
海ごみを
減らすために
私たちにできること

指導者用ガイド

本ガイドのポイント

SDGs（持続可能な開発目標）の以下の目標に関連しています。

目標12
つくる責任つかう責任

目標14
海の豊かさを守ろう

ショートムービー「東京＆ニューヨークの小学生からのメッセージ」
（東京都環境局制作）を効果的に活用するためのガイドです。

体験活動（川のごみ拾い・調査等）を組み入れるかどうかで、
３つのパターンの授業展開例を示しています。

授業で活用できる以下のような教材・ツールがあります。
・授業スライド（スライドごとの解説付）
・児童用テキスト、ワークシート

・海岸漂着物カード（36枚）
・川ごみ分別シート（個人用/集計用）



指導に当たる先生方へ

1

東京のポイ捨てが太平洋の海ごみになっている！
〇近年、海ごみ（海洋ごみ）の問題がメディア
等で取り上げられる機会が増えています。こ
の問題は、私たち一人一人のライフスタイル
の見直しに関わるとても身近な問題であると
同時に、地球規模での海洋汚染にもつながる
グローバルな課題でもあります。2018年（平
成30年）6月のG7シャルルボワサミットで
は、2030年に向けて海洋プラスチック問題
に取り組んでいくための大枠を定めた「海洋
プラスチック憲章」が提示されました。

〇日本国内での取り組みも加速しています。
海岸漂着物の円滑な処理と発生の抑制を目
的に平成21年7月に施行された「海洋漂着
物処理推進法」が平成30年6月に改正され、
「総合的な海洋環境の保全・再生」の観点や
「マイクロプラスチック対策」等が追加されま
した。また、海洋ごみ対策の観点を含め、プラ
スチックの資源循環を総合的に推進すること
を目的とした「プラスチック資源循環戦略」の
策定も進められています。

〇東京都では、同法の柱である海岸漂着物
の「回収・処理」と「発生抑制対策」を中心と
した海ごみ問題への取り組みを行っていま
す。例えば、「回収・処理」については、小笠原
諸島と伊豆諸島を対象とした海岸漂着物対
策推進計画を策定し、重点対策区域を設定
し、都や海岸管理者、地元自治体、事業者、国
民などの役割分担を示し、海岸漂着物対策
に取り組んでいます。

〇「発生抑制対策」については、「海ごみ問題
はすべての地域における共通の課題」である
との認識に立ち、様々な普及啓発活動に取り
組んでいます。その一環として、東京とニュー
ヨークの小学生とともに海ごみについて学ぶ
環境学習教材として、ショートムービー「東京
＆ニューヨークの小学生からのメッセージ～
海ごみを減らすために私たちが出来ること」
を制作いたしました（平成29年6月公表）。特
に、「東京のポイ捨てが太平洋の海ごみに
なっている」現状を子供達に知ってもらうこ

とで、「自分たちの生活と海ごみとのつなが
り」や「海ごみを減らすための国を超えた取り
組みの大切さ」等について自分自身の問題と
して考えるきっかけとなるような展開となっ
ています。

〇この指導者用ガイドでは、このショート
ムービーを効果的に活用しながら海ごみに
関する学習を進める際の授業展開例や、関連
ツールについて紹介しています。より多くの学
校でご活用いただき、海ごみに関する理解の
促進と行動の喚起につながることを願ってお
ります。
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Ⅰ.ショートムービーについて

2

概　要
このショートムービーは、「海ごみの発生抑制対策」に係る普及啓発や、
小学校等における環境学習教材としての活用などを目的に作成しました。

視聴方法
東京都ホームページかYouTubeでご覧いただくことができます。

予告編（40秒）

題　名

What We Can Do to Reduce Marine Litter: 
A Message from Kids in Tokyo & New York City

http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/resource/general_waste/marine_litter.html

https://youtu.be/XDAGRKUEBTg

本編（30分）
https://youtu.be/XAp35bK3F7k

東京＆ニューヨークの小学生からのメッセージ
～海ごみを減らすために私たちが出来ること～

概　要

東京都ホームページ

YouTube

■ムービーには海ごみ問題についてのわかりやすい解説がついており、
東京とニューヨークの子供達とともに海ごみ問題を学び考えていくこと
ができます。
■英語字幕付きで時間は約３０分。

■東京の小学生（江戸川区立平井小学校4年生）と、ニューヨークの小
学生（ニューヨーク市立ブルックリン区第15小学校4年生）が、それぞ
れ海ごみ問題を学び、自分たちが出来ることを考え意見交換を行った
記録ムービー。
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ショートムービーの構成

