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は じ め に
収録されている各プログラムの概略
学習プログラム

　
【環境▶山】
　　１．ひっつきむしを集めよう
　　２．森林レスキュー隊
　　３．同じものを見つけよう
【環境▶川】
　　４．川の流れのちがい
　　５．川の昆虫館
　　６．五色石のヒミツ
【環境▶街】
　　７．打ち水のフシギ
　　８．草花のつぶやき
　　９．森の美術館

【環境▶山】
　　１０．付加体の観察
　　１１．イタドリを食べてみよう
　　１２．森のダム機能
【環境▶川】
　　１３．シジミ(二枚貝)の観察
　　１４．川の流れとエネルギー
　　１５．川の環境と生き物
【環境▶街】
　　１６．街中の気温と草地の気温
　　１７．日本のいろで遊ぼう
　　１８．「カタクリコ」ビンゴ（カタカナの繰り返し言葉）

資料編
　　「ひっつきむしをあつめよう」ワークシート
　　「森林レスキュー隊」ワークシート
　　「打ち水のフシギ」ワークシート
　　「付加体の観察実験」　実験手順資料
　　「川の流れとエネルギー」ワークシート
　　「街中の気温と草地の気温」ワークシート
　　「日本のいろで遊ぼう」課題用紙
　　「カタクリコ」ビンゴ（カタカナの繰り返し言葉） ビンゴカード
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はじめに

高知県教育長　中澤　卓史

高知県は、温暖な気候、緑あふれる山々、清らかな川、そして黒潮流
れる太平洋など豊かな自然に恵まれています。私たちは、この素晴らし
い自然環境を子どもたちに気づかせ、未来に引き継いでいかなければ
なりません。
しかしながら、こうした高知県におきましても、過疎化や高齢化が進
行し、第一次産業従事者の減少など社会の様々な変化に伴い、森林、
農地、里山の荒廃等が進み、生態系のバランスが崩れるなど様々な環
境問題が発生しています。

高知県教育委員会では、平成２４年２月に「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」を発行
し、県内の小・中学校に配布しました。
今回は、その内容を更に広げ、「山」、「川」、「街」をテーマに、私た

ちの身近な自然環境に対する理解を深める学習に生かしてもらうため
に、それぞれのテーマごとに小学校９、中学校９、計１８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、１プログラムの学習時間を１校時～２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、
身近な自然環境に関心をもち、新たな知識と出会う喜びを感じるとと
もに、高知の次代を担う子どもたちが持続可能な社会の実現に向けて、
主体的に行動し、家庭・地域と連携しながら、心豊かに成長することを
期待します。

平成２６年３月

校種
小学校

校種
中学校

⑤2014.02.26　Ｉ
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森林レスキュー隊
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川の流れのちがい

川の昆虫館

五色石のヒミツ

打ち水のフシギ

草花のつぶやき

森の美術館

付加体の観察

イタドリを食べてみよう

森のダム機能

シジミ(二枚貝)の観察

川の流れとエネルギー

川の環境と生き物

街中の気温と草地の気温

日本のいろで遊ぼう

小学校

小学校

小学校

小学校

小学校

小学校

小学校

小学校

小学校

中学校

中学校

中学校

中学校

中学校

中学校

中学校

中学校

中学校

山

山

山

川

川

川

街

街

街

山

山

山

川

川

川

街

街

街

校種 場所 概　　　　要教科書への対応

自然の事象に係るカタカナの繰り返し言葉を考
え、身近な場所から探しあう。

日本の伝統色の単語から、その色がどんな色な
のか自然の中から探してくる。

街中や学校周辺の気温を計測し、周辺の環境と
の関係を考察する。

河川において、水棲生物を採取・観察するとと
もに、生息水域の水質を調査し、人間の生活環
境との関係を考察する。

川の流れの持つ運動エネルギーを流速から求め、
エネルギーの移り変わりについて考える。

下流域等に生息する生物を採取し、観察を行う。

森林を含むいくつかの地域の土壌を採取し、比
較することで森林の保水力を考察する。

イタドリの採取、下処理・調理を行い、郷土料
理についての理解を深める。

特に四万十帯の露頭で観察を行う（通常の水平
層状でない）ことにより、プレートの運動につ
いて理解する。

身近な自然をフレームで切り取り、そこにふさ
わしいタイトルをつけて発表し合う。

街中の草花に吹き出しをつけて、その草花がど
んなことを言っているのか発表し合う。

コンクリートやアスファルトに打ち水を行い、
蒸発の様子や、その後の冷え具合を体験する。

川原の様々な石の特徴（色・形・大きさ）を観
察する。

川の中の生き物をみつけて、観察する。

川の真ん中、端に浮力体を同時に投下して、そ
の速さの違いを見る。

指導者が見せた自然物と同じものを探す。

山林における不法投棄の現況を調査し、自分た
ちの暮らしとの関わりについて考察する。

動物散布、特に付着して散布される種子の観察
をする。

「国語」１年
小さな発見を詩にしよう

「国語」２年
古典　

「理科」２年　
身近な場所の気象

「理科」３年　
身近な自然環境を調査し
よう

「理科」３年　
いろいろなエネルギーと
その移り変わり

「理科」２年　
動物のなかま

「地理」
身近な地域の調査

「技術・家庭科」２年
地域の食材と食文化

「理科」1年　
地層の調査

「生活」２年　
２年生だ　うれしいな

「国語」２年
絵を見てお話を作ろう

「家庭科」６年
工夫しようさわやかな
生活

「理科」５年　
流れる水のはたらき

「理科」３年
こん虫をそだてよう

「理科」５年
流れる水のはたらき

「理科」3年
植物のすがた

「社会」３・４年
ごみはどこへ

「生活」１年
たのしさ いっぱい
あき いっぱい

学習プログラム▶

④2014.02.26　Ｉ

「カタクリコ」ビンゴ
（カタカナの繰り返し言葉）
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プログラム

１
学習
指導案 ひっつきむしを集めよう

プログラムのねらい

小
学
校

　生
活

1
年

（5）　身近な自然を観察したり，季節や地域の
行事にかかわる活動を行ったりなどして，
四季の変化や季節によって生活の様子が
変わることに気付き，自分たちの生活を工
夫したり楽しくしたりできるようにする。

（6）　身近な自然を利用したり，身近にあるも
のを使ったりなどして，遊びや遊びに使う
ものを工夫してつくり，その面白さや自然
の不思議さに気付き，みんなで遊びを楽
しむことができるようにする。

　植物の種を集め，観察したり遊んだりすることで，自然の営み
を身近に感じるとともに，種子の散布についていろんな形態があ
ることを知り，植物の多様性や不思議さに気付く。

使用教材等
1）参考書籍
「ひっつきむしの図鑑」伊藤福夫ら（トンボ出版）
「身近な雑草のゆかいな生き方」稲垣栄洋（草思社）

プログラム活用の工夫
　時期としては秋～冬にかけて実施するのが望ましい。また野山の中には，風で飛散する植物や，鳥が食べることによって散布
される木の実もあるので，あわせて伝えることによって自然の面白さに気付かせる展開を心がける。

プログラムの位置づけと活用方法

小学校1年　生活
「たのしさ　いっぱい　あき　いっぱい」で活用

プログラムの内容
　動物散布，特に付着して散布される種子の観察を行う。

おすすめのポイント
　秋の野山には沢山の実りがある。中でも「ひっつき虫」と呼ば
れる，くっつく種子はいろんな形があり，セーターや靴下・動物の
体にくっつく。
　どんなくっつき方をするのか，遊びながら観察する。

関係機関の活用
　インターネット等

学習指導要領との関連

・校庭などで，初秋の草花や樹木，虫などの動植物
の様子を観察したり，木の実などを集めたりする。
・木の実などを使って，現地で，友達と簡単な遊びを
楽しむ。
・夏のころの様子と変わっているところを話し合う。

【関・意・態】
・秋の自然物を使った遊びに関心をもち，みんな
で楽しく遊ぼうとしている。

【思・表】
・諸感覚を使って秋の動植物を観察し，それらを
使った遊びを考え，みんなで楽しく遊んでいる。

【気付き】
・夏から秋になり動植物の様子が変わっているこ
とや，それに応じて人々の生活の様子が変わっ
ていることに気付いている。

指導計画一例

小学校
生　活

配当時間

3（本時）

・公園で遊んだり，秋の草花や樹木，虫などの動植
物の様子を観察したり，公園に来ている人とかか
わったりする。
・夏の公園と比べて，変わっているところを話し合
う。

3

活動の流れ 評価規準

1 年 たのしさ いっぱい
あき いっぱい

教科書関連単元

※参考：東京書籍

※参考：東京書籍

小学校１年　生活　「たのしさ いっぱい あき いっぱい」 配当時間：12時間　　本時：1時/12時間

・葉や木の実などの，秋の自然物を集める。
・集めた自然物の色や形などの特徴を生かして，遊
びを工夫したり，簡単なおもちゃをつくったりして，
友達と楽しく遊ぶ。
・秋の自然を利用して遊ぶ楽しさについて，友達と
話し合う。

