このプログラムは、
『株式会社ヌールエ

小学校高学年

デザイン総合研究所 「動物かんきょう会議プロジェクト」
』のプログラムを基にしています。
http://animalconference.com/

動物になって考えよう！
せかい・動物かんきょう会議ワールドカフェ
目標

概要

①世界には多様な人々がいて、多様な生活習慣や文化・考え方があることを知り、それを伝え合うこと
ができる。
②多様な人々がいる世界の中で平和に暮らしていくためには、何が問題か・大切かを考え、自分たちで
行動していかなければならないことを理解する。
③自分の身近な地域にもさまざまな問題があることを知り、その問題を解決しようとする態度を育む。

「動物になって地球をもっと見てみよう」というコンセプトで、人間から動物へと視点を変えることによっ
て、他者を尊重し多様性を認めながら、地球環境や課題解決について考えます。児童は、各動物キャラ
クターの出身国の生活習慣や文化を調べ、さらに各キャラクターの性格や発想の傾向を理解し、動物キャ
ラクターになりきる準備をします。そして「３R」をテーマにワールドカフェ形式で話し合い、「動物宣
言」として発表します。そして、その経験をもとに、地域環境を調べ、地域のキャラクターを作りながら、
地域の問題の発見や解決の方法を考えます。

学習指導要領との関連
学年

教科／領域

学習内容

小学校6年

社会

１（３）
社会的事象を具体的に調査するとともに、地図や地球儀、年表などの各種の基
礎的資料を効果的に活用し、社会的事象の意味をより広い視野から考える力、
調べたことや考えたことを表現する力を育てるようにする。
２（３）
世界の中の日本の役割について、次のことを調査したり地図や地球儀、資料な
どを活用したりして調べ、外国の人々と共に生きていくためには異なる文化や
習慣を理解し合うことが大切であること、世界平和の大切さと我が国が世界に
おいて重要な役割を果たしていることを考えるようにする。

小学校5・6年

道徳

２（４）
謙虚な心をもち、広い心で自分と異なる意見や立場を大切にする。
２（５）
日々の生活が人々の支え合いや助け合いで成り立っていることに感謝し、それ
にこたえる。
４（２）
だれに対しても差別をすることや偏見をもつことなく公正、公平にし、正義の
実現に努める。
４（８）
外国の人々や文化を大切にする心をもち、日本人としての自覚をもって世界の
人々と親善に努める。

小学校6年

総合的な学習の時間

−
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世界の国の多様な文化やライフスタイル、人の考え方の多様性を知ることができる。
多様性

ESDの
要素

相互性

責任性

ESDの
能力・
態度

世界の国の生活習慣・文化などを調べ、日本の生活は他国との相互関係によって成り立っている
ことを理解する。また、私たち人間もお互いに関わりながら生活していることも理解する。
世界の国から集まった多様な立場の動物キャラクターになりきって会議に参加することや地域の
方々とかかわることを通して、多様な価値観に満ちた国際社会・地域社会の中で、自分たちが課
題解決をしなければならないという責任と自覚を促す。

未来

多様な価値観をもつ人間同士が共存するために、どのような社会づくり、関係性づくりが大切か
を自ら発見する姿勢を育む。

多面

動物になって考えるという、通常とは違う立ち位置で話し合うことで、多面的な見方ができ色々
な立場が分かり、その立場からの意見を述べることができる。

伝達

ワールドカフェでは、その手法に基づき、他人の考えをしっかり聞き、自分の意見をしっかりと
伝えることができる。また、動物宣言では、自分の考えや行動を簡潔に人に伝えることができる。

プログラム（単元・題材）の展開の流れ
活動・学習内容

総時間

12時間

指導・支援の方法、ポイント等〔教材・必要物〕

「知っている国はどこ？—6人のお客さん—」

参加

○世界地図を見ながら、知っている国を出していく。
○いろいろな国から来た、６人のお客さんからの
メッセージがあることを知る。
○お客さんたちの国の挨拶、有名観光地の写真など
からその国がどこなのか推測する。

関連

１時間目

◇児童に知っている国名を板書させる。
◇児童に５人のお客さんからメッセージが届いている事を
告げて、お客さんが来た国の情報を提示する。
◇議論した国を地球儀で探し白地図に位置を記させる。
◇6人のお客さんが来た「動物かんきょう会議」とは、世界
各国の動物がその国の問題をもちより議論をする世界で
○お客さんのメッセージが、
「動物かんきょう会議」 あることを説明し、議論がまとまらないため、児童に各
で動物たちの代わりに各国代表となって議論をし
キャラクターの立場にたって議論に参加し解決してほし
てほしいことだと知る。
いということを告げる。
◇議論の元となるDVD「動物かんきょう会議」のアニメか
ら『笛吹き男』の回をみせ“ ３R”について児童の意見を
聞く。※１、※２
〔地球儀、白地図、観光地の写真、各国の挨拶の言葉を書い
○DVD「動物環境会議」を見て、“ ３R”について知っ たプレート〕
ている事を話し合う。
※１
なお、プログラムのモデル化に当たっては、子どもたちに
「３R」への関心を喚起する導入部分として、アニメシリー
ズから第９話「笛吹き男」を公式サイトで無償ダウンロー
ドできる。
※2
アニメが手に入らない場合は、絵本マガジン「動物かんきょ
う会議」シリーズから第２話『発明で解決ゴミ問題！』を
読む。
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活動・学習内容