チャプター 主な内容 時　間
1.導入

スタート～
3分30秒

（3分30秒）

2.江戸川区立平井小学校の
　学習の様子

3.ニューヨーク公立第15
　小学校（PS15）の学習の様子

4.マイクロプラスチックとは

5.両校の校外での学習の様子

6.両校によるテレビ会議

7.小池都知事からのメッセージ

8.エンディング

■海ごみって何？

■東京とニューヨークの２つの大都市の小学４年生が海ごみ問題への
取り組みを国境を越えてシェアしていく

22分00秒～
27分22秒

（約5分20秒）

■両校によるテレビ会議
　・拾ったごみの種類
　・ごみを減らす活動

■海ごみの学習に取り組んでの感想
　（両校の子供達と先生）

27分23秒～
28分42秒

（約1分20秒）

■海ごみを減らす取り組みへの呼びかけ

28分43秒～
29分40秒
（約1分）

■エンドロール

10分41秒～
21分59秒

（約11分20秒）

■ＰＳ１５の活動
　・海岸ごみの調査　　・レジ袋有料化に関するディベート
　・Ｔシャツを利用したマイバック作りと配布活動

■江戸川区立平井小学校の活動
　・荒川でのごみ拾い調査　・教室での調査のまとめ

3分31秒～
5分45秒

（約2分15秒）

■江戸川区立平井小学校の紹介

■専門家による海ごみに関する出前授業
　・相模湾の深海魚の胃袋から出てきたレジ袋等のごみ　　　　　 等

5分46秒～
8分35秒

（約2分50秒）

■ニューヨーク公立第１５小学校の紹介

■海岸でのごみの観察

■専門家による海ごみに関する出前授業

■路上ごみの調査の様子　　　　　　　　　　　　　　　　　　 等

8分36秒～
10分40秒
（約2分）

■専門家によるマイクロプラスチックに関する出前授業
　・マイクロプラスチックの種類、問題点
　・海中のマイクロプラスチックの量　　　　　　　　　　　　　　等

等

等

等
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Ⅱ.ショートムービーを活用した授業展開例

１.授業展開例の概要

海ごみを減らすために
私たちにできること

単元名

本授業のねらい

授業を実施できる教科や領域

〇海ごみの現状について知るとともに、自分たちの生活と川ごみや海ごみとのつながりについて気付く。
〇学んだことを活かして、海ごみを減らすための方策について考え、自分たちの生活を見直す。
〇海ごみの問題を解決して、美しい海を大切にしたいと思う心情をはぐくむ。

授業の評価
〇海ごみの現状や自分たちの生活と海ごみとのかかわりについて理解することができたか。
〇学んだことを活かして、海ごみを減らすための方策について自分なりに考え、自分の生活を見直すことができたか。
〇海ごみの問題を解決して、美しい海を大切にしたいと思うことができたか。

総合的な学習の時間を活用して探究的に学んだり、特別活動の学校行事に位置付けたりすることが望ましい。
もしくは、下記の教科の中で教科間の連携を図り、教科横断的に取り組むことによって深い学びにつなげることができる。

中心となる教科や領域

教科の学習の中に位置付けたり
関連させたりすることのできる教科

総合的な学習の時間
地域や地球環境に関する学習

特別活動・学校行事
川ごみ拾いもしくは海ごみ拾い

　遠足や自然教室を兼ねて実施も可

４年生 5・6年生
社会科 ５年社会科

人々の健康や生活環境を支える事業
（ごみの処理）

水産業による食料生産
５年社会科

我が国の国土の様子

５年理科
流れる水の働き

5年・6年家庭科
環境に配慮した生活
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Ⅱ.ショートムービーを活用した授業展開例

２.授業展開例の基本的な流れ
A.ごみ拾い活動を組み込んだ授業展開例（全６時間）

■「事前学習（１時間）」、「川ごみ拾い・調査活動（2～4時間）、「事後学習（1～2時間）」の３部構成で、全６時間程度を想定した授業展開例です。
■ショートムービーの活用としては、授業の流れに沿ってムービーを分割（５分割）して視聴する方法を採っています。
■授業に活用できる教材・ツールは以下のとおりです。
　・授業スライド　　・児童用テキスト　　・ワークシート　　・海岸漂着物カード　　・川ごみ分別シート
■時間配分、ビデオの視聴方法、教材の活用方法等については、各学校の学習状況や確保できる授業時間数等に応じて、適宜アレンジしてください。