3

・記録カードなどを整理して，秋の自然で遊ぶことの
楽しさや，自然や生活の変化の様子についてまと
める。
・つくった作品をもとに，自分の見つけた秋を友達
と紹介し合う。

3

・種子の散布の種類や活動の内容
について説明を聞く。（ルール・安
全について）
・歩く場所についてグループで話し
合う。

・草むらを歩き回り，衣服にくっつ
いた種子を集める。

・「ひっつきむし」の呼び方について
考える。

・オナモミなどは，的に向かって投
げてみたりして，遊びながらくっつ
き方のちがいを感じる。
・観察したことをワークシートに記
入し，気付いたことを話し合う。

○基本的な「種子」のはたらきについて，
理解できる範囲で知らせる。
※特に子孫を広く殖やすことに触れる。
○たんぽぽ（風），ヤシノミ（水），どんぐ
り（動物）等身近な種子の例示を行い，
ルール・時間を説明する。

○特に活動の時間やエリアを確認し，指
示を徹底する。
○ウルシやトゲのある植物がないかあら
かじめ確認しておく。

○「ムシのように見える」等多様な意見を
引き出し，種子の形にも興味を持たせ
る。

○セーターなどくっつきやすい素材で的
をつくる。

○ワークシートを配布し，感じたことを記
入させる。

●諸感覚を使って秋の動植物を観察し，
それらを使った遊びを考え，みんなで
楽しく遊んでいる。【思・表】

オナモミ：
　▶つめがある 
キンミズヒキ：
　▶カギ状の毛がある 
ヌスビトハギ：
　▶細かい毛がある 
コセンダングサ：
　▶トゲがついている 
メナモミ
　▶ベタベタしている　
　　　　　　　　　　等

授業の展開

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1年　生活　「たのしさ いっぱい あき いっぱい」 ◆本時 1時間

ひっつきむしを集めよう
単元の中での活用

　身近な自然を観察し，遊びや遊びを通して自然の
不思議さに気付き，自然への関心を高める。

学習指導要領

⑤2014.02.26　Ｉ

コセンダングサコセンダングサ

オナモミ

学習プログラム 環境学習プログラム集

小学校1年　生活
「たのしさ  いっぱい
あき  いっぱい」
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プログラム

１
学習
指導案 ひっつきむしを集めよう

プログラムのねらい

小
学
校

　生
活

1
年

（5）　身近な自然を観察したり，季節や地域の
行事にかかわる活動を行ったりなどして，
四季の変化や季節によって生活の様子が
変わることに気付き，自分たちの生活を工
夫したり楽しくしたりできるようにする。

（6）　身近な自然を利用したり，身近にあるも
のを使ったりなどして，遊びや遊びに使う
ものを工夫してつくり，その面白さや自然
の不思議さに気付き，みんなで遊びを楽
しむことができるようにする。

　植物の種を集め，観察したり遊んだりすることで，自然の営み
を身近に感じるとともに，種子の散布についていろんな形態があ
ることを知り，植物の多様性や不思議さに気付く。

使用教材等
1）参考書籍
「ひっつきむしの図鑑」伊藤福夫ら（トンボ出版）
「身近な雑草のゆかいな生き方」稲垣栄洋（草思社）

プログラム活用の工夫
　時期としては秋～冬にかけて実施するのが望ましい。また野山の中には，風で飛散する植物や，鳥が食べることによって散布
される木の実もあるので，あわせて伝えることによって自然の面白さに気付かせる展開を心がける。

プログラムの位置づけと活用方法

小学校1年　生活
「たのしさ　いっぱい　あき　いっぱい」で活用

プログラムの内容
　動物散布，特に付着して散布される種子の観察を行う。

おすすめのポイント
　秋の野山には沢山の実りがある。中でも「ひっつき虫」と呼ば
れる，くっつく種子はいろんな形があり，セーターや靴下・動物の
体にくっつく。
　どんなくっつき方をするのか，遊びながら観察する。

関係機関の活用
　インターネット等

学習指導要領との関連

・校庭などで，初秋の草花や樹木，虫などの動植物
の様子を観察したり，木の実などを集めたりする。
・木の実などを使って，現地で，友達と簡単な遊びを
楽しむ。
・夏のころの様子と変わっているところを話し合う。

【関・意・態】
・秋の自然物を使った遊びに関心をもち，みんな
で楽しく遊ぼうとしている。

【思・表】
・諸感覚を使って秋の動植物を観察し，それらを
使った遊びを考え，みんなで楽しく遊んでいる。

【気付き】
・夏から秋になり動植物の様子が変わっているこ
とや，それに応じて人々の生活の様子が変わっ
ていることに気付いている。

指導計画一例

小学校
生　活

配当時間

3（本時）

・公園で遊んだり，秋の草花や樹木，虫などの動植
物の様子を観察したり，公園に来ている人とかか
わったりする。
・夏の公園と比べて，変わっているところを話し合
う。

3

活動の流れ 評価規準

1 年 たのしさ いっぱい
あき いっぱい

教科書関連単元

※参考：東京書籍

※参考：東京書籍

小学校１年　生活　「たのしさ いっぱい あき いっぱい」 配当時間：12時間　　本時：1時/12時間

・葉や木の実などの，秋の自然物を集める。
・集めた自然物の色や形などの特徴を生かして，遊
びを工夫したり，簡単なおもちゃをつくったりして，
友達と楽しく遊ぶ。
・秋の自然を利用して遊ぶ楽しさについて，友達と
話し合う。

3

・記録カードなどを整理して，秋の自然で遊ぶことの
楽しさや，自然や生活の変化の様子についてまと
める。
・つくった作品をもとに，自分の見つけた秋を友達
と紹介し合う。

3

・種子の散布の種類や活動の内容
について説明を聞く。（ルール・安
全について）
・歩く場所についてグループで話し
合う。

・草むらを歩き回り，衣服にくっつ
いた種子を集める。

・「ひっつきむし」の呼び方について
考える。

・オナモミなどは，的に向かって投
げてみたりして，遊びながらくっつ
き方のちがいを感じる。
・観察したことをワークシートに記
入し，気付いたことを話し合う。

○基本的な「種子」のはたらきについて，
理解できる範囲で知らせる。
※特に子孫を広く殖やすことに触れる。
○たんぽぽ（風），ヤシノミ（水），どんぐ
り（動物）等身近な種子の例示を行い，
ルール・時間を説明する。

○特に活動の時間やエリアを確認し，指
示を徹底する。
○ウルシやトゲのある植物がないかあら
かじめ確認しておく。

○「ムシのように見える」等多様な意見を
引き出し，種子の形にも興味を持たせ
る。

○セーターなどくっつきやすい素材で的
をつくる。

○ワークシートを配布し，感じたことを記
入させる。

●諸感覚を使って秋の動植物を観察し，
それらを使った遊びを考え，みんなで
楽しく遊んでいる。【思・表】

オナモミ：
　▶つめがある 
キンミズヒキ：
　▶カギ状の毛がある 
ヌスビトハギ：
　▶細かい毛がある 
コセンダングサ：
　▶トゲがついている 
メナモミ
　▶ベタベタしている　
　　　　　　　　　　等

授業の展開

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1年　生活　「たのしさ いっぱい あき いっぱい」 ◆本時 1時間

ひっつきむしを集めよう
単元の中での活用

　身近な自然を観察し，遊びや遊びを通して自然の
不思議さに気付き，自然への関心を高める。

学習指導要領

⑤2014.02.26　Ｉ

コセンダングサコセンダングサ

オナモミ

学習プログラム 環境学習プログラム集

小学校1年　生活
「たのしさ  いっぱい
あき  いっぱい」
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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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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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プログラム

3
学習
指導案

小学校3年　理科
「植物のすがた」同じものを見つけよう

プログラムのねらい

小
学
校

　理
科

3
年

B　生命・地球
（1）昆虫と植物
　身近な昆虫や植物を探したり育てたりして，
成長の過程や体のつくりを調べ，それらの成
長のきまりや体のつくりについての考えをも
つことができるようにする。
イ　植物の育ち方には一定の順序があり，そ
の体は根，茎及び葉からできていること。

（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の考えをも
つことができるようにする。
ア　生物は，色，形，大きさなどの姿が違うこ
と。

①自然物（葉，木の実）への関心を高める。
②記憶力，観察力を養う。対象物をただ漠然と観察するのではな
く，限られた時間の中で記憶をする。さらに，探し出すという目的
をもって，集中して対象物を観察する。また，記憶と一致した物を
探し出せた時の喜びは，そのまま自然物への関心に結びついて
いく。

