
 

 

体験的な学習を通して， 

エネルギーの安定供給についての見方・考え方を育む 

− 石炭に興味を持ち，これからの活用方法を考える − 

 

 

実施担当者 釧路市立湖畔小学校 

教諭 釜萢 陽子 

１ はじめに 

本校は，2020 年度で創立 102 年を迎えた。太平洋炭鉱（1920 年～2002 年，現在の釧路コールマ

インの前身）設立者である木村久太郎氏が，炭鉱労働者の子ども達のために，春採湖畔に校舎・敷

地・教員住宅を建設し，開校したのがはじまりである。¹⁾ 

炭鉱の発展と共に児童数も増え，開校 25 周年の年に現在の武佐へ校舎を移転した。校区には炭

鉱 OB の方が多く住み，炭鉱に関わる施設（選炭工場など）もあることから子ども達にとって炭鉱

業は身近なものとなっている。  

担当者は，2018 年 11 月「北海道エネルギー環境教育研究委員会 道東支部研究大会」にて授業

公開を行った経験をもとに，2019 年度 8 月の高知工科大学で行われた日本エネルギー環境教育学

会第 14 回全国大会で授業実践を発表した。 

また，担当者は，2012 年，（財）日本地図センターの研究活動等支援基金を基に「釧路石炭マッ

プ」を発行した。前任校の釧路市立城山小学校では，校内設置の「太平洋炭砿資料室」を活用し，

釧路市立博物館との連携によって授業実践を重ね，電気新聞主催の第 7 回と第８回のエネルギー教

育賞等を受賞。²⁾  

これまでの実践によってできあがった地域の方々とのネットワークや情報を活かし，炭鉱にゆか

りの深く規模の大きな釧路市立湖畔小学校において，地域の炭砿 OB との関わり，施設見学等を実

施し，更に深い学びができるよう働きかけ，学校の財産として広めていきたいと考えた。 

２ 2020 年度の実践 

２－１ 地域の歴史を学ぶ 

5 年生では，総合的な学習の時間のテーマを「エネルギー環境

を考える」を設定し，この地域を石炭との関わりを正しく捉える

ことからスタートしたいと考えた。 

まず，「なぜ学校に大きな石炭の塊（図１）があるのか」「ガ

ラスケースに飾られている木札は何と書かれているのか」を投げ

かけ，学校の歴史に関心を持てるようにした。 

木札は，湖畔小 100 周年記念の時にガラスケースに入れられ

たもので，「木村組小学校建築…」「大正 7 年…」と小学校の

建設に関わった職人の名前が書かれている。それは湖畔小学校

が，木村組炭鉱で働く人達の子ども達のために作られたことも

物語っているものである。地域に学校ができたことで，多くの

子ども達に学びの機会が与えられることになる。ここで石炭が

採掘されることで地域が大きく発展したことを理解した。 
図１ 大きな石炭の塊 

（担当者６月撮影） 



 

 

２－２ 炭鉱業と環境の関わりを学ぶ 

  

「石炭を採掘することで経済活動は盛んになる

というメリットをもたらす一方，自然環境にデメ

リットを与えることはないのだろうか。」 

その疑問を解決するために，当時石炭のズリ（石

炭と共に採掘される石）によって埋め立てられた

春採湖周辺へフィールドワークに出かけることに

した。 

もともとの春採湖の形が大きく変わり，直線化

した地形の上に作られた石炭を運ぶための線路に

は，2019年まで使われていた石炭列車が保管され

ている。（図２） 

そこに，春採湖を埋めた当時の様子や石炭列車の 

様子をよく知る炭鉱 OB の方を 2 名ゲストティーチ

ャーとして招き，お話を聞くことにした。 

太平洋炭礦管理職倶楽部の佐藤冨喜雄氏からは，石炭列車が 94 年間もの間，北海道各地を結ぶ

駅に石炭を運んだり，本州へと運ぶための石炭船に積み込むための港へと石炭を運んでいたりした

こと。炭鉱ガイドの坂本幸二氏からは，春採湖を埋め立てるための軌道があったこと，ズリは春採

湖を埋め立てる以外にも，住宅の煉瓦などに再利用できたことなどを聞いた。 

＜炭鉱 OB の話を聞いた子ども達の感想＞ 

・坂本さんと佐藤さんの話を聞いて，みんなに知ってももらいたいという思いが，ものすごく伝

わってきた。私はすぐあきらめちゃうのでこんなに熱心になれるのはすごいと思った。最初は，

あまり興味がなかったけれど，話を聞くにつれてどんどん楽しくなり，私も，このことをもっ

と多くの人に知らせたいと思った。(S 児) 