・海ごみの種類　
・くらしと海ごみのつながり

授業の流れ ムービーの活用授業の流れ ムービーの活用

第一次：海ごみについて知ろう（１時間） 視聴①

・江戸川区立平井小学校での出前授業
 （ミズウオの胃袋から出たごみ）
・ニューヨークPS15の活動（海ごみ拾い、路上ごみの調査）

視聴②

・江戸川区立平井小学校での出前授業
 （マイクロプラスチックとは）

視聴③

・ニューヨークPS15の活動
 （海ごみ拾い、ディベート、マイバック作りと配布）　　
・江戸川区立平井小学校の活動（荒川でのごみ拾い）　等

視聴④

・江戸川区立平井小学校とニューヨークPS15のテレビ会議　　　
・小池都知事からのメッセージ　　　　等

視聴⑤

①海ごみが日本や海外で問題になっているよ！
②海岸の漂着物カードの分類（グループワーク）
③海岸のごみが生まれる原因は？
④海ごみにはどんな種類があるの　⇒視聴①
⑤私たちの生活から生まれるごみ　⇒視聴②
⑥ペットボトルの漂着ごみについて考えよう
⑦日本のごみは他国に流れ着かないのかな？
⑧海ごみ（プラスチック）の量はどれくらい？
⑨海ごみの影響はどんなところに出てくるのかな？
⑩マイクロプラスチックって何？　⇒視聴③
⑪身近な川のごみはどうなっているのかな？

第二次：川ごみについて調べてみよう（2～4時間）
①学校近郊の河川等でのごみ拾い（グループ活動）
②拾ったごみの分類（同上）

第三次：海ごみについて話し合おう（1～２時間）
①川ごみで最も多いのは何？
②川ごみ拾い活動で思ったことや考えたことを発表しよう！
③私たちにできることを考えよう（グループ討議）
④他の学校の取り組みを見てみよう　⇒視聴④
⑤海ごみ問題へのいろいろな取り組みを見てみよう！
⑥海ごみを減らすための行動宣言をしよう　⇒視聴⑤
⑦海ごみについて学んで感じたことや考えたことを書こう　
⑧今日から皆さんも未来を変える一員です
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Ⅱ.ショートムービーを活用した授業展開例

２.授業展開例の基本的な流れ
B.ごみ拾い活動を実施しない授業展開例（２時間）

■「海ごみについて知る学習（１時間）」と「海ごみを減らすためにできることを考える学習（１時間）」で構成する２時間扱いの授業展開例です。
■ショートムービーの活用としては、授業コンテンツに対応したムービーの場面を抜粋して視聴する方法を採っています。
■授業に活用できる教材・ツールは以下のとおりです。
　・授業スライド　　・児童用テキスト　　・ワークシート　　・海岸漂着物カード　　
■時間配分、ビデオの視聴方法、教材の活用方法等については、各学校の学習状況や確保できる授業時間数等に応じて、適宜アレンジしてください。

・マイクロプラスチックとは

授業の流れ（２時間扱い） ムービーの活用

第1時：海ごみについて知ろう

〈２時間扱いの場合〉

視聴①

・江戸川区立平井小学校の活動（荒川でのごみ拾い）
視聴②

・ニューヨークPS15の活動（海ごみ拾い、ディベート、
　マイバック作りと配布）

視聴③

・江戸川区立平井小学校とニューヨークPS15の子供達の感想　　
・小池都知事からのメッセージ　

視聴④

①海ごみが日本や海外で問題になっているよ！
②海岸の漂着物カードの分類（グループワーク）
③海岸のごみが生まれる原因は？
④海ごみにはどんな種類があるの？
⑤私たちの生活から生まれるごみ
⑥ペットボトルの漂着ごみについて考えよう
⑦日本のごみは他国に流れ着かないのかな？
⑧海ごみ（プラスチック）の量はどれくらい？
⑨海ごみの影響はどんなところに出てくるのかな？
⑩マイクロプラスチックって何？　⇒視聴①
⑪身近な川のごみはどうなっているのかな？　⇒視聴②

第2時：海ごみを減らすためにできることを考えよう
①川ごみで最も多いの物は何だろう？
②私たちにできることを考えよう（グループ討議）
③ニューヨークの小学生の取り組みを見てみよう　⇒視聴③
④海ごみ問題へのいろいろな取り組みを見てみよう
⑤海ごみを減らすための行動宣言をしよう　⇒視聴④
⑥海ごみについて学んで感じたことや考えたことを書こう
⑦今日から皆さんも未来を変える一員です
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Ⅱ.ショートムービーを活用した授業展開例

２.授業展開例の基本的な流れ
C.ごみ拾い活動を実施しない授業展開例（1時間）

■「海ごみについて知る学習」と「海ごみを減らすためにできることを考える学習」で構成する１時間扱いの授業展開例です。
■ショートムービーの活用としては、時間的な制約があることから、授業コンテンツに対応したムービーの画面を画像ファイルとして保存した
　静止画（スクリーンショット）を授業スライドに組み込んで適宜活用する方法を採っています。
■授業に活用できる教材・ツールは以下のとおりです。
　・授業スライド　　・児童用テキスト　　・ワークシート　　　　
■時間配分、教材の活用方法等については、各学校の学習状況や確保できる授業時間数等に応じて、適宜アレンジしてください。

・江戸川区立平井小学校の活動（荒川でのごみ拾い）
・ミズウオの胃袋から出てきたごみ
・マイクロプラスチックとは
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他

