
令和４年度第２回おおさか環境科 教材編集委員会 

１ 日 時 

令和４年 10 月４日（火）10 時 00 分～ 

２ 場  所 

大阪市環境局 第１・第２会議室（あべのルシアス 12 階） 

３ 議  事 

（１） 修正予定内容について 

（２） その他 

資料一覧 

資料１ 修正予定箇所一覧 （３・４年生）

資料２ 修正予定箇所一覧 （５・６年生）

資料３ 修正予定箇所一覧 （中学生）

参考１ ＳＤＧｓロゴ対応一覧  

参考２ ＳＤＧｓロゴ掲載イメージ



資料１

頁 時点修正等 事務局対応

●1 DVD等を見てみようのところにQRコードを付けてみては? ●1 確認します。

●2 タイトルの文末「～でしょうか」を「～だろう」に統一しては? ●2 本文に合わせて、現行のままでお願いします。

●3 各見出し付近にSDGｓロゴを掲載しては? ●3 各単元に関連のあるSDGｓロゴマークを掲載します。(参考)

●版数、発行年月日更新

●1 対象学年の表記方法 ●1 修正します。

小学校・義務教育学校　第3・4年生

●2 イラスト（裏表紙） ●2 カラーチェックを行い、修正します。

①男の子の服のデザイン（左・上から3番目）の着色漏れ（？）
②男の子（真ん中・上から2番目）と女の子（真ん中・一番上）の
　 服のデザインが５・６年生本編と異なる

●食品ロス量　更新(3段落3行目)

●1 本文 ●1 修正します。

①スイッチ一つ (1段落3行目)　        →　スイッチひとつ
②京セラドーム５こ分 (3段落4行目)　→　京セラドーム５はい分
③身近（みじか） (8段落4行目) 　     →　身近（みぢか）

（①漢数字の「一」が伸ばし棒「ー」と混在しないように配慮していま
す。
　　 P28・31の本文については「一つ」に表現を統一・修正します)

●ポスターコンクール受賞作品

〇4.①大阪の夏の気温の状況
　→　4.①大阪の夏の気温のようす

●1 SDGｓロゴ ●1 修正します。

最後のロゴをリングのみに差し替え

１　身のまわりの生き物
〇本文変更
 チョウは、いろいろな花のみつをすいます。
 しかし、よう虫のときに食べる草や木の葉は、
チョウの種類によってちがいます。
そのため、たまごを産むときは、よう虫が食べることの
できる草や木の葉にやってきます。
生き物と生き物は、うまくつながって生きているのです。

〇アゲハ、ヤマトシジミ、ゴマダラチョウのよう虫の大きさ
　　・～〇〇mmくらい　→　○～○○mmくらい

●1 ゴマダラチョウの幼虫 ●1 ゴマダラチョウの幼虫

①ゴマダラチョウの幼虫
　　→　越冬中のゴマダラチョウの幼虫
②実際の大きさ　～25ｍｍくらい　→　～50ｍｍくらい
　　　　　　　　　　　調べたところ「40㎜前後」とあった

①「越冬中の」を「冬をこす」にして修正します。
②大きさについて、調べて修正します。

●2 吹き出し ●2
写真に注目してもらいたいという意図から、現行の
ままでお願いします。

キャラクターのイラストをいれたらどうか

〇上の男の子の吹き出し
　　・文字間隔を適当な幅に揃える

〇ものさし（工夫が必要？） ●1 ものさし ●1 ものさし

①長さ10cmのはずが9.8cmになっている
②横に例としてセミかトンボのイラストを掲載してはどうか
③側注の男の子（下）の吹き出しを「ものさしを参考にして
　 実際の大きさを確かめてみよう」とするなど、ものさしの
　 用途を明確にしては?

①修正します。
②③のとおり、吹き出しでものさしの用途を補足します。
③案のとおり吹き出しを修正し、キャラクターの位置を
　ものさし付近に配置します。

●2 コシアキトンボ ●2 修正します。

「注意」だと「危険」という認識を生む恐れがあるので、
「見分けづらい」に修正してはどうか

●3 ニイニイゼミ ●3 羽の色がわかりやすい写真がないか確認します。

羽の色が分かりやすい写真に差し替え

〇本文（1段落1行目）
　みなさんの学校の　→　わたしたちの学校の

〇場所名をそれぞれ変更する
　・玄関横　→　校門横
　・芝生     →　しばふ、草地、校庭
　・講堂裏　→　体育館裏

●1 「生き物」だけでなく草花も載せているが、探すのは生き物だけ? ●1
「生き物」は植物を指す言葉でもあるので現行のままで
お願いします。

〇水生生物の結果　QRコード要確認 ●1 ●水生生物調査の結果（QRコード）が見れない ●1 修正します。

〇ウナギとハクセンシオマネキ
　・ハクセンシオマネキとアユを入れ替える
　・枠囲いを削除
　・フォントサイズを大きくする

〇 水生生物を調査して、　→　水生生物を調べて

〇 全文
　→住んでいいる水生生物の種類で、どのような結果が
　　出ているかインターネットで探してみましょう。

●2
「見つけた水生生物をインターネットで探して水のきれいさ」を
調べてみましょう」の方がいいのでは?

●2 修正します。

〇クロベンケイガニ（コラム内）
　ボラ・マハゼ（側注）
　　・大きさ　○○～○○cm（大きさに幅を持たせる）

●3 側注(スズキ) ●3
決まった呼び名がなく、地方によって呼び名も変わるため、
現行のままでお願いします。

名前の変化の記載がほしい

〇写真タイトル（5か所）
　　・⑤ヒヨドリ　→　⑤：ヒヨドリ

●1 小見出し(③旅鳥) ●1
「夏鳥」「冬鳥」も「わたり鳥」であり、「旅鳥」と「わたり鳥」は
生物学的にも意味が異なるため、現行のままでお願いします。

「旅鳥」を「わたり鳥」に修正

●2 本文(⑤留鳥) ●2 ①～④と本文文末を合わせるため、表記は現行でお願いします。

「一年を通して見られます」　→　「一年を通して見られる鳥」

●3 側注 ●3 例のとおり吹き出し本文を修正します。

上部の女の子の吹き出しと内容がかみ合わない
（例：一年を通して大阪にいるよ。
　　　なき声をきいたことあるかな？）

●4 「わたり鳥」と「留鳥」の境目が分かりにくい ●4
境目が分かりやすくなるよう、留鳥とわたり鳥の違いを先に
説明し、付番等を見直します。（留鳥を①に）

〇本文（文末）
　　・感嘆符から句読点に

●1 吹き出し（住む場所は？） ●1 吹き出し（住む場所は？）

誰がしゃべっているのかわからない 吹き出し内容を修正します。
（案：すみつく場所に違いがあるのかな?）
キャラクターに関しては、写真に注目してもらいたいという意図から、
現行のままでお願いします。

●2 追加項目 ●2
脚注余白に「なにわECOスクエアでタブレットを使ってAR
（かくちょう現実）やVR（かそう現実）の技術でいろいろな
生き物たちの暮らしを身近に体験してみよう」とイラストと
共に追加

担当課と調整し、掲載します。

－
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冊子全体 －
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資料１

頁 時点修正等 事務局対応項目 第一回部会意見

修正予定箇所一覧（３・４年生）

２　へらそうごみ 9

10

〇日付け覧
　・（）の間隔を１つ全角で空ける

●1 表（ビニール） ●1 「ビニール（ビニール袋など）」と修正します。

レジ袋の中にはポリ袋もある

●ごみ収集車　台数

〇女の子　吹き出し内
　　・改行位置を変更　（一つの【改行】ヒントだよ！）

●1 コラム（パッカー車のひみつ） ●1 掲載を検討します。

すばやく集められる工夫があるなら紹介しては?