指導・支援の方法、ポイント等〔教材・必要物〕

「世界の国の人の暮らし」—キャラクターはどんな人（動物）？—

〜 時間目

2
4

〜
時間目

7

伝達

協力

参加

伝達

参加

○「動物かんきょう会議」に登場するキャラクター ◇５人のキャラクターの５つのグループに児童を編成する。
ごとにグループにわかれ、キャラクターの言動を ◇児童にはキャラクターの人柄を読み解く事にとどまらず、
参考にそのキャラクターがなぜアニメや絵本のよ
その国の政治的状況や貧困・治安・文化など多面的に調
うな発言をしたのかを推測していく。
べさせ、今後おこなわれる「ワールドカフェ」での議論
○キャラクターの出身地が、その国の環境問題など
の手掛かりとなる情報を集めさせる。
の背景となっていることもあるため、キャラク ◇前時までに調べたキャラクターのパーソナリティーや暮
ターが置かれている状況などもあわせて調べる。
らす国の様子、今起こっている問題など、調べた事を班
○各々で考えたキャラクターに対する思いを班の中
の中で話し合い、模造紙にまとめさせる。
で議論し思いを共有化する。
◇自分の生活との違いや、世界には多様な人々がいること
○キャラクターについて調べた内容を班でまとめる。
を気づかせる。
○協力して模造紙に書き出し、発表する。
〔キャラクターになりきるためのお面※３〕
※３ 動物キャラクターになりきるためのお面を公式サイ
トから無償ダウンロードできる。

「ワールドカフェ」—世界の人の立場に立って話し合う—

5

多面

批判

未来

多面

○再度アニメシリーズ「動物かんきょう会議」“ ３R” ◇調べ学習を行ったあとに、最初にみせたアニメ（絵本）
の回を見てキャラクターになりきる準備をする。
を再度みせて、何を感じたか考えさせ、これから行う議
○「ワールドカフェ」の説明を聞き、ルールを理解
論ために頭の整理をさせる。
する。
◇ワールドカフェ形式を使い、他の人の立場に立って物事
○自分の班のキャラクターに成り代わり「動物かん
を考えることを体験させる。※４
きょう会議」をおこなっていく。
◇児童同士にも多様な意見があることを知り、相手を尊重
○“ ３R”の議論をとおして環境問題の理解を深めて
する事を学ばせる。
いく。
◇自分の考えや解決策が簡潔でわかりやすい宣言を考えさ
○「ワールドカフェ」でわかった事を班毎にまとめ、 せる。
解決策を「動物宣言」として発表する。
◇ワールドカフェを振り返り、感想や議論で出た様々な問
○世界中にある様々な問題を整理する。
題を整理させる。
〔キャラクターになりきるためのお面〕
※４ ワールドカフェ形式とは、“カフェ ”にいるようなリ
ラックスした雰囲気のなか、参加者が少人数に分かれた
テーブルで自由に対話を行い、ときどき他のテーブルと
メンバーをシャッフルしながら話し合いを発展させてい
くこと。相互理解を深め、集合知を創出していく組織開
発の手法です。
［ワールドカフェネット http://world-cafe.net］
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活動・学習内容

指導・支援の方法、ポイント等〔教材・必要物〕

身近な問題の調査—フィールドワーク—
〜

8

時間目

9

未来

伝達

多面

伝達

○自分たちの身近に、ワールドカフェで話し合った ◇児童には、ワールドカフェで考えた事を地域の視点で見
ような問題がないかを出し合う。
つめ直させ、より自分ごととなるように考えさせる。
○家族に聞いたり、地域の人にインタビューしたり ◇インタビューした内容を検討し、その対策を考えさせる。
して、身近な環境やその他の問題をグループで整 ◇「動物かんきょう会議」の仲間となる、地元を代表する
理する。
楽しい動物キャラクターを考えさせる。
○問題点やその対策をまとめ発表する。
○自分たちの地域の問題や解決策を動物かんきょう
会議に持っていくためにキャラクターを作成する。
身近な問題に取り組もう—新しいキャラクターを作ろう—

未来

○地域の問題に取り組む行動として、自分たちが考 ◇考えたキャラクターをうまく利用して地域の問題を解決
えたキャラクターを使った地域の改善策を考える。
する方法を考えさせる。
・ポスター
12
・お話作り
・インターネットでの呼びかけ など
◇キャラクターのお面を作ってそれを使って発表させても
○キャラクターを使い調べたこと、地域の問題の解
よい。
決策を地域の方々に「地域の動物宣言」として発 〔ポスター・パソコン他〕
表する。
〜

10

時間目

その後の展開例等
・「3R」以外に、
「森」
「食」
「エネルギー」
「クルマ社会」などをテーマにすることができる。
詳細な実施事例は公式サイトを参考のこと。 http://www.animalconference.com/

地域で実践するときの補足情報
●「動物かんきょう会議」公式サイトから視聴、各種ダウンロードができる。
http://www.animalconference.com/
●アニメシリーズ「動物かんきょう会議」は結論がない問題提起型のコンテンツ。議論の導入部に使用できる。
「3R」以外
の別のテーマで実施することも可能。NHKDVD教材「動物かんきょう会議」アニメシリーズ（１話５分全20話）を別途購
入することができる。
●絵本マガジン「動物かんきょう会議」シリーズの各巻のテーマは、第１話「森」、第２話「ゴミ」、第３話「クルマ」、第４話「エ
ネルギー」となっている。絵本教材を購入することも可能。
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このプログラムは、
「一般社団法人 四日市大学エネルギー環境教育研究会」のプログラムを基にしています。

小学校中学年

http://www.yokkaichi-ene.com/

「５つのものさし」で、地域の川や生きものを守っ
ていく！～そして、自分の生活と関連づけて暮らしに生かす～
目標

概要

①人と自然との関係を考えるきっかけとする。
②「５つのものさし」による体験調査を通して「まとめる力」をつける。
③自然の保護や再生する力をつける。
④自分の生活と関連付けて、今後の生活に生かす。