授業の流れ（1時間扱い） ムービーの活用

（1） 海ごみについて知ろう

〈1時間扱いの場合〉

ショートムービー・スクリーンショットの活用

・ニューヨークPS15の活動（海ごみ拾い、ディベート、
　マイバック作りと配布）　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他

ショートムービー・スクリーンショットの活用

①海ごみが日本や海外で問題になっているよ！
②海岸の漂着物にはどんなものがあるのかな？
③海ごみの現状を知ろう！
④私たちの生活と海ごみのつながりを知ろう
⑤世界中に広がる海ごみ
⑥海ごみの影響はどんなところに出ているのかな？
⑦マイクロプラスチックって何？

（2） 海ごみを減らすためにできることを考えよう
①私たちにできることを考えよう（グループ討議）
②ニューヨークの小学生の取り組みを見てみよう 
③海ごみ問題へのいろいろな取り組みを見てみよう
④海ごみを減らすための行動宣言をしよう
⑤海ごみについて学んで感じたことや考えたことを書こう
⑥今日から皆さんも未来を変える一員です
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Ⅱ.ショートムービーを活用した授業展開例

３.授業スライド一覧（1/2)
見出し（一部抜粋）

1

2

3

4～6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

パート１タイトル

『海ごみ』が日本や海外で問題になっているよ！

海岸の漂着物カード

海岸の漂着物カード（1～36)

海岸の漂着物の分け方

生き物のすむ豊かな海

海岸のごみが生まれる原因で最も多いものは？

海ごみにはいろいろな物がある

海ごみにはどんな種類があるのかな？

①漂着ごみ

②漂流ごみ

③海底ごみ

私たちの生活の中から生まれるごみ

荒川の川原

荒川の川原のごみ（１）

荒川の川原のごみ（２）

生活ごみ⇒川ごみ⇒海ごみ

東京とニューヨークの小学校での海ごみ学習の様子を見てみよう！

それぞれの地域の漂着ごみ（ペットボトル）はどこの国からの物が多いでしょうか？

海外から流れ着くごみ

各地域の漂着物の国別データ

日本のごみは他の国に流れ着かないのかな？

漂流している海ごみ

くらしの中にあるプラスチック

海ごみの量はどれくらい？（プラスチックのみ）

学習テーマの提示

ワーク：カードの分類

カードの写真

事業系/漁業系/生活系

ムービー視聴①

ムービー視聴②

北海道/山口県/沖縄県

スライド
番号パート 備　考

生き物/人が作った物
国内の物/海外の物

パ
ー
ト
1
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Ⅱ.ショートムービーを活用した授業展開例

３.授業スライド一覧（2/2)
見出し（一部抜粋）

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44・45

46・47

48

49

50

51

52

53

54

55～59

60

海ごみの影響

海ごみの生き物への影響

ゴーストフィッシング

マイクロプラスチックについて

マイクロプラスチックの影響について考えよう！

東アジア地域のマイクロプラスチック量

約８割のイワシからマイクロプラスチックが！

身近な川のごみはどうなっているのかな？

美しい海岸の写真

パート２タイトル

川ごみで最も多い物は何だろう？

荒川で拾われたごみ

川ごみを拾って、調べて、思ったことや考えたことを発表しよう！

私たちには何ができるか考えてみよう！

他の学校の取り組みを見てみよう！

自分たちの目で海ごみへの取り組みを見てみよう！

海ごみ拾いボランティア

川ごみの調査とごみ拾い

世界の取り組み例

海ごみを減らすための行動宣言をしよう！

３Ｒに取り組む

海ごみの学習を行った両校からのメッセージ

海ごみの学習をして感じたことや考えたことを書こう

魚が泳ぐ海中の写真

今日から皆さんも未来を変える一員です

スクリーンショット

教材作成等指導・協力者等

くらし/景色/漁業/生き物

ムービー視聴③

ムービー視聴④

ムービー視聴⑤

スライド
番号パート 備　考

パ
ー
ト
1

パ
ー
ト
2
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Ⅱ.ショートムービーを活用した授業展開例