●2 コラム（ごみを出すときのやくそく：４つ目） ●2 「やくそく」を「ルール」「マナー」等に修正します。

マンションなどでは専属の業者等が掃除をすることもあるので
「約束」とは言えない

●3 側注（ハイブリッド車） ●3
確認したところ、大阪では軽油のHVのみのため、現行のままで
お願いします。

軽油とのHVがあるか?
なければ、本文から「軽油」削除

●4 側注（吹き出し） ●4 吹き出しを削除し、側注にからすネットの説明を記載します。

吹き出しに対する答えの記載がない（手引きには記載有）

〇なぜカセットボンベは使い切って、別の袋に出すの？
　写真下
　　・文末を敬体にする

●1 本文（ 1段落3行目） ●1 修正します。

道路にすてられたごみ　→　道路におちているごみ
（事故・災害により発生したごみもあり、捨てられたものとは
限らないため）

14 ★

「プラスチック資源循環促進法の施行：プラ新法」を
受けての時点修正が必要では?
大阪市の方針・方向、市民に協力を求める事項、
リサイクルフロー等
(例：コミュニティ回収（北区広報紙６月号、
　　　新たなペットボトル回収）)

★ プラ新法に沿った時点修正を行います。

●1
家庭ごみの中で1番多い容プラは回収後どこに運ばれ、
何に変わるのかを追記

●1 追記修正します。

●2 「サーマルリサイクル」を「サーマルリカバリー」に修正 ●2 修正します。

●処理区域確認のうえ更新

〇図下の文
　　・フォントサイズを大きくする

17

18 ●1 最新の工場である東淀川工場の写真を掲載できないか ●1 掲載を検討します。

●1 「サーマルリサイクル」を「サーマルリカバリー」に修正 ●1 修正します。

●2 イラスト ●2 矢印を削除し、煙のイラストに差し替えます。

大気中の矢印(オレンジ)の説明がない

●3 下枠内（北港しょぶん地のようす） ●3 修正します。

「北港しょぶん地（うめたて地）のようす」とした方がわかりやすい

●1 側注（灰と土のサンドイッチ） ●1 カラーチェックを行い、修正します。

ブルドーザーの灰や土の色を統一

●1 「大阪湾フェニックス計画」と表記を統一（2段落1行目） ●1 修正します。

●2 側注（フェニックスちゃん） ●2 キャラクターを白縁で囲み背景とのめりはりをつけます。

背景色と近似色なので背景を白に

●3 吹き出し ●3 修正します。

ごみを減らしていかなければならない、という課題意識を持ちにくい
（否定を引き出す問と工程を引き出す問が混ざっているので、
どちらか迷う児童がでてくるのではないかという懸念）

（案：「それよりもごみの量をへらしていくことが大事じゃないかな」
とキャラクターと吹き出しを追加）

●4 図 ●4 図

①「うめ立てしょぶん場」が細かくわかりにくい
　（処分場と基地がクローズアップされている方がいいかも）
②P19では「うめ立て地」となっているので、表現を統一

①大阪湾フェニックス計画にかかわる処分場・基地を掲載して
　 いるので、見やすくなるように図を調整します。
②現行では、「大阪沖うめ立てしょぶん場」などの固有名詞と
　表現を統一しています。本文１段落3行目「うめ立てしょぶん場」
　を「うめ立てしょぶん場（うめ立て地）」に修正します。

●1
焼却工場で働く人のお話に「願い」にあたる内容があれば
見出しとの整合性が取れる

●1 「願い」になる文を追記修正します。

●2
残りの二人は「苦労」から「願い」の話をしているので、
見出しも単語の順を変えては?

●2 修正します。

●1 ワーク ●1 ワーク

　①ごみをへらすために、できることや、
　　　→　ごみのゆくえや、ごみしょりにたずさわっている
        　　人々の気持ちを聞いて
　②「ごみをへらすためにできること」についてはP25で
      学習する内容では?

①本文の流れより、現行のままでお願いします。
②P25はワークに対する答えの一部になっております。子どもたちに
　自ら考えてもらうために現行のままでお願いします。

●しょりしたごみの量（2段落1行目）

●しょりしたごみのうつりかわり

●1 本文（1段落3行目） ●1 修正します。

大阪市のごみ　→　大阪市がしょりしたごみ
（下のグラフタイトルと合わせる）

〇家庭では…
　　・買い物袋　→　マイバッグ

●1 「マイバッグ」ではなく「エコバッグ」に ●1 修正します。

〇大阪市の取り組み
　　・の時も含めて　→　でも
　　・推進して　→　呼びかけて

●食品ロスの量（2段落1行目）

〇食品ロスとは　→　食品ロスがいっぱい！
　　　　　　　　　　　　　　食品ロスとは何でしょうか

〇タイトルのルピ
　　（見えにくい）

〇側注（生ごみの水きりをしよう！）
　　・有効（1段落3行目）　→　いい方法
　　・8割（2段落1行目）　→　ほとんど

●家庭ごみ中「プラスチック類」の量（1段落1行目）

★ コラム（プラスチックごみが大問題） ★ コラム（プラスチックごみが大問題）

①プラ新法に関する大阪市の対応修正等 ①プラ新法に沿った内容に修正します。

②プラ新法での特定プラ製品の有料化についてふれては? ②追記します。
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資料１

頁 時点修正等 事務局対応項目 第一回部会意見

修正予定箇所一覧（３・４年生）

●1 コラム本文（たい肥づくりもリサイクル） ●1 コラム本文（たい肥づくりもリサイクル）

①ひとつ（1段落2行目）　→　一つ
②つくる工夫をしています（2段落4行目）
　　→　つくり、大阪の緑をふやすプロジェクトに取り組んで
　　　　　います。
③写真下の「たい肥」を中央に

①修正します。
②修正します。
③修正します。

●1 本文(路上喫煙禁止地区) ●1 本文(路上喫煙禁止地区)

①たばこの吸う人(3行目)　→　たばこを吸う人
②「過料」(4行目)という表現は、子どもたちには難しいのでは?