プログラム活用の工夫
場所：園庭，校庭，身近な自然（森，雑木林等）人数：１～１５人
（展開・応用・発展例）
①児童の状態に応じて，見せる時間の長さや，数を調整する。
②1本（1種類）の木の落ち葉，ドングリ，その帽子，樹皮等を使うやり方もある。それらが全部同じ木から生まれたものであるこ
とを説明することにより，1本の木をクローズアップするなど，木に関するアクティビティにつなぐことができる。
③葉っぱ等の自然物の他に，ごみを入れて，ごみの話題につなげていくことで環境を考えるきっかけに応用できる。

プログラムの位置づけと活用方法

小学校3年　理科
 「植物のすがた」で活用

プログラムの内容
　指導者が提示した自然物（例：葉っぱ，木の実等）と同じもの
を一定時間内に探してくる。

おすすめのポイント
　ぱっと見ると，どれも同じ。でもよく観察してみると違いが見つ
かる木の葉や木の実。
　見本を持ち歩けないので，集中してその特徴を覚えるのがポイ
ントである。

関係機関の活用
　高知県シェアリングネイチャー協会

学習指導要領との関連

・学校の校庭には，どんな生き物が見られるか話し合う。
・虫めがねの使い方を知る。

【関・意・態】
・身の回りの植物に興味・関心をも
ち，その姿を進んで調べようとし
ている。

【技】
・虫めがねを適切に使って，安全に
植物の姿を観察している。

【思・表】
・植物の姿を比較して，差異点や共
通点を考え，自分の考えを表現し
ている。

【知・理】
・植物は，色，形，大きさなどの姿が
違うことを理解している。

指導計画一例

小学校
理　科

配当時間

1

1

2
（本時）

主な学習活動 評価規準

３年 植物のすがた

教科書関連単元 ※参考：大日本図書

※参考：大日本図書

小学校3年　理科　「植物のすがた」 配当時間：4時間　　本時：2時/4時間

・花壇や校庭など身の回りで見られる植物の姿を観察して記録する。
・記録を整理して植物の姿について発表し，まとめる。

・植物の姿を観察して記録し，図鑑にまとめる。

・本時の授業内容についての説明
を聞く。

・バンダナ又はハンカチで落ち葉
を集める袋をつくる。
・15～30秒の間全員，自然物
（葉っぱ，木の実等）をじっく
りと見る。
・各自がそれぞれ同じと思うもの
を探しに行く。
・拾ってきたものを見せ合いなが
ら意見交換をする。
・拾ったものを元の自然に返す。

○屋外において，落ちている自然物（葉っぱ，
木の実等）を５～１０種類集め，無地のバン
ダナ又はハンカチの上に並べ，もう1枚の
バンダナ又はハンカチを上に被せて隠して
おく。ちぎる等，採取しなければならない物
は，含めない。
○自然物を傷めず大切にする気持ちを伝える。
○触るとかぶれるような葉についてはあらか
じめ見せ，触らないように注意する。

○自然物を1つずつ取り出し，形や色，におい，
手触りなど特徴に気づかせながら，同じも
のが探せたかを確認する。また，どこで見つ
けたかを情報交換させる。
●植物にも色々な大きさや形があることをじ
っくり観察している。【技能】

授業の展開

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年　理科　「植物のすがた」　 ◆本時1時間

同じものを見つけよう
単元の中での活用

　生物は，色，形，大きさなどの姿がちがうことを理
解する。

学習指導要領

④2014.02.26　Ｉ

学習プログラム 環境学習プログラム集

使用教材等
１）バンダナ又は大きめのハンカチ
　（教師用無地2枚と児童用各自1枚）
２）参考書籍
　　小学校の授業に生きるネイチャーゲーム
　　（日本シェアリングネイチャー協会・体験型環境教育研究会）
　　ネイチャーゲーム1（柏書房）
　　ネイチャーゲーム指導員ハンドブック
　　（日本シェアリングネイチャー協会，非売品）
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プログラム

3
学習
指導案

小学校3年　理科
「植物のすがた」同じものを見つけよう

プログラムのねらい

小
学
校

　理
科

3
年

B　生命・地球
（1）昆虫と植物
　身近な昆虫や植物を探したり育てたりして，
成長の過程や体のつくりを調べ，それらの成
長のきまりや体のつくりについての考えをも
つことができるようにする。
イ　植物の育ち方には一定の順序があり，そ
の体は根，茎及び葉からできていること。

（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の考えをも
つことができるようにする。
ア　生物は，色，形，大きさなどの姿が違うこ
と。

①自然物（葉，木の実）への関心を高める。
②記憶力，観察力を養う。対象物をただ漠然と観察するのではな
く，限られた時間の中で記憶をする。さらに，探し出すという目的
をもって，集中して対象物を観察する。また，記憶と一致した物を
探し出せた時の喜びは，そのまま自然物への関心に結びついて
いく。

プログラム活用の工夫
場所：園庭，校庭，身近な自然（森，雑木林等）人数：１～１５人
（展開・応用・発展例）
①児童の状態に応じて，見せる時間の長さや，数を調整する。
②1本（1種類）の木の落ち葉，ドングリ，その帽子，樹皮等を使うやり方もある。それらが全部同じ木から生まれたものであるこ
とを説明することにより，1本の木をクローズアップするなど，木に関するアクティビティにつなぐことができる。
③葉っぱ等の自然物の他に，ごみを入れて，ごみの話題につなげていくことで環境を考えるきっかけに応用できる。

プログラムの位置づけと活用方法

小学校3年　理科
 「植物のすがた」で活用

プログラムの内容
　指導者が提示した自然物（例：葉っぱ，木の実等）と同じもの
を一定時間内に探してくる。

おすすめのポイント
　ぱっと見ると，どれも同じ。でもよく観察してみると違いが見つ
かる木の葉や木の実。
　見本を持ち歩けないので，集中してその特徴を覚えるのがポイ
ントである。

関係機関の活用
　高知県シェアリングネイチャー協会

学習指導要領との関連

・学校の校庭には，どんな生き物が見られるか話し合う。
・虫めがねの使い方を知る。

【関・意・態】
・身の回りの植物に興味・関心をも
ち，その姿を進んで調べようとし
ている。

【技】
・虫めがねを適切に使って，安全に
植物の姿を観察している。

【思・表】
・植物の姿を比較して，差異点や共
通点を考え，自分の考えを表現し
ている。

【知・理】
・植物は，色，形，大きさなどの姿が
違うことを理解している。

指導計画一例

小学校
理　科

配当時間

1

1

2
（本時）

主な学習活動 評価規準

３年 植物のすがた

教科書関連単元 ※参考：大日本図書

※参考：大日本図書

小学校3年　理科　「植物のすがた」 配当時間：4時間　　本時：2時/4時間

・花壇や校庭など身の回りで見られる植物の姿を観察して記録する。
・記録を整理して植物の姿について発表し，まとめる。

・植物の姿を観察して記録し，図鑑にまとめる。

・本時の授業内容についての説明
を聞く。

・バンダナ又はハンカチで落ち葉
を集める袋をつくる。
・15～30秒の間全員，自然物
（葉っぱ，木の実等）をじっく
りと見る。
・各自がそれぞれ同じと思うもの
を探しに行く。
・拾ってきたものを見せ合いなが
ら意見交換をする。
・拾ったものを元の自然に返す。

○屋外において，落ちている自然物（葉っぱ，
木の実等）を５～１０種類集め，無地のバン
ダナ又はハンカチの上に並べ，もう1枚の
バンダナ又はハンカチを上に被せて隠して
おく。ちぎる等，採取しなければならない物
は，含めない。
○自然物を傷めず大切にする気持ちを伝える。
○触るとかぶれるような葉についてはあらか
じめ見せ，触らないように注意する。

○自然物を1つずつ取り出し，形や色，におい，
手触りなど特徴に気づかせながら，同じも
のが探せたかを確認する。また，どこで見つ
けたかを情報交換させる。
●植物にも色々な大きさや形があることをじ
っくり観察している。【技能】

授業の展開

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年　理科　「植物のすがた」　 ◆本時1時間

同じものを見つけよう
単元の中での活用

　生物は，色，形，大きさなどの姿がちがうことを理
解する。

学習指導要領

④2014.02.26　Ｉ

学習プログラム 環境学習プログラム集

使用教材等
１）バンダナ又は大きめのハンカチ
　（教師用無地2枚と児童用各自1枚）
２）参考書籍
　　小学校の授業に生きるネイチャーゲーム
　　（日本シェアリングネイチャー協会・体験型環境教育研究会）
　　ネイチャーゲーム1（柏書房）
　　ネイチャーゲーム指導員ハンドブック
　　（日本シェアリングネイチャー協会，非売品）
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プログラム

4
学習
指導案

小学校5年　理科
「流れる水のはたらき」川の流れのちがい

プログラムのねらい

小
学
校

　理
科

5
年

（3）流水の働き
　地面を流れる水や川の様子を観察し，流れ
る水の速さや量による働きの違いを調べ，流
れる水の働きと土地の変化の関係について
の考えをもつことができるようにする。
ア　流れる水には，土地を侵食したり，石や土
などを運搬したり堆積させたりする働きが
あること。

