
この、プリントは、６年生に配付したプリント集です。自主学習として、取り組める、「読み物」としても活用できるよう工夫して

います。１月 20日現在までのものです。 

今後は、「未来へのメッセージ」を各自が書いていく取組になる予定です。 

6年生にかぎらず、関心のあるお子様、保護者の皆様は、職員室前に、「記入用の付箋」が置いてありますので、メッセージ（行動目

標）とお名前を記入して掲示してください。 

 

 

 

 

 



SDGｓ自主学習 プリント  

  の  名前         

〇SDGｓって言葉聞いたことがありますか？ 

〇表紙のロゴマークどこかで見たことがありますか？ 

☆「SDGｓ」は Sustainable（持続可能な）Development（開発）Goals（ゴール）

の略です。「SDGｓ」は、２０３０年までに世界が達成すべき目標として、2015

年９月国連サミットで採択されたものです。実は、「SDGs」が採択される前、

2000年から 2015年にかけて、MDGｓ（ミレニアム・開発・目標）がまとめら

れていました。しかし、国や地域、性別や年齢などによって目標達成にばらつ

きがあったり、新たな問題が浮かび上がってきたりしたのです。 

そこで、2016年～2030年までにすべての国で取り組む目標が決められました。

それが「SDGｓ」です。 



〇世界・地球上で、今、問題になっていると思われる問題を書いてみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「SDGｓ」は１７の目標と１６９のターゲットで構成されています。１７の目標

を見ると、「自分に何ができるの？」って考えてしまいます。でも、今、日本の

各会社（企業）では、この目標に対して、どのような取組をしているのかが、注



目されています。問題を直接解決できなくてもいいのです。「世界では、こうい

う問題があるんだな」「自分の生活で意識していかなきゃいけないことはないの

かな」「実際に問題の解決に向けて取り組んでいる人や団体はあるのかな」そん

なことを、学んで、気づいてほしい。 

「さぁ、始めましょう。自分と SDGｓ。世界の中の日本。2030年、皆さんは立派

な社会人として、世界の問題を解決していく第一人者となっています。 

 では、自主学習を始めましょう。 

・SDGｓノートを作ってみてもいい。 

・インターネットで検索してもいい。（印刷可能なら、ノートに貼ってもいいよ） 

・でもね、図書館で、直接やりとりしたり、分厚い資料から一生けん命書き写し

たりすることで、自分のものになるんだよ。 

・おうちの人にも聞いてみよう 

・新聞やテレビのコマーシャル（特に ACジャパン）も参考にしてみよう。 

（・職員室前の掲示も参考にしてね） 



１ まずは１７の目標を調べましょう。 

☆自分が考えていた世界の、地球の問題と同じものはあったかな？ 

☆それぞれの目標に対して、どんな取組が考えられているか（ターゲット） 

も書けるといいね。 

 

２ １７の目標のなかで、自分が特に気になったものを３つ選んでみよう。 

 ☆どうして、その問題を選んだのかな？ 

 ☆どんな問題があるのか詳しく調べてみましょう 

 

まず、SDGｓのだいたいがわかったね。 

☆ここから、自分ができることを考えてみよう。 

〇問題を解決することは難しい。でも、自分の生活に、その問題を意識して取

り組むことが大切だよ。 



（例） 

 目標１     一日にどれくらいのお金を使っているか調べてみよう 

 目標２     食べ残しをしない、無駄な買い物をしない 

 目標３     調べたことから協力できることを実践してみよう 

 目標４～６   世界の様子を調べてみよう 

 目標７     電気・ガス・水道などのエネルギーの節約に取り組もう 

 目標８～１１  世界の様子を調べてみよう 

 目標１２    リサイクルを実践しよう 

 目標１３～１５ いろいろ情報を集めよう 

 目標１６～１７ 調べたことから、どんなことができるか考えてみよう。 

 

 

（例） 

 それぞれの目標に、みんなが知っている会社や企業、ファストフード、コン 



ビニエンスストアはどんな取組をしているかな 

（例） 

 どんな団体が支援しているかな。それぞれの団体の取組を調べてみよう 

（例） 

 調べている友達やおうちの人と、自分の考えを交流してみよう 

（例） 

新聞記事などを、目標ごとにスクラップしてみよう 

（例） 

 専門家にインタビューしてみよう 

 

