上級

JICA 地球ひろば基本展示「人間の安全保障」 パフォーマンス課題ワークシート
（

）年（

）月（

）日

「SDGs から考える地球の持続可能性と私たち」
年

組

番

氏名

【０、本時の目標】
SDGs を入口に持続可能性についての関心を持ち、自分自身の考え方を見つめ直そうとしている。自
分自身の考え方について深まったことや変わったことをわかり、適切な方法を選択して表現できる。
【１、パフォーマンス課題】
〇課題：
「人間の安全保障」の展示の見学の前後で、あなたの考え方について深まったことや変わったこ
とについてレポート形式で表現してみよう。その際に次の３つのポイントをふまえよう。
①序論・本論・結論のかたちで書くこと。序論には「これまでの人生や生活で大切にしてきたことと展
示の見学を通してもっとも深まったことや変わったこと」を書こう。本論には「深まったことや変容
したことの根拠」を書こう。結論では「SDGs を入口に気になる持続可能性を妨げる課題につ

いてのこれからの考え」を書こう。
②関係していると考えられる SDGs を選択し、その理由を明らかにしよう。
③持続可能性を妨げる課題を選択し、自分なりの意見を表明することに着目しよう。
【２、ルーブリック】
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【深まったことや変容したこと】

【選択した SDGs の番号とその理由】

【レポート】

【序論：深まったこと・変わったこと】

【本論：根拠（展示の見学で収集したデータ）】

【結論：SDGs を入口に気になる持続可能性を妨げる課題についてのこれからの考え】
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JICA 地球ひろば基本展示「人間の安全保障」 パフォーマンス課題ワークシート
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【０、本時の目標】
SDGs を入口に持続可能性についての関心を持ち、自分自身の考え方を見つめ直そうとしている。自
分自身の考え方について深まったことや変わったことをわかり、適切な方法を選択して表現できる。
【１、パフォーマンス課題】
〇課題：
「人間の安全保障」の展示の見学の前後で、あなたの考え方について深まったことや変わったこ
とについてレポート形式で表現してみよう。その際に次の３つのポイントをふまえよう。
①漢字１文字とその根拠のかたちで書くこと。漢字１文字で「これまでの人生や生活で大切にしてきた
ことと展示の見学を通してもっとも深まったことや変容したこと」を表現すること。根拠には「作品
に込めた想い」
「作品の解説」
「作品から未来へ」を書こう。
②関係していると考えられる SDGs を選択し、その理由を明らかにしよう。
③持続可能性を妨げる課題を選択し、自分なりの意見を表明することに着目しよう。
【２、ルーブリック】
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【深まったことや変容したこと】

【選択した SDGs の番号とその理由】

【作品（漢字１文字）
】

【根拠】

【作品に込めた想い：深まったこと・変わったこと】

【作品の解説：根拠（展示の見学で収集したデータ）】

【作品から未来へ：SDGs を入口に気になる持続可能性を妨げる課題についての考え】
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【０、本時の目標】
SDGs を入口に持続可能性についての関心を持ち、自分自身の考え方を見つめ直そうとしている。自
分自身の考え方について深まったことや変わったことをわかり、適切な方法を選択して表現できる。

【１、パフォーマンス課題】
〇課題：
「人間の安全保障」の展示の見学の前後で、あなたの考え方について深まったことや変わったこ
とについて４コマ漫画形式で表現してみよう。その際に次の３つのポイントをふまえよう。
①４コマ漫画と根拠のかたちで書くこと。
「起：気になった SDGs」には「途上国と先進国がともに達
成すべき目標として重要と考えるもの」を書くこと。「承：展示で得たこと」には「『転』に示す深
まったことや変容したことの根拠」を書くこと。
「転：自分自身の考え方について深まったことや変
わったこと」には「これまでの人生や生活で大切にしてきたことと展示の見学を通してもっとも深
まったことや変容したこと」を書くこと。「結：持続可能性についての考え」では「SDGs を入口に
持続可能性についてのこれからの考え」を書くこと。
②関係していると考えられる SDGs を選択し、その理由を明らかにしよう。
③持続可能性を妨げる課題を選択し、自分なりの意見を表明することに着目しよう。
【２、ルーブリック】
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。
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している。
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への考えを持つことができる。

・SDGs を選択し、地球
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の持続可能性への考え

の持続可能性への考え
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視覚資料・数値資料のように種類が異なって
いて、それぞれの関係性を理解している）
。

【深まったことや変容したこと】

【選択した SDGs の番号とその理由】

【４コマ漫画】
【起：気になった SDGs】

【根拠】

【承：展示で得たこと】

【根拠】

【転：自分自身の考え方について深まったことや変わったこと】

【根拠】

【結：地球の持続可能性についてのこれからの考え】

【根拠】