地域の河川を「５つのものさし」
（１．自然のすがた、２．ゆたかな生きもの、３．水のきれいさ ４．
快適な水辺 ５．地域とのつながり）で児童が分担し調査します。
そして、気候変動による豪雨や乱獲による川の変化が生きものに与える影響と、地域に存在する生態
系について学びます。
自分たちの生活を「５つのものさし」を使ってふりかえり、これからの生活の中でどのような行動を
したらよいかを考え、調査した結果を保護者を招いて、児童自ら考えて発表会を行います。その後、各
家庭で暮らしの中で実践できることを家族で話し合い、行動につなげます。

学習指導要領との関連
学年

教科／領域

学習内容

小学校4年

理科

B生命・地球（３）
ア 生物は、水および空気を通して周辺の環境とかかわっていること。
イ 生物の間には、食う・食われるという関係があること。

小学校4年

国語

A 話すこと・聞くこと（２）（１）
ア 事物の説明や経験を報告したり、それを聞いて感想を述べたりする。
イ 知らないことなどについて身近な人に紹介したり、それを聞いたりするこ
と。
B 書くこと（２）
イ 経験したことを報告する文章や観察したことを記録する文章を書くこと。
エ 紹介したいことをメモにまとめたり文章などを書くこと。

11

12
9

3

自然や生物の調査活動によって、自然の変化に気づき生態系の有限性を学ぶ。

6

ESDの
要素

ESDの
能力・
態度

有限性

責任性

環境の地域特性について学び、多様性や有限性を知り、持続的保護活動と日常生活でも実践する
役割と行動について学ぶ。

未来

川や川にすむ生き物のために、自分たちができることについて考え、より良い環境を生みだすた
めに、実際に行動しようとする。
自然と生物の関係性や必要なことを広く捉えることができる。

多面

人間生活と自然とのあらゆる関わりを尊重することができる。
関連

プログラム（単元・題材）の展開の流れ
活動・学習内容

9時間

指導・支援の方法、ポイント等〔教材・必要物〕

探検する「５つのものさし」で、夏と秋の調査内容を確認しよう！

伝達

多面

１時間目

批判

関連

協力

参加

・
「５つのものさし」の内容による目的と方法につい ◇調査方法である「５つのものさし」
（１．自然のすがた、２．
て理解する。
ゆたかな生きもの、３．水のきれいさ ４．快適な水辺
・気候変動での影響や人間による乱獲による影響。
５．地域とのつながり）の意義・目的を充分に共有し
・生物間の食物連鎖の中で「食う・食われる」の関
ておく。
係があることを知ろう。
◇COD（化学的酸素要求量）パックテストで実験し、確認
・夏と秋の生物の様子を学ぼう。
することで、水中に含まれる酸素によって生物が生存す
ることを解るように説明する。
◇近年の気候変動による豪雨や人間による乱獲などの影響
で、自然や生物はどのような環境になるのかを考えさせ
る。
◇多様な生物の間には「食う・食われる」の関係性がある
ことを説明する。
◇夏・秋で生息する生物の生態や関係性を具体的に児童に
教えること。

調査の準備を自ら進めよう
時間目

2

総時間

・記録用紙の書き込み方法の確認。
◇各班で役割分担を児童自らが決める。
・各拠点において「水」を採取し持ち帰る容器など。 ◇記録用紙の確認、水の採取で自ら児童らが持つ興味・関
心による気運を高める。
◇危機管理も伝える。
〔記録用紙（教員作成）、採取する容器〕
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活動・学習内容

指導・支援の方法、ポイント等〔教材・必要物〕

夏・秋の川を調査開始だ！

・

3

時間目

4

時間目

・ 時間目

7

時間目

8

参加

協力

関連

参加

批判

批判

多面

協力

参加

未来

伝達

協力

参加

・学校へ「水」を持ち帰りCODパックテストを行う。 ◇「水」をCODパックテストで数値を確認し、生活排水は
・拾ったごみの組成を分析する。
どこから出るのかを考えさせる。
◇ごみを分析することによって、人々の生活に課題意識を
持つ。
（大人が出すごみが多いことに気が付くこともある）
◇ごみを拾ったり、資源を大切にしたりする必要性に気づ
かせるようにする。
〔CODパックテスト、ごみ分析〕

調べたことをまとめておく
6

関連

・調査（川の幅、流れ、汚れ具合・きれいさ（透視度 ◇岸辺の様子や、地域でしかいない「貴重な生物」や「絶
計およびCOD化学的酸素要求量）
、生物の数、ご
滅危惧種」に指定されているものなど、多様な生物の確
みの種類、地域の環境）など。
認と記録を行った後、生物は元の生息場所に返すように
・ごみの存在から感じたことを話し合う。
指示する。
◇上、中、下流の川の「幅」「流れ」「透明度」の計測。パッ
クテスト用に各所の水を採取する支援を行う。
◇捨てられている川のごみを分析する。夏に拾ったのにま
た存在すること、人間による使い捨て製品やプラスチッ
クやビニール袋などの不法投棄の存在を確認する。
◇調査は夏と秋の比較や、毎年継続することで貴重な資料
となる。
〔運動着、たも、容器（ごみ用、水採取用）、透視度計、
計測器、記録用紙〕
調べたことを、暮らしと関連して考えよう！

5

協力

・班長を中心に分担し、お互いに協力しつつ「５つ ◇発表に向け、調べたことや実体験での発見の様子などの
のものさし」による実態観察・調査活動をまとめ
まとめを行う。
「クイズ形式」
「独自のキャラクター」「四
る。課題の解決も更に調べる。
コマ漫画」
「立体的にＢ紙（模造紙）にまとめる」など、
見ている人にインパクトを与えるために創意工夫で制作
を行う支援する。
◇解らない課題が出てきたら、専門家に手紙やメールで聞
くようにする。
〔模造紙など〕
調査を発表し、皆で環境の大切さを知ろう！

