




は じ め に

高知県は、美しい海、清らかな川、緑あふれる山々など豊かな自然に恵まれています。

しかしながら、この豊かな自然が年々失われている現状にあります。私たちは、これらの素晴らし

い自然を未来に引き継いでいかなければなりません。

平成 年 月に告示された学習指導要領においては、確かな学力 、豊かな人間性 、健康・体力

のバランスのとれた力、すなわち 生きる力 を育む観点から教育課程が編成されており、体験活動

の充実や、持続可能な社会をつくること等、環境教育に関する重要な視点も盛り込まれています。

このような中、小・中学校において環境教育を推進し、自然環境に対する理解を深めるために、学

習指導要領の内容に即して、 山 と 海 の自然環境を活用して各教科等の理解を促進する環境学

習プログラムを作成いたしました。

このプログラムは、関係する教科及び総合的な学習の時間との関連性を示すとともに、 プログラ

ムの学習時間を 校時 校時とし、学習場所を学校及び学校周辺を基本にしています。また、遠足

や宿泊体験学習などと関連づけた学習活動としても活用していただける内容としています。

この環境学習プログラムを参考に、郷土の自然や人々の生き方を通じて、 環境から学ぶ 、 環境

について学ぶ 、 環境のために学ぶ という つの学びを大切にし、家庭・地域と連携しながら、高

知の自然とともに生きる地域・心豊かに生きる社会の実現に向けて努力できる人材を目指し、子ども

たちの育成に取り組まれることを期待します。

平成 年 月 日

高知県教育長 中 澤 卓 史



プログラム名

タンポポ探しに出かけよう
カンサイタンポポ セイヨウタンポポ
在来種 外来種

学習指導要領との関連

小学校教科書関連単元

参考 東京書籍

プログラムのねらい

タンポポの様子と知恵について学習したことを観
察により確認する。

プログラムの内容

小学校 年国語の説明文 たんぽぽ でタンポポ
について学習したことをもとに、実際にタンポポを
校庭で観察することにより、花のつくりや特徴につ
いて確認する。また、校庭にあるタンポポの写真を
調べ名前を確認する。観察後はなかま分けを行い、
お互いに発表し合う。

おすすめポイント

タンポポは観察しやすく、説明文 たんぽぽ の
学習をしたあとの観察を伴うまとめ学習として活用
できる。また、小学校 年生には細かな種類のなか
ま分けは難しいと思われるが、比較的簡単な特徴（花
びらの下の総苞外片

そうほうがいへん

の反り返り 詳しくは資料参
照）により外来種と在来種を分けることができる。
ここでは、小学校に就学してはじめて時間的な順序
や事柄の順序などを考えながら内容の大体を読む学
習をしたあと、教材であるタンポポの観察を行うこ
とで学習のまとめとするとともに、種の分布特性や
環境への適応を考えるきっかけとする。

関係機関の活用

インターネット活用

プログラム名

学習指導要領との関連

小学校教科書関連単元

プログラムのねらい

プログラムの内容

関係機関の活用

小学校
国語

・
年

書くこと
書くことの能力を育てる
ため，次の事項について指
導する。
ア，イ（略）
ウ 語と語や文と文との続
き方に注意しながら，つ
ながりのある文や文章を
書くこと。
エ，オ（略）
に示す事項については，

例えば，次のような言語活
動を通して指導するものと
する。
ア，イ（略）
ウ 身近な事物を簡単に説
明する文章などを書くこ
と。

小学校 国語 年 たんぽぽ

参考 東京書籍

小学校 年国語 書いてあることを正しく読もう たんぽぽ
配当時間 時間 本時 時 時間

指導計画一例指導計画一例

配当時間 主な学習活動
題名を読んで、タンポポについて
知っていることを出し合い、学習の
ねらいを確かめる。

説明文を音読し、感想を発表する。

事柄の順序や時間的な順序に気をつ
けながら説明文を読み、段落ごとに
書かれている内容をつかむ。
タンポポの仲間のふやし方について
教科書の言葉を使ってノートにまと
め、学習のまとめをする。

本時
教科書の教材として学習したあとの
体験的なまとめ学習を行う。
（本プログラムの活用）

評 価 規 準

【関】
・身近な植物の仕組みについて書かれた説明文に興味を
もち、発見したことや感想を進んで出そうとしている。
【読】
・タンポポの仕組みや仲間のふやし方を表すだいじな言
葉を見つけながら読んでいる。
【書】
・タンポポの仕組みや仲間のふやし方が分かるように、
だいじな言葉を使いながらまとめている。
【言】
・説明の順序やだいじな言葉に注意して、敬体で書かれ
た文章に読み慣れている。



プログラムの位置づけと活用方法

単元の中での活用

小学校 ・ 年 国語 書くこと に
示す事項については，例えば，次のような言語活動
を通して指導するものとする。ウ 身近な事物を簡
単に説明する文章などを書くこと。
説明文 たんぽぽ 発展的な学習として活用

学習指導要領のねらい

経験したことや想像したことなどについて，順序
を整理し，簡単な構成を考えて文や文章を書く能力
を身に付けさせるとともに，進んで書こうとする態
度を育てる。

使用教材

）デジタルカメラ
）資料 ・
タンポポの見分け方

）白地図（校庭や学校周辺）
）虫メガネまたはルーペ（観察用）
）参考書籍

小学館の図鑑 植物 小学館 刊
大自然のふしぎ 植物の生態図鑑

学研教育出版 刊

単元の中での活用

学習指導要領のねらい

学習
指導案 タンポポ探しに出かけよう

小学校 年 国語
時間的な順序や事柄の順序などを考
えながら内容の大体を読むこと

学習
指導案

時間 主な学習活動 学習支援（ ）と評価（ ） 備考（使用教材等）

時
間

・写真（図）を見ながらな
かま分けの方法について
聞く。

・白地図記入の仕方を聞
く。

・校庭のタンポポを観察し
て白地図に書く。

・白地図をもとに（見てき
た結果だけ）発表する。

・事前に校庭にあるタンポポの写真をデジタル
カメラ等で撮影してプリントしておく。
在来種と外来種の見分け方（総苞

そうほう

の特徴）に
ついて説明する。（ 参考書籍、 ・ 資料
参照）
事前に撮影した写真を見せる。
白地図記入の仕方を説明する。
前時までに学習した内容の要点をまとめやす
いように確認する。
タンポポの仕組みや特徴をだいじな言葉を使
いながらまとめている。【書】
見分け方（総苞外片

そうほうがいへん

）がわからない児童には
必要な助言を与える。

・デジタルカメラ

・資料

・白地図
・虫メガネまたはルー
ペ

時
間

・白地図をもとに自分で、
或いは友だちと協力して、
観察の結果をまとめる。

・まとめたことを発表する。

観察した結果をもとに特徴の違いを捉えてま
とめている。【書】
まとめ方がわからない児童には必要な助言を
与える。

授業の展開

小学校 年 国語 時間的な順序や事柄の順序などを考えながら内容の大体を読むこと
説明文 たんぽぽ 発展的な学習として活用

本時 時間 時間扱い

プログラム活用の工夫

小学校 年の国語の発展的な学習として活用することを想定しているが、中学年や高学年において理科の学
習（環境学習 都市化の指標となる植物の観察）などで活用することができる。 時間で扱う場合は観察した
結果だけを発表することにとどめる。一方、発展的に 時間で扱う場合は、国語の書く能力を活用し、観察し
たことを自分なりにまとめる時間とすることも有効である。さらに、この学習をきっかけとして、自宅周りや
身近な地域等に、少しでも目を向けさせることができれば、自然に対する興味や関心をもたせ、 自然観察力
を高めることにもつながっていくのではないかと考えられる。



プログラム名

環境はかせにチャレンジ

学習指導要領との関連

プログラムのねらい

ゴミ問題を出発点にして環境について考える。

プログラムの内容

人のグループに分かれて、ゴミ問題を出発
点にして環境について考える。イエスかノーにする
かグループで意見を出し合い進めていく。問題に触
れながら環境についての問題把握と意識向上を図
る。

おすすめポイント

ゲーム感覚で楽しく学習することができる。問題
は雛形もあるが、発達段階に応じた問題を作成すれ
ば、どの学年でも活用できる。また、人数・グルー
プも状況に応じて対応可能である。活動時間を 時
間に設定してグループで問題を作成させ、他のグ
ループと交換して共有すると学習が深まると考えら
れる。

関係機関の活用

環境はかせにチャレンジ 問題データ
（高知県立牧野植物園）

プログラム名

学習指導要領との関連

プログラムのねらい

プログラムの内容

関係機関の活用

小学校
中学年

総合

．指導計画の作成に当たって
は，次の事項に配慮するものと
する。 学習活動については，
学校の実態に応じて，例えば国
際理解，情報，環境，福祉・健
康などの横断的・総合的な課題
についての学習活動，児童の興
味・関心に基づく課題について
の学習活動，地域の人々の暮ら
し，伝統と文化など地域や学校
の特色に応じた課題についての
学習活動などを行うこと。