イ　川の上流と下流によって，川原の石の大
きさや形に違いがあること。

　川の流れと周辺の地形・様子を観察することを通して，川につ
いての興味・関心を持つとともに，川の魅力や恐さ，自分たちの
暮らしとのかかわりについて気付く。

使用教材等

プログラム活用の工夫
　河川の様子は写真を見るだけでは，なかなか分かりにくいことが多い。川底地形と流れの関連などに気付くこと，あわせて
「川遊びの五箇条」を説明することで，河川事故防止にもつなげる。
※「川遊びの五箇条」は，国土交通省のホームページを参照のこと。

プログラムの位置づけと活用方法

小学校5年　理科
「7 流れる水のはたらき」で活用

プログラムの内容
　川の真ん中，端に浮力体を同時に投下して，その速さの違いを見
る。

おすすめのポイント
　川の流れは一定ではなく，速いところ，遅いところ，渦巻いてい
るところなどいろいろである。
　笹舟などを流して競争してみてもよい。

関係機関の活用
　インターネット等

学習指導要領との関連

・川の水のはたらきについて話し合う。
・土で坂を作り，水を流して流れのようすやは
たらきを調べて記録する。
・実験をし，結果をもとに流れる水のはたらき
をまとめる。

・実験の結果や教科書をもとに，川の水の量が
増える原因や，川の水の量が増えたために土
地の様子がかわるか考える。

・資料やこれまでに学習したことをもとに，
上流と下流の石のようすの違いや，違いが
起きる原因について考える。
・流れる水のはたらきを実際の川で調べる。

・洪水の時のようすや洪水を防ぐための工夫
について調べる。

【関・意・態】
・自然の川での流れる水のはたらきに興味・関心をもち，
自然の川での現象を調べようとしている。

【技】
・安全に配慮し，川の流れとそのはたらきについて観察や
実験を計画的に行い，その過程や結果を記録している。

【思・表】
・モデル実験で見いだしたきまりを実際に川にあてはめて
考察し，自分の考えを表現している。

指導計画一例

小学校
理　科

配当時間

5

1

3

4
（本時）

主な学習活動 評価規準

5年 7 流れる水のはたらき

教科書関連単元 ※参考：大日本図書

※参考：大日本図書

小学校5年　理科　「流れる水のはたらき」 配当時間：13時間　　本時：8・9時／13時間

・川の流れやはたらきについて話
し合い発表する。
・川の曲がっているところで，流
れの内側と外側に浮力体を投下
し，その流れ方の違いを観察す
る。
・川の曲がっている流れの内側と
外側の様子について気付いたこ
とを記録する。
・観察した岸の様子と，流れの速
さについて考察する。

・上流・中流・下流の川の様子の
映像を見て，気付いたことを発
表する。
・流れる水のはたらきで起こる災
害を防ぐために，どのような工
夫がされているか考える。
・班で話し合い発表する。
・川と自分たちの暮らしについて
まとめる。

○写真等を使い，その中の事象につい
て思いつくことを発表させる。
○全体の様子を確認し，流れの中に入
らないよう注意する。

●流れる水のはたらきと生活との関係
に興味・関心をもちその関係を自ら
調べようとしている。【関・意・態】
○川岸や川底の様子，川の深さにも着
目させる。

浮力体として，笹舟や小
枝を使用すると良い

○上流・中流・下流の川の流れの様子
の映像を見せる。

○住宅や道路のふちを流れる川の様子
（コンクリート護岸）や，多自然型
の川づくり（近自然工法）について
映像で見せる。
●自然災害を身近にとらえ，実験の様
子を考察し自分の考えを表現してい
る。【思・表】

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5年　理科　「流れる水のはたらき」 ◆本時2時間

川の流れのちがい
単元の中での活用

　地面を流れる水や川の様子を観察し，流れる水の
速さや量による働きの違いを調べ，流れる水の働き
と土地の変化の関係についての考えをもつことがで
きるようにする。

学習指導要領

④2014.02.26　Ｉ

１）浮力体
２）糸（たこ糸，釣り糸等）
３）観察シート
４）参考ホームページ
　　独）科学技術振興機構「理科ネットワーク」
　　http://rikanet2.jst.go.jp/contents/cp0220d/start.html
　   国土交通省 河川水難事故防止！「川で遊ぶ前に」
　　http://www.mlit.go.jp/river/kankyo/anzen/index1.html

四万十川 勝間沈下橋付近四万十川 勝間沈下橋付近

学習プログラム 環境学習プログラム集
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4
学習
指導案

小学校5年　理科
「流れる水のはたらき」川の流れのちがい

プログラムのねらい

小
学
校

　理
科

5
年
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プログラムの位置づけと活用方法

小学校5年　理科
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学習指導要領との関連
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1

3
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（本時）
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子を考察し自分の考えを表現してい
る。【思・表】
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5
学習
指導案

小学校3年　理科
「こん虫をそだてよう」川の昆虫館

プログラムのねらい

小
学
校

　理
科

３
年

B　生命・地球
（1）昆虫と植物
　身近な昆虫や植物を探したり育てたりして，成長の過
程や体のつくりを調べ，それらの成長のきまりや体のつ
くりについての考えをもつことができるようにする。
ア　昆虫の育ち方には一定の順序があり，成虫の体は頭，
胸及び腹からできていること。

（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
との関係についての考えをもつことができるようにする。
ア　生物は，色，形，大きさなどの姿が違うこと。
イ　生物は，その周辺の環境とかかわって生きているこ
と。

　身近な河川の生き物を採取・観察することで，水
生昆虫についての興味・関心を深める。
　また，水生昆虫の棲みやすい環境について話し合
うことで，河川環境保護の必要性に気付く。

使用教材等

プログラム活用の工夫
　トンボの幼虫を飼育する際，どんなえさを食べ，どのように食べるのか観察してみることもできる。採取地の様子をよ
く観察し，飼育環境を採取地の環境に近づけるよう工夫させたり，実際に再現しながら食物連鎖や生態系について考える
きっかけにもなる。

プログラムの位置づけと活用方法

小学校3年 理科
 「こん虫をそだてよう」で活用

プログラムの内容
　川の中の生き物を見つけて，観察する。

おすすめのポイント
　トンボの幼虫のことをヤゴという。ヤゴは魚に食べ
られないように，忍者のように隠れている。うまく探
し出すことができるか？
　また，トンボとどこが違うのか，調べてみる。

関係機関の活用
　インターネット等

学習指導要領との関連

・卵はどのように育って，チョウになるか話し合う。
・チョウの卵を探して採取する。
・採取した卵の形，色，大きさなどを観察して記録する。
・卵の変化や，卵から出た幼虫のようす（形，色，大きさ，動きな
ど）を観察して記録する。
・幼虫の飼い方を知る。
・成長している幼虫のようす（形，色，大きさ，動きなど）を観察
して記録する。

・成虫の体のつくり（形，色，大きさ，体の分かれ方やはね・あし
の数など）を観察して記録する。

・トンボの幼虫を探し，採取する。
・幼虫を飼って育ち方を観察する。

・トンボの成虫の体のつくりを観察して記録し，チョウの体のつく
りと比べる。
・体のつくりに着目して，ダンゴムシやクモが昆虫かどうか考える。

【関・意・態】
・いろいろな昆虫の体のつくりなどに興
味・関心をもち，その特徴を進んで調
べようとしている。

【技】
・トンボの幼虫を飼って，育ち方を観察し
その過程や結果を記録している。

【思・表】
・トンボとチョウの成長の様子を比較し
て，昆虫の成長の決まりについて考え，
自分の考えを表現している。

指導計画一例

小学校
理　科

配当時間

6

1

2

2
（本時）

主な学習活動 評価規準

3年 3 こん虫をそだてよう

教科書関連単元 ※参考：大日本図書

※参考：大日本図書

小学校3年　理科　「こん虫をそだてよう」 配当時間：11時間　　本時：9時／11時間

・水辺にいる虫を知っているだけ発表
する。
・川に棲む昆虫（幼虫）について説明
を聞く。

・川の浅瀬で，昆虫を採取する。
・採取した昆虫を，水槽に入れる。
・それぞれが，何の幼虫なのか調べる。
・採取した昆虫の形，生活の様子と，
川の様子との関係について話し合い
気付いたことを発表する。

○黒板に山，川，街の絵を簡単に描き，ど
こにいるのかもあわせて聞く。
○カブトムシやチョウなど，身近な昆虫も
幼虫時は違う環境にいることを知らせる。
○幼虫と成虫の姿を比較できるよう写真
を提示する。
○安全のため，単独で行動しないよう注意
する。
○川底の石をめくってみるよう声かけする。
○川の水に流されない工夫に着目させる。
●川に棲む昆虫に興味関心をもち，すすん
で活動に取り組んでいる。【関・意・態】