①修正します。
②本文の表現について検討します。
　 (案：たばこを吸う人がいると、ルール違反として1000円を
　　　　を支払ってもらいます（過料）)

〇（調べ学習の手助けページ確認） ★ プラ新法関連の追加 ★
環境省サイト「プラスチック資源循環」を
追記修正します。

●1
QRコードがそれぞれ近いので、思っていたものと違うものを
読み取ることがある

●1 レイアウトを見直し、修正します。

●2 P23のワークを挿入 ●2 ②P23のワークは現行のままでお願いします。

３　水道の水や電気
〇絵具を洗い流す様子の写真を
　石けんで手を洗う様子の写真に差し替える

〇　地球にやさしく、より安全にエネルギーを生み出す発電
のしかたのひとつとして太陽光発電があります。住みやす
い大阪市をめざして、どのように取り組んでいるのでしょう
か。

→　豆電球とかん電池をどう線でつなぐと、豆電球に明かり
がつきます。このとき、かん電池の中に入っている「電気」と
いうエネルギーを使っています。電気はどのようにして作ら
れるのでしょうか。
（３・４年生では、電気自体の説明から必要なため）

●1
・説明的になりすぎると、子どもたちの関心がそれてしまう
　懸念有
・ひとつ（本文2段落1行目）　→　一つ

●1

文章の簡略化またはイラストの掲載など、よりわかりやすく
できないか検討します。
（案：TVやスマホのじゅう電など、わたしたちはくらしの中で
電気というエネルギーをつかっています。
地球にやさしい電気の作り方として、どのようなものがある
のでしょうか。)

32
●淀川の水の利用人数確認
　（水道水のふるさとは？　4行目）

33
〇本文
　　・「淀川」の水が、ふるさとなんだよ。
　　　→　「淀川」が、ふるさとなんだよ。

●1 タイトル ●1 修正します。

「じょう水場で」　
　→　「じょう水場では」（P40と表現を統一）

●2 図（⑤説明） ●2 修正します。

りゅうさんばんど→りゅうさんバンド

●3 側注（⑤ぎょう集ちんでん池） ●3
写真を削除あるいはその他についても
写真の掲載を検討します。

何故⑤の写真だけなのか

●1日あたり　浄水量

●大阪市の水道水の使いみち（円グラフ）

●大阪市全体で109万ｍ3

〇大阪の水道の歴史
　　・導入の絵と吹き出し、回答の下に移動する
　　・太字を通常フォントにする

〇全体
　　・太字を通常フォントにする
〇白い服の女の子
　　・「水屋」と書いてあるけれど、
　　　→　大きな箱に入っていたものを運んでいるのかな。

●1 枠内（1行目） ●1
確認したところ、大阪の水道が通水開始したのは1895年のため、
「130年ほど前」と修正します。

「120年前」の数字の時点更新

●2 本文 ●2 本文

①飲み水を通して広がる「コレラ」(2段落1行目）
   　→　飲み水を通して「コレラ」
②「桜の宮」（2段落5行目）　表記確認

①修正します。
②確認し、修正します。

〇本文
　・太字を通常フォントにする
　・一字下げしない

〇（調べ学習の手助けページ確認）

●1 吹き出し（男性） ●1 修正します。

おふろや洗たくなど、　→　おふろや洗たくで使う水など、

●2 挿絵（洗い物をしている女の子） ●2 キャラクターのイラストを挿入します。

P38の挿絵と合わせて、P37にも掲載しては?

●下水管の長さ確認
　（大阪市の下水道のようす　2段落1行目）

●1 側注（日本地図） ●1 側注（日本地図）

①それぞれの島がどこかわからないので、
   それぞれの島名を表記
②本文（大阪市の下水道のようす：2段落1行目）とのすり合わせ
  （どちらかに表現を統一）

①島名を明記します。
②本文について、比較対象である「大阪東京間」を「日本列島」に
　 修正します。

●2 下水についての説明を側注にほしい ●2 側注に追記します。

●1 写真（舞洲スラッジセンター） ●1 レイアウトを見直し、修正します。

脚注に移動させて大きくしてはどうか

40

〇川の奥の水たまり（海）
　　・「海」と記載する

●1 図 ●1 図

①「水をきれいにする施設」「どろを処理する施設」を
　 わかりやすくするためにクローズアップ
②「スラグ」を「炭化物」に修正して用語統一

①レイアウトを見直し、修正します。
②修正します。

●1 コラム（施設の上を運動場に） ●1 構成を見直し、修正します。

次ページの「消化ガスの利用」と順序を交換

●1 吹き出し（男の子） ●1 吹き出し（男の子）

①洗ざいの種類についてふれる必要性があるのか
②疑問に対する答えがないので、「環境にやさしい洗剤を
　 使うのも大切ですね」と植物由来成分の洗剤やエコマーク
　 の紹介をしては?

①吹き出し本文を修正します。
　 （案：環境にやさしい洗ざいを使うことも、水を大切に
　　　　　使う方法の一つだね）
②エコマークを側注に掲載します。

●2 吹き出し（男性） ●2 男の子の吹き出しを上にし、それに基づいて修正します。

何をきれいにして、何を使いすぎないようにするのか
明示するべき

(案：でも、洗ざいは使いすぎないようにしようね)

●3 コラム（家の中では） ●3 修正します。

・「使い方をまちがうと」（③※部分）
　　→　「しょりの仕方をまちがうと」
　　　　もしくは、「かたづけ方をまちがうと」

●4 コラム（家のまわりでは） ●4 写真への差し替えを検討します。

「ますやみぞ」がわかりにくいので、イラストを街集ますや
集水ますの写真に交換しては?

28

42

41

43

29

37

38

39

30

31

34

35

36
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資料１

頁 時点修正等 事務局対応項目 第一回部会意見

修正予定箇所一覧（３・４年生）

44 〇（調べ学習の手助けページ確認）

●施設数・発電量

〇 「太陽光発電」とはどのようなものなのでしょうか
　　→　太陽光発電とはどのようなものなのでしょうか
　　　　太陽光発電とは何でしょうか

●2 本文 ●2 本文

電気せい品（ 1段落2行目）　→　電化せい品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　家電せい品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５・６年生P18と表現を統一）

「電気製品」「電化製品」「家電製品」はそれぞれ定義が異なるため
現行のままでお願いします。

●1 写真下（公園の電灯） ●1 写真下（公園の電灯）

①大阪じょう→大阪城
②陰で電灯の様子や太陽光パネルのシステムがわかりにくい

①修正します。
②写真の差し替えを検討します。

●2 写真（JR大阪駅） ●2 写真の差し替えを検討します。

もっと低くから大きく

●大型風力発電設備数
　（「風力発電」とはどのようなものなのでしょうか
　　1段落3行目）

〇（調べ学習の手助けページ確認）

●1 風車は「かざぐるま」とも読めるので、ルピを追加 ●1 ルピを追記修正します。

●2 本文 ●2 修正します。

大阪市内には、どのような風車があるのでしょうか。
（「風力発電」：2段落1行目）
→　大阪市内にもさまざまな風車があります。

　４　夏をすずしく！
　　　大作戦！！

48 ●1年間の平均気温のうつりかわり

●大阪打ち水大作戦202１

●1 脚注 ●1
打ち水大作戦は年度更新するため、側注は現行のままの
予定です。

打ち水の内容が変わるのなら、脚注のイラストも変更では?