・保護者も招き、調査し、自分たちが観察したこと ◇班ごとに地域の河川の重要な役割や微妙な生態系を伝え
や考えたことを伝える。
る。皆でどのように大切な地域を守っていけるか考える
ことができるようにする。
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活動・学習内容

指導・支援の方法、ポイント等〔教材・必要物〕

家族で話し合ってみよう！

時間目

9

・家族で河川の役割を話し合う。
・家庭から出す、家庭排水のゆくえを話し合う。
・自分たちが毎日つかう水を大切にする。

未来

協力

参加

◇学校での調査や発表会で聞いたことを家族で話し合う。
◇家族みんなで、日常的にエコライフを実行に移していく
ようにする。
◇決めたことについて、計画を立てたり、実行の見直しを
したりすることで、エコライフが充実するようにする。
◇話し合ったことをもとに、地域の自然を守ることができ
るようにする。

その後の展開例等
・川の調査は、夏と秋の二回行うと、その比較から、理解を深めることができる。
・時間的余裕があれば、ペットボトルで手づくりの透視度計を作成する。
作成するには、インターネットで引用できる。
[ペットボトル、定規、プラ切りはさみ]

地域で実践するときの補足情報
・当たり前にある自然・河川の調査により生態系の多様性や相互のつながりに関連することに気づき、地域への親しみや愛
着が育まれ、大切にする行動へと変化していく。
・地域の環境保全活動のNPO団体や専門家に依頼することによって、地域特性に応じた専門的な分野で学ぶことができる。
・同じように活動する他の学校と交流し「自然・河川保全フォーラム」などの開催をして、地域の人たちも参加・協力して
もらうことによって地域活性化の一助となり、継続的な地域づくりへと発展する。
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このプログラムは、
「国立大学法人愛媛大学」のプログラムを基にしています。

小学校高学年

http://www.ehime-u.ac.jp/

みんなでつくろう！防災コミュニティファーム
～まちなかの公園が地域を守る農園に!? ～

目標

①自分達が住む地域（や日本全体）がどのような災害の危機に直面しているかについて認識を深めると
共に、災害時の食糧不足の問題について理解する。
②コミュニティファームでの農業体験を通じて、日頃自分達が食べている野菜がどのように作られてい
るかを学ぶ。
③地域住民とともに野菜栽培に取り組む中で、地域との関わり合いを深め、地域への帰属感や連帯感を
育む。
④コミュニティファームで育てた野菜を防災訓練時の炊き出しの食材として活用することを通じて、地
域全体で防災力を向上させることの大切さを学ぶと共に、自らが地域貢献に主体的に取り組む姿勢を身
に付ける。

概要

本プログラムでは、まちなかの公園や校庭の一部を子ども達と地域住民が共に野菜を育て、地域の防災
活動に活かす「防災コミュニティファーム」として活用し、食と農を通じて災害に強い地域づくりのか
たちを考え実践する学びの場を創出する。具体的には、地域の方々と一緒に、食と農の視点から、地域
が抱える防災の現状と課題について学び、その解決に向けてどのような作物を育てるかを考える。その
上で、畑作りから苗植え、草抜き、収穫までの一連の農作業を数ヶ月にわたり体験する。収穫した野菜
は炊き出し訓練に活用し、地域の防災活動に役立てると共に、災害から自分達の命を自分達で守る姿勢
やそのための食や農の大切さについて認識を深める。

学習指導要領との関連
学年

教科／領域

学習内容

小学校5年

社会

内容（１）我が国の国土の自然などの様子について、次のことを地図や地球
儀、資料などを活用して調べ、国土の環境が人々の生活や産業と密接な関連
をもっていることを考えるようにする。
エ 国土の保全などのための森林資源の働き及び自然災害の防止
内容（２）我が国の農業や水産業について、次のことを調査したり地図や地球
儀、資料などを活用したりして調べ、それらは国民の食料を確保する重要な
役割を果たしていることや自然環境と深いかかわりをもって営まれているこ
とを考えるようにする。
ウ 食料生産に従事している人々の工夫や努力、生産地と消費地を結ぶ運輸
などの働き

小学校5・6年

総合的な学習の時間

−
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ESDの
要素

連携性

地域の方々と一緒に野菜栽培に取り組むことによって、地域全体で助け合いながら災害から身を
守ることの大切さを学ぶ。

責任性

自分達で育てた野菜を地域の防災活動に役立てることによって、自分達自身で責任を持って地域
を災害から守る姿勢を培う。

未来

ESDの
能力・
態度

将来起こり得る災害を想定し、地域の問題について考えることが出来る。農作業に計画的に取り
組むことができる。
地域の方々や仲間と協力して農作業に取り組むことができる。

協力

地域を災害から守る上で、自分達で出来ることを考え、実践することができる。
参加

プログラム（単元・題材）の展開の流れ
活動・学習内容

総時間

12時間

指導・支援の方法、ポイント等〔教材・必要物〕

災害時の食糧問題について考えよう！
１時間目
２時間目

批判

未来

伝達

協力

・自分達の住む地域が直面する災害の危機について ◇東日本大震災や阪神・淡路大震災の事例を紹介する。
学ぶ。
◇併せて、首都直下型地震や東海・東南海・南海地震、そ
・災害時の食糧不足の問題について理解を深める。
の他自分達の住んでいる地域で起こり得る災害について
説明する。
◇災害時に食糧が無くなったら、どのような事態が起こり
得るかを想像し、災害に強いまちを目指す上で、食と農
の大切さを認識してもらう。
〔過去の災害の映像〕
近所の公園を農園にしよう！（現地踏査）

・農園作りを行う現地に行き、現地の状況を把握す ◇育てる野菜を選定する上で、農業の専門家の意見を聞く
る。
と共に、地元の方々とも連携する。
・そこで何を育てたいかを皆で話し合って決める。
◇限られた授業時間の中で、子ども達でも育てられるもの
を選定することが必要である。また、防災の視点から育
てる作物を考えさせたい。
野菜の育て方を計画しよう！