※どんな「SDGｓノート」ができるか楽しみだね。 

 



 （例）ノートの作り方の例 

 

取組表をつくってみよう 

取り組んで感じたこと・気づいたこと 

 

 

目標〇 

どんな問題があるの？ 

 

 

具体的にどんなことを

するの？ 

 

 

 

 

新聞記事やインター

ネットで印刷できた

もの 

 

 

☆自分の考え 

 

 

ここは必ず書こうね 

どんな団体があるの？ 

それぞれで取り組んでいること 

 

 

会社や企業の取組 

 

ロゴ 

取 り 組 む こ と 

1週間くらいの期間を決めて、 

できたかどうかチェックしよう 



SDGｓ自主学習 プリント NO２ 

  の  名前         
☆自主学習進んでますか？ 

 テーマが壮大すぎて、なんだかわからない？考えなきゃいけないってわかってはいるけど、自分 

に何ができるの？ 

 そんなことはないんです。なにも、直接何かをしなきゃいけない、どんな支援をあなたはします 

か？ではなく、それぞれの目標の問題を、自分の生活と比べてみたり、比べてみて自分の生活を振 

り返ったりすることが大切です。 

 ①まずは知ること（世界でどんな問題があるのか？世界はどう動いているのか？支援団体の活動 

や日本や会社（企業）はどんな取組をしているのか？） 

 自主学習を進めながら、困ってしまったら・・・ 

（１）１７の目標から興味があるものを３つ選んでみよう。 

（あ）どうして、その目標を選んだのか理由を書いてみよう。 

（い）お家の人や友達と意見を交流してみよう。（担任の先生はどれを選んだかな？） 

（う）交流して気づいたことや感じたことを書いてみよう。 

→これだって十分です。 



（２）調べていたら、こんな言葉がでてきたぞ。 

   （例）「エシカル消費」 

 どんな意味があるの？エシカル消費って何？自分でもできるのかな？ 

 

 （３）「今日は何の日？」を調べてみると、SDGｓに関連する日が出てくるかもしれないよ。 

 

 （４）会社（企業）の取組をしらべてみたり、新聞記事や電車の広告などに目を向けたりしてみ 

よう。「へぇ、この取組は、この目標なんだぁ」「でも、この目標だって当てはまるんじゃな 

い？」それぞれの目標と関連付けて考えてみよう。 

 