50
●学校の緑のカーテン　202１年度実施校数
　（3段落1行目）

●1 写真（淀川　東三国小学校） ●1 写真の差し替えを検討します。

学校ということが分かりにくいのでもう少し引きの写真を
（５・６年生の九条東小の写真と差し替えてはどうか？）

●2 コラムタイトル（学校の緑のカーテン） ●2 修正します。

緑のカーテン　→　「緑のカーテン」

51 〇（調べ学習の手助けページ確認）

付録　SDGs ●1 SDGｓロゴ ●1 修正します。

最後のロゴをリングのみに差し替え

〇（調べ学習の手助けページ確認）

●1 SDGsCLUB ●1 ルピを追記修正します。

ルピ必要

環境施設マップ 〇QRコード等　要確認 ●1 自然体験観察園　QRコード期限切れ ●1 ●2のとおり修正し、QRコードを更新します。

●2 自然体験観察園 ●2 修正します。

自然体験観察園→自然体験観察園・なにわECOスクエア

●3 下水道科学館 ●3 下水道科学館

①※2022年新しくなってオープン→削除
②電話：06-6468-1156

①修正します。
②修正します。

末尾 － ●委員・部会・年月等　更新

46

45

49

52

53

54

47
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資料１

頁 時点修正等 事務局対応項目 第一回部会意見

修正予定箇所一覧（３・４年生）

目次

１　環境教育の必要性 1

２　基本的な考え方 1

2 ●1 小学校の欄を強調 ●1 修正します。

3

4

３　「指導の手引き」に
　　ついて

5

４　社会 6 〇確認 ●2
「へらそうごみ」と「水道水の水や電気」の順を逆にしてはどうか?
（「わたしたちの大阪」と順序が同じになるため）

●2
「わたしたちの大阪」との対応一覧表を作成しておりますので、
順序につきましては現行のままでお願いします。

５　理科 7 〇確認

１　身のまわりの生き物 8

9 ●咲くやこの花館　種・株数等

10

11

12
●2020年度淀川の水生生物調査結果
　（国土交通省調査）

●年度更新

13

14 ●1 （３年国語教材「自然のかくし絵」）を「教科書との関連」に記載 ●1 修正します。

15

２　へらそうごみ 16

17

18 ●委託を受けた民間事業者の収集開始年度 ●1 からすネットの内容を副読本にも記載 ●1 修正します。

〇ごみ減量・３Rの動画　QRコード　要確認

●1 留意点 ●1 留意点

　（P13の表をもとに）ごみを出すときに注意すること
　　→　①他の3点とのバランスがおかしい
　　　　 ②読点がない

①「ごみを出すときには、それぞれ注意することがある」に修正しま
す。
②修正します。

●2 本文（（１）4行目） ●2 確認し、修正します。

容器包装を利用する事業者も費用を負担しているはず

20

21 ●2020年度ごみ処理実績 ●1 容プラのゆくえを記載 ●1 掲載を検討します。

22

23

24

●1 留意点（3つ目） ●1 修正します。

「サーマルリサイクル」を「サーマルリカバリ―」に修正

●2 本文（◆焼却工場における余熱利用・3段落1行目） ●2 修正します。

回収することもリサイクルの一形態であり、これを
『サーマルリサイクル』と呼んでいる。
　→　回収することを『サーマルリカバリー』と呼んでいる。

26

●1 留意点（4つ目） ●1 修正します。

うめたて地を漢字に修正

28

29

30 ●　大阪市のごみ減量の目標

●1 コラム（2020.7.1よりレジ袋有料化） ●1 掲載を検討し、修正します。

2022.4．1施行のプラ新法で規定されている特定プラ有料化に
ついてふれては?

32 ●　食品ロス量　

●1
コラム
（循環型社会形成推進基本法におけるごみ処理の優位順位）

●1
コラム
（循環型社会形成推進基本法におけるごみ処理の優位順位）

　①「サーマルリサイクル」についての文言はない
　②「サーマルリサイクル」を「サーマルリカバリー」に修正

①確認し、修正します。
②修正します。

●2 Rマークを副読本にも記載 ●2 副読本も同様にRマークを掲載します。

●1 容プラのゆくえ ●1 修正します。

マイクロプラスチックの問題を解決するための方策として
道すじを示す必要があるので、リデュースされた製品も
明示してほしい

●2 留意点（3つ目） ●2 修正します。

「再利用」　→　「再生利用」

35 ●　路上喫煙禁止地区

３　水道の水や電気 36

37

38

39

40

41

42

43

44

27

31

34

25

19

33
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４
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生

（
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）
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資料１

頁 時点修正等 事務局対応項目 第一回部会意見

修正予定箇所一覧（３・４年生）

45

46

47

48

49

50 ●　太陽光発電の設置施設一覧

51

４　夏をすずしく！
　　大作戦！！

52

53

54

55

付録　SDGs 56

57 ●SDGｓトレイン　運行期間延長確認

大阪市の環境年表 58

59

60 ●1 時点修正（プラ新法等）します。

NPO・企業からの情報
提供

61 〇実施状況確認

62 〇実施状況確認

63 〇実施状況確認

なにわエコ会議
環境出前講座一覧表

64 〇実施状況確認

65 〇実施状況確認

資料 66 〇実施状況確認

資
料
　
U
R
L
等
確
認
　
共
通

6



資料２

頁 時点修正等 事務局対応

－

●版数、発行年月日更新

●1 対象学年の表記方法 ●1 修正します。

小学校・義務教育学校　第５・６年生

●2 イラスト ●2 カラーチェックを行い、修正します。

①男の子（水色の服）の服のデザインは、本編では
   襟まわりに白ラインあり
②女の子（黄色の服・三つ編み）の服のデザインは、
   シャツが赤ボーダー

●1 本文(注釈) ●1 修正します。

１種　→　一種

●ポスターコンクール受賞作品

●1 タイトル ●1 修正します。

「電気のおこし方」を「電気の作り方」に修正

●1 表 ●1 修正します。

タイトル（1行目）と本文（2行目以降）のフォントを変えてみては?

●2 表（２） ●2 ルピを追記修正します。

「飢餓」のルピは必要では?

●3 吹き出し ●3 案のとおり修正します。

自分のまわりのことだけでなく、未来のみんなが
地球で今みたいにくらせるということ
→　生きている人達だけでなく、未来の人たちもこの地球で
　　 暮らし続けていくこと

１　わたしたちのくらし
　　と生き物

〇自然を守るためにどんな活動をしているのかな？

（備考）
地曳網による外来魚駆除活動の写真に差し替え
（その場合、キャプションは「外来魚のくじょ活動」）

●1 コラムタイトル ●1 現行のままでお願いします。

自然を守るためにどんな活動をしているのかな？
→　文末を「だろう」にしては？

3
〇はさがけ
　　・一字下げ

●絶滅危機　種数　(3段落1行目)

●1 脚注（外来種） ●1 修正します。

P11　→　P10

●アユ遡上数推計確認　（6行目）

〇市域図（右下）
　　・文言を加える
　　　「市内を流れる川については、P41も見てみよう」

（備考）
市域図に各区名を入れては？

●1 本文および図 ●1 本文および図

①淀川大堰がどこかわからない
②なにわ緑景は淀川大堰より上方のため、本文１行目の文言
　（淀川の河口から…汽水域です）となにわ緑景がマッチしない

図「なにわ緑景」は東淀川区、旭区付近の図であり、本文２段落目の
内容を指し示すものです。また、本文１行目を含む１段落目で指して
いる地区（淀川区十三付近、西中島等）の図が公開されているなにわ
緑景の中にはなく、現在掲載している図はさまざまな動植物がいる
ことを指し示すのに差し支えないと考えます。
図の下に「なにわ緑景（旭区、東淀川区付近）」と場所を明示し、図が
本文のどこを指しているのかわかりやすくします。

●2 側注（現在のおおさか東線） ●2 文字の大きさをそろえるよう修正します。

他の側注と文字や大きさをそろえては?