プログラムの位置づけと活用方法

単元の中での活用

小学校中学年 総合的な学習の時間 環境学習と
して活用

学習指導要領のねらい

横断的・総合的な学習や探究的な学習を通して，
自ら課題を見付け，自ら学び，自ら考え，主体的に
判断し，よりよく問題を解決する資質や能力を育成
するとともに，学び方やものの考え方を身に付け，
問題の解決や探究活動に主体的，創造的，協同的に
取り組む態度を育て，自己の生き方を考えることが
できるようにする。

使用教材

） 環境はかせにチャレンジ 問題
）インターネット接続ができるパソコン
）学校図書館の関連資料
）模造紙

単元の中での活用

学習指導要領のねらい

学習
指導案 環境はかせにチャレンジ 小学校 中学年

総合的な学習の時間
学習
指導案

時間 主な学習活動 学習支援（ ）と評価（ ） 備考（使用教材等）

時
間

・グループに分かれる。

・グループで意見を出し合
いながらイエスかノーの
どちらに進むか決める。

・自分が知っていることを
友達に伝え、また、友達
の意見を聞きお互いに共
有しながら環境問題につ
いて考える。

・わからない問題はイン
ターネット等を活用して
調べる。

・今日の感想を発表する。

・事前に問題作成（雛形を使用するときは資料
を活用）とグループ分けをしておく。
グループで話し合いができて協力して進める
ことができているか確認する。

友達との意見交換を通して多様なものの考え
方や生き方に触れていることを確認する。

ゴミ問題について感想や課題意識をもつこと
ができる。

・問題シート 、
（資料 、 ）

・インターネット接続
ができるパソコン
・学校図書館の関連資
料

時
間

・シートに入れる環境の問
題をつくる。

・時間があればグループで
交換してやってみる。

問題発見や追究活動に意欲的に取り組むこと
ができているかを確認する。
自分なりの課題を見つけることができる。

・シートに入れる問題
書き込み用紙
・模造紙

授業の展開

小学校中学年 総合的な学習の時間 環境
本時 時間 時間扱い

プログラム活用の工夫

環境学習で活用するように想定しているが、問題を変えれば他の課題にも活用できる。学習時間を増やして
問題を児童に制作させることも有効である。



資 料



資 料



プログラム名

バナナのタネはどこにある？
野生種バナナ 食用バナナ 園芸品種
（ムサ ウェルティナ） （ミャンマー産）

学習指導要領との関連

小学校教科書関連単元

参考 東京書籍

プログラムのねらい

身近なくだものを教材とすることで児童たちの興
味・関心を引き野生種から園芸品種が出来てい
ることを知り品種改良について考える。

プログラムの内容

現在自分たちが食べている好きなくだものを自由
に挙げさせる。（特に高知県の特産品について考え
てみることが望ましい）自分達が好んで食べている
くだものも、もともとは自然に自生していたものを
人間が食べやすいように改良を繰り返し、人間に
とって有用な品種を残そうとしている園芸品種であ
ることを知り品種改良について考える。

おすすめポイント

普段なにげなく食べている身近なくだもの（山北
みかんや土佐文旦など）を教材に取り上げることに
より、興味・関心を引くことができる。また、身近
なくだもののほとんどは自然に自生していた野生種
を品種改良して、より食べやすくしている園芸品種
であることを知ることができる。

関係機関の活用

インターネット活用
バナナ画像データ（高知県立牧野植物園）

）

プログラム名

学習指導要領との関連

小学校教科書関連単元

プログラムのねらい

プログラムの内容

関係機関の活用

小学校
社会

年

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。
ア（略）
イ 我が国の主な食料生産物
の分布や土地利用の特色など

小学校
社会

年

わたしたちの生活と
食料生産
これからの食料生
産とわたしたち

参考 東京書籍

小学校 年社会 これからの食料生産とわたしたち
配当時間 時間 本時 時 時間

指導計画一例指導計画一例

配当時間 主な学習活動

・スーパーマーケットの野菜売り場
を、次のような観点で観察する。
同じ野菜で値段や品種の違うもの
産地や生産者などが表示されてい
るもの

・食の安全に関する新聞記事を読
み、どのようなことが問題になっ
ているのかつかむ。

・値段の違いは、どのような理由に
よるのか、話し合う。

・どのような野菜を買いたいと思う
か、それはなぜか、自分ならどう
するのか、などについて話し合う。

評 価 規 準

【関・意・態】
・我が国の果樹栽培の様子に関心をもち、意欲的に調べ
るとともに、我が国の果樹栽培の特色を具体的に考え
ようとしている。
【思・判・表】
・果樹栽培と自然環境や国民生活とのかかわり、我が国
の果樹栽培の発展について思考・判断したことを、適
切に表現している。
【技】
・我が国の果樹栽培の様子について、統計その他の資料
を用いて必要な情報を集めて読み取り、まとめている。
【知・理】
・我が国の果樹栽培に携わる人々が、温暖な気候や豊か
な自然環境を生かし、安全でおいしい果樹の栽培の工
夫を重ねて国民の食生活を支えていること、様々な産
地の生産により豊かな食生活が支えられていること
や、果樹栽培の発展のために地産地消の取り組みがな
されていることを理解している。



・家庭に取材し、 年ほど前の
食材と現在の食材とではどのよう
に変わってきたかを発表し合う。
和食から洋食へ
魚から肉へ
昔はなかったもの

・食料品の消費量の変化、輸入量の
変化などの統計グラフも用いて、
食生活の変化の理由について話し
合う。
食料自給率の変化

・食料生産の現場の変化を統計資料
などから読み取る。
土地利用の変化
農業や漁業で働く人数の変化
農業をする会社の数の変化

・食材を手に入れる方法が新しく
なってきていることに気づき、そ
れらがなぜ出てきたのか話し合
う。
宅配便
インターネット
オーナー制度

・地産地消の利点について発表し合
う。

・食料生産と環境とをつなげて、水
を媒介として、大きな観点から見
て行くと、すべてつながっていく
ということを、模式図にまとめる。
田の環境保全機能
漁師による植林

・磯焼けの実態を知り、食料生産の
面から環境に対する関心を高め
る。

本時
・野生種と園芸品種の違いを知り品
種改良を重ねていることを知る。
（本プログラムの活用）



プログラムの位置づけと活用方法

単元の中での活用

小学校 年 社会
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。
ア（略）
イ 我が国の主な食料生産物の分布や土地利用の
特色など 発展的な学習として活用

学習指導要領のねらい

我が国の産業の様子，産業と国民生活との関連に
ついて理解できるようにし，我が国の産業の発展や
社会の情報化の進展に関心をもつようにする。

使用教材

）くだもの（実物数種類） くだもの写真（数
種類）
）野生種バナナ・食用バナナ画像（画像データ
印刷）
）インターネット接続ができるパソコン
）参考ホームページ
バナナの足 研究会

）の画像データは下記のホームページより入手
高知県立牧野植物園

単元の中での活用

学習指導要領のねらい

学習
指導案 バナナのタネはどこにある？ 小学校 年 社会

これからの食料生産とわたしたち
学習
指導案

時間 主な学習活動 学習支援（ ）と評価（ ） 備考（使用教材等）

時
間

・自分の興味のあるくだも
のの名前を挙げる。

・どんな味がするのかを答
える。

・調べたいくだものを決め
る。

・調べたいくだものについ
てインターネット、図書
等で調べてみる。
原産地
植物体
品種
生産が多い地域など

どんなくだものが好きか質問する。
名前の挙がりそうなくだものを数個提示す
る。
・あまい・おいしいなど
高知ではハウス栽培が多いことを補足する。
バナナを例に挙げ、写真を見せながら野生種
バナナはタネが大きく食べる部分が少ないこ
とを説明する。また、写真を活用して現在食
べているバナナのからだのつくりや生産が多
い地域（フィリピン、台湾、エクアドルなど）、
品種、原産地（東南アジア）などを説明する。
参照 バナナの足 研究会
高知県の特産品を紹介する。
調べたくだもののほとんどすべて人が食べる
ために品種改良（バナナのタネは野生のもの
にしかないことを説明する）され、各地で生
産されている。

・カキ
・パイナップル
・リンゴ
・ブドウなど
実物が用意できない
場合は写真でも可
・野生種バナナと食用
バナナの断面写真
参照 高知県立牧野
植物園ホームページ

・土佐文旦
・山北みかん
・新高梨など
・参考図書
・インターネット接続
ができるパソコン

授業の展開

小学校 年 社会 我が国の主な食料生産物の分布や土地利用の特色など
本時 時間扱い



資 料 野生種と食用バナナの断面

食用 野生種

・人が生きていくいために

必要な食物としての植物

（くだもの）と品種改良

について考える。

・気づいたことや感想を発

表する。

人などの動物の食べ物としてのくだものに興

味・関心をもち、生物どうしのかかわりにつ

いて自ら調べようとしている。【関・意・態】

困っている児童には、人は生きていくために

は食べなくてはならないが、人の都合だけで

品種改良をすすめてもいいと思うかなどを問

いかける。

プログラム活用の工夫

くだものは、ほとんどがおいしく食べられ生育地や個体数も確保されるようになっているが、そもそも野生
の果実は小さく、渋かったり硬かったりして人間が食べられるものではないため、野生のくだもの（野生種）
の生育地や種類が減っていることにつなげていくことがポイントである。また、学習の後、家庭でむかし食べ
ていたくだものの種類や値段などを聴き取る学習も有効である。