バケツ
採集あみ等

授業の展開

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年　理科　「こん虫をそだてよう」

川の昆虫館
単元の中での活用

　身近な昆虫や植物を探したり育てたりして，成長
の過程や体のつくりを調べ，それらの成長のきまりや
体のつくりについての考えをもつことができるよう
にする。

学習指導要領

⑤2014.02.27　Ｉ

１）採集あみ
２）プラスチック水槽
３）虫めがね
４）観察カード
５）参考ホームページ
　　水生昆虫写真鑑
　　　http://www.eonet.ne.jp/̃suiseikontyu/index.html

ヒメサナエ（トンボの仲間）のヤゴ 水底にかくれている様子

◆本時1時間

学習プログラム 環境学習プログラム集
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学習
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小学校3年　理科
「こん虫をそだてよう」川の昆虫館

プログラムのねらい

小
学
校
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年
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５）参考ホームページ
　　水生昆虫写真鑑
　　　http://www.eonet.ne.jp/̃suiseikontyu/index.html

ヒメサナエ（トンボの仲間）のヤゴ 水底にかくれている様子

◆本時1時間

学習プログラム 環境学習プログラム集
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プログラム

6
学習
指導案

小学校５年　理科
「流れる水のはたらき」五色石のヒミツ

プログラムのねらい

小
学
校
　
理
科

５
年

（3）流水の働き
　地面を流れる水や川の様子を観察し，流れ
る水の速さや量による働きの違いを調べ，流
れる水の働きと土地の変化の関係について
考えをもつことができるようにする。
ア　流れる水には，土地を侵食したり，石や土
などを運搬したり堆積させたりする働きが
あること。

イ　川の上流と下流によって，河原の石の大
きさや形に違いがあること。

ウ　雨の降り方によって，流れる水の速さや
水の量が変わり，増水により土地の様子が
大きく変化する場合があること。

　仁淀川の中流の石と桂浜の石が同じであることに気付き，流
水の働きにより遠く離れた桂浜まで運搬されていることを理解し，
地形を構成する上での川の役割をダイナミックに考える。

使用教材等

プログラム活用の工夫
　学校行事等を利用し仁淀川中流の五色石を採取しておく。
　また，仁淀川中流域の岩もその多くは海底で生成され，プレート運動によって陸上に押し上げられたことに触れることで，その
地殻エネルギー大きさをイメージしながら，南海トラフ地震と関連させた防災教育の展開も期待できる。

プログラムの位置づけと活用方法

小学校5年　理科
「7 流れる水のはたらき　③ 川の上流の石と下流
の石」で活用

プログラムの内容
　川原の様々な石の特徴（色・形・大きさ）を観察する。

おすすめのポイント
　高知県の川にはいろんな種類の石がある。これらの石がどこか
らやってくるのか，そして，どこでできたのかを考えるきっかけと
する。

関係機関の活用
　佐川町立佐川地質館

学習指導要領との関連

・川の水のはたらきについて話し合う。
・土で坂を作り，水を流して流れのようすやはたらきを調べて記
録する。また，流す水の量によって水のはたらきが変わるか調
べて記録する。
・実験の結果をもとに，流れる水のはたらきをまとめる。
・雨水の流れを観察して，水のはたらきについて実験結果と比べ
る。

・実験の結果や教科書資料をもとに，川の水の量が増える原因
や，川の水の量が増えたために土地のようすが変わるか考える。
・流れる水のはたらきが大きくなると土地のようすが大きく変わ
ることや，土地は長い年月をかけて姿を変えることを知る。

・資料やこれまでに学習したことをもとに，上流と下流の石のよ
うすの違いや違いが起きる原因について考える。
・流れる水のはたらきを実際の川で調べる。

・洪水のときのようすや洪水を防ぐための工夫について調べる。
・「ふりかえろう」「学んだことを生かそう」を行う。

【関・意・態】
・自然の川での流れる水のはたらきに興
味・関心をもち，自然の川での現象を
自ら調べようとしている。

【思・表】
・上流と下流の川原の石の大きさや形と
流れる水のはたらきとを関係づけて考
察し，自分の考えを表現している。
・モデル実験で見いだしたきまりを実際
に川にあてはめて考察し，自分の考え
を表現している。

【知・理】
・上流と下流で川原の石の大きさや形に
違いがあり，その違いは流れる水のは
たらきに関係していることを理解して
いる。

【技】
・安全に配慮し，川の流れとそのはたら
きについて観察や実験を計画的に行い，
その過程や結果を記録している。

指導計画一例

小学校
理　科

配当時間

5

1

3

4
（本時）

主な学習活動 評価規準

5年 7　流れる水のはたらき

教科書関連単元 ※参考：大日本図書

※参考：大日本図書

小学校5年　理科　「流れる水のはたらき」 配当時間：13時間　　本時：7・8時／13時間

・桂浜の五色石の写真を見て，どこ
でとれたものか考える。
・事前に中流の河原で採取した石を
観察する。
・模様や色をスケッチし，特徴をま
とめる。

・図鑑や標本を使って種類を調べる。
・分かったことを班で確認する。
・中流の河原で採取した石と桂浜の
五色石を比較し，同じ石であるこ
とを確認する。
・仁淀川の石が桂浜にあることの原
因を話し合う。

○石の形に着目させる。
○班で特徴を話し合わせる。

○上流部の岩石露頭部の様子と中流部の河
原の写真を提示する。
○はじめに見た石は，桂浜で採取したことを
知らせる。

○流水の働き「川の流れと海の波の動き」に
気付かせる。
●上流と下流の川原の石の大きさや形と流
れる水のはたらきとを関係付けて考え表現
している。【思・表】

桂浜の五色石の写真

事前に中流の河原で
石を採集しておく。

桂浜の五色石

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5年　理科　「流れる水のはたらき」

五色石のヒミツ
単元の中での活用

　地面を流れる水や川の様子を観察し，流れる水の
速さや量による働きの違いを調べ，流れる水の働き
と土地の変化の関係について考えをもつことがで
きるようにする。

学習指導要領

④2014.02.26　Ｉ

１）参考ホームページ
　　高知コア研究所　四国サイエンスマップ　
　　 http://www.jamstec.go.jp/kochi/j/sciencemap/index.html

◆本時2時間

学習プログラム 環境学習プログラム集
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プログラム

6
学習
指導案

小学校５年　理科
「流れる水のはたらき」五色石のヒミツ

プログラムのねらい

小
学
校
　
理
科

５
年

（3）流水の働き
　地面を流れる水や川の様子を観察し，流れ
る水の速さや量による働きの違いを調べ，流
れる水の働きと土地の変化の関係について
考えをもつことができるようにする。
ア　流れる水には，土地を侵食したり，石や土
などを運搬したり堆積させたりする働きが
あること。

イ　川の上流と下流によって，河原の石の大
きさや形に違いがあること。

ウ　雨の降り方によって，流れる水の速さや
水の量が変わり，増水により土地の様子が
大きく変化する場合があること。

　仁淀川の中流の石と桂浜の石が同じであることに気付き，流
水の働きにより遠く離れた桂浜まで運搬されていることを理解し，
地形を構成する上での川の役割をダイナミックに考える。

使用教材等

プログラム活用の工夫
　学校行事等を利用し仁淀川中流の五色石を採取しておく。
　また，仁淀川中流域の岩もその多くは海底で生成され，プレート運動によって陸上に押し上げられたことに触れることで，その
地殻エネルギー大きさをイメージしながら，南海トラフ地震と関連させた防災教育の展開も期待できる。

プログラムの位置づけと活用方法

小学校5年　理科
「7 流れる水のはたらき　③ 川の上流の石と下流
の石」で活用

プログラムの内容
　川原の様々な石の特徴（色・形・大きさ）を観察する。

おすすめのポイント
　高知県の川にはいろんな種類の石がある。これらの石がどこか
らやってくるのか，そして，どこでできたのかを考えるきっかけと
する。

関係機関の活用
　佐川町立佐川地質館

学習指導要領との関連

・川の水のはたらきについて話し合う。
・土で坂を作り，水を流して流れのようすやはたらきを調べて記
録する。また，流す水の量によって水のはたらきが変わるか調
べて記録する。
・実験の結果をもとに，流れる水のはたらきをまとめる。
・雨水の流れを観察して，水のはたらきについて実験結果と比べ
る。

・実験の結果や教科書資料をもとに，川の水の量が増える原因
や，川の水の量が増えたために土地のようすが変わるか考える。
・流れる水のはたらきが大きくなると土地のようすが大きく変わ
ることや，土地は長い年月をかけて姿を変えることを知る。

・資料やこれまでに学習したことをもとに，上流と下流の石のよ
うすの違いや違いが起きる原因について考える。
・流れる水のはたらきを実際の川で調べる。

・洪水のときのようすや洪水を防ぐための工夫について調べる。
・「ふりかえろう」「学んだことを生かそう」を行う。

【関・意・態】
・自然の川での流れる水のはたらきに興
味・関心をもち，自然の川での現象を
自ら調べようとしている。

【思・表】
・上流と下流の川原の石の大きさや形と
流れる水のはたらきとを関係づけて考
察し，自分の考えを表現している。
・モデル実験で見いだしたきまりを実際
に川にあてはめて考察し，自分の考え
を表現している。