●3
川辺小学校の校歌について触れてはどうか
（例：身近な環境が歌詞になっているね）

●3
校歌の下の吹き出しにて、校歌についてふれているため
現行のままでお願いします。

●ワンドの数　（ ２・３段落目）

〇本文
　　・「水制」というものがつくられました。（ 3行目）
　　　→　「水制」というものがたくさんつくられました。

（備考）
※水制工は、天満橋～伏見港まで流程約40kmにわたって
800基ほど築かれましたので，「たくさん」という表現を加えまし
た。

〇水制の模型の下文
　　・淀川で使われた水制は，粗朶（そだ）と呼ばれ，
       雑木をたばねて作られたものです。
　　　→　淀川で使われた水制は，粗朶（そだ）と呼ばれ，
          　細い雑木や枝をたばね，石を組み合わせて
          　作られたものです。

（備考）
※より正確でわかりやすい表現に改めました。

8

9

●1 吹き出し（脚注の女の子） ●1 修正します。

動物　→　生き物

●2 吹き出し（脚注の男の子） ●2 吹き出し（脚注の男の子）

アメリカザリガニの捕獲、飼育は禁止されているはずでは? アメリカザリガニについては、売買・譲渡が禁止されており
捕獲や飼育は認められていますので、現行のままでお願いします。

●1 脚注（ナガエツルノゲイトウ）および枠内（ボタンウキクサ） ●1 確認し、追記します。

原産地を示す

12 ●1 現在のワンドの個数について追記 ●1 確認し、追記します。

●（調べ学習の手助けページ確認） ●1 自然体験観察園 ●1 修正します。

自然体験観察　→　自然体験観察園・なにわECOスクエア

２　環境を守るくらしや
　　産業の工夫

14

●大阪市の食品ロス量　（3段落2行目）

〇（調べ学習の手助けページ確認）

●1 本文 ●1 下の図を参考に、より簡潔に修正します。

1段落1文目がわかりにくいので、より短く簡潔に
（例：買い物のときに、まず何が必要かどうかよく考え、
環境への負担ができるだけ少ないものを選んで物を
買うようにすることをいいます）

（案：「グリーン購入」とは、買う前に必要かどうかをまず
　　　よく考え、環境を考えて作られたものをなるべく選んで
　　　買い物をすることをいいます。）

●2 側注（レジ袋の有料化） ●2 側注に追記修正します。

2022.4.1施行のプラ新法で規定された「特定プラ有料化」に
ついてふれては?

冊子全体

－表紙

はじめに －

7
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15

13

　
５
・
６
年
生

（
副
読
本

）

項目 第一回部会意見

2

5・6

SDGｓ 1

4

目次 －

修正予定箇所一覧（５・６年生）
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資料２

頁 時点修正等 事務局対応項目 第一回部会意見

修正予定箇所一覧（５・６年生）

〇つめかえ用ボトル（本文）
　　・コンパクトカする工夫が図られています。
　　　→　商品そのものを小さくしたり軽くしたりする
         　工夫をしています。

〇くり返し使える電池
　　・くり返し使える電池　→　充電池

〇環境にやさしいペットボトル
　　・ミネラルウォーター　→　お茶などの飲料水

●1 環境にやさしいペットボトル　
お茶などの飲料水　→　お茶などの飲料

●1 案のとおり、「お茶などの飲料」に修正します。

●2 環境にやさしいペットボトル ●2 案のとおり修正します。

石油(6行目)　→　プラスチックの原料である石油

●3 側注（大阪エコバッグ運動） ●3 側注（大阪エコバッグ運動）

①「レジ袋の有料化をきっかけに（5行目）」を「プラスチックごみ
    削減のため」に改めては?
②小学校３・４年生(P25・側注)の説明文と同じにしては?

①案のとおり修正します。
②小学校３・４年生(P25・側注)の説明文と同じく本文を
　 修正します。

17 〇（調べ学習の手助けページ確認）

〇「都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト」
　・東京2020組織委員会（本文1段落1行目）
　　→公益財団法人　東京オリンピック・パラリンピック競技大
会
        組織委員会（通称：東京組織委員会）

●1 本文 ●1 修正します。

「電気製品」（2段落4行目）ではなく、「家電製品」に修正

３　地球温暖化と
　　わたしたちのくらし

19 ●平均気温の変化（滋賀県彦根市の例）

●温室効果ガス排出量　（ 3段落1行目）

●大阪市域の温室効果ガス総排出量のうつりかわり

●1 枠内 ●1 修正します。

①（氷が）なくなってきている（４つ目）
　　→　少なくなってきている、減ってきている、溶けてきている
②低い土地が沈み、砂浜がなくなってきている（5つ目）
　　→　低い土地や砂浜がなくなってきている

●2 ロシアからの天然ガス供給が止まり、石灰火力に戻っている
現状もあり、カーボンニュートラルと逆行する事態となっている

●2 確認し、現状に即した内容に時点修正します。

●3 「ゼロカーボン　おおさか」 ●3 中学生P17「実質ゼロ」の補足説明を側注に追記します。

排出を全体としてゼロ：補足説明が必要では?(中学 P17)
（例：「吸収量」を差し引いた量がゼロ）

●4 温室効果ガスを減らすための取り組みの例（充電施設） ●4

充電施設設置数の移り変わりを示しては？

●5 脚注余白に「なにわECOスクエアでタブレットを使ってAR
（かくちょう現実）やVR（かそう現実）の技術を活用した気候
変動による自然災害の影響を体験してみよう」とイラストと
共に追加

●5 担当課と調整し、掲載します。

●2019年度　家庭からの二酸化炭素排出量用途別内訳

〇電気やガスをつくる…（3つ目）
　　・文末を敬体にする

●1 側注 ●1 側注

①※本文「1kWhつくる」を「1kWh使う」に修正
②３つ目（電気やガスをつくる燃料が…）が敬体ではない

①電気の場合、排出係数は「発電時に排出したCO2に係る

　 係数」であるため、現行のままでお願いします。
②敬体に修正します。

●2 排出係数の時点修正 ●2 確認し、修正します。

〇QRコード　要確認

●全国の1時間降水量50㎜以上の年間発生回数の経年変化
（1976～2020年）

●1 温室効果ガスを減らすための節電・節水 ●1 担当課と調整し、文章表現を見直します。

熱中症対策としての積極的な空調使用と相反する （案：電気と水のむだづかいをなくす、
      なるべく節電・節水する等）

●2 側注（浸水の様子） ●2 それぞれの写真の下に日時を掲載し、比較しやすいようにします。

それぞれ浸水の写真の下に説明

●3 脚注（マーク） ●3 修正します。

津波が来ます　→　津波が来ます、という意味です。

●1 排出係数を更新します。

●日本の森林率

●世界の主な国の森林率（グラフ）

●大阪市の緑化の現状

●1 側注（木づかい運動） ●1 P26をルピ有に修正し、P27のルピは削除します。

林野庁　→　ルピ追加（P27はルピ有のため）

〇（調べ学習の手助けページ確認）

〇本文（2段落1行目）
　　・節電　→　節電、節水

４　エネルギーの上手
　　な使い方

28

●2020年度　方法別発電量の割合

●1 タイトル ●1 修正します。

「電気のおこし方」を「電気の作り方」に修正

●1 コラム（太陽光発電・写真） ●1 コラム（太陽光発電・写真）

学校屋上のソーラーパネルに変更しては? コラム内に「おおさか光の森プロジェクト」について掲載しており、
夢洲のメガソーラーについても触れているため、現行のままで
お願いします。

●2 脚注（小話「省エネ」） ●2 タイトルを案のとおり修正します。

「省エネ」とは、とタイトルを改める

●1 バイオマス発電 ●1 バイオマス発電

①バイオマス発電だけ発電図がない
②ごみ発電や消化ガス発電がバイオマス発電なので
　 分ける必要はないのでは?