プログラム名

海岸の漂着物調べ

学習指導要領との関連

資 料 海岸に流れ着いた漂着物

プログラムのねらい

海岸に流れ着く漂着物を分別することにより、ゴ
ミ問題について考える。

プログラムの内容

海岸に流れ着いた流木や海藻などの自然のものと
人間が捨てたゴミを拾って海岸の清掃を行う。分別
した漂着物から海岸のゴミ問題について考える。

おすすめポイント

清掃ボランティア活動により働くことのよさを知
り、同時に海岸のゴミ問題が学べる。

関係機関の活用

市町村の環境共生課

ゴミ回収依頼については、事前に要相談。

プログラム名

学習指導要領との関連

プログラムのねらい

プログラムの内容

関係機関の活用

小学校
低学年

生活

．指導計画の作成に当たって
は，次の事項に配慮するものと
する。 自分と地域の人々，社
会及び自然とのかかわりが具体
的に把握できるような学習活動
を行うこととし，校外での活動
を積極的に取り入れること。



プログラムの位置づけと活用方法

単元の中での活用

小学校低学年 生活 環境学習として活用

学習指導要領のねらい

具体的な活動や体験を通して，自分と身近な人々，
社会及び自然とのかかわりに関心をもち，自分自身
や自分の生活について考えさせるとともに，その過
程において生活上必要な習慣や技能を身に付けさ
せ，自立への基礎を養う。

使用教材

）軍手
）チリバサミ
）分別用ゴミ袋
）映像記録機器（デジタルカメラ、デジタルビ
デオ）
）参考ホームページ
漂着物学会
漂着物回収時の注意点 （上記ホームページ内）
“ドンブラッコ 講座

漂着物の種類判別 （同）ビーチコーミング入門

単元の中での活用

学習指導要領のねらい

学習
指導案 海岸の漂着物調べ

小学校低学年

生活
学習
指導案

時間 主な学習活動 学習支援（ ）と評価（ ） 備考（使用教材等）

時
間

・漂着物を集める時の安全
面や分別方法について聞
く。

・自然に流れてきた漂着物
やゴミを分別して集め
る。

・みんなで拾った漂着物の
内容を確認する。

・自然に流れてきた漂着物
なのか人が捨てた漂着物
なのかを考えて発表す
る。

漂着物を集める時の安全面や分別の方法につ
いて説明する。
（ 漂着したプラスティックボトルなどの容器
の中に危険な薬品が入っている場合があるの
で、液体の入ったボトルなどには十分注意す
ることを説明する）
分別用のゴミ袋を指定して設置する。
集団における自己の役割を考え、働くことが
できているか確認する。
あまり波打ち際に行かないように注意を与
え、ガラスの破片等でケガがないように気を
つけて行動観察をする。
参考 ビーチコーミング入門
集合させて分別した漂着物の中身を確認して
示す。
（ゴミ以外は学校に持ち帰り漂着物を確認する
ことも有効である）
参考 “ドンブラッコ”講座
ゴミはどうすればいいのか、自然環境を守る
のはどうしたらいいのかを投げかける。

・軍手
・チリバサミ
・分別用ゴミ袋
・映像記録機器
（デジタルカメラ、デ
ジタルビデオ）

授業の展開

小学校低学年 生活 環境
本時 時間

プログラム活用の工夫

生活において 環境 についての学習活動として活用するように想定しているが、校外学習や遠足時、親子
行事において海岸を昼食場所とするときに取り組むのも有効的である。また、活動場所を限定せず川や山など
に広げてみるのもよい。



プログラム名

どこでとれたサカナかな？

サカナ
魚介類と加工品を含む

学習指導要領との関連

小学校教科書関連単元

参考 教育出版

プログラムのねらい

普段食べているサカナ（魚介類と加工品を含む）
を知る。
サカナの産地などを調べ日本の漁業や食文化につ
いて考える。

プログラムの内容

スーパーマーケットや小売店に行き、売られてい
るサカナを調べる。サカナの産地や加工の仕方など
をまとめることで日本の漁業や食文化を考えさせ
る。

おすすめポイント

児童たちは、給食や家庭で食べているサカナの産
地やどのように加工されているのかを深く考えたこ
とがなく、また、サケなどのように外国産であるも
のや高知県以外の産地であるサカナが多いことを実
感することができる。スーパーマーケット等で売ら
れているサカナを調べる学習を通して日本の漁業と
食文化を考える契機とすることができる。

関係機関の活用

地域のスーパーや小売店（要相談）

プログラム名

学習指導要領との関連

小学校教科書関連単元

プログラムのねらい

プログラムの内容

関係機関の活用

小学校

社会

・

年

地域の人々の生産や販売に
ついて，次のことを見学した
り調査したりして調べ，それ
らの仕事に携わっている人々
の工夫を考えるようにする。
ア 地域には生産や販売に関
する仕事があり，それらは
自分たちの生活を支えてい
ること。

小学校
社会

・
年

見直そう わたした
ちの買い物
店を調べに行こう

参考 教育出版

小学校 ・ 年社会 見直そう わたしたちの買い物
配当時間 時間 本時 時 時間

指導計画一例指導計画一例

配当時間 主な学習活動

・自分自身や自分たちの家庭では、

どんな品物をどの店で買っている

か、日常の生活を振り返りながら

話し合う。

・買い物調べの計画を立てる。

・買い物調べをまとめる方法を考え

る。

・調べたことを表やグラフ、地図に

表す。

・表やグラフ、地図を見て、買い物

の傾向や、よく買い物に行く店の

特徴を話し合う。

・みんながよく買い物に行くスー

パーマーケットを見学する計画を

立てる。

評 価 規 準

【関・意・態】

・スーパーマーケットの見学を通して、店の様子や、そ

こで働く人の様子などについて関心をもち、意欲的に

調べようとしている。

【思・判・表】

・スーパーマーケットを見学して調べた事実をもとに、

販売者の側の工夫を消費者の工夫と関連づけて考え、

適切に表現している。

【技】

・見学を通して調べたことを、見学メモやノートに適切

にまとめている。

【知・理】

・多くの買い物客を集めるために、買う人のことを考え

た売り方の工夫や努力を店が行っていることや、商品

を通して自分たちの地域と他地域とがつながっている

ことについて理解している。



本時

・スーパーマーケットの見学をす

る。

・店の様子や、買い物客の様子を観

察し、メモをとる。

・買い物客や店で働く人へインタ

ビューし、メモをとる。

・見学してわかったことをノートに

まとめる。

・見学してわかったことをもとにし

て、店の工夫や努力について考え

る。

・店の商品がどこから来ているかを

調べ、他地域とのつながりや店の

工夫について考える。

（本プログラムの活用）

・家の人たちの買い物の工夫につい

て、聞き取ってきたことを話し合

う。

・スーパーマーケットの様子や家の

人の買い物の工夫について振り返

りながら、上手な買い物をするた

めに、自分はどんなことに気をつ

けていきたいかを考える。

・店の人になったつもりで、ちらし

づくりの計画を立てる。

・見た人が買い物に来たくなるよう

なちらしをつくる。

・それぞれのちらしを掲示して発表

し合い、感想を話し合う。



プログラムの位置づけと活用方法

単元の中での活用

小学校 ・ 年 社会
地域の人々の生産や販売について，次のことを

見学したり調査したりして調べ，それらの仕事に
携わっている人々の工夫を考えるようにする。
ア 地域には生産や販売に関する仕事があり，

それらは自分たちの生活を支えていることで活用

学習指導要領のねらい

地域の産業や消費生活の様子，人々の健康な生活
や良好な生活環境及び安全を守るための諸活動につ
いて理解できるようにし，地域社会の一員としての
自覚をもつようにする。

使用教材

）ワークシート
）デジタルカメラ等映像記録機器
）模造紙
）色鉛筆

単元の中での活用

学習指導要領のねらい

学習
指導案 どこでとれたサカナかな？

小学校 ・ 年 社会
地域には生産や販売に関する仕事があり，
それらは自分たちの生活を支えていること

学習
指導案

時間 主な学習活動 学習支援（ ）と評価（ ） 備考（使用教材等）

時
間

・調査（商品のラベル）、聴き取り
時の注意事項を確認する。（安全
面・内容等）

・グループで調査（商品のラベル）、
聴き取りをする内容、役割分担（聴
き取りをする係り、記録する係り
など）の確認をする。
・役割分担に従い調査（商品のラベ
ル）、聴き取りをして内容を記録
する。
サカナの名前
売られている形（加工品を含む）
色、大きさ、値段、産地
とれる時期など