・石炭は，ストーブや発電所で使ったりしているだけで，今の私にはあまり関係ないものだと思

っていた。だけど，湖畔小学校ができたのも桜ヶ丘とかに人が住むようになったのも，炭鉱が

あったおかげだと分かって，釧路に石炭があってよかったと思った。これからは炭鉱のことを

日本全国の人に知ってもらえるように努力したい。(T児) 

・昔の炭鉱は命を守るみたいな大事なものだったのではないかと思った。なぜなら，石炭はスト

ーブの燃料にもなるし，ごはんもたけるからだ。ズリは家の壁に使っていたことを知ってびっ

くりした。今回の総合はおもしろい。次はズリの他の使い道などを探してみたい。(T児) 

・石炭と一緒に出るズリはちゃんと利用されていた。今はやっていないけど，不要な物の活用方

法を，色々なものを考えて，日本の未来を発展させたい。(N児) 

・ズリに種類があることはおどろいた。家を建てるのに使われたのは意外でした。赤ズリが使わ

れた家を見てみたいと思った。発電所は情報が少なくわからないことが多かったので自分でも

調べてみたいと思った。(Y 児) 

・石炭列車を実際に見て，たくさんの傷があることがわかり，これまで何トンもの石炭を載せた

のだろうと思った。ズリは全て悪いものだと思っていたけど，他のことで再利用していること

もわかった。もう釧路で石炭列車は走らないけど，その写真などを残していきたい。釧路で石

炭列車が走っていたことなどを，新聞やポスターなどを作り，コンクールなどに出してみんな

に伝えていきたい。釧路で，日本で最後の海底炭鉱として石炭が掘られていること，その魅力

を伝えていきたいと思った。(M児) 

 

２－３ 石炭の役割を学ぶ 

 

釧路の石炭は昔、硫黄分が少ない低公害炭として人気があり，石炭ストーブの燃料に使われてい

た。しかし，石炭から石油へとエネルギー資源が移り変わっていくことで，現在はほぼ全てが，発

電用として使われている。 

図２ 石炭列車付近で炭鉱 OB の話を聞く 

子ども達の様子（担当者７月撮影） 



 

 

まずは，石炭が燃える石であることを確認する

ために，ストーブを焚く体験をさせた。石炭ストー

ブは，釧路コールマイン（株）から借用し，石炭の

提供も受けた。 

授業は，校長先生の体験談からスタートした。石

炭ストーブを焚くための準備として，今の「焚きつ

け」の代わりに，新聞紙を丸めて焚きつけを作った

話をして，実際に実演してくださった。 

火を点火した後は，石炭の燃える様子を観察し

（図３），ストーブの火力を確かめるために，スト

ーブの上においたやかんの中にお茶パックを入れ

て，お茶を飲む体験をした。 

「石炭ストーブで沸かしたお湯で淹れたお茶は， 

おいしい。」子ども達は，石炭が燃える音，煙の 

臭い，暖かさと共に，まさに五感を使って，石炭ストーブの良さを実感した。 

次に，火力・水力発電実験器を使って，化石燃料を燃焼させて水を温め，タービンを回すことに

よる発電の仕組みを理解した。現在の電気のほとんどが化石燃料から作られることを理解した。 

さらに自然の力を使った発電方法として，太陽光パネルを使った太陽光発電の仕組み，風力発電の

仕組みを学び，それらのメリットやデメリットについて考えた。  

子ども達の結論は，地球の環境を守りながら，電気を安定供給するためには，「色んな発電を混

ぜて使うことが必要だ。」ということであった。未来に向けて自分なりの根拠を持ったベストミッ

クスを考えるきっかけとすることができた。 

また，9 月の宿泊研修の際は，建設完了の「釧路火力発電所」周辺を見学コースに入れ，2020 年

12 月稼働への準備が整っていること，釧路の石炭を活用した地産地消型の火力発電所ができるこ

とで，これまでの石炭運搬に関わる環境への影響が削減される可能性があることも確認できた。 

 