４.授業展開例
A.ごみ拾い活動を組み込んだ授業展開例（全６時間）

学習内容 指導上の留意点・使用教材等 関連する
授業スライド

第
一
次
・
海
ご
み
に
つ
い
て
知
ろ
う（
１
時
間
）

①海ごみが日本や海外で問題になっているよ！
〇漂着したごみで汚染された海岸
　・ハワイ諸島　　・小笠原諸島 

②海岸の漂着物を分類してみよう！(グループワーク）
〇「生き物」と「人が作った物」
〇「国内の物」と「海外の物」

③海岸のごみが生まれる原因で最も多いのはどれ？

・海岸の漂着物には、貝殻や魚の骨、流木など生き物に関係して
いるものがある。

・人が作った金属の缶やガラス、プラスチックなどもある。

・容器のラベルを見ると、日本のものだけでなく、海外から流れ
着いたものもあることが分かる。

〇事業系　　〇漁業系　　〇生活系

P2

P3～P8

P9～P10

P11～P14

P15～P20

P21～P23

P24～P26

P27

P28～P30

P31～P34

P35～P36

④海ごみにはどんな種類があるのかな？

ムービー視聴①
〇漂着ごみ　〇漂流ごみ　〇海底ごみ

⑤私たちの生活の中から生まれるごみ
〇荒川の川原のごみ　
〇生活と海ごみのつながり（生活ごみ⇒川ごみ⇒海ごみ）

⑥ペットボトルの漂着ごみについて考えよう
〇海外から流れ着くごみ　〇地域によるちがい（北海道・山口県・沖縄県）

⑦日本のごみは他国に流れ着かないのかな？
〇漂流しているごみ　〇くらしの中にあるプラスチック

⑧海ごみ（プラスチック）の量はどれくらい？
〇年間で490万トン～1,270万トン
〇2050年にはプラスチックごみが海の魚の量を上回る

〇マイクロプラスチックとは5㎜以下のプラスチックごみのこと
〇東アジア地域のマイクロプラスチック量は世界平均の27倍
〇カタクチイワシからもマイクロプラスチックが検出

⑨海ごみの影響はどんなところに出ているのかな？
〇生き物　〇景色　〇漁業

・海ごみの種類　　・くらしと海ごみのつながり　　等

・江戸川区立平井小学校での出前授業（ミズウオの胃袋から出たレジ袋等）
・ニューヨークPS15の活動（海ごみ拾い、路上ごみの調査）　　等

（スタート～3分30秒）

◇漂着物カード　　◇ワークシート
◇児童用テキスト（P1）

◇児童用テキスト（P4）

ムービー視聴② （3分秒3１秒～8分35秒/約5分）

⑩マイクロプラスチックって何？

⑪身近な川のごみはどうなっているのかな？

・江戸川区立平井小学校での出前授業（マイクロプラスチックとは）
ムービー視聴③ （8分秒36秒～10分40秒/約2分）

■海ごみ問題が世界的な課題になっているこ
とを知らせ、問題の重要性と緊急性に気付
かせる。

■海岸にはたくさんの漂着物があることを説
明して、関心を持たせる。

■海には様々な生き物が生きていること、漂着
物にはフィールドサインと言われる生き物
の痕跡を発見することができることなどを説
明し、海の環境を守る必要性に気付かせる。

■人工物は自然にすぐに還らず、ごみになる
ことを説明する。

■「生活系」が多いことをデータで確認するこ
とで、自分たちの生活と海ごみのつながり
への伏線とする。

■視点を変えて、自分たちの出したごみが外国
まで届いていることに気付かせる。

■2050年の予測にも触れることで、問題の深
刻さを具体的にイメージさせる。

■川ごみの調査への期待感を持たせるように
する。

◇児童用テキスト（P2・3）
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・こんなにたくさんのごみがあるなんて思わなかった。
・ペットボトルやビニール袋のごみがとても多い。
・家電などのとても大きなごみもあって驚いた。
・川ごみが海に流されてごみになっていることがよく分かった。
・川にもマイクロプラスチックがあった。       等

・ごみをしっかり分別して捨てるようにする。
・落ちているごみは拾ってごみ箱にすてるようにする。
・海ごみのことを多くの人々に伝えたい。
・マイバッグや水筒を使うようにして、なるべくプラスチックの容器を
使わないようにする。
・これからも、川ごみ拾いに参加したい。　　　　等

・ニューヨークPS15の活動（海ごみ拾い、ディベート、マイバック作
りと配布）　　
・江戸川区立平井小学校の活動（荒川でのごみ拾い）　　　等

・江戸川区立平井小学校とニューヨークPS15のテレビ会議　　　
・小池都知事からのメッセージ　　　　等

学習内容 指導上の留意点・使用教材等 関連する
授業スライド

第
二
次・川
ご
み
に
つ
い
て
調
べ
よ
う（2
〜
4
時
間
）

第
三
次
・
海
ご
み
に
つ
い
て
話
し
合
お
う（
１
〜
２
時
間
）

〇分類の仕方や記録の取り方についての説明を聞く。
〇川ごみ調査を行う。
〇「川ごみ分別シート」を使って、拾ったごみの数を種類ごとに記録する。
〇川ごみ調査を行って、感じたことや考えたことを話し合う。