事前に調査、聴き取りをする内容や
注意事項を説明しておく。

事前にグループに分け、内容や役割
分担を確認させる。

ワークシートやノートのまとめ方を
確認する。
見学を通して調べたことを，ワーク
シートやノートに適切にまとめてい
る。【技】

・ワークシート
・デジタルカメラ等

時
間

・調査の内容をもとにグループで模
造紙にまとめる。

・グループごとにまとめた内容を発
表する。

サカナの種類と産地・値段・売られ
ている形（加工品であるか）などと
の関係で気づいたことを書くように
促す。
スーパーマーケット等で売られてい
るサカナの産地を調べる学習を通し
て日本の漁業と食文化を考えること
ができる。【思・判・表】
グループや他グループの意見を参考
に考えるように促す。

・模造紙
・色鉛筆

授業の展開

小学校 ・ 年 社会
地域には生産や販売に関する仕事があり、それらは自分たちの生活を支えていること
本時 時間扱い

プログラム活用の工夫

小学校 年 社会 ア 地域には生産や販売に関する仕事があり、それらは自分たちの生活を支えているこ
と で地域のスーパーなどでの調査学習にあわせて活用することを想定している。販売されているサカナの種
類を調べることで人間の流通・経済活動は環境につながっていることを認識させるきっかけにする。また、活
動を記録しておき壁新聞などを作ってみる。



どこでとれたサカナかな？ （ ）年（ ）組 名前（ ）

（魚介類と加工品を含む）

サカナの名前

色

大きさ

値段

産地

とれる時期

写真

気づいたことを書いておこう

資 料（ワークシート）

産地に を付けてみよう

外国産はここに名前を書こう



プログラム名

海藻でおしばをつくってみよう

海藻おしば見本 くじゃく

学習指導要領との関連

小学校教科書関連単元

参考 日本文教出版

プログラムのねらい

いろいろな海藻（海の生物の多様性）を材料にし
ておしばをつくる。

プログラムの内容

浜に打ち上げられた海藻（海藻はあらかじめ採集
しておく必要がある）、または、食用に販売されて
いるワカメ（刻んでいない棒状の物か塩蔵品）、コ
ンブ（同左）、乾燥海藻（サラダ）、アオノリ原藻、
フノリ、トサカノリ、ヒジキなどを使っておしばを
つくる。適切な処理（塩抜き等）をした海藻をちぎっ
たり、組み合わせたりしながら新聞紙やダンボール
紙を使用して押し、写真フレームなどに挟んで自分
だけのおしばをつくる。ラミネートして、しおりな
どを作ることもできる。

おすすめポイント

海藻は、色もさまざまで見た目も綺麗であり、興
味・関心が高まる素材である。また、自分だけのオ
リジナル作品ができるので、教室に掲示してお互い
に楽しむことができる。

関係機関の活用

海藻おしば協会

乾燥海藻 スーパーマーケット等で購入
（￥ 販売している）

プログラム名

学習指導要領との関連

小学校教科書関連単元

プログラムのねらい

プログラムの内容

関係機関の活用

小学校

図画工作

・

年

表現

材料を基に造形遊びを

する活動を通して，次の

事項を指導する。

ア 身近な自然物や人工

の材料の形や色などを

基に思い付いてつくる

こと。

小学校
図画工作

・ 年下 見つけたよ いいかんじ

参考 日本文教出版

小学校 ・ 年図画工作 見つけたよ いいかんじ
配当時間 時間 本時 時 時間

指導計画一例指導計画一例

配当時間 主な学習活動

本時

・材料を触ったり並べたりしなが
ら、使いたい材料を選ぶ。

・思い描いた形になるように、切っ
たり、ちぎったり、組み合わせた
りしながら表す。

・画用紙に貼りながら、表したい内
容をクレヨン・パスや絵の具など
でかき加える。

・できた作品に題名を付けたり、見
せ合ったりしながらお互いの工夫
したことやよさを話し合う。
（本プログラムの活用）

評 価 規 準

【関】
・材料の形や色に関心をもち、思いのままに表すことを
楽しもうとしている。
【想】
・材料の形や色の感じから表したいことを思いついてい
る。
【技】
・材料を組み合わせたりつなげたりしながら、表し方を
工夫している。
【鑑】
・自分や友人の作品を見て、材料の形や色を生かしたよ
さや表し方の面白さに気付いている。



プログラムの位置づけと活用方法

単元の中での活用

小学校 ・ 年 図画工作
表現
材料を基に造形遊びをする活動を通して，次

の事項を指導する。
ア 身近な自然物や人工の材料の形や色などを
基に思い付いてつくること。

学習指導要領のねらい

身の回りの作品などから，面白さや楽しさを感じ
取るようにする。

使用材料・用具

）バット
）海藻 参照
）台紙（使用済みハガキなど厚手の用紙）
）新聞紙
）布（古着を切ったものなど。ワイシャツなど
のテトロン混紡が望ましい）
）ダンボール紙
）扇風機（無くても可）
）重石（図鑑などで代用可）
）液体のり
）クレヨン・パスや絵の具など
）は実際に採集することが望ましいが、無理
な場合は自宅から持参させる（色や形、自分
の好みの海藻を持参させる）。スーパーマー
ケットなどで比較的簡単に入手できる。

単元の中での活用

学習指導要領のねらい

学習
指導案 海藻でおしばをつくってみよう 小学校 ・ 年 図画工作

表現
学習
指導案

時間 主な学習活動 学習支援（ ）と評価（ ） 備考（使用材料・用具等）

時
間

・ 種類の海藻を選ぶ。
・台紙に色や形を考えなが
らちぎったり、組み合わ
せたりしてならべる。

・海藻を組み合わせてのせ
た台紙の上に布をかぶ
せ、新聞紙やダンボール
紙ではさむ。

詳しいおしばの作り方は、下記の海藻おしば
協会ホームページを参照

以下の要領で材料の事前準備をしておく。
・乾燥海藻など購入してきたものを使用する場
合は、あらかじめ水に浸しておく。授業の直前
に水をよく切ってバットなどに入れておく。
・実際に採集してきたものは、 分ほど水道水
に浸して塩抜きをしたあと、よく洗ってから
水に浸しておく。授業の直前に水をよく切っ
てバットなどに入れておく。
見本を見せながら自由に自分が表現したいも
のをつくるように助言する。
材料の形や色の感じから表したいことを思い
ついている。【想】
材料が重なったりしていないか確認する。
布をかぶせているか確認する。
・台紙を回収して重ねて置き、おもりをのせて
押す。

・バット
・海藻（塩抜きなどの
処理をしたもの）
・台紙
・新聞紙
・布
・ダンボール紙
・扇風機（無くても可）
・重石（図鑑などで代
用可）

時
間

・海藻をていねいにはがし
て、形や色の組み合わせ
を考えながら台紙にのり
づけする。

・クレヨン・パスや絵の具
で仕上げる。

海藻だけでなく、クレヨン・パスや絵の具も
使ってみることを促す。
材料を組み合わせたりつなげたりしながら、
表し方を工夫している。【技】

・液体のり
・クレヨン・パスや絵
の具

授業の展開

小学校 ・ 年 図画工作 表現
ア 身近な自然物や人工の材料の形や色などを基に思い付いてつくること

本時 時間扱い



資 料 海藻おしば見本

プログラム活用の工夫

小学校 ・ 年 図画工作で活用することを想定している。海藻については事前準備をしておく。また、自
分たちで採集することが望ましいが、各自で押してみたい色や形の海藻を持ってくるようにすることも有効で
ある。時間に余裕をもっておけば比較的簡単に手に入る。（海藻サラダや刺身のツマなどにも入っているし、
学校で乾燥海藻を一括購入するという方法もある）海藻は傷みやすいので、採集後、または、購入後、 週間
を目安に使用する。 週間以上保存するときは、密閉（チャック付きビニール袋などに入れて）して冷凍して
おく。



資 料 海藻おしば見本 くじゃく 作 神田小 年 松田日那



プログラム名

タンポポ調査
カンサイタンポポ セイヨウタンポポ
在来種 外来種

学習指導要領との関連

中学校教科書関連単元

参考 大日本図書

プログラムのねらい

身近なタンポポの観察を通して、環境への関心
を高める。
自分たちの地域のタンポポとほかの地域のタンポ
ポの種類を比較することによりタンポポの分布が
どうなっているかを知り、地域の都市化の状況に
ついての理解を深める。

プログラムの内容

学校周辺や登下校時、家の周りなどに生えている
タンポポを観察して種類をまとめる。在来種、外来
種の個体数を調べることにより自分たちの住んでい
る地域の都市化の状況について考えることができ
る。インターネットや資料等でほかの地域も調べて
比較してみる。