未来

３時間目

・野菜を育てるためには何が必要かを考える。
◇2時間目で選定した野菜について、基本的な性質や特徴
・畑づくり、苗植え、草引き、水やり、収穫までの （原産国、輸入量、品種など）について、クイズ形式で学
野菜を育てる上での基本工程を学び、今後のスケ
習し、興味・関心を持ってもらう。
ジュールや役割分担を決める。
◇野菜が育つために必要な要素（水、土、太陽、種、肥料等）
を考えてもらい、野菜栽培の基本的な手順を学ぶ。
◇畑を耕すところから収穫するまでの一連のスケジュール
を確認する。
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活動・学習内容

指導・支援の方法、ポイント等〔教材・必要物〕

みんなで畑を耕そう！（農作業１）
時間目

４

時間目

５

・現地で畑を耕す作業を実体験する。

時間目

時間目

７

時間目

８

・

9

時間目

10

参加

協力

参加

伝達

参加

協力

参加

◇農業の専門家から技術指導を受ける。
◇農具を使用する上で、一人一人の安全面に十分に配慮す
る。
◇可能なかぎり、地元の方々と一緒に作業にあたる。
〔農具（スキ・クワ等）、軍手〕

みんなで苗を植えよう！（農作業２）
・苗植えを実体験する。

◇苗は事前に準備する。
◇可能なかぎり、地元の方々と一緒に作業にあたる。
〔農具（スキ・クワ等）、苗、軍手〕

育てた野菜を地域防災に活用する方法を考えよう！

６

協力

・育てた野菜をどのように地域防災に活用するかを ◇育てた野菜を活用する上では、あくまでも地域全体の利
クラスの中で話し合う。
益に供する方法を考えるように促す。
・一つの活用方法として、地域防災訓練の炊き出し ※本プログラムでは、育てた野菜の一部を防災訓練時の炊
の食材として利用できることを理解する。
き出しの食材として活用することを想定している。自分
達の育てた野菜が地域防災力の向上に貢献できることを
認識してもらうと共に、地域貢献のあり方について考え
るきっかけとなるように配慮する。

みんなで畑の手入れをしよう！（農作業３）
・畑での草抜きや水やり作業を実体験する。

◇畑の手入れは、適宜、実施する必要があり、地元の方々
と十分な連携を取ることが必要となる。
〔ジョウロ、軍手〕

みんなで収穫しよう！（農作業４）
・育てた野菜を収穫する。

参加

協力

参加

◇可能なかぎり、地元の方々と一緒に作業にあたる。
〔農具（スキ・クワ等）、軍手〕

育てた野菜を地域に活かそう！
・育てた野菜を用いた炊き出し作業を手伝う。

協力

◇自治体や地元関係者と連携しつつ作業を行う。
〔調理器具〕
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活動・学習内容

指導・支援の方法、ポイント等〔教材・必要物〕

食と農を通じて災害に強いまちづくりを目指そう！

未来

伝達

・ 時間目

・育てた野菜の意義を考える。
◇収穫した野菜でどの程度地域の人々の命を守る上で効果
があるかを学ぶ（適宜、データを示す）。
11 ・農業の観点から、災害に強いまちづくりについて
考える。
◇今後、防災コミュニティファームでどの程度の作物を作
12
・これまでの活動を通して、感じた事、気付いた事
れば、地域の人々を災害から守ることが出来るかを考え
を振り返り、発表する。
る。
◇野菜作りに協力頂いた方々への感謝の気持ちを伝える方
法を考え実行する。必要に応じて、関係者に来てもらい、
感謝の意を直接伝える。

その後の展開例等
−

地域で実践するときの補足情報
・公園の一部をコミュニティファームとして活用する場合、事前に市町村等の公園管理者と十分に連携し、許認可を得てお
く必要がある。また地元住民とも十分に協議することが大切である。可能であれば、関係者を統合したコミュニティファー
ムの実施運営組織を立ち上げ、本組織を通じて、公園の利用申請、農作業の実施運営、畑の維持管理等を一括して行うこ
とが望ましい。
・コミュニティファームでの農作業にあたっては、周辺農家や専門家等の技術的支援が得られると効果的に進めることが出
来る。
・農作業に当たっては、生ごみや糞尿を堆肥として活用した自然農法に取り組むことによって、循環型社会に向けて環境に
配慮した行動を実践する姿勢を養うことも期待できる。
・本プログラムは、小学校高学年を対象としているが、一部のカリキュラムを再編成すれば、小学校2年生の生活科において、
農業体験や地域交流等を目的とした授業として展開することも可能である。
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このプログラムは、
「特定非営利活動法人きんたろう倶楽部」のプログラムを基にしています。

小学校高学年

http://kintaroclub.org/

里山たんけん隊

目標

① 里山における探検活動を通して自然環境の多様性を知ることにより、子どもたちの好奇心や探求心を
育む。
② 里山の自然や歴史、生活文化等を学び、体験することによって自分たちでもできる保全活動への関心
を拡げる。
③ 環境NPOや市民団体、自治会等の協力の基に交流や協働作業を通してコミュニケーション力や共感
力、地元の自然環境に親しむ意欲や態度を育む。

概要

探検活動を通して、多様な自然環境の認識、好奇心、探究する力を育むとともに、里山の自然、歴史、
生活文化にも関心を広げる。また環境 NPO、市民団体、自治会等の協力を得て交流・協働することを通
して、コミュニケーション力、共感力、地域の自然環境に親しむ意欲と態度を育む。具体的な活動として、
①地域住民が講師となったり、里山に関するビデオを見たり、里山の自然や歴史、保全活動について学ぶ、
②タブレット端末やデジタルカメラを活用し、里山を楽しみながら学習・探検し、③活動中は記録を行
い里山探索の成果をまとめ、④探索に関わる地域住民や団体の方を対象にするなどの報告会を行う。

