
①地域の公園の調査・研究を通して、公園の役割や地域の公園
が抱えている課題を知り、その解決方法を探る。 
②中学生が地域住民と持続可能な地域づくりについて共に学び、
多世代が共感できるコミュニティのあり方を考える意識を養う。 
③このまちにくらしたいというテーマのもとに、社会の課題と
身近な暮らしを結びつけ、新たな価値観や行動を生み出す。 

学習指導
要領との
関連 

小学校低学年 小学校高学年 

小学校中学年 中学校 

２（１）ア（ア）生物の
観察 
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、観察記録の仕方など
の技能を身に付け、生物
の調べ方の基礎を習得す
ること。 

学年 

学習内容 

ＥＳＤ 
の要素 

多様性 

有限性 

連携性 

相互性 

公平性 

責任性 

【批判】批判的に考え
る力 

【協力】他者と協力
する態度 

ESD視点で
育みたい 
能力/態度 

持続可能
な社会 
づくりの 
構成概念 

【未来】未来像を予
測して計画を立てる力 

【関連】つながりを
尊重する態度 

【多面】多面的、総
合的に考える力 

【参加】進んで参加す
る態度  

【伝達】コミュニケー
ションを行う力 

プログラ
ムの目標 

プログラ
ムの概要 

価値観やライフスタイルの多様化に伴い、現在の公園は危険や
騒音の問題などを抱え、地域の環境の変化に適応できないまま、
利用規制などにより公園の利用度を減少させている実態がある。
そこで、公園の現状やあそび場づくりの事例を学ぶとともに、
地域の公園の利用実態などを調査することで、自分たちの身近
な公園が抱えている課題を知り、その解決方法を考える。そし
て、みんなが幸せに使える公園・あそび場の実現に向けて、地
元住民の声を集め、公園を活用したイベントを企画実施する。 

教科/領域 

２（２）エ 身近な地域の調査 
身近な地域における諸事情を取り上げ、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。 

- ３（２）自然を愛護し、
美しいものに感動する豊
かな心をもち、人間の力
を超えたものに対する畏
敬の念を深める。 

中学校1年 

理科/第2分野 

中学校1年 

社会/地理 

中学校 

総合的な学習の時間 

中学校 

道徳 

広島 



多世代が関わり合うことで、異なる価値観の共有
や今まで気づかなかった新たな発見を得る機会を
養う。 

持続可能
な社会の
構成概念 

ESDで育
みたい 
能力／ 
態度 

学年を越えた学習機会により、自己表現力や仲間
意識が醸成される。 

地域課題の発見や解決のためのアイデア着想の経
験から、地域の一員である自覚を育む。 

地域の課題と自分の生活を結びつけ、学習と活動
を通して地域の未来に向けた主体的な行動力を高
める。 

地域住民といっしょに学びあうことで、多世代が
共感できるコミュニティのあり方を考える意識を
養うことができる。 

グループワークやプレゼンテーションを通して、
コミュニケーション技能が身につく。 



活動・学習内容 

1時間目 

指導・支援の方法、ポイント等〔教材・必要物〕 

参加者間の相互理解と目的・目標の共有を図る。
また、予備知識のない段階で、自由な発想で公園
活用アイデアを抽出する。 

・社会課題に取り組むNPOから事例を聞いて、目的意識を高める。 
・この段階では実現性を問わず、柔軟な発想を尊重してアイデアの種を
ストックする。 
〔模造紙、付箋、水性ペン〕 