おすすめポイント

タンポポは観察しやすく、大日本図書の 年生の
教科書ではルーペや実体顕微鏡の使い方の教材とし
て取り上げられている。スケッチのしかたを習得さ
せるときや植物のからだのつくりとはたらきを学習
するときの教材として活用することも有効である。
春の観察に適した時期に活用してみる。また、 年
生の単元 の環境調査の教材としても最適である。
ここでは、タンポポの種類をまとめることにより地
域の環境の違いを考察することができる。

関係機関の活用

インターネット活用

プログラム名

学習指導要領との関連

中学校教科書関連単元

プログラムのねらい

プログラムの内容

関係機関の活用

中学校
理科

年
植物の生活と種類
ア 生物の観察

生物の観察

年

自然と人間
ア 生物と環境

自然環境の調査と環境
保全

参考 大日本図書

中学校 年理科 身近な生物の観察 配当時間 時間 本時 時 時間

指導計画一例指導計画一例

配当時間 主な学習活動

・校庭や学校周辺の生物の観察を行
い、いろいろな生物がさまざまな
場所で生活していることを見いだ
す。

・生物の観察を行い、ルーペや双眼
実体顕微鏡の操作、観察記録のし
かた等の技能を身につける。

本時
・地域の植物の観察を行い、植物の
種類や生育状況を環境条件と関連
づけてとらえる。
（本プログラムの活用）

・水中の微小な生物の観察を行い、
顕微鏡の操作、観察記録のしかた
等の技能を身につける。

中学校
理科

年 身近な生物の観察

年
単元 地球の明るい未来のた

めに
身近な自然環境を調査しよう

評 価 規 準

【関・意・態】
・植物は種類によって生えている場所にちがいがあるこ
とに関心をもち、その原因を進んで探究しようとする
とともに、植物の生育を環境要因とのかかわりでみよ
うとする。
【思・表】
・いろいろな植物を観察し、植物の種類や生育の状況と
環境要因とを関連づけてとらえることができる。
【技】
・植物の生育環境を区分してデータを集める方法を身に
つけている。
【知・理】
・植物の生活は環境と深くかかわっているということを
理解し、その知識を身につけている。



プログラムの位置づけと活用方法

単元の中での活用

中学校 年 理科 植物の生活と種類 ア
生物の観察 生物の観察で活用

学習指導要領のねらい

校庭や学校周辺の生物の観察を行い，いろいろな
生物が様々な場所で生活していることを見いだすと
ともに，観察器具の操作，観察記録のしかたなどの技
能を身に付け，生物の調べ方の基礎を習得すること。

使用教材

）観察カード
）虫メガネまたはルーペ
）定規（観察用）
）ポリエチレンの袋（採集用）
）資料 ・
タンポポの見分け方

）図鑑
小学館の図鑑 植物 小学館 刊
大自然のふしぎ 植物の生態図鑑

学研教育出版 刊
）インターネット接続のできるパソコン
）白地図（調査地域）

単元の中での活用

学習指導要領のねらい

学習
指導案 タンポポ調査 中学校 年 理科

生物の観察
学習
指導案

時間 主な学習活動 学習支援（ ）と評価（ ） 備考（使用教材等）

時
間

・観察カードをもとに花の
特徴（特に総苞外片

そうほうがいへん

）を
捉えタンポポの種類を図
鑑や資料をもとに判別す
る。
（細かい判別が困難な場
合は、在来種か外来種に
分ける程度にとどめる。）
・調べた地域の白地図にタ
ンポポの有無を記入して
いく。

・グループで記入したタン
ポポ地図をもとに分布
（都市化の指標）の状況
について資料やインター
ネット等を活用してまと
める。

・他の地域と比較してみ
る。

・まとめたことを発表す
る。

（・高知県全体のタンポポ
の状況について説明を聞
く。 植物園講師等を活
用する場合）

事前に観察カード記入の際、総苞外片の特徴
をしっかり捉えるように注意する。スケッチ
をする時は点と線で表現し、影をつけないこ
とを理解させる。

見分け方（総苞外片）がわからない生徒には
必要な助言を与える。
白地図にタンポポの名前と在来種、外来種の
区別を記入するようにさせる。

タンポポが都市化の指標になることを説明
し、調べた結果から調査地域の状況について
まとめるように促す。

タンポポの観察をして、種類や生育の状況と
環境要因とを関連付けてとらえている。【思・
表】
グループの意見を参考に、関連付けるための
視点について助言を与える。

・観察カード
・虫メガネまたはルー
ペ
・定規
・ポリエチレンの袋
・資料 ・

・図鑑
・インターネット接続
のできるパソコン
・調査地域の白地図

授業の展開

中学校 年 理科 生物の観察
本時 時間扱い

注 （学習指導計画 学校周辺の観察をした後、または、登下校時や自宅周辺で事前に植物観察・採集した後
に実施）



メ モ

プログラム活用の工夫

中学校 年 理科で学習する生物の観察での活用を想定しているが、中学校 年 理科の自然環境の調査と
環境保全の学習における活用も可能である。また、地域を限定することがないので、どの学校でも観察可能で
ある。白地図にタンポポが生えていたところを線で結ぶと、人が移動するところに生えていることが分かりタ
ンポポの特性について、より理解が深まり環境学習にもつなげることができる。また、他の外来種（セイタカ
アワダチソウ、オオキンケイギクなど）を調べて日本の在来種の生態系にどんな影響を与えているか考えさせ
ることも有効である。
植物園講師（要相談）を活用すればより理解が深まる。



資 料

タンポポの見分け方



プログラム名

モウソウチクの昔と今

学習指導要領との関連

中学校教科書関連単元

参考 大日本図書

プログラムのねらい

モウソウチクの昔と今を知る。
自然から受ける恩恵や自然との共生についての理
解を深める。

プログラムの内容

モウソウチクはどのような製品として細工され、
どのような用途として利用されている（いた）のか、
いろいろな利点について調べる。繁殖力に優れ丈夫
で加工がしやすいことから昔から利用されてきた
が、現代では化学製品（特にプラスチック）が主流
になり山に植えられたモウソウチクが放置され社会
問題化されている。山にモウソウチクが放置されて
いる現状で生物多様性を維持するためにはどうする
べきか、モウソウチクを利用または管理する方法を
模索していることを認識させる。

おすすめポイント

生徒たちは、竹細工についてある程度知っている
と思われるが、その用途や製品は多種多様であり知
らないものも多いと考えられる。いろいろなモウソ
ウチクの用途や製品の種類を調べることを通して化
学製品（プラスチック）の普及により次第に利用さ
れなくなり放置され、山林で増え続けている現状を
知り、自然との共生の在り方を考えることができる。

関係機関の活用

インターネット活用

プログラム名

学習指導要領との関連

中学校教科書関連単元

プログラムのねらい

プログラムの内容

関係機関の活用

中学校
理科

年

自然と人間
ア 生物と環境

自然環境の調査と環境
保全

年
植物の生活と種類
ア 生物の観察

生物の観察

中学校
理科

年
単元 地球の明るい未来のた

めに
身近な自然環境を調査しよう

年
身近な生物の観察
つづけてみよう 継続観察

配当時間 主な学習活動

本時

・身近な自然環境について調べ、自
然環境を保全することの重要性を
認識する。
（本プログラムの活用）

・自然がもたらす恵みと災害などに
ついて調べ、これらを多面的、総
合的にとらえて、自然と人間のか
かわり方について考察する。

・科学技術の発展の過程を知るとと
もに、科学技術が人間の生活を豊
かで便利にしてきたことを認識す
る。

参考 大日本図書

中学校 年理科 地球の明るい未来のために 配当時間 時間 本時 時 時 時間

指導計画一例指導計画一例

評 価 規 準

【関・意・態】
・身近な自然環境に関心をもち、いろいろな視点から探
究しようとする。
【思・表】
・環境調査の結果から、身近な自然環境について科学的
に考察することができる。
【技】
・いろいろな方法によって、身近な自然環境を調べ、結
果を分析することができる。
【知・理】
・人間生活と自然環境とのかかわりについて理解し、知
識を身につけている。



メ モ

・人間は、水力、火力、原子力など
からエネルギーを得ていることを
知るとともに、エネルギーの有効
な利用が大切であることを認識す
る。

・自然環境の保全と科学技術の利用
の在り方について科学的に考察
し、持続可能な社会をつくること
が重要であることを認識する。

まとめ・単元末問題



プログラムの位置づけと活用方法

単元の中での活用

中学校 年 理科 自然と人間 ア 生物と環
境 自然環境の調査と環境保全で活用

学習指導要領のねらい

身近な自然環境について調べ，様々な要因が自然
界のつり合いに影響していることを理解するととも
に，自然環境を保全することの重要性を認識するこ
と。

使用教材

）インターネット接続ができるパソコン
）参考ホームページ
竹

竹虎（竹材専門メーカー）

）模造紙

単元の中での活用

学習指導要領のねらい

学習
指導案 モウソウチクの昔と今 中学校 年 理科

自然環境の調査と環境保全
学習
指導案

時間 主な学習活動 学習支援（ ）と評価（ ） 備考（使用教材等）

時
間

・モウソウチクについて調
べる。

・グループでインターネッ
トを活用して調べる。
調べる項目（例）
製品名
用途
歴史
現状など

・グループごとにモウソウ
チクと人間について調べ
たことをもとに自然から
受ける恩恵や共生の視点
から関連づけて模造紙に
まとめる。

・グループでまとめたこと
を発表する。

・事前にグループ分けをしておく。

グループで協力するように促す。

ワークシートの記入方法を説明し、結果から
気づいたことをまとめるように促す。
いろいろな方法によって、モウソウチクにつ
いて調べ、結果を分析している。【技】
グループの意見を参考に分析する視点の助言
を与える。
他のグループの発表を聞くように促す。