①川ごみで最も多い物は何？

③私たちにできることを考えよう！

④他の学校の取り組みを見てみよう！

〇拾ったごみの数と種類はどうだったかな
〇荒川で拾われたごみの種類と量

P37～P39

P40

P41

P42

P43～P48

P49～P50

P51～P52

P53～P54

②川ごみを拾い、調べて、
　思ったことや考えたことを発表しよう！
〇ワークシートに記入。

⑤海ごみ問題へのいろいろな取り組みを見てみよう！
〇海ごみ拾いボランティア　〇海ごみの調査　〇世界の取り組み例

⑥海ごみを減らすための行動宣言をしよう！
〇ワークシートに記入。

⑧まとめ
〇今日から皆さんも未来を変える一員です。

⑦海ごみのことを学んで感じたことや
　考えたことを書こう！
〇ワークシートに記入。

◇川ごみ分別シート（個人用）

◇川ごみ分別シート（集計用）

◇ワークシート

◇ワークシート

◇ワークシート

ムービー視聴④ （10分41秒～22分/約11分）

ムービー視聴⑤ （22分～28分40秒/約7分）

■近隣の川へ行き、事前の下見を行い、潮の
干満による水位の情報も入手した上で体験
活動を実施する。

■児童に対する安全指導を十分に行う。特に、
注射器などの医療系廃棄物やガラスの破
片、金属片などには十分注意させる。

■ごみ処理のために、事前に区市町村の清掃
課等に連絡を取っておく。

■川ごみの多さとごみ問題の深刻さに気付か
せる。

■漂着物カードを比較して、同じものが散乱し
ていることから、自分たちの生活と海ごみと
の関連性について気付かせる。

■本単元の学習のまとめとしてワークシートに
自分の考えを記入し、日常生活における継続
的な実践に向けた意識の定着を図る。

■海ごみの問題を解決するために、世界中のい
ろいろな人々が様々な形で取り組んでいるこ
とに気付かせる。

■授業時間によって、ワークシートの項目を取
捨選択して記入させてもよい。

◇児童用テキスト（P5・6）
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Ⅱ.ショートムービーを活用した授業展開例
B.ごみ拾い活動を実施しない授業展開例（２時間）

〈２時間扱いの例〉

学習内容 指導上の留意点・使用教材等 関連する
授業スライド

第
1
時
・
海
ご
み
に
つ
い
て
知
ろ
う

①海ごみが日本や海外で問題になっているよ！
〇漂着したごみで汚染された海岸
　・ハワイ諸島　　・小笠原諸島 

②海岸の漂着物を分類してみよう！(グループワーク）
〇「生き物」と「人が作った物」
〇「国内の物」と「海外の物」

③海岸のごみが生まれる原因で最も多いのはどれ？

・海岸の漂着物には、貝殻や魚の骨、流木など生き物に関係して
いるものがある。

・人が作った金属の缶やガラス、プラスチックなどもある。

・容器のラベルを見ると、日本のものだけでなく、海外から流れ
着いたものもあることが分かる。

〇事業系　　〇漁業系　　〇生活系

P2

P3～P8

P9～P10

P11～P14

P15～P20

P21～P23

P24～P26

P27

P28～P30

P31～P34

④海ごみにはどんな種類があるのかな？

ムービー視聴①

〇漂着ごみ　〇漂流ごみ　〇海底ごみ

⑤私たちの生活の中から生まれるごみ
〇荒川の川原のごみ　
〇生活と海ごみのつながり（生活ごみ⇒川ごみ⇒海ごみ）

⑥ペットボトルの漂着ごみについて考えよう
〇海外から流れ着くごみ　〇地域によるちがい（北海道・山口県・沖縄県）

⑦日本のごみは他国に流れ着かないのかな？
〇漂流しているごみ　〇くらしの中にあるプラスチック

⑧海ごみ（プラスチック）の量はどれくらい？
〇年間で490万トン～1,270万トン
〇2050年にはプラスチックごみが海の魚の量を上回る

〇マイクロプラスチックとは5㎜以下のプラスチックごみのこと
〇東アジア地域のマイクロプラスチック量は世界平均の27倍
〇カタクチイワシからもマイクロプラスチックが検出

⑨海ごみの影響はどんなところに出ているのかな？
〇生き物　〇景色　〇漁業

・マイクロプラスチックとは

・江戸川区立平井小学校の活動（荒川でのごみ拾い）

（8分秒45秒～10分40秒/約2分）

◇漂着物カード　　◇ワークシート

ムービー視聴② （14分25秒～18分20秒/約4分）

⑩マイクロプラスチックって何？

■海ごみ問題が世界的な課題になっているこ
とを知らせ、問題の重要性と緊急性に気付か
せる。

■海岸にはたくさんの漂着物があることを説
明して、関心を持たせる。

■海には様々な生き物が生きていること、漂着
物にはフィールドサインと言われる生き物
の痕跡を発見することができることなどを説
明し、海の環境を守る必要性に気付かせる。