〇見やすいノートをつくろう 

・  文字の色は何色が見やすいかな。 

・  文字ばかりだとわかりづらいね。矢印や囲み線、色（３色くらい）をつかうといいよ。 

・  オリジナルキャラクターをつくって、活やく（コメントや吹き出し）させよう。 



SDGｓ自主学習 プリント NO３ 

 の 名前         
11月 2日 JICA東京（新宿～京王新線「幡ヶ谷」）に、私は行ってきました。カウンターには、

SDGｓのロゴマークが一面に掲示されています。また、大陸ごとの民芸品や衣装などが展示されてい

ます。中に入ると、あらゆる国々から来ている人たちと出会いました。会釈したり、気軽に「ハロ

ー」と交わしたり、中には、ダンスの練習をしたりと合宿しているみたいです。もちろん、私も会

話しましたよ。日本語で・・・。時に英語の単語と身振り手振りで。いわゆる発展途上国の方が多

い印象でしたが、みなさんとても明るい。 

その日は、勉強しに行ったんです。「わたし 8歳家事使用人」「多文化共生」の二つです。朝の 10

時から夕方の５時半まで。とっても楽しかったし、勉強になったし、まったく知らない人（初めて

会う人たち）と二つの問題について話し合いました。 

 そこで、SDGｓプリント自主学習に取り組んでいる皆さんに、「マイクロ アグレッション」とい

う言葉。これは、言っている人は無意識だけど、その言葉の中に、差別的な言葉が入っているよと

JICAの月刊誌あります（１階です）

に） 



いう言葉です。例えば「サッカーで有名な国から来た子に、サッカーうまいんでしょ」って言うと

か、「〇国のことが放送されたとき、君も〇国人だけど、このニュースどう思うの？」とか。その子

にしてみたら、関係ないことなのに、〇国出身だからということで、言われてしまうこと。この勉

強を通して、私は、「もう日本人とか、〇国人とかではなく、世界人であり、地球市民」という感覚

を持たなければいけない時代だと感じました。それと、１７の目標を調べたり、世界にどんな問題

があったり、どんな取組があるのか調べることも大切だけど、発展途上国と呼ばれる、「一つの国」

はどんな国なのか？その国の問題は何なのか？だから、どんな支援が必要なのか？を考えることも

大切なんだなぁと感じました。1つのテーマで、３時間。はじめて会った人たちと話し合いました。 

そこでのルールは、①否定しない ②よく聴く ③協力する ④楽しむ ⑤かっこいい意見はいわ

なくてよい でした。 

 このプリントに取り組んでいる皆さんで、ぜひ、自分の学習の様子を語り合ったり、テーマを決

めて話し合ったりできるといいなぁと思います。正解は、「誰一人取り残さない」だけです。そのた

めに、「どうするか」は無限です。その方法に間違いはありません。途中でもよいので、ぜひ、みな

さんがどれだけ考えているのか、進めているのか教えてくださいね。 



 SDGｓ自主学習 プリント NO４ 

  の  名前        

 SDGｓ自主学習プリント、順調に進んでいますか？ 

職員室前の掲示は、「すべての人に健康と福祉を」の目標３になっています（１１／１５）。 

皆さんが、「募金する」と、この目標３につながることが多いと思います。職員室前の掲示には、 

今年の５月に、ユニセフに募金をしたことへの感謝状が飾られています。また、長年貯まっていた

「ペットボトル」の回収作業をしたことで、「世界の子どもにワクチンを」を掲げる団体様から届い

た感謝状も掲示しています。ユニセフの資料を読むと 

１００円で １ 抵抗力を高めるビタミン Aが５０錠 

      ２ 石けんが５個    

      ３ 緊急時に食べられる栄養パウダーが４１袋 

      ４ 授業で使うチョークが１２８本 

支援できると言われています。100円の使い方も考えさせられてしまいますね。 

 目標１７までを同じようなペースで、進めると、少し大変かと思います。時折、ゲーム感覚でで

きるものを作成しても楽しいかもしれませんね。例えば「SDGsパズル」とか「SDGｓカード」とかで 

冬休みに家族や親戚、地域に人に広めるとか。調べる活動を進めるとすれば、「国境なき医師団の活



動」「緒方貞子さん」もいいかもしれません。実を言うと私も、この先どう見通しを立てていこうか

悩んでいました。そんなとき、私が関わっている団体の方に電話で聞いてみました。すると、「１７

の中で、興味ある目標を２～３つ選んで調べ進める」「友達と交流してみる」「支援団体がどのよう

な支援をしているのか調べる」のはどうでしょうか？と答えてくれました。そして、 

「やっぱり、直接活動している方や団体さんにインタビューしてみるのがよいのでは」と。私も何

回か、講座やセミナーに参加しましたが、やはり、「人と会話する」「考えを交流する」ことは大変

有意義だったと思います。 

→SDGｓ自主学習を進めるにあたって、ノートの書き方を工夫しよう← 

☆余白を大事にしよう（もったいないかもしれない。でも、見やすさ＝学習したなぁという記録） 

☆参考にした本やインターネットのページの名前を必ず書こう。（これは著作権につながります）  

       →実は、とっても大切なことだよ。それに、もう一回調べたいときにも役立ちます。 