・インターネット接続
のできるパソコン

・模造紙

授業の展開

中学校 年 理科 自然環境の調査と環境保全
本時 時間扱い

プログラム活用の工夫

中学校 年 理科 自然環境の調査と環境保全 で活用することを想定している。人がモウソウチクを利用
するために植えたにもかかわらず現代では放置され、他の生物たちが棲みにくい環境になり生物多様性をどの
ように管理・維持していくのかを考えさせるようにすることがポイントである。また、製品としての用途だけ
でなく食用（タケノコ）としていることも補足しておく。



資 料（ワークシート）

モウソウチクの昔と今 （ ）年（ ）組 （ ）

・モウソウチクのからだのつくりや特徴

・製品名 ・用途 ・利点と欠点

・モウソウチクの歴史と現状

・調べたことをもとに 自然環境 という視点で、私たちがこれからできることを考えよう



プログラム名

身近な地域で利用してきた樹木
クスノキ

学習指導要領との関連

中学校教科書関連単元

参考 教育出版

プログラムのねらい

地域（高知県に広げても可）の地理や気候に合わ
せた樹木の栽培とその樹木の持つ性質を生活の知
恵として利用してきたことについての理解を深
め、地域の環境や文化について考える。
建築材、虫よけ、香料、薬など様々な用途として
利用し、生活や産業と結びついてきた樹木の特徴
を調べる。

プログラムの内容

クスノキ、クリ、ヒノキ、コウゾ、カキノキ、ホ
オノキなど身近な地域にある古くから生活のために
利用してきた樹木の活用方法についてグループで調
べる。現在でも利用しているもの、利用が減ってき
ているもの、ほとんど利用されていないものに分け
る。レポートにまとめて壁新聞を作る資料とする。

おすすめポイント

身近な樹木の名前は知っていてもどのように利用
されていたのか知っている生徒は少ないと思われ
る。身近な地域の調査テーマとして取り上げ、家族
や地域のお年寄りに聴き取りなども行えば交流を深
め、調べる楽しみを実感することもできる。また、
地域の環境や文化に目を向ける契機とすることもで
きる。

関係機関の活用

インターネット活用
環境支援センターえこらぼ 講師派遣（要相談）
ホームページ

プログラム名

学習指導要領との関連

中学校教科書関連単元

プログラムのねらい

プログラムの内容

関係機関の活用

中学校
社会

地理
日本の様々な地域
エ 身近な地域の調査

参考 教育出版

中学校社会 地理 第 章 身近な地域の調査 配当時間 時間 本時 時 時間

指導計画一例指導計画一例

配当時間 学習のねらい

・身近な地域を調査する方法の中で
野外調査に関連する技術を身に付
ける。

・身近な地域に対して関心を高め、
注意しながら観察しようとする態
度を養う。

・地形図の縮尺とそれに応じた表現
の違いについて理解し、読み取り
などの技能を身に付ける。

・調べる対象に応じて適切な縮尺の
地形図を選択し、読み取ることが
できる。

・地形図に表現される方位、地図記
号、等高線のしくみについて覚え、
それぞれの読み取りの技能を身に
付ける。

・地形図上で読み取ることのできる
地理的な情報を言語化し、文章に
表現できる。

中学校
社会

地理
第 編 日本のさまざまな地域
第 章 身近な地域の調査

評 価 規 準

【関・意・態】
・身近な地域の調査とその地域的特色や地域の課題に対
する関心を高め、それらを意欲的に追究し、とらえよ
うとしている。
【思・判・表】
・身近な地域の地理的事象から課題を見いだし、身近な
地域の調査を行う際の視点や方法をもとに多面的・多
角的に考察し、公正に判断して、その過程や結果を地
理的なまとめ方や発表の方法により適切に表現してい
る。
【技】
・身近な地域の調査とその地域的特色や地域の課題に関
するさまざまな資料を収集し、有用な情報を適切に選
択して、読み取ったり図表にまとめたりしている。
【知・理】
・身近な地域の調査について、地域的特色や地域の課題
とともに、身近な地域の調査を行う際の視点や方法、
地理的なまとめ方や発表の方法を理解し、その知識を
身に付けている。



本時は、調査の一事例として学習する位置付け
である。

・ 法によって具体的な調査テー
マを抽出し、さまざまな調査方法
から適切なものを選択できる。

・観察によって得られた地域の情報
や疑問などをルートマップの上で
共有し、テーマ別に班を編成し、
具体的な調査の計画を立てる。
（本プログラムの活用）

本時
・文献資料から地域の変化を年表や
モデル図に加工したり、統計資料
をグラフ化する。聞き取り調査を
実施し、得られた情報を整理する
ことができる。

・地形図や同一地点の景観写真の新
旧比較を行い、地域の変化を読み
取り、文章に表現する。地域で活
動している各種団体への聞き取り
を行う。

・調査した結果をレポートやイラス
トマップ、新聞形式、コンピュー
ター画面などにまとめ、表現でき
る。

・各班の調査結果をクラスで共有す
るための発表会の準備を進める。

・地域の課題とその解決のための方
策などを提案する。

・地域調査に協力いただいた方々を
教室に招くなどして、調査結果を
報告する。

・調査結果を各自で文章やグラフ、
主題図などで表現し、レポートと
してまとめる。

・調査活動を振り返り、調査におけ
る視点と方法をまとめ、技能とし
て身に付ける。



プログラムの位置づけと活用方法

単元の中での活用

中学校社会 地理 日本の様々な地域
エ 身近な地域の調査で活用

学習指導要領のねらい

身近な地域における諸事象を取り上げ，観察や調
査などの活動を行い，生徒が生活している土地に対
する理解と関心を深めて地域の課題を見いだし，地
域社会の形成に参画しその発展に努力しようとする
態度を養うとともに，市町村規模の地域の調査を行
う際の視点や方法，地理的なまとめ方や発表の方法
の基礎を身に付けさせる。

使用教材

）インターネット接続のできるパソコン
）図鑑
）書籍
）参考ホームページ
ゑれきてる

シリーズ自然を読む 樹木の個性を知る、
生活を知る をクリック
イー薬草・ドット・コム

単元の中での活用

学習指導要領のねらい

学習
指導案 身近な地域で利用してきた樹木 中学校社会 地理

身近な地域の調査
学習
指導案

時間 主な学習活動 学習支援（ ）と評価（ ） 備考（使用教材等）

時
間

・身近な地域で利用してき
た樹木をいくつか選ぶ。

・選んだ樹木を産業として
利用してきた用途につい
て調べる。

・現在でも利用している
か、減ってきているか、
ほとんど利用されていな
いかに分け、グループで
まとめる。

・レポートに収集したこと
をまとめて、壁新聞を作
る資料とする。

事前にいくつかの樹木を例示しておく。
インターネットや資料の活用ができていない
グループには必要な助言を与える。
身近な地域の調査とその地域の環境や文化に
関するさまざまな資料を収集し、有用な情報
を適切に選択して、読み取ったり図表にまと
めたりしている。【技】
まとめ方や話し合いの視点について助言を与
える。

・インターネット接続
ができるパソコン
・図鑑
・書籍

授業の展開

中学校社会 地理 身近な地域の調査
本時 時間扱い

プログラム活用の工夫

社会科の地理 身近な地域での調査 での活用を想定している。この授業の前に環境支援センターえこらぼ
の学習プログラム 樟脳って、なあに？ （要相談）を行えば、興味・関心・意欲を引き出す良いきっかけづ
くりになる。
また、高知県の文化財として指定されている各市町村の大木を調べてみることも有効である。



クスノキ

、用途

）材、枝、葉からとれる樟脳
しょうのう

を活用する。

防虫剤

防腐剤

医薬品（強心剤）

皮膚病の外用薬 軟膏（なんこう）、擦（さ

つ）剤、チンキ

など

樟脳の作り方

樟木
しょうぼく

（木部を集めたもの）を刻んで水を

加え、熱して水蒸気蒸留して冷やす。

結晶化させたものが樟脳（しょうのう）、

樟脳油。

）神木として神社などに植えられる。

）学校、病院などの静かな環境（常緑の高

木のため消音効果が期待できる）が必要

なところに活用される。また、街路樹と

して植えられる。

）は、ほとんど使われなくなっている。

）、 ）については、今でもよく見かける。

コウゾ

、用途

）樹皮の繊維を紙の原料として活用する。

）果実は小核果が球状に集まったもので、

初夏に赤く熟し、甘味があり生食でき果

実酒にもする。

） ）は、現在でも活用されている。

資 料 （参考）



プログラム名

海岸の植物たち

ハマゴウ

学習指導要領との関連

中学校教科書関連単元

参考 大日本図書

プログラムのねらい

種子植物にも既習の植物以外にいろいろな種類が
あることを知る。
海浜性植物と内陸性植物のからだのつくりとはた
らきを比較することにより植物がさまざまな環
境に適応していること（生物多様性）を知る。

