
里山にはたくさんの生き物が生息し、生命が育まれている
ことを知り、自分たちの身の回りの豊かな自然に気づき、
大切にしていこうとする気持ちを育みます。里山や里山に
生きる動植物を守ろうと活動する人々の思いや努力を知り、
「自分たちにできること」を考え実行する力、自分達で問
題意識をもって活動したり調べたりして問題を解決する力、
積極的にフィールドワークに参加し、自分の考えを表現す
ると共に他の人の考えをしっかり聞く力、を育みます。ま
た、自分が役に立てる、地域のために何かできるという自
信、主体性、意欲を高めます。 

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 

小学校4年 

きょうど土をひらく「山ろくに広がる用水」 

学年｜教科 

学習内容 

プログラ
ム目標 

プログラ
ム概要 

学校の近くにある「呉羽丘陵」は自然豊かな里山です。しか
し児童の生活と里山との接点がなく、関心がほとんどありま
せん。この授業では、「里山の大切さを知り、できることを
しよう」という意欲を育みます。まず、里山に出かけます。
次に、「里山ってどんなところ？」「呉羽山の今と昔の違
い」などの映像で、地域のお年寄りによる昔の里山と暮らし
の話や、里山保全活動をしている人へのインタビューから、
里山の良さと地域課題を理解します。地域の竹伐り作業に参
加し、自分にできることを体験し、活動している人の思いに
触れます。最後に映像から、人と共生しながら守られている
世界の里山について学びます。時間軸、人、地域、世界のつ
ながりから、「呉羽山」が近しくなります。 

富山県 

社会 小学校4年 

あたたかくなると、暑くなると、すずしくなると、寒くな
ると（生き物のようす年間を通して） 

理科 

小学校4年 

調べたことを報告する文書を書こう（報告文の書き方）。
声に出して楽しもう（俳句・短歌）。調べて発表しよう。
物語文「ごんぎつね」 

国語 

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 



時 活動・学習内容 

（1～5時間） 
「ぼくらの呉羽山」 
 

単元名 
（題材名） 

指導・支援の方法、ポイント等 
〔教材・必要物〕 

 
①秋の呉羽山を観察する（2回）。 
・呉羽山の自然を調べる。 
・呉羽山で自然観察を行う。 

【伝達】【参加】 
ファミリーパークに出かけ、動植物の専門家に指導を受けて、自然観察し、
里山が生き物にとっての大切なすみかであり、命を育む豊かな場所であるこ
とを実感させ、興味を持たせる。1回目はファミリーパーク内の森、2回目は
ファミリーパーク外の呉羽山の森と意図的に違う森に出かける。 
動植物の専門家に質問をすることで聞く、伝える等のコミュニケーションを
図る。 

1 プログラム（単元・題材）の展開の流れ  15時間 

（6～13時間） 
ぼくらの里山～呉羽山～ 

 
①ビデオをみて課題を持つ 
【映像①】里山ってどんなところ？ 
【映像②】呉羽山の今の自然 
【映像③】昔の自然と暮らし 

【関連】 
自然観察を振り返りながら、呉羽山がどんな場所だったのか思い出させる。 
【映像①】を用いて、里山がどんな場所かをとらえさせ、呉羽山とつなげる。 
【映像②】呉羽山の昔、今を映像でつなげて、自然の変化をとらえさせる。 
【映像③】地域の方から昔の里山での暮らしについての話を聞き、今と昔の
生活の違いを知ることで里山と人の関係について気づかせる。自然が荒れ、
減っていることを気づかせ、問題意識を持たせる。 

（6～13時間） 
ぼくらの里山～呉羽山～ 

 
②自分たちにできることはないか考
え、活動する。 
・きんたろう倶楽部の人に聞きに行 
 く。 
・学級で決めて、活動する。 

【協力】 
地域で里山保全をしているきんたろう倶楽部を紹介し、実際に里山で活動し
ている人たちにインタビューに行き、どんな気持ちでどんな活動をしている
のかを聞く。 
自分たちが自然を守るために出来ることはないか考え、学級で一緒に里山の
自然について考え、活動する計画を立てる。 
計画⇒活動(1回目)⇒振り返り⇒活動(2回目)⇒振り返り 
振り返ることで、自然環境に対する問題意識を再認識させる。 



活動・学習内容 
指導・支援の方法、ポイント等 

〔教材・必要物〕 

2 プログラム（単元・題材）の展開の流れ  15時間 

時 
単元名 

（題材名） 

（6～13時間） 
ぼくらの里山～呉羽山～ 

 
③里山の自然を守る活動に参加する。 
・竹伐りの活動をする。 
・きんたろう倶楽部の方に話を聞く。 

【参加】【協力】 
地域で里山保全をしているきんたろう倶楽部の方に指導頂き、一緒に竹伐り
活動をする。 
実際に竹伐りをすることで、大変さを体感する。 
きんたろう倶楽部の方に話を聞くことで、竹伐りの意義を理解させるととも
に、「役に立ちたい」との意欲を高める。 

（6～13時間） 
ぼくらの里山～呉羽山～ 

 
④活動の振り返りをする。 

 
学級で各自の感想を共有する。 
きんたろう倶楽部の方の話を振り返り、活動に対する情熱・意義を再確認す
る。 

（6～13時間） 
ぼくらの里山～呉羽山～ 

 
⑤里山の自然を守る活動に参加する。 
・竹伐りの活動をする。 
・きんたろう倶楽部の方に話を聞く。 
・がんばった自分たちを振り返る。 

【参加】【協力】 
再度、きんたろう倶楽部の方に指導頂き、竹伐り活動をする。２回の活動を
通して、活動の成果を感じる。 
成果から達成感、自分も地域の問題を解決するためにできることがあると自
信を持つよう促す。 