バイオマス発電の掲載について、担当課と調整し、修正を
検討します。
（案：ごみ発電、天然ガスコージェネレーション、消化ガス
      発電のコラムを削除し、以上の発電方法をバイオマス
      発電の内容に取り込んで、充実化・簡潔化を図る）

●エネファーム台数
　（どうして水素を利用するの？　2段落2行目　）

〇（調べ学習の手助けページ確認）

●1 脚注（吹き出し） ●1 修正します。

宇宙船で　→　宇宙船でも

29

32

31

27

30

グラフや表を挿入すると、かえって見づらくなるため、現行の
のままでお願いします。

　
５
・
６
年
生

（
副
読
本

）

16

18

20

21

22

25

26

23
・
24
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資料２

頁 時点修正等 事務局対応項目 第一回部会意見

修正予定箇所一覧（５・６年生）

33 ●家庭で使われるエネルギー・電気の割合

●1 エネルギー使用量が倍になったことについて、
グラフの大きさを倍にして表現するのではなく、
単位換算についての説明が必要

●1 過去に検討しましたが、エネルギーに関しては５・６年生学習単元
の範囲外のため、単位[J(ジュール)]の説明からする必要があります。
現行のグラフは,大きさを倍にすることで、視覚的にもとらえやすく
なっているため、現行のままでお願いします。

●1 ●省エネって？ ●1 記載表現を担当課と調整し、修正を検討します。

「効率的なエネルギー使用」という説明では、ベストミックスな
印象しか残らない

●消費電力の比較（各々）

〇（調べ学習の手助けページ確認）

●1 コラム（統一省エネラベル） ●1 修正します。

対象家電数は7品目では?
（照明器具、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、電気便座、
TV、電気温水器、ガス・石油温水器）

●1 本文（ 2段落1行目） ●1 確認し、修正します。

蛍光灯の生産は終了したのでは?

●2 グラフ（今までの電球とLEDとの対比） ●2 レイアウトを見直し、グラフの位置を移動します。

本文2・3段落の間に移行

５　身近な環境を守る ●1 コラム（大阪の夏は暑い!!） ●1 確認し、時点修正します。

大阪市・那覇市の平均気温をそれぞれ時点修正

●大阪市域におけるエコカーの普及状況 ●1
グラフタイトル（大阪市域におけるエコカーの普及状況）を
「大阪市域における次世代自動車の普及状況」に変更

●1 グラフタイトルを案のとおり修正します。

●工場などから発生するちっ素酸化物

●2 図(現在の大阪) ●2 写真のコントラストや明度を調整します。

写真を明るくする

●3 燃料電池バスの写真を載せては? ●3 写真の掲載を検討します。

40
●大阪市の自動車からのちっ素酸化物排出量と
  自動車走行量のうつりかわり

41 ●大阪市を流れるおもな川のよごれのうつりかわり

〇チャレンジコーナー
（備考）
P.43 チャレンジコーナー〈水のにごり度しらべ〉ステップ１　②
　について、最近の多くのペットボトルのキャップの内側は、
パッキン等が一体成型されており、ペンで２重の十字線を書く
ことは難しいと思います。やるとすれば、少し厚手の白い紙を
ペットボトルの飲み口の大きさに円く切り、油性ペンで2重
十字線を書いたのち内側に向けて置き、キャップを強く締める
という方法が良いのではないかと思います。

★ プラ新法、市の対応等含めて簡素化 ★ プラ新法に沿った内容に修正し、わかりやすくします。

●1 コラム本文（「マイクロプラスチック」って聞いたことはありますか？） ●1 修正します。

本文頭出しが2文字分空いているので、1文字分に

●大阪市の公害苦情の数

〇大阪市の公害苦情の数
　　・数　→　件数

●1 図（土じょう汚染） ●1 図（土じょう汚染）

①「よごれている土」が茶色の部分か紫の部分か
　 わかりにくい
②雨がどのように関わっているのかわからない
③「有害物質が地下水にとけこむ」を表現するなら、
　 黄土色部分を水色に、今の水色部分を紫にしては?

①紫の部分を削除します。
②工場から出た煙で雲を作る様子にイラストを修正し、雲付近に
　 「有害物質を含んだ雨が降る」と表記します。
③地下水は水色に、汚染物質の流れを紫色に修正します。

●熱帯夜日数の推移

●1 イラスト（ヒートアイランド現象） ●1 案のとおり、修正します。

人口排熱の中に自動車排熱も含まれるので、両者を並列で
書くべきではないのでは?
（案：人口排熱を「室外機からの排熱」に変更）

●2 本文（ヒートアイランド現象の影響） ●2 「猛暑日」を追記します。

「熱帯夜」「真夏日」と並べて「猛暑日」を評価項目として追加

●緑のカーテン実施校数
　（学校に緑を増やす取り組み　2段落1行目）

〇（調べ学習の手助けページ確認）

●1 大阪打ち水大作戦 ●1 大阪打ち水大作戦

①今年も大々的に呼びかけて取り組んでいるのか確認が必要
②2021→2022（年度の更新）

①確認します。
②年度を更新します。

付録　SDGs 47
●1 万博のマスコットキャラクターが決定したので、

名前や写真を入れてみては?
●1 追記修正します。

環境学習施設案内 〇QRコード等　要確認 ●1 自然体験観察園 ●1 修正します。

自然体験観察園→自然体験観察園・なにわECOスクエア

末尾 － ●委員・部会・年月等　更新

39

42

43

44

45

36

38

37

46

48

34

35
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資料２

頁 時点修正等 事務局対応項目 第一回部会意見

修正予定箇所一覧（５・６年生）

目次

１　環境教育の必要
性

1

２　基本的な考え方 1

2 ●1 小学高学年を強調 ●1 修正します。

3

4

３　「指導の手引き」
　　について

5

４　社会 6 〇確認

５　理科 7 〇確認

１　わたしたちのくらし
　　と生き物

8

9

10

11

12

13

14 ●イタセンパラ　繁殖状況

15

16

17

２　環境を守るくらしや
　　産業の工夫

18

●1 上部コラム（レジ袋の有料化） ●1 追記修正します。

2022.2.1施行のプラ新法でのスプーン、フォークといった
特定プラの有料化についてふれては?