プログラムの内容

塩分や乾燥に強く海岸でも生育できる植物は少な
い。そこで生育している海浜性植物の種類やからだ
のつくりを調べて検索カードに記入する。既習の内
陸性植物と比較して環境への適応の仕方の違いにつ
いて考える。

おすすめポイント

内陸性植物のからだのつくりやはたらきを学習し
たあとに、海浜性植物のからだのつくりやはたらき
を調べて比較することで、植物は気候や自然環境に
よりからだのつくりを適応させていることを学べて
学習が深まる。また、海浜性植物の絶滅危惧種をイ
ンターネット等で調べてみるのも環境問題への意識
向上につながる。

関係機関の活用

インターネットの活用

プログラム名

学習指導要領との関連

中学校教科書関連単元

プログラムのねらい

プログラムの内容

関係機関の活用

参考 大日本図書

中学校 年理科 終章 植物の検索カードをつくる 配当時間 時間 本時 時 時間

指導計画一例指導計画一例

配当時間 主な学習活動

本時
・さまざまな植物をその特徴をもと
になかま分けし、検索カードをつ
くることができる。
（本プログラムの活用）

中学校
理科

年
植物の生活と種類
ウ 植物の仲間

種子植物の仲間

年

自然と人間
ア 生物と環境

自然環境の調査と環境
保全

中学校
理科

年
単元 植物の生活と種類
終章 植物の検索カードを
つくる

年
単元 地球の明るい未来のた

めに
身近な自然環境を調査しよう

評 価 規 準

【関・意・態】
・いろいろな植物に関心をもち、種子のでき方やからだ
のつくりの特徴を意欲的にまとめようとする。
【思・表】
・いろいろな植物をなかま分けして、植物の特徴につい
て、自らの考えを導いたりまとめたりして、表現して
いる。
【技】
・植物の検索カードを工夫してつくることができる。
【知・理】
・種子のでき方やからだのつくりの特徴など、植物をな
かま分けするための知識を身につけている。



プログラムの位置づけと活用方法

単元の中での活用

中学校 年 理科 植物の生活と種類 ウ
植物の仲間 種子植物の仲間で活用

学習指導要領のねらい

身近な植物などについての観察，実験を通して，
生物の調べ方の基礎を身に付けさせるとともに，植
物の体のつくりと働きを理解させ，植物の生活と種
類についての認識を深める。

使用教材

）インターネット接続のできるパソコン
）海浜性植物または標本（貸出教材）
）海浜性植物画像 ）が入手できない場合
）検索カード（コンピュータ活用可）
）日本白地図
）レポート用紙
）参考ホームページ
日本のレッドデータブック

）の標本は高知県立牧野植物園ホームページ
内の貸

出教材一覧を参照（要相談）

単元の中での活用

学習指導要領のねらい

学習
指導案 海岸の植物たち 中学校 年 理科

種子植物の仲間
学習
指導案

時間 学習の内容と活動 学習支援（ ）と評価（ ） 備考（使用教材等）

時
間

・海浜性植物の 分類、生
活場所、特徴 について
予想する。

・インターネットを活用し
て海浜性植物の種類につ
いて調べる。

・海浜性植物の体のつくり
やはたらきを調べる。
項目（例）
生育分布地域
海岸のどこに生えてい
るか
からだのつくり
（花、葉、茎、根の形）
名前の由来
種子の運び方など

・事前に海浜性植物を採集しておく。 用意で
きない場合は、標本（貸出教材またはホーム
ページ等の写真）を見せる。
海岸で生活していることを説明する。
同じなかまの内陸性植物と比較する。
同じ科で検索する。

検索カードに必要事項が記入できているか確
認する。
記入の仕方がわからない生徒には適切な助言
をする。
海浜性植物の検索カードを工夫してつくって
いる。【技】

・インターネット接続
ができるパソコン
・ハマゴウ
・コウボウムギ
・ハマエンドウ
・ハマヒルガオ
・ハマグルマなど

・検索カード
参照 （大日本図書
年教科書 ・ 、 ）

時
間

・日本白地図に 日本レッ
ドデータブック を参考
にしながら調べた植物の
レッドデータの状況を記
入していく。

・レポートとしてまとめる。

レポートの書き方を確認する。

海浜性植物をなかま分けして、植物の特徴に
ついて、自らの考えを導いたりまとめたりし
て、表現している。【思・表】

・日本白地図
・レポート用紙（パソ
コンでまとめても
可）

授業の展開

中学校 年 理科 種子植物の仲間
本時 時間扱い

プログラム活用の工夫

中学校 年 理科でのインターネットや資料を活用しての学習を想定しているが、校外学習等により海岸に
出かけて実際に観察する学習がより効果的である。また、海浜性植物のからだのつくりやはたらきについて学
習し、日本での地域分布や絶滅危惧種について調べることにより学習が深まる。



植物名

全体

花 果実

資 料（検索カード） 写真またはスケッチ



植物の特徴

植 物 名

分 類

生えている場所

分 布

原 産 地

特 徴

根

茎

葉

種子の運ばれ方

花 の 時 期

同じなかま（科）の
内陸性植物名

同じなかま（科）の
内陸性植物との違い

そ の 他



プログラム名

海のプランクトン

学習指導要領との関連

中学校教科書関連単元

参考 大日本図書

プログラムのねらい

海のプランクトン（動物プランクトン）を観察し、
特徴をつかむ。
海の食物連鎖の基礎的な部分（光のエネルギー
植物性プランクトンの光合成 それを餌とする
動物性プランクトン 最も下のレベルの消費者
一次消費者）を理解するきっかけとする。

プログラムの内容

校外学習の時間を利用して海に行き、プランクト
ンネットで海のプランクトンを採集して学校に持ち
帰り、ルーペや双眼実体顕微鏡で観察する。

おすすめポイント

年生の時に、淡水のプランクトンなどを観察し
ている。生徒による海のプランクトン採集は時間
的・地理的・予算的にも困難だと考えられるが、プ
ランクトンネットなどの準備さえしておけば海の近
くに遠足や校外学習に行ったときに昼食や休憩時間
を利用して採集することができる。海のプランクト
ンの種類やからだのつくりを知り、海の食物連鎖の
基礎的な部分を理解することにより海の生態系につ
いて考える導入になる。

関係機関の活用

インターネットの活用

プログラム名

学習指導要領との関連

中学校教科書関連単元

プログラムのねらい

プログラムの内容

関係機関の活用

参考 大日本図書

中学校 年理科 生物どうしのつり合い 配当時間 時間 本時 時 時間

指導計画一例指導計画一例

配当時間 主な学習活動

本時
・食べる・食べられるという関係と
生物の個体数の関係から生物界で
は生物がつり合いを保って生活し
ていることを見いだす。
（本プログラム活用）

・土の中の小動物や微生物のはたら
きを調べ、分解者の役割を知る。

・自然界での物質の循環と生物の生
活との関係を見いだす。

・まとめをする。
・単元問題を解く。

中学校
理科

年
自然と人間
ア 生物と環境

自然界のつり合い

年
動物の生活と生物の変遷
エ 生物の変遷と進化

生物の変遷と進化

中学校
理科

年
単元 自然界のつり合い

章 自然界のつり合い
生物どうしのつり合い

評 価 規 準

【関・意・態】
・生物が自然の中で食べる・食べられるという関係の中
で生活していることに関心をもち、いろいろな資料を
もとにそれらの関係を調べようとする。
【思・表】
・生物は食物連鎖によって網目状につながっていること
を見いだすとともに、食物連鎖の上位のものほど個体
数が少ないなど、量的な関係について自らの考えを導
いたりまとめたりして表現している。
【知・理】
・自然界では、生物は食べる・食べられるという関係の
中で生活していることを理解し、消費者、生産者など
についての知識を身につけている。



プログラムの位置づけと活用方法

単元の中での活用

中学校 年 理科 自然と人間 ア 生物と
環境 自然界のつり合いで活用

学習指導要領のねらい

自然環境を調べ，自然界における生物相互の関係
や自然界のつり合いについて理解させるとともに，
自然と人間のかかわり方について認識を深め，自然
環境の保全と科学技術の利用の在り方について科学
的に考察し判断する態度を養う。