【知・理】
・上流と下流で川原の石の大きさや形に
違いがあり，その違いは流れる水のは
たらきに関係していることを理解して
いる。

【技】
・安全に配慮し，川の流れとそのはたら
きについて観察や実験を計画的に行い，
その過程や結果を記録している。

指導計画一例

小学校
理　科

配当時間

5

1

3

4
（本時）

主な学習活動 評価規準

5年 7　流れる水のはたらき

教科書関連単元 ※参考：大日本図書

※参考：大日本図書

小学校5年　理科　「流れる水のはたらき」 配当時間：13時間　　本時：7・8時／13時間

・桂浜の五色石の写真を見て，どこ
でとれたものか考える。
・事前に中流の河原で採取した石を
観察する。
・模様や色をスケッチし，特徴をま
とめる。

・図鑑や標本を使って種類を調べる。
・分かったことを班で確認する。
・中流の河原で採取した石と桂浜の
五色石を比較し，同じ石であるこ
とを確認する。
・仁淀川の石が桂浜にあることの原
因を話し合う。

○石の形に着目させる。
○班で特徴を話し合わせる。

○上流部の岩石露頭部の様子と中流部の河
原の写真を提示する。
○はじめに見た石は，桂浜で採取したことを
知らせる。

○流水の働き「川の流れと海の波の動き」に
気付かせる。
●上流と下流の川原の石の大きさや形と流
れる水のはたらきとを関係付けて考え表現
している。【思・表】

桂浜の五色石の写真

事前に中流の河原で
石を採集しておく。

桂浜の五色石

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5年　理科　「流れる水のはたらき」

五色石のヒミツ
単元の中での活用

　地面を流れる水や川の様子を観察し，流れる水の
速さや量による働きの違いを調べ，流れる水の働き
と土地の変化の関係について考えをもつことがで
きるようにする。

学習指導要領

④2014.02.26　Ｉ

１）参考ホームページ
　　高知コア研究所　四国サイエンスマップ　
　　 http://www.jamstec.go.jp/kochi/j/sciencemap/index.html

◆本時2時間

学習プログラム 環境学習プログラム集
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プログラム

7
学習
指導案

小学校6年　家庭科
「工夫しようさわやかな生活」打ち水のフシギ

プログラムのねらい

小
学
校
　
家
庭

６
年

C　快適な衣服と住まい
（1）　衣服の着用と手入れについて，次の事

項を指導する。
ア　衣服の働きがわかり，衣服に関心をもっ
て日常着の快適な着方を工夫できること。
イ　日常着の手入れが必要であることが分
かり，ボタン付けや洗濯ができること。

（2）　快適な住まい方について，次の事項を
指導する。

イ　季節の変化に合わせた生活の大切さが
分かり，快適な住まい方を工夫できること。

D　身近な消費生活と環境
（2）　環境に配慮した生活の工夫について，

次の事項を指導する。
ア　自分の生活と身近な環境とのかかわりに
気付き，物の使い方などを工夫できること。

　夏を快適に過ごすための昔からの知恵のひとつである打ち水
を通して，自分の生活を見つめなおすとともに，地球温暖化やヒ
ートアイランド現象といった環境問題に目を向け，自らの暮らしに
工夫を加えるきっかけとする。

プログラム活用の工夫
　打ち水の効果を調べることは，理科学習にもつながる。日向と日陰の温度を測る中で，打ち水は日向と日陰のどちらにすると
効果があるのか，時間帯はいつすると効果があるのかも試してみても良い。
　また，打ち水以外にもグリーンカーテンやよしずなど，身近に存在する涼み方について調査してみることもできる。

プログラムの位置づけと活用方法

小学校6年　家庭科
「7 工夫しようさわやかな生活　③快適な夏の暮ら
しを実践しよう」で活用

プログラムの内容
　コンクリートやアスファルトに打ち水を行い，蒸発の様子や，そ
の後の冷え具合を体験する。

おすすめのポイント
　平成25年に，四万十市江川崎で国内最高気温を記録した。ま
た，福島第1原発の事故以降，節電の取組みが一層盛んになって
いる。
　「暑い高知の夏」を快適に，省エネで過ごす工夫を考えてみる。

関係機関の活用
　インターネット等

学習指導要領との関連

・夏を健康で快適に過ごすための暮らし方を工夫しよう。

・衣服の着方と手入れの仕方を考え，手洗いで洗濯をしてみよう。

・自分にできる夏の暮らしの工夫を計画し，発表し合おう。

【関・意・態】
・衣服や住まい方に関心をもち,夏も日常
着を気持ちよく着たり，手入れをしたり身
の回りを快適に整えようとしたりしている。

【創】
・夏の衣生活，住生活を見直して課題を見
つけ，快適な住まい方や，気持ちのよい
着方，手入れの仕方について自分なりに
考えたり，工夫したりしている。

【技】
・手洗いを中心とした洗濯ができる。
【知・理】
・通風の仕方など自然を生かした夏の快適
な住まい方と，衣服を気持ちよく着るた
めの着方や手入れの仕方について基礎
的・基本的な知識を理解している。

指導計画一例

小学校
家庭科

配当時間

1

5

2
（本時）

学習のめあて 評価規準

6年 7 工夫しようさわやかな生活

教科書関連単元 ※参考：東京書籍

※参考：東京書籍

小学校6年　家庭科　「工夫しようさわやかな生活」 配当時間：8時間　　本時：8時/8時間

・暑いとき，涼しくするために
どんなことをするか話し合う。

・打ち水について説明を聞く。

・霧吹きで水を体に吹きかけ
てみて涼しく感じることを確
認する。
・グループ毎に打ち水をする
場所を決める。
・温度計の使用方法（観測方
法）について確認する。
・打ち水をする前に，その場所
の温度を計り，記録しておく。
・打ち水を行い，同じ場所で，
ふたたび温度を計り，記録
する。

・結果をまとめて，実験で気
付いたことや感想を話し合
う。

○暑いときの過ごし方の工夫について聞く。
○出てきた意見を「電気を使うもの」「電気を使わ
ないもの」に分類させる。
○気化熱について触れるとともに，風習としての意
味についても説明する。
○気温と変わらない温度の水を準備することで，水
の冷たさで，温度が下がるわけではないことを理
解させる。
○日向，日陰，地面（土，コンクリート）等比較できる
よう配慮する。
○観測の方法については事前の全体指導の中で徹
底する。
○節水の観点から，雨水をためておくなどの工夫を
する。
○１平方メートルあたり１リットルを目安に打ち水を
するよう指示をする。
○５分後，１０分後，１５分後と時間を追って変化を記
録させる。
●打ち水の効果に興味を示し，意欲的に活動に取り
組んでいる。【関・意・態】
○今後の家庭生活で実践できるよう，助言を加える。

温度計
霧吹き
バケツ
ひしゃく・ジョウロ
等

授業の展開

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6年　家庭科「工夫しようさわやかな生活」

打ち水のフシギ
単元の中での活用

　季節の変化に合わせた生活の大切さが分かり快
適な住まい方を工夫できること。

学習指導要領

⑤2014.02.26　Ｉ

◆本時1時間

学習プログラム 環境学習プログラム集

使用教材等
１）温度計
２）霧吹き
３）バケツ
４）ひしゃく・ジョウロ等
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7
学習
指導案

小学校6年　家庭科
「工夫しようさわやかな生活」打ち水のフシギ

プログラムのねらい

小
学
校
　
家
庭

６
年

C　快適な衣服と住まい
（1）　衣服の着用と手入れについて，次の事

項を指導する。
ア　衣服の働きがわかり，衣服に関心をもっ
て日常着の快適な着方を工夫できること。
イ　日常着の手入れが必要であることが分
かり，ボタン付けや洗濯ができること。

（2）　快適な住まい方について，次の事項を
指導する。

イ　季節の変化に合わせた生活の大切さが
分かり，快適な住まい方を工夫できること。

D　身近な消費生活と環境
（2）　環境に配慮した生活の工夫について，

次の事項を指導する。
ア　自分の生活と身近な環境とのかかわりに
気付き，物の使い方などを工夫できること。

　夏を快適に過ごすための昔からの知恵のひとつである打ち水
を通して，自分の生活を見つめなおすとともに，地球温暖化やヒ
ートアイランド現象といった環境問題に目を向け，自らの暮らしに
工夫を加えるきっかけとする。

プログラム活用の工夫
　打ち水の効果を調べることは，理科学習にもつながる。日向と日陰の温度を測る中で，打ち水は日向と日陰のどちらにすると
効果があるのか，時間帯はいつすると効果があるのかも試してみても良い。
　また，打ち水以外にもグリーンカーテンやよしずなど，身近に存在する涼み方について調査してみることもできる。