■人工物は自然にすぐに還らず、ごみになる
ことを説明する。

■「生活系」が多いことをデータで確認するこ
とで、自分たちの生活と海ごみのつながり
への伏線とする。

■視点を変えて、自分たちの出したごみが外国
まで届いていることに気付かせる。

■2050年の予測にも触れることで、問題の深
刻さを具体的にイメージさせる。

P35～P36⑪身近な川のごみはどうなっているのかな？

■平井小学校の児童が荒川で行ったごみ拾
い・調査活動を通して、ごみの問題をより身
近な問題としてとらえさせる。

◇児童用テキスト（P1）

◇児童用テキスト（P4）

◇児童用テキスト（P2・3）
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・ごみをしっかり分別して捨てるようにする。
・落ちているごみは拾ってごみ箱に捨てるようにする。
・海ごみのことを多くの人々に伝えたい。
・マイバッグや水筒を使うようにして、なるべくプラスチックの容器を
使わないようにする。
・これからも、川ごみ拾いに参加したい。　　　　等

・ニューヨークPS15の活動（海ごみ拾い、レジ袋有料化のディベート)

・ニューヨークPS15の活動(店頭での自作マイバックの配布）

・江戸川区立平井小学校とニューヨークPS15の子供達の感想　　
・小池都知事からのメッセージ

学習内容 指導上の留意点・使用教材等 関連する
授業スライド

第
2
時
・
海
ご
み
を
減
ら
す
た
め
に
私
た
ち
に
で
き
る
こ
と
を
考
え
よ
う

〇自分の考えをワークシートに書こう。
〇考えたことをグループの中で話し合おう。
〇グループで話し合ったことを発表しよう。

②私たちにできることを考えよう！（グループ討議）

④海ごみ問題へのいろいろな取り組みを見てみよう！

①川ごみで最も多い物は何だろう？

③ニューヨークの小学生の
　海ごみへの取り組みを見てみよう！

P38～P39

P41

P42

P43～P48

P49～P51

P52

P53～P54

〇ペットボトル等のプラスチックごみが圧倒的に多い。

〇海ごみ拾いボランティア　〇海ごみの調査　〇世界の取り組み例

⑤海ごみを減らすための行動宣言をしよう！
〇今日から自分が取り組む海ごみを減らすための行動宣言をしよう。

⑦まとめ
〇今日から皆さんも未来を変える一員です。

⑥海ごみのことを学んで感じたことや
　考えたことを書こう！
〇ワークシートに記入。

◇ワークシート

◇ワークシート

◇ワークシート

ムービー視聴③

（10分40秒～12分20秒/約1分40秒）

（20分30秒～22分/約2分30秒）

ムービー視聴④ （25分45秒～28分40秒/約3分）

■本単元の学習のまとめとしてワークシートに
自分の考えを記入し、日常生活における継続
的な実践に向けた意識の定着を図る。

■海ごみの問題を解決するために、世界中のい
ろいろな人々が様々な形で取り組んでいるこ
とに気付かせる。

■授業時間によって、ワークシートの項目を取
捨選択して記入させてもよい。
◇児童用テキスト（P5・6）
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Ⅱ.ショートムービーを活用した授業展開例
C.ごみ拾い活動を実施しない授業展開例（１時間）

〈1時間扱いの例〉

学習内容 指導上の留意点・使用教材等 関連する
授業スライド

（1） 

海
ご
み
に
つ
い
て
知
ろ
う

①海ごみが日本や海外で問題になっているよ！
〇漂着したごみで汚染された海岸
　・ハワイ諸島　　・小笠原諸島 

②海岸の漂着物にはどんなものがあるのかな？
〇「生き物」と「人が作った物」
〇「国内の物」と「海外の物」

③海ごみの現状を知ろう！
〇海岸のごみが生まれる原因（事業系/漁業系/生活系）
〇海ごみの種類（漂着ごみ/漂流ごみ/海底ごみ）

P2

P4～P7

P9
P12～14
P15～19

P15～20

P56

P58

P31～34

P21～23
P24
P25
P27

P28～30

P57

④私たちの生活と海ごみのつながりを知ろう！

ショートムービー・スクリーンショット
〇荒川の川原のごみ

⑤世界中に広がる海ごみ
〇海外から流れ着くごみ
〇地域によるちがい（北海道・山口県・沖縄県）
〇日本のごみは他国に流れ着かないのかな？
〇漂流しているごみ
〇海ごみ（プラスチック）の量はどれくらい？

〇生活と海ごみのつながり（生活ごみ⇒川ごみ⇒海ごみ）

⑥海ごみの影響はどんなところに出ているのかな？
〇生き物　〇景色　〇漁業

⑦マイクロプラスチックって何？
〇マイクロプラスチックとは5㎜以下のプラスチックごみのこと
〇東アジア地域のマイクロプラスチック量は世界平均の27倍
〇カタクチイワシからもマイクロプラスチックが検出