☆見開きで使おう（この自主学習を進めていることは、とてもすごいことなんです。だから、特別

なページにしてほしい。） 

 来年は、2020年。そこからあと１０年で世界が達成すべき目標の学習をしているんです。１０年

後、皆さんがどんな生活をしているか、「ソサエティ５．０」AIがどこまで進み、どんな職業が残る

か、生活の全てが、インターネットでつながり、自分が思っただけで電気がついたり、お風呂が沸

いたりしてるかも。もしかしたら、交通手段の一部は、空を飛んでいるかもしれない。でも、その

裏で、貧困や差別、紛争、自然災害等で苦しんでいる国もある。世界は一つなのに。みんな同じ 

「世界人で、地球市民」なのに。 



SDGｓ自主学習 プリント NO５ 

  の  名前        

 まもなく冬休みに入ります。冬休みは、家のこと、親戚の人との交流、日本で古くから伝わる行

事、日本の文化を体験するよい機会です。今年度は、12 月 25 日～１月 7 日の１４日間です。日本

を離れて旅行する人もいるでしょうか？長い休みは楽しい、有意義なものにしてください。 

 先日、学校の電気をまとめる機械の交換工事がありました。朝の７時から工事が始まり、次の日

の２時半ころまで、電気が使えなくなりました。とはいっても、工事の途中で何かあると大変なの

で、職員室の明かりがつかない、パソコンも使えない、もちろん暖房も使えない。そんな２日間で

した。日本では、生活の９割以上を電気に頼っています。その中で、「電気がとまる」。 

 私ができたことは、少し厚着をして、本を読んだり、掲示板の飾りになる「雪の結晶」を切り絵

でつくったりでした。今の生活を、あえて不便なものにする必要はありません。調べている国々の

生活を少しでも体験してみると感じることがたくさんあります。「節約する」意識を持つことが大切

です。12月～１月の掲示板は、目標４「質の高い教育をみんなに ～だれもが公平に、質の高い教

育をうけられるように、また一生にわたって学習できる機会をひろめよう～」にしようと思います。

貧困・差別・食糧不足・医療・水の問題を解決していくためにも、教育は大切です。みなさんの考

える「質の高い教育」って？  



SDGｓ自主学習 プリント NO６ 

  の  名前        

① 知っていますか？SDGS（さえら書房）   ②未来を変える目標（Think the earth ）  

  

 このプリントを作成する際に、参考にした資料の紹介。 
 

 

 

 

 

 

 冬休みまで「もういくつ寝ると～♪♪」という歌が聞こえてきそうな、その前に、クリスマスの歌でしょうか？１２月に入りまし

た。①は、主に、掲示に使用した資料です。②は、同じように SDGsに興味のある方から、聞いて取り寄せた資料になります。 

職員室前の掲示は目標４と５になりました。①～③の本も於いてありますので、興味のある人は、立ち読みになりますが、参考にし

てもらうとうれしいです。目標１～１７までをノートに調べて書いていくのは、やはり大変ですね。そこで、「SDGｓサイコロ」をつ

くって、家族で楽しむとか。（出た面に、目標○「今日一日～～な生活をしてみよう」）とか、「SDGs すごろく（いくつかのポイント

で目標○についての考えと取り組めることを発表する）」とか。楽しみながらも、他の国のことではなく、自分ごとになるように。 

 



NO７は、ＳＤＧｓ研究コーナーの資料を紹介しました。 

NO８は、「JICA地球広場のイベントを見学に行った様子を子供たちに紹介しました。 

SDGｓ自主学習 プリント NO９ 

  の  名前        

＜番外編＞ 

〇昨年の 8 月、「こども六法」という本が出版されました。覚えていますか？もちろん「SDGｓ」コ

ーナーの本棚にも置いてあります。 

 先日、この本を出版した「山崎総一郎さん」と本の監修をした「山根 薫さん」の話を聞く機会

がありました。著者の山崎さんは埼玉県の出身。監修の山根さんは、元埼玉県の検事であり、東京

高等検察庁の検事でもあった方です。話の内容は、「なぜ、こども六法」を発行したのか？その秘話

のような話でした。 

 昨年、民法が 2022年に変わり、成人年齢を１８歳とすることが決まりました。そのタイミングで、

「法教育」の大切さが叫ばれました。手に取った人はいるでしょう。 

情報を発信する場合、どうしても、その人の主観（考え）が反映されてしまいます。テレビのニ

ュース番組の報道でも同じことが言えます。もちろん、芸能界のニュース等を報道する番組でもで

す。そこで、簡単に、その発信に賛同してしまうことは、「その人と同じ」になってしまいます。そ



れを知らないで、簡単に「リツィート」できてしまう今。そのことが、どれだけの危険をおかして

いるのかに気づけないことが怖い。つまり、「リツィート」は「あおり」と一緒だっていうことです。 

 こういう本は、今まで出版されていません。 

「法を知る」ことは「正確に判断できる」ということです。知らないうちに自分が犯罪に加担しな

いように。「あおり〇〇」これも犯罪です。皆さんの生活の中でも似たような体験はないですか？ 

 