1 プログラム（単元・題材）の展開の流れ  
総時間 

11時間 

批判 みんなが使える公園・あそび場を考えよう＜問題に気づく＞ 未来 

多面 伝達 

協力 関連 

参加 

2時間目 

市民参加型の冒険遊び場づくりに取り組む「もと
まち自遊ひろば」の現場を見学し、遊び場づくり
のアイデアを学ぶ。 

・プレーパークの運営を行っているNPOの現場を見学し、遊び場を体感
する。 
〔記録シート、カメラ〕 

批判 あそび場づくりの現場を見学する＜体験する＞ 未来 

多面 伝達 

協力 関連 

参加 

3時間目 

社会課題を解決するためのプロセスを学び、それ
らを踏まえた1年間の行動計画を立てる。 

・プロジェクトを進めるための役割分担として、リーダーの選定や、行
動計画のステップ別にチームを組む。 
〔計画シート〕 

批判 今年度の行動計画を考えよう＜計画する＞ 未来 

多面 伝達 

協力 関連 

参加 



活動・学習内容 

4時間目 

指導・支援の方法、ポイント等〔教材・必要物〕 

公園やあそび場づくりに関わるNPOや行政担当者
から、公園の基礎知識や維持管理、活用事例など
を聞き、現状と課題を学ぶ。 

・公園管理や子育て支援等を行っている行政職員やNPOを講師と意見交
換を行い、学びを深める。 
・実現性の視点を養う。 
 
〔基礎資料、模造紙、水性ペン〕 

2 プログラム（単元・題材）の展開の流れ  
総時間 

11時間 

批判 公園・あそび場づくりに関わる人から学ぼう＜詳しく知る＞ 未来 

多面 伝達 

協力 関連 

参加 

5時間目 

マーケティング入門などにより、地域にある街区
公園等の利用実態やニーズを調査するための手法
を学ぶ。 

・みんなの声を集めている事例から、アンケート調査の準備と設計を行
う。 
・仮説を立て質問項目のアイデア出しと整理を行い、アンケート票を作
成する。 
〔地図、質問シート〕 

批判 地域の公園の利用実態やニーズを調査しよう①＜声を聴く＞ 未来 

多面 伝達 

協力 関連 

参加 

6時間目 

実際に地域にある公園の利用者やその周辺住民の
声を聞くため、アンケート調査などを行う。 

・ロールプレイでアンケート調査の練習を行う。 
・近隣の公園やスーパーなど、多世代が集う場所でグループで分担しな
がらアンケート調査を実施する。 
〔アンケート票、筆記用具、クリップボード〕 

批判 地域の公園の利用実態やニーズを調査しよう②＜声を聴く＞ 未来 

多面 伝達 

協力 関連 

参加 



活動・学習内容 

7時間目 

指導・支援の方法、ポイント等〔教材・必要物〕 

調査結果を分析し、公園の活用アイデアに反映さ
せるなど、成果をまとめる。 

・アンケート調査結果を集計・整理して、仮説を検証する。 
・調査の分析結果を踏まえて、公園活用のテーマを絞り、中間発表とし
て取りまとめる。 
〔アンケート集計表、分析シート、模造紙、水性ペン〕 

3 プログラム（単元・題材）の展開の流れ  
総時間 

11時間 

批判 地域の公園の利用実態やニーズを調査しよう③＜声を聴く＞ 未来 

多面 伝達 

協力 関連 

参加 

8時間目 

とりまとめた中間成果を住民向けに報告するとと
もに、地域の協力者や連携先などを広げるしくみ
や調整方法を考える。 

・中間発表に対して参加者（地元住民）からフィードバックをもらい、
公園活用のアイデアのブラッシュアップを行う。 
〔事業説明資料、中間発表資料〕 

批判 公園の活用アイデアを提案しよう＜仲間を広げる＞ 未来 

多面 伝達 

協力 関連 

参加 

9時間目 

地域のニーズにあった公園の活用方法を提案する
ためのイベントをプロデュースする。その準備の
ための企画調整を図る。 

・イベント運営のための役割分担を決める。 
・公園活用方法の企画テーマごとにチームを組み、内容（誰が、いつ、
どこで、何を、どうする、なぜ？、いくら？(5W2H)）と準備スケジュー
ルを企画する。 
・必要であればチームごとに準備する時間を別途設ける。 
〔企画シート、模造紙、水性ペン〕 

批判 公園の活用提案イベントを企画しよう①＜アイデアを生み出す＞ 未来 

多面 伝達 

協力 関連 

参加 



4 プログラム（単元・題材）の展開の流れ  
総時間 

11時間 

活動・学習内容 

10時間目 

指導・支援の方法、ポイント等〔教材・必要物〕 

地域のニーズにあった公園の活用方法を提案する
ためのイベントをプロデュースする。その準備の
ための企画調整を図る。 

・イベント実施に向けた段取り（広報、会場レイアウト、進行スケ
ジュール、雨天時の対応など）を共有する。 
・イベントの検証方法を検討する。 
〔イベント進行表〕 

批判 公園の活用提案イベントを企画しよう②＜アイデアを生み出す＞ 未来 

多面 

協力 関連 

参加 

伝達 

地域プログラム化メンバー、実証協力校等 

地域プログラム化メンバー 
・広島市立古田中学校 
・広島市古田公民館 
・ふるた多世代寺子屋（NPO法人もちもちの木） 
 
実証協力校等 
・広島市立古田中学校 
・広島市古田公民館 

11時間目 

1年間の成果発表を兼ねた公園活用提案の体験型
イベントを地域内にある公園で実施し、検証を行
う。 

・多世代の地元住民を招待し、活用提案プランを体験してもらう。 
・イベント実施の検証とプロジェクト全体のふりかえりとわかちあいを
行う。 
〔イベント物品、アンケート、ふりかえりシート〕 

批判 公園の活用提案イベントを実施しよう＜行動する＞ 未来 

多面 伝達 

協力 関連 

参加 