20

21

３　地球温暖化とわた
　　したちのくらし

22

23

●大阪市における部門別二酸化炭素量の推移(2段落目)

●部門別二酸化炭素排出量の推移

25

26

27

28

29

４　エネルギーの上手
　　な使い方

30

31

32

33

34

35
●水道水を届けるために～多量の電気を消費しています。
　・浄水場等の年間電気使用量

36
●テレビの年間消費電力量の推移
　対象年度・省エネ比率

37

38

39

５　身近な環境を守る 40

41

42

43

44 ●騒音・振動対策　発生件数割合

45

46

47

付録　SDGs 48

49 ●SDGｓトレイン　運行期間延長確認

大阪市の環境年表 50

51

52 ●1 時点修正（プラ新法等）します。

NPO・企業からの情
報提供

53 〇実施状況確認

54 〇実施状況確認

55 〇実施状況確認

56 〇実施状況確認

なにわエコ会議
環境出前講座一覧表

57 〇実施状況確認

58 〇実施状況確認

－ ●委員・部会・年月等　更新

－

19

24

手引き　データ版

　
５
・
６
年
生

（
手
引
き

）
　
参
考
資
料
　
U
R
L
等
確
認
　
共
通

　
５
・
６
年
生

（
手
引
き

）
　
参
考
資
料
　
U
R
L
等
確
認
　
共
通

奥付
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資料３

頁 時点修正等 事務局対応

●1 ルビ有も作ってほしい ●1 デジタル版でのルピ有の作成を検討します。

●2 写真を全体的に鮮明にしてほしい ●2 明度やコントラストを調整します。

●3 エネルギーと 循環の色を差し替えては? ●3 現行のままでお願いします。

●版数、発行年月日更新

●1 対象学年の表記方法 ●1 修正します。

中学校・義務教育学校

●2 記名欄（裏面） ●2 修正します。

「〇年〇組」に変更

●3 イラスト（表紙） ●3 デザインについての見直しを検討します。

①ズボンをはいた女子生徒を入れてほしい
②みかんよりイチジクの方が生産量が多く全国シェアもしているの
で、
　 みかんの木をイチジクの木にしては?

●4 イラスト（裏面） ●4 修正します。

ソーラーパネルを設置している従業員がハーネスを装着していない

〇出典：資源エネルギー白書2012　リンク確認 ●1 リンク切れ ●1 修正します。

●2 本文 ●2 修正します。

コロナウィルス　→　コロナウイルス（イは大文字）

●1 漢字ルピ（ 都市環境保全） ●1 修正します。

環境　→　ルピ不要

1

●最新に更新
　（IPCC第6次評価報告書 等）

●1 プラ新法記載 ●1 プラ新法について追記修正します。

SDGｓ 3

１　都市環境保全 ●大阪市域におけるエコカーの普及状況

●世界の電気自動車の生産量の推移グラフ　追加

●1 グラフタイトル ●1 修正します。

エコカー　→　次世代自動車

●2 グラフ凡例タイトル ●2 修正します。

天然ガス自動車等　→　天然ガス自動車

●主な大気汚染物質同度の経年変化

〇QRコード等　要確認

●大阪市を流れるおもな川のよごれのうつりかわり

〇QRコード等　要確認

●1 側注（P12の化学物質対策で学んでみよう） ●1
具体的な記載の代わりに、キャラクターと吹き出しを
挿入します。

具体的な記載があった方がいいのでは? （(吹き出し案：P12の「化学物質　わたしたちにできる
こと」を読んで、私たちにもできることを考えよう）

7 ●大阪市内における地盤沈下と地下水位の経年変化

●2020年度に大阪市に報告された土壌汚染判明事例　件数

●公害種類・苦情件数

●1 土壌汚染の写真等あれば掲載 ●1
写真の代わりに、状況イメージ図（５・６年生P44）の掲載を
検討します。

●大阪市域における熱帯夜日数の経年変化（1931～2020）

●1 イラスト（ヒートアイランド現象） ●1 案のとおり修正します。

人口排熱の中に自動車排熱も含まれるので、両者を並列で
書くべきではないのでは?
　（案：人口排熱を「室外機からの排熱」に変更）

●2 側注の見出し位置 ●2 見出し位置を上部に移動します。

上部のほうが見やすいのでは?

●3 側注（日本地図） ●3 大阪の位置をマークします。

大阪を点でマークする

●おおさか環境にやさしい建築賞　最新

●1 本文 ●1 本文

①エコカー（人工的に排出する熱を減らす取り組み）
　　→　次世代自動車
②熱をためずに反射する塗料の普及やCO2固定技術の
　 紹介を加えては?

①修正します。
②側注への追記を検討します。

11

●事業所からの排出量　2019年度の合計 ●1 グラフ（事業所（大阪市域）2020年度） ●1 修正します。

・合計：948（トン）
　　トルエン　　　　　　　　　　　　　　　 ：23％
　　塩化メチレン　　　　　　　　　　　　 ：22％
　　ほう素化合物　　　　　　　　　　　　：10％
　　ふっ化水素及びその水溶性塩　：9％
　　キシレン　　　　　　　　　　　　　　　 ：9％
　　その他　　　　　　　　　　　　　　　　 ：27%

●家庭からの排出量　2019年度の合計 ●2 グラフ（家庭（大阪府域）2020年度） ●2 修正します。

・合計：1327（トン）
　　ジクロロベンゼン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：35％
　　ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル　　　 ：23％
　　直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩　：8％
　　トルエン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ：5％
　　ポリ（オキシエチレン）＝ドデシルエーテル
　　硫酸エステルナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　  ：4％
　　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ：26％

●最新の情報に更新

13
〇持続可能な開発
　　・（SD）　→　削除する

●1 SD削除の理由は? ●1

P13.14の側注「UNEP」「JICA」には、正式名称の
記載があることに対し、「SD」のみの記載では
意味が伝わりにくいと考えます。
記載する場合、「SD：Sustainable Developement」
と記載し、さらに「SDGｓのSDと一緒だね！」の
吹き出しとキャラクターのイラストを挿入すれば、
生徒たちにも伝わりやすいと考えます。

●大阪市が受け入れたJICA研修員の国・地域
　（1992年度～2019年度）
　（１２４か国・2,045人を受け入れ）

●1 側注（大阪市が受け入れたJICA研修員の国・地域） ●1 側注（大阪市が受け入れたJICA研修員の国・地域）

①受け入れてました→受け入れました　
②本文を細字に

①修正します。
②修正します。

●2 側注に「水は大切な資源である」ことを追記しては? ●2
案のとおり吹き出しを作成し、キャラクターのイラストとともに
挿入します。

（案：吹き出し「日本では、水道水が飲めるのは
　当たり前だけど、世界ではごくわずかな国しか
　飲めないんだね」）

12

14

4

5

6

8

9

－目次

年表
2

10
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資料３

頁 時点修正等 事務局対応項目 第一回部会意見

修正予定箇所一覧（中学生）

２　地球温暖化 15 ●1

脚注余白に「なにわECOスクエアでタブレットを使って
AR（かくちょう現実）やVR（かそう現実）の技術を活用した
気候変動による自然災害の影響を体験してみよう」
とイラストと共に追加

●1 担当課と調整し、掲載します。

●1 COP27について（2022.11.6～18） ●1 追記します。

●2 本文(2段落2行目) ●2 追記修正します。

「2008年から2012年の間」の後に（第一約束期間）を追記

●3 図（ポスト京都議定書への工程表） ●3 追記修正します。

約束期間（一番左の黄緑の矢印）
　→　第一約束期間

●温室効果ガス主要排出国の削減目標

●2019年度における日本の温室効果ガス総排出量

●2019年度における大阪市域の温室効果ガス総排出量

●部門別二酸化炭素排出量の推移

●大阪市域の温室効果ガス総排出量のうつりかわり

●1 本文 ●1 本文

①〔区域施策編〕」では、（3段落2行目）
　　→　〔区域施策編〕」を2022年10月に改定計画し、
②30％(3段落3行目)　→　50％

①案のとおり修正します。
②時点修正します。

●1 コラムタイトル（地域冷暖房、未知利用エネルギーの活用） ●1 案のとおり修正します。

「地域冷暖房 -未知利用エネルギーの活用-」（ハイフンでつなぐ）

●熱中症による救急搬送者が出た日の最高気温

●各年の猛暑日数と熱中症による救急搬送者数の推移

●1

脚注余白に「なにわECOスクエアでタブレットを使って
AR（かくちょう現実）やVR（かそう現実）の技術を活用した
生物多様性を身近に体験してみよう」と
イラストと共に追加