さて、ここから「SDGｓ」です。先日、「国境なき医師団」の展示会に行ってきました。「国境なき医

師団」聞いたことはありますか？どんな活動をしているか想像できますか？どんな方が活動してい

るか想像できますか？どんな場所で活動しているか、その苦労や、その国の様子が想像できますか？

展示会には、この活動に参加している・参加したことのある方から話を聞くことができました。ま

た、多数の写真パネルの展示や実際に活動している様子、その国の方のインタビューなど、テレビ

のニュースが伝えない世界を知ることができました。６年生の先生に、今回の資料は、パワーポイ

ントでまとめてありますから、興味があったら、担任の先生に声をかけてください。もし、クラス

で興味があったら、私が授業をしに行かせてくださいね。 

 主な活動場所は、戦争や紛争が起きている地域や難民として差別を受けながら生活しなければな

らない地域での紹介でした。 

 

 

 



☆想像してみよう 

 もし、突然、今すんでいるところで戦争や紛争が起こったらどうなりますか？ 

 もし、自分の考えと違う集団が、武力による攻撃を開始してきたらどうしますか？ 

 もし、突然何もない原野に大勢が避難しなければならなくなったらどうしますか？ 

 もし、避難した先の国が何の補助もしてくれなかったらどうしますか？ 

 もし、住む家も食べ物も確保できなかったらどうしますか？              

 もし、病気やケガをしてしまって、お医者さんがいなかったらどうしますか？ 

 もし、捕まってしまったらどうしますか？ 

 

これらの問題は、どの目標と関連がありますか？ 

番号を選んで、どうしてそう思ったのか書いてみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号  

 
番号  

 
番号  

 



そういった地域で活動しているのが「国境なき医師団」です。「すべては国境を越えて命を救うた

めに」「Endless journey ～終わらせたい、強いられた旅路～」を「End this journey」へ。 

             ４７％。どんな割合か予想してみましょう。 

 70cm×７０cmの正方形。これは何の広さか予想してみましょう。 

 〔医師団の方にインタビューしました〕 

            １ なぜ、この活動をはじめられたのですか？ 

            ２ もし、私たちにできることはなんですか？ 

            ３ 子供たちが将来参加したいと言ったらどう答えますか？ 

 

 

 

 



SDGｓ自主学習 プリント NO10 

  の  名前        

  

