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〒739-2611 広島県東広島市黒瀬町大多田 443-5  

Tel  (0823)82-2331   Fax  (0823)82-2457    

Mail info@takeda.ed.jp 

武田中学校高等学校では、環境を大切にし、他者と関わる 

中で地域社会や国際社会の課題に向き合うことのできる 

真の国際人を目指し、SDGs について学んでいます。 

３年目を迎えた SDGsへの取り組みと SDGs を介した学び

を紹介します！ 

 

 

本校について知りたい    

場合は、こちらに 

アクセスしてください。   



 

 

 

 

 

2019年 4月、校長先生から全校生徒に示された「SDGs宣言」と「SDGsで身につけてほしい力」。この宣言をもとに 

ゲームを体験する SDGs Weekが始まります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中学１年生は SDGsボードゲームを行います。ボードゲームは、様々な資源を使いながら物を作り、買い物をし、 

環境について考える経験を 

通して SDGsを理解していく 

ものです。 

 

高校１年生はクラスごとに 

「SDGsカードゲーム 2030」 

を行い、SDGsの 17の目標の

達成を目指して、2030年まで

の道のりを体験しました。 

 

 

 

 

 

 

 

カードゲームによって、SDGsが武田生全員の共通認識となり、ここから様々な取り組みや行動が始まります! 

SDGs Week 

(現在の世界は)競争型社

会だと思うので、少しず

つでも協力型社会に変え

ていきたい。 

自分だけがうまくいくことを 

考えて行動したら、世界はバランスが悪く

なってしまうことがわかりました。また、

周りの人と助け合うことも、とても大事    

だと思いました。 

 

 

 

 

  協力しないと目標は達成できない。 

発展によって得られるものもあれば、結果 

失われるものもある。 

 

 

 



 

 

家 庭 科 

 

英 語 

 

理 科 

 

 

   SDGsの概要を理解したら、学校生活の様々な場面で SDGs と 

出会います。「SDGsを学ぶ」から「授業で SDGs」へ。教科の枠を

越えた問題意識が生まれます。 

国 語 

～新聞で SDGs！～ 

 

 

～発展学習で SDGs！～                                      

 

 

教科書教材「和食が世界を救う」学習後 

の生徒のレポートとプレゼン風景。 

 

 

 

 

～学んだ知識を社会に位置づける～  

        

                                   

 

～調理実習で SDGs！～ 

「カレーと SDGsの関係」の授業。調理実習の前に、 

フードマイレージや 

見えないエネルギー 

について学びます。 

 

 

仲間と話し合う時間があることで視野が 

広がり、自分の考えも深まります。 

教科書で学んだ「窒素の代謝」を「グリーンインフラ」

の新聞記事で確かめていきます。 

授業で SDGs 

数 学     

 

授業の最初に行う帯単元です。新聞記事を読み、

関係すると考えるゴールの付箋を記事の上に貼

っていきます。付箋に書かれた生徒の気づきは

様々で、そういう考えもあったか！と感心する

こともしばしばです。 

～標本調査から問題意識の喚起へ～ 

中３「標本調査」の学

習後にアンケートを

取り調査結果を分

析。調査結果の誤差

が SDGsを詳しく説明

しようとする問題意

識つながりました。 

暮らしや社会を学ぶ

家庭科には、SDGsに関

わる学びがたくさん

あります！ 



 

 

 

 

 

 

中学校では６つのゴールごとに縦割り班に分かれ、調べ学習を行います。2020 年のゴールは上の６つです。 

 

6月 ―テーマを決めて総合学習スタート― 

 中３生が６つのゴールについてプレゼンをした後、 

中１・中２の生徒たちは自分の興味のある分野のゴール 

を選びます。そうしてできたグループで、先輩と後輩 

とが協力しながら探究活動が始まります。 

 

 

9月 ―大学の先生に聞いてみよう―  ～～ １0月 ―SDGs 社会見学― 

15 陸の豊かさを守ろう 

県立広島大学 生物資源科学部  

青柳先生のお話をうかがう 

     

神洗川(黒瀬町)で水辺教室。川の       

状況や地域の生き物の種類を知る 

４ 質の高い教育をみんなに   

広島女学院大学児童教育学科  

青山先生のお話をうかがう            

 

JICA中国で、世界の教育環境や JICA                        

の国際協力について学ぶ    

 

11月 ―プレゼン発表会―                      

 総合学習のまとめとして、それぞれのゴールごとに選ばれたグループが 

中学生全員の前でプレゼンを披露しました。どのグループもわかりやすい 

スライドを作成し、レベルの高い 

発表会になりました。 

小道具あり、ジェスチャーや 

クイズあり…。もちろん、 

原稿は暗記しています！ 

12 つくる責任つかう責任  

「プラスチックごみの影響」を 

テーマとした発表。  

中１から中３までひとり 

ずつ、３人のグループです。  

総合学習から生まれた活動 

 

 

 

 

17 ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟで目標を達成しよう 

熊本豪雨災害への復興募金。 

 

 

 

 

 

4 質の高い教育をみんなに 

文房具や古本、書き損じはがきの回収。

学校へ行けない子供たちへの支援。 

総合学習 中学校 
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                      高校の総合学習は、SDGsの観点から課題を設定し、グループ 