学習指導要領との関連
学年

教科／領域

学習内容

小学校3年

理科

B(2)身近な自然の観察
・身の回りの生物の様子を調べ、生物とその周辺の環境との関係について考え
を持つことができるようにする。

小学校4年

理科

B(2)季節と生物
・身近な動物や植物を探したり育てたりして、季節ごとの動物の活動や植物の
成長を調べ、それらの活動や成長と環境とのかかわりについての考えをもつこ
とができるようにする。

小学校3・4年

社会

目標(2)内容(5)-ア 地域の人々の生活
・地域の地理的環境、人々の生活の変化や地域の発展に尽くした先人の働きに
ついて理解できるようにし、地域社会に対する誇りと愛情を育てるようにす
る。

小学校5年

総合的な学習の時間

−

小学校6年
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ESDの
要素

ESDの
能力・
態度

多様性

里山の豊富な自然を観察し、その多様性を実感すると共に、その自然を多様な形で利用してきた
人々の暮らしに気づく。

相互性

里山は、人が自然に働きかけて長年にわたって自然と共生してきたところであることを、里山の
自然と人の暮らしの跡を観察することによって学ぶ。

連携性

行動計画をグループで立て、それに基づいて未知の場所を探検することにより、互いに連携協力
して問題を解決して行く態度を培う。

伝達

里山の自然や歴史、文化等を地域の人たちから教わり、子どもたちが自分なりにできること、や
りたいことなど思ったことや考えたことを地域の方と話し合いながら伝承していくことの大切さ
を感じられるようにする。

協力

関連

地域においてコミュニケーション力を学んだ子どもたちが、地域の文化や歴史などを伝える手法
として、自分一人が頑張るよりは仲間を作り増やしていく活動の方が、より多くの方に有効に伝
わり協力を得やすい、ということを理解できるようにする。
一人で物事に向かう姿勢も大切ではあるが、仲間や地域の方たちと情報を共有し、お互いができ
ることを尊重しあうことにより、次世代につたえる事の大切さが理解できるようになる。
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プログラム（単元・題材）の展開の流れ
活動・学習内容

総時間

12時間

指導・支援の方法、ポイント等〔教材・必要物〕

里山理解と行動計画

時間目

1

①里山の現状と変化を理解して、探検への意欲を高 ◇近辺の予め準備されたコースで、里山の自然に触れ、食
める[ビデオ]
べられる自然など、多様な自然が存在することを、楽し
みながら学んでいく。
◇ビデオを視聴し、里山の現状、昔と今の自然の変化につ
いて知る。また、実際の現場で里山保全を行う人々の話
を聞く。そして、地域の課題を、自分事として認識し、
それぞれが意見を持てるようになる。
（数時間をかけて、
里山の自然、生活や文化に関する事前調査を行う。また、
昔の里山の様子を地域の人から聞くなどして、調査を深
めることもできる。）〔ビデオ〕
里山理解と行動計画

・

2

時間目

3

未来

多面

伝達

協力

関連

参加

②里山探検の行動計画を話し合い決定する[地図づく ◇ビデオ視聴後は、少人数のグループに分かれて、明日の
り]
探検のテーマとコースを決定する。
〔地図（ジオラマ等が
あればなお良い）
〕
（例えば、何種類の花や蝶が見つけら
れるか、地域の人から昔の生活を聴くなどのテーマが考
えられる）【未来】【伝達】【協力】
◇また、
「探検コースで発見したものを一つ発表すること」
と課題を出し、探検中の子どもの自主性、積極性を促す。
【関連】【参加】
◇テーマと歩く距離・時間などを、総合的な観点から、グ
ループで考えることが重要。【多面】【関連】
③グループごとに探検のやり方を確認し合う[タブ ◇タブレット端末の活用について、この時間で十分に指導
レット端末等の活用]
し、慣れる必要がある。基本的には、地図の見方、GPS
ログの取り方、写真の撮り方である。
〔GPS機能付きタブ
レット端末、デジタルカメラ〕
里山探検
①地図を確認しながら、里山を探検する。

〜

4

時間目

9

伝達

協力

参加

◇GPS機能付きタブレット端末を持って、里山を探検する。
【伝達】【協力】
◇タブレット端末には、予め対象の地図をダウンロードし
ておく。タブレット端末のGPSロガーでコースを確認す
る。〔GPS機能付きタブレット端末、デジタルカメラ〕

②発見した動植物や印象に残った景色等をカメラで ◇テーマにそって行動し、発見した動植物、印象に残った
撮影する。
景色等をカメラの機能で撮影して残す。【伝達】【参加】
◇探検時は、子どもが、初めての経験や発見する物にチャ
レンジして何でもやってみられるように、子どもの自主
性を尊重する。1グループにつき、１人の指導者が添うこ
とが望ましいが、指導者は子どもの行動を尊重し、五感
を活用するための声掛けにとどめ、多くを指示せず、グ
ループの安全を見守ることを重視する。【伝達】【参加】
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活動・学習内容

指導・支援の方法、ポイント等〔教材・必要物〕

まとめと発表
・

10

時間目

11

協力

関連

参加

①大きな地図に、歩いたコース、探検で発見した物 ◇大きな紙の地図に、GPSロガーで活動時間や場所を確認
の写真や感想、学んだことを記入してまとめる。
する。歩いた経路を地図にマーカーで写し出し、撮影し
た写真を印刷して貼る。写真の傍には、探検中に感じた
こと、気付いたことなどの情報を添え、グループ毎にオ
リジナルの地図を完成させる。
〔地図、マーカー、プリン
ター、印刷用紙〕
まとめと発表
②作成した資料を活用して、成果発表を行う。

