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プログラム

２
学習
指導案

小学校3・4年　社会
「ごみはどこへ」森林レスキュー隊

プログラムのねらい

小
学
校

　社
会

3
・
4
年

（3）　地域の人々の生活にとって必要な飲料
水，電気，ガスの確保や廃棄物の処理につ
いて，次のことを見学，調査したり資料を
活用したりして調べ，これらの対策や事業
は地域の人々の健康な生活や良好な生活
環境の維持と向上に役立っていることを
考えるようにする。

ア　飲料水，電気，ガスの確保や廃棄物の処理
と自分たちの生活や産業とのかかわり

　身近な森に起きている問題を発見し，考える力を養う。また自
分の暮らしを見直すきっかけとする。

使用教材等

プログラム活用の工夫
　本時のあとにリサイクルセンターなどの施設を見学し，ごみの資源化について考える展開や，投棄地図を作成し，児童の感想
もあわせて地域に発信するなど，身近な題材ゆえに展開方法は数多く考えられる。

プログラムの位置づけと活用方法

小学校3・4年　社会
「健康なくらしとまちづくり  1ごみはどこへ」で活用　

プログラムの内容
　山林における不法投棄の現場を目の当たりにし，どんなごみが
捨てられているか調査しながら，自分たちの暮らしとの関わりに
ついて考察する。

おすすめのポイント
　道ばたへのポイ捨てをはじめ，ごみの不法投棄はいたるところ
で見られる。自分たちの地域の課題をしっかり調査し，その原因
や自分たちでできる解決方法を話し合うことで，生活環境への関
心が深まる。

関係機関の活用
　アジロ山の自然と環境を守る会

学習指導要領との関連

・教科書の写真資料（キャンプでのカレー
づくりの写真）を読み取り，出るごみの
種類や水を使っている場面を見つける。
・家庭においてごみが出る場面や水を使
っている場面を考えて発表する。
・調べたいことを考えてノートに書く。

【関・意・態】
・ごみを減らすために自分にできることを意欲的に考えようと
している。

【思・判・表】
・ごみを減らすために自分にできることは何かを考え，根拠を
明らかにして適切に表現している。

【技】
・ごみの収集や処理の仕方について，知りたいことを担当者に
適切に質問している。

【知・理】
・ごみの処理やリサイクルが，人々の努力と協力によって取り
組まれていることを理解している。

指導計画一例

小学校
社　会

配当時間

1

11
（本時）

主な学習活動 評価規準

３・４年 6 健康なくらしとまちづくり
1 ごみはどこへ

教科書関連単元

※参考：教育出版

※参考：教育出版

小学校3・4年　社会　「6 健康なくらしとまちづくり」 配当時間：12時間　　本時：４・５時/12時間

・学校や家庭からでるごみの種類や量と，
ごみを収集するときのきまりを調べる。
・ごみの不法投棄について考える。近くの
不法投棄の現場へ行き，どんなごみが捨
てられているか調べる。ごみの収集の様
子を観察したり，処理施設の見学をした
りしてごみ処理の経路や様子について
調べ，わかったことをまとめる。
・市のごみの排出量と処理費用を調べて，
生活の変化とのかかわりについて話し
合う。
・ごみを減らすためにスーパーマーケット
や工場で行われている工夫や努力につ
いて調べる。
・リサイクルやごみの減量化に取り組むボ
ランティアの活動を調べ，自分たちにで
きることを考えてまとめる。

・身近な山にごみが捨てられていな
いか発表する。

・実際に不法投棄の現場に行き，ど
んなごみが捨てられているのか調
べる。

・投棄ごみについて，「土に還るも
の」，「土に還らないもの」に分け
る。

・誰が，なぜ森にごみを捨てたの
か，森にごみがあることで，どんな
影響があるのか話し合う。

○ごみ問題について，知っている事を聞
き，身近な場所にもごみが捨てられて
いることに気付かせる。

○ごみの上を歩いたり触れたりしないよ
う注意をよびかける。
　※現場が近くになかったり，危険を伴
う場合は，写真資料や現地住民のイン
タビュー等を活用する。

○事前にパンフレットを配布しておき，分
類させる。

○森の動物の気持ちになって考えさせる。
●ごみ調査を通してわかったことや考え
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

授業の展開

時　間

1時間

1時間

主な学習活動 学習支援（○）と評価（●） 備考（使用教材等）

小学校3・4年　社会　「ごみはどこへ」 ◆本時2時間

森林レスキュー隊
単元の中での活用

　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。

学習指導要領

④2014.02.26　Ｉ 

１）軍手
２）付箋紙
３）デジタルカメラ
４）ワークシート
５）参考ホームページ  高知県庁「なくそうゴミの不法投棄！」
　 http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170106/huhoutouki.html

学習プログラム 環境学習プログラム集
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②2014.02.21　Ｉ

環境学習プログラム集環境学習プログラム集 資料編「打ち水のフシギ」ワークシート資料編「森林レスキュー隊」ワークシート　




