
本時の学習目標（特別活動や総合的な探究の時間での実施を想定）1

評価規準2

本時の流れ3

（知識・技能）
•持続可能な社会を理解し、複雑で変化の激しい社会において、将来、社会的・職業的に自立して生きる
ための力を身に付けている。

（主体的に学習に取り組む態度）
•主体的に集団や社会に参画し、生活及び人間関係をよりよく形成するとともに、自己実現を図ろうと
している。

学習内容 主な教師・生徒の活動 指導上の留意点 資料

持続可能な開
発目標（SDG
ｓ）

【発問】
〇持続可能な開発目標（SDGｓ）とは何だろ
う？¹

【個人ワーク】
〇ＳＤＧｓの17の目標（ゴール）を確認しよう。²

○中学校までの学習をふりかえりながら、Ｓ
ＤＧｓの17の目標（ゴール）について、確
認させる。

導
入
10
分

社会的課題と
投資の関係

【事例検討】
◯現代の社会で解決しなければならない課
題にどのようなことがあるだろうか。³

【個人ワーク】もしくは【グループワーク】
◯次の社会的課題は、ＳＤＧｓのうち、どの目
標（ゴール）と関係が深いか考える。⁴
　No.1　地球環境問題
　No.2　経済格差問題
◯エコファンドとは何だろう？⁵
◯エコファンドに投資する人や企業はどのよ
うな目標を達成したいのか考える。⁶ 
◯ワクチン債とは何だろう？⁷
◯ワクチン債に投資する人や企業はどのよ
うな目標を達成したいのか考える。⁸

○自由に発言させる。Q４で焦点化すればよ
い。
○解答は解答例で示しているが、幅広い視
点から考察すると、解答例以外も考えら
れるので、生徒の自由な発想を引き出す。
○エコファンド、ワクチン債を扱う資料は少
ないため、インターネットなどで調べさせ
る。⁹

展
開
30
分

持続可能な社会を築こう！
～SDGsと投資～特設

•持続可能な社会を理解し、複雑で変化の激しい社会において、将来、社会的・職業的に自立して生きる
ために必要な資質・能力を育成する。
•主体的に集団や社会に参画し、生活及び人間関係をよりよく形成するとともに、自己実現を図ろうとする
態度を養う。
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ま
と
め
10
分

持続可能な社
会の実現と投
資

【発問】
◯ＥＳＧ投資とは何だろう？¹⁰
【事例検討】
◯持続可能な開発目標（SDGｓ）を達成し
て、持続可能な社会を実現しようとすると
き、必要なものは何だろうか。¹²
◯持続可能な開発目標（SDGｓ）を達成す
るため投資をどのように活用することがで
きるだろうか。¹³

【個人ワーク】
◯家計の資産形成のために投資を行うこと
になった場合には、どのようなことを考え
ながら投資をするかまとめる。¹⁴

○ＥＳＧ要素（環境“Environment”、社会
“Social”、企業統治“Governance”）を
組み込む投資があることを説明する。¹¹
○投資が持続可能な社会を実現するため
の資金を調達する手段であることについ
ても説明し、自らがその実現に向けてどの
ように関わることができるか考察させる。

生徒用ワークシートの解答・解答例4
Q１ 〔解答例〕
  ・ 2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標
  ・ 地球上の「誰一人取り残さない（leave no one behind）」を宣誓
  ・ 17のゴール・169のターゲットで構成
Q２ ①貧困をなくそう ②飢餓をゼロに ③質の高い教育をみんなに
 ④エネルギーをみんなにそしてクリーンに ⑤働きがいも経済成長も
 ⑥産業と技術革新の基盤をつくろう ⑦気候変動に具体的な対策を
Q３ 〔解答例〕
  ・ 経済的な格差の是正（国家間、地域間の格差など）
  ・ 気候変動（地球温暖化）に伴う自然災害の増加への対策
  ・ 新型コロナウイルスなど新たな未知なるウイルス、感染症との闘い
  ・ 子供の貧困
  ・ 熱帯雨林伐採、砂漠化など
Q４ No.1　１［貧困］　13［気候変動］　14［海洋資源］　15［陸上資源］　など
 No.2　１［貧困］　３［保健］　10［不平等］　16［平和］　など
Q５ 〔解答例〕

　環境に配慮したり、環境問題を解決しようとしたりする企業を中心に投資する投資信託のこと
Q６ 〔解答例〕
　環境破壊を進めてはいけないと考えている。
　環境問題に取り組む企業を応援（出資）することで、地球環境問題を解決しようと考えている。

Q７ 〔解答例〕
　貧困によりワクチン（予防）接種を受けられず幼く尊い命が失われている現実があるため、子供たち
に対して大規模な予防接種ができるように資金を調達するために発行される債券