２－４ 地図や新聞にまとめ，発信する 

 

様々な石炭に関わる体験は，子ども達に「もっと調

べてみたい」という意欲を引き出すことに繋がった。

子ども達は，インターネットや書籍，関係者への取材

を通して更に詳しく調べ，地図や新聞にまとめて発信

する活動を行った。子ども達の「全国に向けて発信し

たい」との思いを受け，「私たちの身のまわりの環境

地図作品展」（環境地図教育研究会主催）と，「わた

したちのくらしとエネルギー壁新聞コンテスト」（資

源エネルギー庁主催）に出品することを提案。 

「私たちの身のまわりの環境地図作品」に出品した

６点の地図のうち「釧路石炭マップ 2020」が優良賞 

³⁾。「わたしたちのくらしとエネルギー壁新聞コンテ

スト」に出品した 5 点の新聞のうち「石炭の歴史新

聞」（図４）が優秀賞⁴⁾を，受賞した。 

 学習成果は，2 月に実施された学習発表会で，保護

者や地域に向けて発表し，新聞社 3 社にも報道され，

多くの人に向けて発信することができた。 

 更に，子ども達が地図や新聞を作るために，地域に

取材した内容を取り入れ，担当者が 2021 年に作成し

た「釧路石炭マップ」の情報を，北海道地図（株）に

更新を依頼。地域の印刷会社に 1000 部印刷を依頼し，

図４ 優秀賞を受賞した壁新聞 

   （担当者９月撮影） 

図３ 石炭ストーブ体験の様子 

（担当者８月撮影） 



 

 

教職員にも校内研修を通じて配布。湖畔小の 1～6 年生まで 333 人の子ども達全員や，博物館や郵

便局等，地域の公共施設にも広く配布することができた。 

 

３ まとめ 

 

本校は， 4 年前から 3 年生の社会科「調べよう物をつくる仕事」において，地域の産業として炭

鉱業を選択して学習し，釧路コールマイン（株）への社会見学を継続して行っている。また，4 年

生の社会科「健康なくらしとまちづくり」において「電気が届くまで」を学習し，「昔から今へと

続くまちづくり」において「石炭を掘った人達」について理解を深めている。今回の 5 年生の総合

的な学習の時間の学習は，それらの学習がベースとなり，さらに社会科「工業生産を支える人々」

における日本の輸出入の現状などの学習との繋がりの中で，学習を深めることができたと感じてい

る。6 年生理科「電気の利用」でも，関連して取り上げられる内容であり，今後も期待できる。 

＜単元の終わりの子ども達の感想＞ 

・私は今回の総合の学習で本当にたくさんのことを知れた。以前私は「石炭はいらない」と思って

いました。地球温暖化を防ぐためにレジ袋を有料化したり，木を植えたりしているのに，二酸化

炭素を出す石炭火力発電所をわざわざ作らなくてもいいのではないかと思っていました。でも今

回の学習を通して，再生可能エネルギーだけでは，まだ安定した電力を得ることができないこと

を知り，改善される方法ができるまでは，石炭が日本を支える必要があると感じました。（O 児） 

・地図をみんなで作って，みんなで協力したり，仕事を分担したりすることの大切さを改めてわか

った。取材したり，文章にまとめたりする力も少しついたと思う。これから「持続可能な社会」

を目指していくために，それぞれの家の屋根に太陽光発電を増やすことができたら，火力発電や

原子力発電のような発電の負担を減らすことができると思います。自分でも電気を LED にした

り，手を洗う時にこまめに水を止めたりしてエネルギーの無駄を防いでいきたいです。(T 児) 

・たくさんの発電方法を知って，それぞれの良いところと悪いところがたくさんわかった。自分は，

これからの環境を守るために，環境により良く安定したエネルギーを得られる発電方法を発明し

て，害のない社会を目指していきたいと思った。（T 児） 

・これまで石炭が色々なことに使われてきたことを知りました。水素を作り出すこともできると知

って，これからも石炭はもっと活躍できるのはないかと思いました。未来のためにもこのまちの

石炭を誇りにし，石炭を少しでも多く残せるように大事に使っていきたいと思います。（K 児） 
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