時間目

12

伝達

◇指導者、里山の関係者、保護者等を対象に、成果発表会
を行う。グループで決めたテーマに基づき、作成した地
図を使って発表する。また、子ども一人ひとりが探検時
に発見したものを発表する。
◇発表には、時間制限を設けて、内容を取捨選択させる。
また、発表に向け練習を行う等により、発表の質を保証
する。
◇発表のポイントとしては、探検を通しての感想、発見し
たものを、自身の想いを交えながら発表することである。
これらを通して、保護者・指導者は、改めて、子供の学
びを真摯に受け止められるだけでなく、里山に係わる人
達は、種々行ってきた活動の意義を再認識できる。

※なお、プログラムのモデル化に当たっては、
「呉羽丘陵」を単に「里山」に修正するなどの工夫を行った。

その後の展開例等
−

地域で実践するときの補足情報
地域での実践を支えるのは、里山を保持している地域住民、里山を保全しようとする人々・団体との事前の交流・対話が必
要となる。活動場所の選定や、どのような自然や歴史があるのかを、事前に調査し、学習プログラムに内容を盛り込むこと
で、学習の効果が促進される。また、学習日の当日は、各関係者・団体にも参加してもらい、現場の声や当事者の想いを直
接聞くことで、里山の探検や発表等の学習が深化されると考える。
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このプログラムは、
「特定非営利活動法人 くすの木自然館」のプログラムを基にしています。

小学校高学年

http://www.kusunokishizenkan.com

学校周辺ごみ調査隊

〜 地域の未来のためにどんな大人になりたいか 〜
目標

①多様な自然環境に育まれた生物たちが生息する地域の自然環境を再認識し、人々の暮らしとの関わり
を考える。
②地域を守る活動を行っている当事者から学ぶことで「自分たちの地域」に対する新たな気付きを得る。
③「自分たちが今できる事」を考え、当事者との協働的活動を通して、子ども達自身が実践する意欲と
スキルを身に付け、
「地域に住む者の一人」としての自覚や責任感を育てる。

概要

学校周辺の「ごみ拾い調査活動」を通して、地域の自然環境を再認識し、自己の関わりについて考える
ことで、道徳的・倫理的規範を身に付け、地域の担い手としての自覚と責任感を育む。
①地域への関心の喚起
地域の自然や文化について知り、生活との関わりを認識する時間を持つ。
②地域実態調査活動
学校周辺のごみを拾い、その量を知り分析する。
③地域環境計画の作成
調査の結果を踏まえ、子どもたちの目線でごみを減らす対策を考え、地域に対して「自分達が今できる
こと」を提案する。
④地域環境保全主体としての活動
環境計画をもとに、対策を実行し、その活動の結果をふりかえる。最後に保護者や地域住民へ学習の成
果を報告する。

学習指導要領との関連
学年

教科／領域

学習内容

小学校5・6年

総合的な学習の時間

小学校5・6年

道徳

3 主として自然や崇高なものとのかかわりに関すること
（2）自然の偉大さを知り、自然環境を大切にする。
4 主として集団や社会とのかかわりに関すること
（4）働くことの意義を理解し、社会に奉仕する喜びを知って公共の為に役立
つことをする。

小学校5・6年

家庭

D 身近な消費生活と環境
（2）ア 自分の生活と身近な環境とのかかわりに気づき、物の使い方などを
工夫できること。

−
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相互性

ESDの
要素

責任性

学校周辺のごみ拾いを行うことで、周辺の環境が維持されているのは、誰かの手によるものだと
知り、人々の関わり合いを知る。
ごみを減らすために自分たちにできることを考えることで、社会に与える自分の役割を認識し、
責任と義務を自覚する。
地域の有志の方と共に活動することで、持続可能な社会を維持するための連携の大切さを学ぶ。

連携性

未来

ESDの
能力・
態度

自分たちの地元が将来、どのようになってほしいかを想像し、そのために自分たちが出来ること
を考えられる。

協力

地域ごみを減らす活動を行っている実践者と協力し、成果を上げることで、協力することの楽し
さを学ぶことができる。

参加

地域の景観維持に積極的に関わり、未来を担う主役という自覚を持つことで、進んで参加する心
を育てる。

プログラム（単元・題材）の展開の流れ
活動・学習内容

総時間

12時間

指導・支援の方法、ポイント等〔教材・必要物〕

学校周辺の環境を知ろう
１・２時間目

【事前学習】
・地域の自然や文化について知り、生活との関わり
を認識する。
【内容】
・近隣の山や川、田んぼなどの学校周辺の環境の紹
介を「食」の視点から考える。
・および、「山」
「海」
「空」
「潟」
「田」に生息する身
近な生き物を知る。

◇地域の自然環境の紹介により、子ども達にこれからの学
習の場の見通し（イメージ）を持たせ、これからの学習
に対する意識を育ませる。
◇上記の紹介の際に、
「食」に視点をあてることで、親近感
を得るようにする。
◇質問をしていくことで子ども達の大まかな認知度を把握
する。
◇身近な生き物が暮らしの中のどの様な場所にいるのかを
気付かせる。

学校周辺のごみの現状を知ろう

参加

３〜５時間目

【地域実態調査活動】
・学校周辺の自然とごみの現状を知る。

◇ごみ拾い活動では、拾いながらごみの種類と数をカウン
トする方法を用い、専用の調査用紙に実態を記入してい
く。
【内容】
◇実施者側が調査用紙を用意し、子ども達が楽しめる様に
・ごみ拾い活動を通して、どの様なごみが多いのか
配慮する。また、地域の実態に即して学校独自で作り替
調査および分析する。
えることも可能である。
・調査活動の感想を書く。
◇拾ったごみの集計および分別を通して、誰がどの様なご
みを出しているのかを分析する。
◇単に「ごみを拾う」だけではなく、それを調査化するこ
とで、リアルな地域の実態を知る。
◇感想を書くことを通して、自らの考えを整理させる。ま
た、実践者側は児童の思いを知る。
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活動・学習内容

