルギーと自然を考える重要性

を感じました。」「どのくらいの紙の量からど

れくらいのＥ15ガソリンが確保できるのか

使えるエネルギーと資源として抽出できるも

の、効果はどれくらいか気になりました」等

様々な意見を頂いた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (４) 琉球大学教育学部附属中学校の活動のまとめ 

今回、環境整備の一例としてエネルギーモデル校の実践を紹介した。琉球大学教育学部附属中

学校の取り組みは、整美委員会の生徒に自主的に関わってもらいつつ環境美化を行っていること

が素晴らしいと感じた。前述のアンケートにも生徒に積極的に関わらせている学校もあったが、

このような取り組みは大切と考える。学年や年齢に応じて環境美化または環境整備に参加するこ

とは大事であり、環境について学ぶ良い機会である。平成 11年に文部省が刊行した「緑豊かな学

校づくり」においても「植物の維持管理を児童生徒が自ら行うことなどによって，生物や環境に

対する関心を持ち，慈しみの心，社会性，公共性心等を養い，集団活動ができる態度を育成する

こと，さらに，落ち葉による堆肥づくりなどを体験することにより，リサイクルに対する意識を

高めること等が期待される」とある。琉大附属中学校においては、草刈りの器具や機器のメンテ

ナンスや日頃の美化活動も 1年を通じて生徒が行っている。また、休日の灌水もタイマーを導入

し、自動灌水を行い自然の状態にあわせて生徒がタイマーを設定するなど工夫がみられる。教師

の指導により、発達段階に応じて児童生徒ができる範囲で、環境整備に主体的に関わらせる方法

を今後検討する必要がある。 

朝日新聞・ベネッセ教育研究開発センターが行った学校教育に対する保護者の意識調査におい

図 29 保護者へのアンケートの結果 
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て、「学校は『教科に関する知識』と『社会で活用できる力』のどちらを重視すべきか」という問

に約７割の保護者が「社会で活用できる力」と答えている。児童生徒の多くが将来学校や地域の

活動に参加していくであろう。その時、環境整備に関する知識や器具、機械等の利用方法の知識

がある方が望ましいと考える。これらについて、いつどのように誰が教えれば良いか整理されて

いないのが現状である。 

また、エネルギー教育と環境教育と結びつけた環境整備活動も行った。環境やエネルギーに関

して授業で学んだことを生徒に実際に体感してもらい、保護者に対しても生徒が学習の中で取り

組んでいることを環境整備に参加しつつ知ってもらいたいという趣旨で試みた。今回は、附属中

がエネルギーモデル校であることから、エネルギー問題と環境問題がリンクしていることを学ぶ

良い機会であった。アンケートにおいても生徒は、CO2 問題にも関心をよせ、リサイクルについ

ても多くの生徒が興味関心を持ったことがわかった。また、保護者も子どもたちの学んだ内容に

ついて関心をよせており、高校生の研究活動やエネルギー問題にも興味をもって頂いた。特に同

校出身の卒業生の説明に耳を傾けエールを送る場面も見られた。ＰＴＡの環境整備活動の一つの

例として取り組んだが今後、キャリア教育や学校の学習活動や研究活動をアピールする機会とな

るのではないかと感じた。 

 
Ⅵ 研究のまとめ 
 １ 研究の成果 

（１)小・中・高・特別支援の学校に環境整備に関するアンケート調査を行うことにより環境整備の現 
状や問題点がわかった。 

 （２)環境整備の新たな取り組みとして、エネルギーと環境に関する学習を行い関連づけた実践をした

ところ保護者や生徒からも興味関心が寄せられた。 

 ２ 今後の課題 
（１)アンケートで知り得た改善点や問題点を熟考し、教育センターにおいて可能な環境整備に関わる

学校支援の模索。 

 （２)多くの学校での環境整備活動例を集め、よりよい活動方法についての情報収集や情報発信。 

 

 研究を通して、常に考えたのが本調査研究の統一テーマとなる「生きる力」を育成する研究である。

研究のテーマとして「効果的な学校支援の在り方」について研究を行うことを研究の方向性として掲

げている。今回の研究を行いたいと考えたのは教育センターの長期研修員の「環境整備担当はたいへ

ん」という声であった。学校においてどのように環境整備が行われているかを知る一歩として研究活

動を行ったが、学校の環境整備活動に改善すべき点や問題解決すべき点があることがわかった。今後、

学校支援する手立てを考えて行く必要を感じた。 
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