使用教材

）バケツ
）ペットボトル（海水を持ち帰るため）
）プランクトンネット（購入でも手作りでも可）
プランクトンネットの作り方
参考ホームページ

）漏斗
）記録ノート
）シャーレ
）ホールスライドガラス
）グリセリン（エチルアルコール）
）スポイト
）インターネット接続ができるパソコン

単元の中での活用

学習指導要領のねらい

学習
指導案 海のプランクトン 中学校 年 理科

自然界のつり合い
学習
指導案

時間 主な学習活動 学習支援（ ）と評価（ ） 備考（使用教材等）

時
間

校外学習
・記録ノートに採集日時、
場所、天気、結果等の必
要事項を記入する。

・プランクトンネットを使
用してプランクトンを採
集してペットボトルに入
れて学校に持ち帰る。

事前にプランクトンを採集するときの注意事
項を確認しておく。（安全面や観察・採集方
法など）
既習の淡水プランクトンの写真等を提示して
興味・関心をもたせる。
生物が自然の中で食べる・食べられるという
関係の中で生活していることに関心をもち、
いろいろな資料をもとにそれらの関係を調べ
ようとする。【関・意・態】

・バケツ
・ペットボトル
・プランクトンネット
・漏斗
・記録ノート

時
間

・シャーレに採集してきた
海水を一滴垂らしてグリ
セリン（またはエチルア
ルコール）を垂らして（動
物プランクトンは動きが
激しいため）双眼実体顕
微鏡で観察する。光学顕
微鏡で観察するときは、
ホールスライドガラスを
使用する。

・インターネットを活用し
てプランクトンの種類や
からだのつくり、はたら
きを調べる。

・海の食物連鎖について考
える。

顕微鏡の手順や操作がわからない生徒に支援
をする。
光のエネルギー 植物性プランクトンの光合
成（生産） それを餌とする動物性プランク
トン（最も下のレベルの消費者 一次消費者）
を理解させ、連鎖の個体数を見いだすように
促す。
生物は食物連鎖によって網目状につながって
いることを見いだすとともに、食物連鎖の上
位のものほど個体数が少ないなど、量的な関
係について自らの考えを導いたりまとめたり
して表現している。【思・表】

・シャーレ
・ホールスライドガラ
ス
・グリセリン（エチル
アルコール）
・スポイト
・インターネット接続
のできるパソコン

授業の展開

中学校 年 理科 自然界のつり合い
本時 時間扱い



プログラム活用の工夫

海水では、植物プランクトンは採集することが困難である。しかし、動物プランクトン（カイアシ類など）
は肉眼でも存在がわかるほど大きく動きも激しいため比較的見つけやすく、生徒たちの興味・関心を引きやす
い。港や堤防沿いの流れが落ち着いている場所が採集に適している。また、植物は陸では食べられる生産者と
しての役割が大きいが、海では植物プランクトン以外は他の生物（動物）の隠れ家としての役割が大きいこと
も付け加えて指導することも必要である。 年生で学習する淡水のプランクトン観察の時にあわせて観察し、
比較することでより学習を深めることもできる。

資 料

観察 動物プランクトンの観察の仕方

準備
・シャーレ ・ホールスライドガラス ・グリセリン（エチルアルコール）
・スポイト ・ピンセット ・キムワイプ（なければ、ろ紙）

方法
、プランクトンの入ったペットボトルからシャーレに水を入れる。
、ルーペや虫メガネでプランクトンを見つける。（動物プランクトンは肉眼でも見える）
もしも見つからなければ、シャーレの水を捨てて、数回繰り返す。

、シャーレの中のプランクトンをスポイトで捕まえる。
、ホールスライドガラスの上に 滴ずつ慎重にたらす。
、ホールスライドガラスの水があふれそうになったら、一旦ホールスライドガラスの水を捨てて、作業を続
ける。

、ホールスライドガラスの上にプランクトンが落ちた所で止める。
、グリセリン（エチルアルコール）をたらす。
、キムワイプ等であふれた水を吸取り、水が少なすぎる時は水を足す。
、カバーガラスをかける。
、カバーガラスからはみ出た水を吸取り、顕微鏡で観察する。





プログラム名

海藻と海草？！
海草アマモ 海藻モツレミル

学習指導要領との関連

中学校教科書関連単元

参考 大日本図書

プログラムのねらい

海藻と海草の違いを知る。

プログラムの内容

海にもいろいろな種子植物（海草）が生活してい
ることを知り、多様な自然環境の中で生活している
植物について知り生物多様性について考える。

おすすめポイント

種子をつくらない植物の特徴を学習したあとに発
展的な学習として活用する。ワカメなどの藻類であ
る海藻とアマモなどの種子植物である海草があるこ
とを知ることができる。淡水の顕花植物については
知っている生徒もいるかもしれない。しかし、海に
も花を咲かせる種子植物があることはほとんど知ら
ないと考えられるので興味・関心を引くことができ
る。

関係機関の活用

インターネットの活用

プログラム名

学習指導要領との関連

中学校教科書関連単元

プログラムのねらい

プログラムの内容

関係機関の活用

中学校
理科

年

植物の生活と種類
ウ 植物の仲間

種子をつくらない植物
の仲間

参考 大日本図書

中学校 年理科 章 植物のなかま分け 配当時間 時間 本時 時 時間

指導計画一例指導計画一例

配当時間 主な学習活動

・被子植物は、からだのつくりの特
徴にもとづいて分類できることを
見いだす。

・シダ植物やコケ植物のからだのつ
くりを観察し、これらの植物の特
徴を見いだすとともに、ふえ方と
関連づけてとらえる。

・身近な植物をその特徴にもとづい
て分類し、植物の種類を知る方法
を身につける。

本時
・海藻と海草の違いを知る。
（本プログラムの活用）

中学校
理科

年

単元 植物の生活と種類
章 植物のなかま分け
種子をつくらない植
物の特徴

評 価 規 準

【関・意・態】
・多様な植物に関心をもち、図鑑やコンピュータソフト
などを用いて植物の種類を探究しようとするととも
に、日常生活においても身近な植物とのかかわりを深
めようとする。
【思・表】
・調べたい植物の特徴を自ら作成した分類表、図鑑、コ
ンピュータなどの図や記述と対比して調べ自らの考え
を導いたりまとめたり表現している。
【技】
・図鑑やコンピュータ図鑑などを活用する方法を身につ
けている。
【知・理】
・身近な植物の名前またはグループなどについての知識
を身につけている。
・種子をつくらない植物も含め、学んだことに基づいて
植物全体を概観することができる。



プログラムの位置づけと活用方法

単元の中での活用

中学校 年 理科 植物の生活と種類 ウ
植物のなかま 種子をつくらない植物のなか
ま 発展的な学習として活用

学習指導要領のねらい

身近な植物などについての観察，実験を通して，
生物の調べ方の基礎を身に付けさせるとともに，植
物の体のつくりと働きを理解させ，植物の生活と種
類についての認識を深める。

使用教材

）オオカナダモの実物または写真
）海草標本（貸出教材）、海草の花の写真
）レポート用紙（パソコン活用可）
）インターネット接続のできるパソコン
）海藻（実物 写真）、海藻標本（貸出教材）
）参考ホームページ
海藻・海草 標本図鑑

）海草の花の写真は、インターネットで検索
） ）の海藻・海草標本は、高知県立牧野植

物園の貸出教材（要相談）

単元の中での活用

学習指導要領のねらい

学習
指導案 海藻と海草？！ 中学校 年 理科

種子をつくらない植物のなかま
学習
指導案

時間 学習の内容と活動 学習支援（ ）と評価（ ） 備考（使用教材等）

時
間

・オオカナダモを見せる。

・海草の標本を見る。
（標本が用意できない場
合は写真 海藻・海草
標本図鑑ホームページ参
照）

・海草を知り、海草の体の
つくりや種類、育つ環境
について調べる。

・海藻と海草の体のつくり
や種類、育つ環境につい
てまとめる。

・海水中にも種子植物が生
育していることを学び生
物多様性について考え
る。

オオカナダモを見せて、植物の分類を質問す
る。
水中で生活している種子植物であることを説
明する。
海草の標本（写真）を提示して何であるか質
問する。（予想の解答）
・オオカナダモと同じ淡水の植物
海中で生育している植物であることを説明し
て興味・関心をもたせる。
海草に関心をもち、図鑑やコンピュータソフ
トなどを用いて海草の体のつくりや種類を探
究しようとする。【関・意・態】

海藻と海草の違いをまとめさせる。

・オオカナダモの実物
または写真

・海草標本
・海草の花の写真

・レポート用紙
・インターネット接続
ができるパソコン、
図鑑などを活用
・海藻の実物または写
真、標本

授業の展開

中学校 年 理科 種子をつくらない植物のなかま
本時 時間扱い

プログラム活用の工夫

インターネットなどを活用して調べて発見する喜びを中心にした学習を想定している。海草は実物を入手す
ることが困難な場合、貸出教材の標本などを利用する。



資 料 海草 アマモ、コアマモの標本

アマモ



資 料

コアマモ



授業で使える 環境学習プログラム
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授業で使える 環境学習プログラム
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