指導・支援の方法、ポイント等〔教材・必要物〕

ごみが減る方法を考えよう

・

6

時間目

7

多面

【地域環境計画の作成】
◇実施者側はワークシートや教室内に前時学習の様子を掲
・子ども達自身の目線でごみを減らす対策を考える。
載し、子ども達がふりかえりやすい学習環境を整える。
◇実施者側はワークシート記入時に机間巡視を行い、類似
【内容】
の内容があるか否かを把握する。
・調査活動の結果をふまえて、ごみを減らす対策を ◇類似内容同士で班を作り（実施者）
、内容毎の環境計画を
考える。
作成する。
・無理して行うのではなく、
「毎日、誰でもできる」 ◇過去の例として「タバコの吸い殻が多かったので、ポイ
対策が、継続出来る対策であることを認識する。
捨てをしないように呼びかける紙を配る（企業とも協力
し、携帯灰皿を提供する）」や「弁当容器が多かったので、
13時前にごみ拾いを行う姿を見せ、あいさつを行うこと
で良心に訴える」などのアイデアがあった。
◇「ごみ箱を設置する」という意見が出がちだが、その場合、
後始末は誰がするのか、他の人がごみを持ってくる可能
性があるなど、具体的な理由を説明し、その意見に偏ら
ないように注意する。
考えた対策を実践してみよう

時間目

8

協力

参加

【地域環境保全主体としての活動】
◇子ども達が主体的に活動を行うことで、地域の環境を「誰
・対策を実施する。
かが守っている」ではなく、
「自分達で守る」という意識
【内容】
が育まれるようにする。
・環境計画をもとに当事者と共にごみを減らす対策
活動を実施する。
ごみが減ったか調べてみよう

参加

【地域環境保全主体としての活動】
◇パトロール実施地域の現状をみる「再調査」を行うことで、
・結果をみてふりかえる。
子ども達自身の「対策」内容について省察する。
10
【内容】
◇加えて、結果を基に新たな「対策」を考え、実行する。
・対策を行った地域をパトロールし、ごみの量の変 ◇一連の流れを通して、子ども達自身が「自分が地域環境
化を調査する。
を守る主体である」ことを自覚する。
・調査結果に基づき、新たな地域環境計画を作成す
ることで、
「調査」→「対策」を継続化する。
・

9

時間目
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活動・学習内容

指導・支援の方法、ポイント等〔教材・必要物〕

どのような大人になりたいかを考えよう



未来

伝達

・

【事後学習】
◇まとめの内容は、
「①何を知ったか、②何ができたか、③
・学習内容をふまえて、どういう大人になりたいか
何ができなかったか、④今後は何を知り、何を行いたい
考え、発表する。
か」を明確にする。
11
◇指導者は、
「人間は考え方ひとつで『捨てる人』にも『捨
12 【内容】
てない人』にも『拾う人』にもなれることを説明し、ど
・学習内容をまとめる。
のような方法なら自分たちが『拾う人』や『捨てない人』
・
「実態」
「地域の理想の姿」
「そのために何が出来る
になれるかを考えさせる。
のか」を報告する。
◇他者に伝える方法を模索することで、未来へと引き継い
でいく術を身につけていく。【伝達】
◇保護者や地域住民の方々への成果報告を通して、子ども
達自身が「自らが地域を担っていく主人公である」とい
う自覚と責任感を芽生えさせる。【未来】
時間目

その後の展開例等
・毎年、決まった学年で行っていくことで、数年前との比較が行え、成果が見やすくなる。
・ごみを拾い減らすことを考えるきっかけをつくり、その後、遠足などでリサイクルセンターなどに行くことで、ごみ分別
の重要性を考える事もできる。

地域で実践するときの補足情報
・くすの木自然館が行ける範囲であれば、同様のプログラムを環境教育のプロとして、より専門性を持たせた形で提供する。
その際は、交通費と人件費を別途計上。くすの木自然館：http://www.kusunokishizenkan.com/
・近くに、実践者がいない場合は、ごみ処理センターの職員やリサイクルセンターの職員、ごみ拾いボランティアの方々な
どと協力することも可能。
・専用調査用紙は、実施者が事前にフィールドを見て回り、多いことが予想されるごみのみを項目の欄にあげ、残りは手書
きで足していけるようにする。
（下表参照）

ゴミ拾拾いプログラム集計表

© くすの木自然館

 　 　 　 　 　年年 　 　 　 　⽉月 　 　 　 　 　⽇日 　（ 　 　 　 　）

グループの⼈人の名前
場所

ゴ 　 　ミ

数 　量量（正の字で記⼊入）

総数

備 　考

タバコ
あき缶
おかし包装
弁当容器
ペットボトル
ライター
ビニール袋

注意
１ ゴミの中には汚いものもあります。絶対に素手で触らないようにしましょう。
作業が終わったら必ず手洗いを行うこと。
２ 拾うゴミは「人工物」のみ。葉っぱや枯れ枝などは拾わない。
３ ゴミはどういうところに多く落ちているかを確認しな がら拾いましょう。
（物陰ややぶの中など、人の目につきにくい場所に落ちていることが多いです。）
４ 燃えるごみ、燃えないゴミ、資源物に分けながら拾いましょう。
５ 車の通りが多い所は、周りに十分注意しましょう。
６ 近所の人にあったら、あいさつを忘れずに。

メモ欄

集計
個

総数
多 かったゴミ

1番
２番
３番
４番
５番
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個数