                      や個人による探究活動を行います。「広島→アジア→世界」と 

                      ３年間をかけて視野を広げます。 

   

                           

新聞記事を使い、 

社会の諸問題を

SDGsの視点から 

捉える練習もしま

した。      高１ 広島県の医療についての発表。 

                                                                         

アジアに視野を広げて課題を探し、 

 解決への提案も考えます。           

 

 

 

 

 

 

Zoomで総合学習のガイダンスを行

った後、自分の進路と関わるゴー

ルは何番なのか、将来、向き合う

べき課題は何なのか考えます。                              

  

                                  

総合学習 高校 

高３ 世界の中の私 

高１ 広島の中の私                                        

高２ アジアの中の私  

 

興味のある広島の課題を探

して調べます。クラスの枠を 

越えた、グループによる活動です。 

iPadを使い、 

グループで課題

を調べて分析、ス

ライドを作成し 

て発表します。 

２学年みんな

で 17 のゴール

それぞれの 

課題を考え、模

造紙に貼りま

した！ 

 

発表会の後には生徒による投票を行い、優秀チームを決定します。 

３年生は個人による探究活動です。自分の目指す進路に関わる

日本・世界の課題について SDGsと関わらせて考えます。 

                                  

コロナ禍で、学年全体の前で発表する機会は持てませんで

したが、iPadを使って全員がポスターを作成しました。 

 



 

 

2020年 4月に発足した「SDGs研究会」を紹介します！ 

  
新年度早々休校になってしまいましたが、５月、小学生を対象に「高校生と考

える SDGs」オンライン講座を行いました。Zoom を使い、研究会のメンバーが

クイズも交えながらわかりやすく説明

しました。 

参加者は黒瀬町内の小学生から東京の

小学生まで。研究会のメンバーの思い

が伝わった講座になりました。      

 

「SDGs～こんなことに取り組みたい～」と     

生徒たちが思うことを緑の葉に書いて      

もらい、SDGsの木に貼り付けていきます。 

 

                

 

 

 

 

職                      

職員室横の壁に貼られた 

大きな木に、武田生の個性あふれる SDGsの葉が青々と茂りました！ 

 

バレンタインの日。チョコレートを中心にフェア 

トレードのジャムやコーヒーを販売しました。この日の

ために全校からボランティアスタッフを募り、一緒に活

動しました。                                  

 

「お母さんに」「友達に」「先輩に」…。                          

 

SDGs研究会 

多くの生徒が買いに来てくれて、すぐに売り切

れてしまいました…。 

フェアトレードのチョコレートで日々の感謝を伝えることができたでしょうか？ 



 

 

学校生活で必ず出る雑用紙。生徒や先

生方の協力も得て回収し、ノートにし

て再利用するプロジェクトです。 

 

NPO法人 Table For Two主催の「おにぎりアクション」。 

おにぎりの写真を SNSに投稿すると、1枚につき給食 5食分に相当する 

                 

    

                      

 

 

 

研究会は、東広島市志和町で無農

薬・有機栽培のお米を作っておら

れるはなあふ農園さんのお米を     

使い、それぞれが好きな具を 

  

地元企業とコラボし、SDGsの 

実現に向けたアイデアをプレ 

ゼンする大会です。武田の 

テーマは「17 平和と公正をすべて 

の人に」。前半の部では MVP、そして本選

では総合優勝！プレゼンのキーワードは

「Pieceで Peace」。広島発のメッセージ

を 10分のプレゼンに込めて伝えることが   素敵なガラスのトロフィーとひとりひとり 

できました。               に賞状をいただきました。   

寄付を協賛企業が 

提供し、アジア・アフリカの子供たちに 

給食をプレゼントする取り組みです。SDGs研究会

は、全校生徒にアナウンスし、全校生徒から集め

た写真をまとめて特設サイトに投稿しました。 

持ち寄っておにぎりを作りまし

た！もちろん、有機栽培のお米

を作る過程も学びましたよ。 

素敵な表紙がついたエコノートに生まれ変わ

りました。日々の学習やテスト勉強に大活躍！

武田生がこのノートを使っているのを見ると

うれしくなります。 

 授業プリント、小テストやお便りの余 

りなど…雑用紙の種類はさまざま。 

集まった雑用紙の数も報告すること、使った後のノートも回

収して資源ゴミにすることなどもプロジェクトの流れの中に

あり、最後まで大切に使うことをみんなが意識できます。 

 



 

 

2020年 7月、東広島市は内閣府が実施する「SDGs未来都市」に選定されました。それに伴い、本校も 

未来都市の実現に向けた地域活動も進めようと「SDGs未来都市東広島推進パートナー」に登録しました。 

 

 

2021 年 3月には、「SDGs×Local東広島」   

と題してオンライン講演会を実施し、 

東広島市の取り組み紹介 

（東広島市役所政策企画部総合政策課）・ 

「農業と SDGs」（秋の山里農園はなあふ）・ 

「お寺と SDGs」（黒瀬町徳正寺）の３つの 

講演をいただくことができました。 

 

これからも、SDGs を武田生とともに。武田から地域へ、そして世界へ。活動を広げていきたいと考えています。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

武田中学校高等学校では、校内の様々な場所で 

SDGs のアイコンを見ることができます。 

ぜひ、探してみて下さいね！ 

 

 

 

 

 