●1 担当課と調整し、掲載します。

●日本の電源構成比較

●関西電力(株)の電源構成比較

● 　最新に更新

●1 エネルギーと電力の違いが不明確 ●1 エネルギーと電力の違いが分かりやすくなるよう、側注に
違いを追記します。

●主要国のエネルギー構成比

●各都道府県別エネルギー消費量とその部門別比率更新

● 　最新に更新

●大阪府域の太陽光発電導入量

〇ネット・ゼロ
　　
（備考）
　「ゼロ以下」という表現を改めるか検討

〇QRコード等　要確認

●1 グラフ（電球の違いによるひと月の電気代） ●1 グラフ（電球の違いによるひと月の電気代）

①縦軸タイトルを大きく
②（6時間）　→　（6時間/日）

①修正します。
②修正します。

●1 写真（「脱炭素」のまちづくり） ●1 写真を小学校３・４年生（P20）の写真と差し替えます。

小学校３・４年生（P20）と統一

４　循環 〇QRコード等　要確認

●1 コラム（適正処理） ●1 修正します。

「サーマルリサイクル」を「サーマルリカバリー」に修正

●食品ロス量　更新

〇QRコード等　要確認

●1 写真下 ●1 小学校副読本と統一し、「ある地域」に修正します。

「東成区」→小学校３・４年生(P26)では「ある地域」となっている

28 〇QRコード等　要確認

●ごみゼロリーダー　人数

〇QRコード等　要確認

●1 イラスト ●1 担当課に確認します。

・★マークの意味

●2 プラ新法の関係から修正必要では? ●2 プラ新法に沿った内容に修正します。

●1 側注（有用金属） ●1
本文1文目を「鉄、銅、貴金属（金。銀など）やレアメタル
（希少金属）のこと。」に修正します。

・鉄・銅は貴金属ではないのでは?

●2020年度　ごみ処理実績（一般廃棄物）

●大阪市から出るごみの量のうつりかわり

●2019年度　産業廃棄物の排出量及び処理状況
　（R2実態調査　更新予定）

●家庭から出るごみの分別区分と収集量の内訳

●1 側注（写真） ●1 写真を修整します。

左端の夢洲のF護岸上に赤丸印が残っている

●2 イラスト（2019年度　産業廃棄物の排出量及び処理状況） ●2 表の単位をイラストと合わせます。

イラストと表の単位が合っていないので統一

32 ●取水量（4段落1行目）
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資料３

頁 時点修正等 事務局対応項目 第一回部会意見

修正予定箇所一覧（中学生）

５　生物多様性 ●樹木本数・公園面積

●1 地図 ●1 確認し、修正します。

公園の位置が少しずれているのでは?

34 〇QRコード等　要確認

35 ●イタセンパラ　繁殖状況確認

36

37

38
●絶滅の危機にさらされる日本の野生動植物
　（環境省レッドリスト2020をもとに作成）

●外来生物法　指定種数合計・表

●1 コラム（外来生物の影響は？）

①掲載する外来種の種類をメジャーなものに差し替えては? ①確認し、写真の差し替えを検討します。
　（案：オオキンケイギク等）

②文末を敬体に ②修正します。

●2 写真下（ミシシッピアカミミガメの幼体） ●2 修正します。

ミシシッピアカミミガメの幼体をミドリガメと呼ぶのでは? (案：ミシシッピアカミミガメの幼体（ミドリガメ）)

40 ●1 市役所屋上緑化について公開情報を記載 ●1 確認し、情報がある場合は記載します。

●1 側注（生態ピラミッド） ●1 側注（生態ピラミッド）

①マツシャクトリ虫　→　マツシャクトリムシ
②シジュウカラとマツシャクトリムシの写真を入れたら
　 わかりやすい

①修正します。
②写真の掲載を検討します。

●2 ハイタカの飛来が確認されたことも記載しては? ●2 側注への記載を検討します。

●生物多様性戦略　2021改定　説明文更新

〇QRコード等　要確認

43
〇生物多様性条約締約国会議（4段落目）
　　・ABS指針について注釈で解説

●1 側注（ヨシ） ●1 削除します。

秋、を削除

付録　SDGs 45

●1 SDGsロゴ ●1 修正します。

最後のロゴをリングのみに差し替え

環境学習施設案内 47 〇QRコード等　要確認

〇大阪市立大学理学部付属植物園
　・大阪公立大学付属植物園
　　植物の収集と保存に努め、約25.5haの園内で、
　　野外で生育可能な日本産樹木300種類以上を植栽してい
ます。

●1 自然体験観察園 ●1 修正します。

自然体験観察園　
　→　自然体験観察園・なにわECOスクエア

●2 下水道科学館 ●2 下水道科学館

①※2022年新しくなってオープン　→　削除
②電話：06-6468-1156

①削除します。
②修正します。

目次
１　環境教育の必要
性

1

1

2 ●1 中学校を強調 ●1 修正します。

3
３　「指導の手引き」
に
　　ついて

4

４　社会 5 〇新学習指導要領と確認

５　理科 6 〇新学習指導要領と確認 ●1 第２学年（５）（ウ）生物の種類の多様性と進化 ●1 修正します。

7 〇新学習指導要領と確認 第３学年に移行

序論－みなさんに伝
えたいこと

8

１　都市環境保全 9 〇新学習指導要領と確認

〇新学習指導要領と確認

●1 留意点（下から3つ目） ●1 削除します。

・「25℃以上」「28℃以上」の「以上」を削除

11 〇新学習指導要領と確認

〇新学習指導要領と確認

●大阪市環境白書（参考資料・参考資料２）

２　地球温暖化 13 〇新学習指導要領と確認

14 〇新学習指導要領と確認

15 〇新学習指導要領と確認

４　循環 〇新学習指導要領と確認

●1 留意点（下から２つ目） ●1 修正します。

１０月をの数字を半角に

〇新学習指導要領と確認

●1 【「おおさかプラスチックごみゼロ宣言」…】（2つ目） ●1 修正します。

「大阪エコバッグ運動　（カギ「」抜け）
　→　「大阪エコバッグ運動」

18 〇新学習指導要領と確認

５　生物多様性 〇新学習指導要領と確認 ●1 第２学年（５）（ウ）生物の種類の多様性と進化 ●1 修正します。

第３学年に移行

●2 ねらい（1行目） ●2 修正します。

気づかせる　→　気付かせる

〇新学習指導要領と確認

●生物多様性国家戦略2012-2020

21 〇新学習指導要領と確認

〇新学習指導要領と確認

●生物多様性国家戦略2012-2020

●SDGｓトレイン　運行期間延長確認

〇SDGsの17の目標
　・ロゴは横に並べる

NPO・企業からの
情報提供

24 〇実施状況確認

25 〇実施状況確認

26 〇実施状況確認

－ ●委員各位・発行者等

－手引き　データ版
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