・2050年にはプラスチックごみが海の魚の量を上回る

ショートムービー・スクリーンショット

ショートムービー・スクリーンショット

■海ごみ問題が世界的な課題になっているこ
とを知らせ、問題の重要性と緊急性に気付か
せる。

■海岸にはたくさんの漂着物があることを説
明して、関心を持たせる。

■海には様々な生き物が生きていること、漂着
物にはフィールドサインと言われる生き物
の痕跡を発見することができることなどを説
明し、海の環境を守る必要性に気付かせる。

■人工物は自然にすぐに還らず、ごみになる
ことを説明する。

■「生活系」が多いことをデータで確認するこ
とで、自分たちの生活と海ごみのつながり
への伏線とする。

■視点を変えて、自分たちの出したごみが外国
まで届いていることに気付かせる。

■2050年の予測にも触れることで、問題の深
刻さを具体的にイメージさせる。

◇児童用テキスト（P1）

◇児童用テキスト（P2・3）

◇児童用テキスト（P4）



◇ワークシート

◇ワークシート

◇ワークシート

■本単元の学習のまとめとしてワークシートに
自分の考えを記入し、日常生活における継続
的な実践に向けた意識の定着を図る。
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学習内容 指導上の留意点・使用教材等 関連する
授業スライド

（2） 

海
ご
み
を
減
ら
す
た
め
に
私
た
ち
に
で
き
る
こ
と
を
考
え
よ
う

①私たちにできることを考えよう！（グループ討議）
〇自分の考えをワークシートに書こう。
〇考えたことをグループの中で話し合おう。
〇グループで話し合ったことを発表しよう。

②ニューヨークの小学生の海ごみへの
　取り組みを見てみよう！

P41

P59

P43～48

P49～50

P52

P53～54

ショートムービー・スクリーンショット

③海ごみ問題へのいろいろな取り組みを見てみよう！
〇海ごみ拾いボランティア
〇海ごみの調査
〇世界の取り組み例

④海ごみを減らすための行動宣言をしよう！
〇今日から自分が取り組む海ごみを減らすための行動宣言をしよう。

⑥まとめ
〇今日から皆さんも未来を変える一員です。

⑤海ごみのことを学んで感じたことや
　考えたことを書こう！
〇ワークシートに記入。

■授業時間によって、ワークシートの項目を取
捨選択して記入させてもよい。

◇児童用テキスト（P5・6）



Ⅲ.活用できる授業ツール
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〇スライド枚数：60枚

〇スライド毎に、説明例や補足説明等を適宜記載しています。

〇基本的には、最も授業時間数の多い「ごみ拾い活動を組み込んだ授業プラン（全６
時間）」に沿って構成されていますので、その他の授業プランの「関連する授業スラ
イド」を参考に、実際に行う授業時間数等に応じて、適宜、アレンジしてください。

授業スライド

川ごみ分別シート

〇実際に川ごみ拾い活動を行う際の記録用のシートで、「個人用」と
「集計用」の２種類があります。それぞれ、包装容器、生活用品、タ
バコ等のジャンルごとに合計38種類のごみが分類されており、該
当するごみの欄に回収した個数を記入できます。

〇「個人用」は各児童に１枚ずつ、または、グルー
プ毎に１枚配布してください。

〇「集計用」には計算式が入っており、ごみの種
類ごとに数値を入力することで自動的に集計
結果が表示されます。

〇ページ数：4ページ

〇ごみ拾い活動を組み込んだ授業プラン（全6時間）に対応した児童用のワークシートです。

〇授業時間によって、ワークシートの項目を取捨選択してご活用いただく方法もあります。

児童用ワークシート

〇ページ数：8ページ（別添指導用解説有り）

〇海ごみ授業展開例とリンクした児童用のテキストです。

〇写真やイラストをメインにした親しみ易いレイアウトです。

〇参考情報として、海ごみに関する世界と日本の主な取り組
みを紹介した別添資料（２ページ）もあります。

児童用テキスト
〇活用方法については、それぞれの学校の
　状況等に応じてご判断ください。
（活用例）
・授業の際の副読本としてワークシート等と併用
・必要なページのみをコピーして児童に配布
・授業後のまとめや振り返りのための教材として
 児童に配布　　他

〇枚数：36枚

〇別添のファイルをダウンロードしてご活用ください。

〇ファイルはA４サイズで作成してありますので、印刷の際にB4かA3サイズに拡大し
てください。

〇グループワークの際に使用するため、印刷の際は、少し厚めの用紙をお使いにな
ることをお勧めします。

〇各カードの説明は「漂着物カードリスト」をご参照ください。

海岸漂着物カード



海ごみについて学習した児童の感想
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本授業用テキストの作成に当たり、モデル授業等でご協力いただいた以下の２校の４年生児童が学習の最後に書いた感想です。

多摩市立南鶴牧小学校東京学芸大学附属竹早小学校
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