プログラムの位置づけと活用方法

小学校6年　家庭科
「7 工夫しようさわやかな生活　③快適な夏の暮ら
しを実践しよう」で活用

プログラムの内容
　コンクリートやアスファルトに打ち水を行い，蒸発の様子や，そ
の後の冷え具合を体験する。

おすすめのポイント
　平成25年に，四万十市江川崎で国内最高気温を記録した。ま
た，福島第1原発の事故以降，節電の取組みが一層盛んになって
いる。
　「暑い高知の夏」を快適に，省エネで過ごす工夫を考えてみる。

関係機関の活用
　インターネット等

学習指導要領との関連

・夏を健康で快適に過ごすための暮らし方を工夫しよう。

・衣服の着方と手入れの仕方を考え，手洗いで洗濯をしてみよう。

・自分にできる夏の暮らしの工夫を計画し，発表し合おう。

【関・意・態】
・衣服や住まい方に関心をもち,夏も日常
着を気持ちよく着たり，手入れをしたり身
の回りを快適に整えようとしたりしている。

【創】
・夏の衣生活，住生活を見直して課題を見
つけ，快適な住まい方や，気持ちのよい
着方，手入れの仕方について自分なりに
考えたり，工夫したりしている。

【技】
・手洗いを中心とした洗濯ができる。
【知・理】
・通風の仕方など自然を生かした夏の快適
な住まい方と，衣服を気持ちよく着るた
めの着方や手入れの仕方について基礎
的・基本的な知識を理解している。

指導計画一例

小学校
家庭科

配当時間

1

5

2
（本時）

学習のめあて 評価規準

6年 7 工夫しようさわやかな生活

教科書関連単元 ※参考：東京書籍

※参考：東京書籍

小学校6年　家庭科　「工夫しようさわやかな生活」 配当時間：8時間　　本時：8時/8時間

・暑いとき，涼しくするために
どんなことをするか話し合う。

・打ち水について説明を聞く。

・霧吹きで水を体に吹きかけ
てみて涼しく感じることを確
認する。
・グループ毎に打ち水をする
場所を決める。
・温度計の使用方法（観測方
法）について確認する。
・打ち水をする前に，その場所
の温度を計り，記録しておく。
・打ち水を行い，同じ場所で，
ふたたび温度を計り，記録
する。

・結果をまとめて，実験で気
付いたことや感想を話し合
う。

○暑いときの過ごし方の工夫について聞く。
○出てきた意見を「電気を使うもの」「電気を使わ
ないもの」に分類させる。
○気化熱について触れるとともに，風習としての意
味についても説明する。
○気温と変わらない温度の水を準備することで，水
の冷たさで，温度が下がるわけではないことを理
解させる。
○日向，日陰，地面（土，コンクリート）等比較できる
よう配慮する。
○観測の方法については事前の全体指導の中で徹
底する。
○節水の観点から，雨水をためておくなどの工夫を
する。
○１平方メートルあたり１リットルを目安に打ち水を
するよう指示をする。
○５分後，１０分後，１５分後と時間を追って変化を記
録させる。
●打ち水の効果に興味を示し，意欲的に活動に取り
組んでいる。【関・意・態】
○今後の家庭生活で実践できるよう，助言を加える。

温度計
霧吹き
バケツ
ひしゃく・ジョウロ
等

授業の展開

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6年　家庭科「工夫しようさわやかな生活」

打ち水のフシギ
単元の中での活用

　季節の変化に合わせた生活の大切さが分かり快
適な住まい方を工夫できること。

学習指導要領

⑤2014.02.26　Ｉ

◆本時1時間

学習プログラム 環境学習プログラム集

使用教材等
１）温度計
２）霧吹き
３）バケツ
４）ひしゃく・ジョウロ等
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プログラム

8
学習
指導案

小学校2年　国語
「絵を見てお話を作ろう」草花のつぶやき

プログラムのねらい

小
学
校
　
国
語

２
年

B　書くこと
（１）　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　経験したことや想像したことなどから書
くことを決め，書こうとする題材に必要な
事柄を集めること。

イ　自分の考えが明確になるように，事柄の
順序に沿って簡単な構成を考えること。

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　文章を読み返す習慣を付けるとともに，
間違いなどに気付き，正すこと。

オ　書いたものを読み合い，よいところを見
付けて感想を伝え合うこと。

　周囲の様子を観察し，草花の気持ちを想像することで感受性
を育てるとともに，植物や自然に対する愛護の気持ちを養う。

使用教材等

プログラム活用の工夫
　小グループを編成して活動することによって，「話すこと・聞くこと」や言語活動を充実させる効果も期待できる。
また，樹木の節を利用して表情をつくり，そこに吹き出しをつけるなど，感情と言葉をつなげる展開も面白い。

プログラムの位置づけと活用方法

小学校２年　国語　「絵を見てお話を作ろう」で活用

プログラムの内容
　街中の草花に吹き出しをつけて，その草花がどんなことを言っ
ているのか発表し合う。

おすすめのポイント
　道ばたなどに生えている草花は，どんなことを考えているのか。
ただ草を見るのではなく，周囲の様子も大切である。できあがっ
た作品をスライドショーにすると，それだけで物語ができるかもし
れない。

学習指導要領との関連

・学習のねらいと流れを確かめ，絵を見て
人物がどんな会話をしているか想像し，
吹き出しにせりふを書く。

・話の例を読み，考えたせりふをもとに場
面を想像して文章に書く。
・場面の様子から会話を想像し，人物の会
話を入れてお話を書く。

・できたお話を友達と読み合い，おもしろ
かったところを伝え合う。

【関】
・お話を書くことに興味をもち，場面を想像しながら楽しんでお
話を作ろうとしている。

【書】
・絵をもとに想像を広げ，場面の様子や人物について書くこと
を考えている。
・場面の様子がよく分かるように，人物の行動や会話のつなが
りを考えて書いている。
・間違いやおかしなところはないか，書いたお話を読み返して直
している。
・書いたお話を読み合い，おもしろかったところを伝え合ってい
る。

指導計画一例

小学校
国　語

配当時間

1

６
（本時）

１

主な学習活動 評価規準

2年 絵を見てお話を作ろう

教科書関連単元 ※参考：東京書籍

※参考：東京書籍

小学校2年　国語　「絵を見てお話を作ろう」 配当時間：8時間　　本時：6時/8時間

・活動の内容についての説明を聞く。

・例示の写真の植物が話しているこ
とを想像し発表する。

・屋外で，周辺の草や木，花がどん
なことをしゃべっているか想像し
て，つぶやきカードに記入する。

・それぞれの作品を投影し，周囲の
様子等を発表する。

○あらかじめ撮影しておいた写真を投影し，
みんなで例示を考えることで，活動の内容
を理解させる。

○自分の気持ちに置き換えて考えるよう助言
する。

○時間やエリアをあらかじめはっきりと指定
しておく。
○つぶやきカードに想像したせりふを記入さ
せる。

○まとめが終わった児童の対象物を撮影する。
撮影の際は，周囲の様子も写りこむように
配慮する。

○感じたことも併せて発表させる。

●お話を書くことに興味をもち，場面を想像
しながら楽しんでお話をつくろうとしている。

【関】

つぶやきカード
筆記用具
デジタルカメラ

授業の展開

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2年　国語　「絵を見てお話を作ろう」

草花のつぶやき
単元の中での活用

　経験したことや想像したことなどから書くことを決め，
書こうとする題材に必要な事柄を集めること。

学習指導要領

⑤2014.02.26　Ｉ

１）つぶやきカード
２）筆記用具
３）デジタルカメラ

学習プログラム 環境学習プログラム集

◆本時1時間
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プログラム

8
学習
指導案

小学校2年　国語
「絵を見てお話を作ろう」草花のつぶやき

プログラムのねらい

小
学
校
　
国
語

２
年

B　書くこと
（１）　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　経験したことや想像したことなどから書
くことを決め，書こうとする題材に必要な
事柄を集めること。

イ　自分の考えが明確になるように，事柄の
順序に沿って簡単な構成を考えること。

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　文章を読み返す習慣を付けるとともに，
間違いなどに気付き，正すこと。

オ　書いたものを読み合い，よいところを見
付けて感想を伝え合うこと。

　周囲の様子を観察し，草花の気持ちを想像することで感受性
を育てるとともに，植物や自然に対する愛護の気持ちを養う。

使用教材等

プログラム活用の工夫
　小グループを編成して活動することによって，「話すこと・聞くこと」や言語活動を充実させる効果も期待できる。
また，樹木の節を利用して表情をつくり，そこに吹き出しをつけるなど，感情と言葉をつなげる展開も面白い。

プログラムの位置づけと活用方法

小学校２年　国語　「絵を見てお話を作ろう」で活用

プログラムの内容
　街中の草花に吹き出しをつけて，その草花がどんなことを言っ
ているのか発表し合う。

おすすめのポイント
　道ばたなどに生えている草花は，どんなことを考えているのか。
ただ草を見るのではなく，周囲の様子も大切である。できあがっ
た作品をスライドショーにすると，それだけで物語ができるかもし
れない。