Q８ 〔解答例〕
　ワクチン債は幼い命を救う投資ともいえるため、人道的な貢献をしたいと考えている。

Q９ 〔解答例〕
　ＥＳＧ投資とは投資判断に従来の財務情報だけではなく、ＥＳＧ要素（環境“Environment”、社会
“Social”、企業統治“Governance”）を組み込む投資である。
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Q10 〔解答例〕
 持続可能な社会を実現するためには、課題を解決するための取組や企業に対する応援や資金の提
供が必要である。

Q11 〔解答例〕
 投資を活用すれば、社会的な課題を解決しようとする取組や企業に対する資金を（エコファンドやワ
クチン債のように）より多くの個人や企業から集めることが可能である。

Q１２ 省略

参考資料・用語集5
　エコファンド
　　一般的に、環境への対応に優れた企業に対する投資を促進する金融商品（投資信託など）を称し
て、エコファンドといいます。

　ＥＳＧ投資
　ESG投資は、従来の財務情報だけでなく、環境（Environment）・社会（Social）・企業統治
（Governance）要素も考慮した投資のことを指します。特に、年金基金など大きな資産を超長期
で運用する機関投資家を中心に、企業経営のサステナビリティを評価するという概念が普及し、気
候変動などを念頭においた長期的なリスクマネジメントや、企業の新たな収益創出の機会（オポチュ
ニティ）を評価するベンチマークとして、国連持続可能な開発目標（SDGs）と合わせて注目されて
います。

【出典】経済産業省ウェブサイト ESG投資
＜https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/esg_investment.html＞

　ＥＳＧ投資とＳＤＧｓの関係

　持続可能性に向けた個人投資家の投資意欲

【出典】第3回ESG金融懇談会「持続可能な社会の形成に向けたお金の流れ」（平成30年3月23日） 環境省 

ＥＳＧ投資

家計
（投資家）

社会

家計の資産形成
に寄与

（経済的リターン）

企業のＳＤＧｓへの取り
組みもＥＳＧ投資を行
う際の判断材料の一つ

持続可能な
社会の実現に

寄与
（社会的リターン）

環境・社会・企業統治
に対する取り組みを
重視して行う投資
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　　年　　組　　番　名前　　　　　　　　　　　　  　

持続可能な開発目標（SDGｓ）の17の目標を調べてみよう。Q2

持続可能な開発目標（SDGｓ）について調べてみよう。Q1

～持続可能な社会を築こう！～SDGsと投資～

 １［貧困］  （①　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
 ２［飢餓］  （②　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
 ３［保健］　すべての人に健康と福祉を

 ４［教育］  （③　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
 ５［ジェンダー］　ジェンダー平等を実現しよう

 ６［水・衛生］　安全な水とトイレを世界中に

 ７［エネルギー］  （④　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
 ８［経済成長と雇用］  （⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
 ９［インフラ、産業化、イノベーション］  （⑥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
10［不平等］　人や国の不平等をなくそう

11［持続可能な都市］　住み続けられるまちづくりを

12［持続可能な消費と生産］　つくる責任　使う責任

13［気候変動］  （⑦　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
14［海洋資源］　海の豊かさを守ろう

15［陸上資源］　陸の豊かさも守ろう

16［平和］　平和と公正をすべての人に

17［実施手段］　パートナーシップで目標を実現しよう

ワークシート



現代社会で解決しなければならない社会的課題には、どのようなことがあるだろうか？Q3

・

・

・

エコファンドについて調べてみよう。Q5

エコファンドに投資（お金を出資）する人や企業はどのような目標を達成したいと考えているだろうか。Q6

ワクチン債について調べてみよう。Q7

次の社会的課題は、ＳＤＧｓの17の目標のなかで、どの目標と関係が深いか、考えてみよう。Q4

No.1　地球温暖化や熱帯雨林の伐採、砂漠化など地球環境問題

No.2　貧しい国で感染症予防のワクチンを打てない子供たちが多数存在する発展途上国と先進国との間の
　　　 経済格差問題

ワークシート



ワクチン債に投資（お金を出資）する人や企業はどのような目標を達成したいと考えているだろうか。Q8

ＥＳＧ投資について調べてみよう。Q9

持続可能な開発目標（SDGｓ）を達成し、持続可能な社会を実現しようとするとき、必要なものは
何だろうか？

Q10

持続可能な開発目標（SDGｓ）を達成し、持続可能な社会を実現するために、投資をどのように活用
することができるだろうか？

Q11

もし、あなたが家計の資産形成のために投資を行うことになったら、どのような企業や取組に対して
投資をしたいか考えてみよう。

Q12

ワークシート