1月です。皆さんの小学校生活もあと３か月。「SDGｓ」という世界の問題に興味や関心を

もち、少しずつ、世界の問題も、日本の問題も、これからの地球のこともわかってきた

ところですね。ぜひ、多くの人に広めてほしいと思います。上の写真は、職員室前の掲

示です。今回は「６」「10」すっきりさせました。そして「みらいへのメッセージ」や取

り組んでいる皆さんの作品などを展示するスペースをたくさんとりました。ぜひ、見に



きてくださいね。 

 冬休み中に、インターネットで「SDGｓ」を検索していたら、「ラオスには独自の SDGｓ

１８番目の目標がある」というページを見付けました。 

（http://www.la.one.un.org/sdgd/sdg-18-kives-safe-from-uxo） 

ラオスは、タイやベトナム、カンボジアに隣接している国です。1964～1973年にかけて

爆弾が 200 万トン投下されたそうです。これは、当時のラオスの人口で考えると１人あ

たり、1㌧の爆弾が投下されたことになるそうです。爆弾は不発弾となり、いまだに多く

の犠牲者が出ていて、犠牲者の 37％（約４人に一人）は子供だそうです。そこで、ラオ

スでは、１７個の目標と関連を図りながら、国独自で、「１８」番目の目標を立てたそう

です。それが、「不発弾撤廃（てっぱい）」「１８ LIVES SAFE FROM UXO」 

 SDGｓは世界の問題であり、誰一人取り残さないというスローガンのもと、「一人一人

ができること」を考えることが大切です。もし、中居小学校で「１８」番目の目標をつく

るとしたら、クラスで「１８」番目の目標をたてるとしたら。こういう取組も価値があ

ります。ぜひ、担任の先生や友達と考えてみてください。 

http://www.la.one.un.org/sdgd/sdg-18-kives-safe-from-uxo


SDGｓ自主学習 プリント NO11 

  の  名前        

とうとう 2020年になりました。いよいよ皆さんは小学校の課程を修了し、中学校へと

進学します。東京オリンピック・パラリンピックも開催されます。招致の報道で、目に

した耳にした「お・も・て・な・し」をどんな形で表現していくだろう？そして、「SDG

ｓ」の達成まで、残り 10年となります。 

冬休みの間、みなさんはどのような生活をしていだたろう？環境やエネルギーなど、

できること考えて生活できたかな？「食品ロス」や「リユース」「リデュース」とか。国

連の広報ブログを見ていたら、2018年の記事だけど、 

①毎年、世界では５兆枚のビニール袋が使われています。 

②最近１０年間だけで、20世紀で使用した以上のプラスチックが生産されました 

③わたしたちが使っているプラスチックの 50％は使い捨てです。 

④1分間に 100万本のプラスチックボトルが売られています 



⑤水用のプラスチックボトルをつくるために毎年 1700万バレルの石油が使われます 

⑥2016年世界では、4800億本もの飲料水用のボトルが売られました。 

⑦ごみ全体の 10％がプラスチックです。 

今から４年前です。今では、買い物などに「エコバック」ペットボトルの代わりに「マイ

ボトル」「ストローなし」など、生産量も使用量も減少していますね。でも、砂浜に寄せ

られるプラスチックや海の底に沈んでいるプラスチック問題。これは、使う側の責任で

もあります。世界の問題を知り、広めていくことは大切なんだなぁと思います。 

 そこで、「資料コーナー」に「ゴミから考える SDGｓ」という本を展示しました。他の

飾りなどとともに見てほしいと思います。 

 ＜初心にかえって＞ 

皆さんは、１～１７の目標の中で、どの目標に関心がありますか？ 

「未来へのメッセージ」は、みなさんの行動目標になります。関心があるもののなかか

ら、その目標に対しての自分の行動目標（～をして～未来をつくる）そんな目標をたて

て、私に教えてください。もちろん、自分ができることでもかまわないですよ。 



SDGｓ自主学習 プリント NO12 

  の  名前        

オーストラリアで山火事が続いています。 

温暖化によって植物が乾燥し、燃えやすくなっているそうです。スティーヴン・パイ

ンという歴史家が「今や地球は残り火の時代に突入した」と言っているそうです。これ

は、かつて、地球が氷河期を迎えたときと同じように、「世界が火に包まれる時代」に突

入したと。今回の山火事は、日本の九州と四国を合わせた面積ぐらいとも言われていま

す。そして、この被害を受けているのは、「人間」だけでなく、オーストラリアといえば

「コアラ」です。自然に火災が発生したかと思いきや、一部報道では、「山火事を起こし

た犯人を検挙」というニュースも報道されています。森林は、今の状態になるまで、何

十年、何百年とかかります。自然の中で営まれるのは、「食物連鎖」理科の学習で習った

かな？それと、私がまだクラスの担任の先生だったころ、社会科の学習（５年）で、「漁

師が山に木を植える」という授業をしたことを思い出します。これは、簡単な実験から



わかります。草木（雑草でもいい）が生えている土と何も生えていない土を植木鉢（底

に穴があいているもの）に入れます。その土の上から、ジョーロで水を流し、植木鉢の

下から出てくる水を比べるんです。すると、漁師が山に木を植える理由が少しわかりま

す。それにしても、何年もかかって自然は出来上がります。それが一瞬で消えるんです。

人間の不注意だったのか、それとも、今の環境が引き起こしたのか。 

1992年 6月。今から約３０年も前、ブラジルで行われた「環境サミット」で当時 12歳

の少女が、国連のサミットで６分間のスピーチを行いました。みんなのお家の人が生ま

れたころ？まだ小学生？そのスピーチは、「この星をこれ以上こわさないで」「一人一人

の力が地球を変えていける」というものでした。このスピーチには、「環境問題」だけで

なく、戦争や紛争の悲惨さも、人間だけでなく「命あるもの」として動植物のことも「貧

富の差も」今、みんなが自学で取り組んでいる「SDGｓ」の目標が含まれています。行動

にうつせるすごさを感じます。でも、世界の問題に気づく目。そして、考えること。人そ

れぞれ。自分ができることを、しっかり見つめることが大切ですね。 

I am only doing what I can do. 



 

 

 