学習指導要領との関連

・学習のねらいと流れを確かめ，絵を見て
人物がどんな会話をしているか想像し，
吹き出しにせりふを書く。

・話の例を読み，考えたせりふをもとに場
面を想像して文章に書く。
・場面の様子から会話を想像し，人物の会
話を入れてお話を書く。

・できたお話を友達と読み合い，おもしろ
かったところを伝え合う。

【関】
・お話を書くことに興味をもち，場面を想像しながら楽しんでお
話を作ろうとしている。

【書】
・絵をもとに想像を広げ，場面の様子や人物について書くこと
を考えている。
・場面の様子がよく分かるように，人物の行動や会話のつなが
りを考えて書いている。
・間違いやおかしなところはないか，書いたお話を読み返して直
している。
・書いたお話を読み合い，おもしろかったところを伝え合ってい
る。

指導計画一例

小学校
国　語

配当時間

1

６
（本時）

１

主な学習活動 評価規準

2年 絵を見てお話を作ろう

教科書関連単元 ※参考：東京書籍

※参考：東京書籍

小学校2年　国語　「絵を見てお話を作ろう」 配当時間：8時間　　本時：6時/8時間

・活動の内容についての説明を聞く。

・例示の写真の植物が話しているこ
とを想像し発表する。

・屋外で，周辺の草や木，花がどん
なことをしゃべっているか想像し
て，つぶやきカードに記入する。

・それぞれの作品を投影し，周囲の
様子等を発表する。

○あらかじめ撮影しておいた写真を投影し，
みんなで例示を考えることで，活動の内容
を理解させる。

○自分の気持ちに置き換えて考えるよう助言
する。

○時間やエリアをあらかじめはっきりと指定
しておく。
○つぶやきカードに想像したせりふを記入さ
せる。

○まとめが終わった児童の対象物を撮影する。
撮影の際は，周囲の様子も写りこむように
配慮する。

○感じたことも併せて発表させる。

●お話を書くことに興味をもち，場面を想像
しながら楽しんでお話をつくろうとしている。

【関】

つぶやきカード
筆記用具
デジタルカメラ

授業の展開

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2年　国語　「絵を見てお話を作ろう」

草花のつぶやき
単元の中での活用

　経験したことや想像したことなどから書くことを決め，
書こうとする題材に必要な事柄を集めること。

学習指導要領

⑤2014.02.26　Ｉ

１）つぶやきカード
２）筆記用具
３）デジタルカメラ

学習プログラム 環境学習プログラム集

◆本時1時間
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プログラム

9
学習
指導案

小学校2年　生活
「2年生だ  うれしいな」森の美術館

プログラムのねらい

小
学
校
　
生
活

２
年

2　内容
（5）　身近な自然を観察したり，季節や地域の行事にかかわ

る活動を行ったりなどして，四季の変化や季節によって
生活の様子が変わることに気付き，自分たちの生活を工
夫したり楽しくしたりできるようにする。

（9）　自分自身の成長を振り返り，多くの人々の支えにより
自分が大きくなったこと，自分でできるようになったこと，
役割が増えたことなどが分かり，これまでの生活や成長
を支えてくれた人々に感謝の気持ちをもつとともに，これ
からの成長への願いをもって，意欲的に生活することが
できるようにする。

　自然の中にいると，風景や場所，動植物などが
一枚の絵のように美しく輝く瞬間に出会うことが
ある。この活動では，ひとりひとりが自分の感性で
「自然がつくる美」を見付ける。作品の出来を競い，
優劣をつける活動ではなく，ひとりひとりの着目を
讃え尊重し，視点の違いや感性の多様性を認め合
い，分かち合うようにする。自然そのものの美しさ，
面白さを探す。

使用教材等

プログラム活用の工夫
場所▶野外ならどこでも可（目の届く範囲で充分）
人数▶３人以上
◆鑑賞方法例
　①指導者が回る順序を決め，各作品の前でタイトルを告げてから，作者が作成意図や特に気に入った点を話す。
　②時間内で自由に，各自が鑑賞する。
◆学習テーマ「生命のつながり」「自然界のつながり」等，それにちなんだ作品をつくることで学習を深める。
◆夜の実施も趣があって素敵である。※懐中電灯等が必要

プログラムの位置づけと活用方法

小学校２年　生活　「２年生だ　うれしいな」で活用

プログラムの内容
　身近な自然をフレームで切り取り，そこにふさわ
しいタイトルをつけて発表し合う。

おすすめのポイント
　身近なところにある自然も，季節によってその
表情はさまざまである。特に春はさまざまな花が
咲いたり，芽が出たりする。「きれいだな」と思っ
たものを友達と教え合う。

学習指導要領との関連

・２年生に進級し，１年生のときと比べて変わったこと，変わっていないこと
を探す。
・気付いたことや感じたことを友達と伝え合い，進級の喜びを共有する。

・１年生の学年末に立てた計画をもとに，新しい１年生を迎える活動を行う。

・地域を歩くときの計画を立てる。
・地域に出かけ，自然を観察したり，地域の人々とかかわったりする。
・見つけたことを友達と伝え合ったり，記録カードにかいたりする。

【関・意・態】
・春の自然の変化と，新しい１
年生の入学や自分の進級な
どの生活の変化に関心をも
ち，進級を喜び，意欲的に活
動に取り組もうとしている。

【気付き】
・季節の変化や自分の身近な
生活の変化に気付いている。

指導計画一例

小学校
生　活

配当時間

3
（本時）

3

3

活動の流れ 評価規準

2年 ２年生だ　うれしいな

教科書関連単元 ※参考：東京書籍

※参考：東京書籍

小学校2年　生活　「2年生だ　うれしいな」 配当時間：9時間　　本時：1時／9時間

・本時の活動内容について説明を聞
く。

・道具を受け取る。

・ルールの説明を聞く。

・再集合の合図と活動範囲を確認し，
自分の作品を探す。

・集合後，お互いの作品を鑑賞し，
相互に意見交換をする。

・全員の鑑賞終了後集合し，感想等
を共有する。

・使用した額縁等を元に返す。

○本時の活動内容を説明した後，やり方を演
示する。
○道具を配る。
○探す範囲と集合時間（1５分間）と集合合
図を徹底する。
○吊るす場合は，ひもやテープでの方法を助
言する。持たないといけない場合は，持ち
合う等協力を促す。
●自然の素材に興味を示し意欲的に活動に
取り組んでいる。【関・意・態】
○集合の合図の後，「鑑賞会」の方法を確認
する。
○鑑賞終了後，感想を共有させ，印象の深か
った作品等を発表させるなど友だちの作品
の良い点に気付かせる。
○いろんな見方があること，表現の方法だけ
でなくいろいろな考え方があることに気付
かせる。
○片づけを告げる。ゴミや忘れ物が無いよう
に点検させる。

額縁
洗濯ばさみ
付箋
マジック

人数が少ない場合は，
時間制限をして複数作
成する。

鑑賞の方法は，下記，
「プログラム活用の工
夫」（鑑賞方法例）を
参照

授業の展開

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２年　生活　「２年生だ　うれしいな」

森の美術館
単元の中での活用

　身近な自然を観察し，四季の変化や季節によって
生活の様子が変わることや，周囲の変化から自分の
成長に気付き，意欲的に生活することができるよう
にする。

学習指導要領

⑤2014.02.26　Ｉ

１）額縁
２）洗濯バサミ
３）紐
４）セロテープ
５）マジック
６）付箋紙大
７）参考書籍
小学校の授業に生きるネイチャーゲーム
（日本シェアリングネイチャー協会・体験型環境教育研究会）
ネイチャーゲーム指導員ハンドブック
（日本シェアリングネイチャー協会，非売品）

学習プログラム 環境学習プログラム集

関係機関の活用
　高知県シェアリングネイチャー協会

◆本時1時間
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小学校2年　生活
「2年生だ  うれしいな」森の美術館
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2　内容
（5）　身近な自然を観察したり，季節や地域の行事にかかわ

る活動を行ったりなどして，四季の変化や季節によって
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夫したり楽しくしたりできるようにする。
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を支えてくれた人々に感謝の気持ちをもつとともに，これ
からの成長への願いをもって，意欲的に生活することが
できるようにする。
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◆鑑賞方法例
　①指導者が回る順序を決め，各作品の前でタイトルを告げてから，作者が作成意図や特に気に入った点を話す。
　②時間内で自由に，各自が鑑賞する。
◆学習テーマ「生命のつながり」「自然界のつながり」等，それにちなんだ作品をつくることで学習を深める。
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プログラムの位置づけと活用方法
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学習指導要領との関連
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を探す。
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指導計画一例

小学校
生　活

配当時間

3
（本時）

3

3

活動の流れ 評価規準

2年 ２年生だ　うれしいな

教科書関連単元 ※参考：東京書籍

※参考：東京書籍

小学校2年　生活　「2年生だ　うれしいな」 配当時間：9時間　　本時：1時／9時間
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合う等協力を促す。
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◆本時1時間
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