活動・学習内容 
指導・支援の方法、ポイント等 

〔教材・必要物〕 

3 プログラム（単元・題材）の展開の流れ  15時間 

時 
単元名 

（題材名） 

（14・15時間）  
①活動の振り返りをする。 
【映像④】きんたろう倶楽部の活動
と思い 
【映像⑤】地域の方の里山への思い 
【映像⑥】世界の里山 

【関連】 
学級で活動を振り返り、各自の感想を共有し、考えたこと、思いを整理する。 
きんたろう倶楽部の活動についての映像を見ることで自分たちの活動と重ね
て、里山の自然を守るために何ができるのかを自分事として考えさせる。 
地域の方のメッセージを映像で見ることで、里山をどうしたらいいか、どん
な里山であってほしいか、意見やイメージを持たせる。 
世界にはいろいろな里山があることを知る。 

（14・15時間）  
②学習を通して考えたことをまとめ
る。 
・自然豊かな里山 
・命の尊さ、つながり 
・自然と人の関係 

【関連】 
里山を守るためにできること、やってみたいことを考える。 
里山をこれからも大切にしていこう！ 



ファシリテート カリキュラム （○：講師コメント例） 

4 映像教材 1コマ目 

頄目 時間目安 

導 入 （10分） 【自然観察活動の振り返り】  
◯ファミリーパークやその近くの森に出かけて、呉羽山の自然を観察してきたよね。呉羽山はどんな場所だった？ 
 手入れされていた？どんなものを見つけた？どんな生きものがいた？どんな風に思った？ 
 
（教室にはった大きな地図や活動した時の写真などを使いながら） 

知 識 （10分） 【一般的な里山について知る】 
◯呉羽も「里山」と言われているのだけれど、里山は一体どんなところなのかな？ 
 （子どもたちの持つイメージを問いかける） 
 
【映像１：里山ってどんなところ？】(5:45)  
・私たちは遥か昔から自然の恵みを受けて生きてきた 
・里山は人と自然が共生する豊かな場所 
・里山にはさまざまな人やいきものたちの暮らしがある。それがつながりあっている 
・人と自然が一緒に暮らしている場所、人が手を加える自然 
 ＊一般向けに作成された既存映像を活用であるため、内容も多く、尐し難しいため、この部分は映像ではなく 
 イメージ画像で補う方法も考えられる。 
 
＜映像を受けて＞ 
◯いろいろな風景やいきものがでてきたね？どんなものがあった？ 
◯おじいちゃんやおばあちゃんたちもでてきたね・・ 
◯里山はどんなところだって言っていた？ 
◯呉羽山も里山と言われているけれど、呉羽山には里山の自然はあったかな？ 
（子どもたちとやりとり） 
 
◯じゃあ、今度は呉羽山の自然をみてみようか？ 
 呉羽山に詳しい、とある人（山の神様）が案内してくれるって・・・ 



ファシリテート カリキュラム （○：講師コメント例） 

5 映像教材  1コマ目 

頄目 時間目安 

気づき （10分） 【呉羽が里山であることに気づかせる】 
 
【映像2：里山としてみた呉羽山の今の自然は？（ロケ映像）】(2:06)  
・呉羽の山の神様が子どもたちに語りかける構成の映像 
・子どもたちにとって身近な呉羽の風景 
・ファミリーパーク・呉羽山の自然の紹介 
・たくさんのいきものたちがいる 
・「みんなは呉羽山でどんな生きものと出会えたかな？どんなことを感じたかな？ワシにも教えてくれんか・・？」 
 
＜映像を受けて＞ 
◯山の神様がでてきたね。何百年も何千年も前から呉羽の山の自然を見てきたっていってたね。 
◯ファミリーパークの高橋さんから聞いた話を思い出した？ 
◯とんぼの沢にホクリクサンショウウオが集まってくるように田んぼを残しているといっていたね・・ 
 自然はつながっているんだね 
◯生きものたちが暮らせる、自然が豊かなところに、美味しい水や空気ができるんだね 
◯古沢用水を見学にいったときに、話を聞いたよね？森には二酸化炭素を吸収したり土砂崩れを防ぐ役割があると 
 言っていたね・・・ 
 （＊通常の授業での体験と結びつけるようなコメントも適宜交えてゆく） 
◯呉羽も里山なんだね 
◯みんなは、どんな風景を見てきた？山の神様にどんなことを教えてあげられるかな？ 



ファシリテート カリキュラム （○：講師コメント例） 

6 映像教材  1コマ目 

頄目 時間目安 

知識 （3分） 【里山を守る活動をしている人たちの存在を知る】 
◯里山保全の活動をしている人たちがいます。きんたろう倶楽部の皆さんです 
◯里山を守るために、ファミリーパークで、竹の伐採をしたりしているのだけれど、知っていたかな・・・？ 

行動への 
結びつけ （2分） 

【里山を守るために必要な行動について考える】 
◯今度、きんたろう倶楽部の人たちと一緒に、みんなも里山を守る活動をしてみます。楽しみにしていてね。 

気づきと 
問いかけ （10分） 

【呉羽山の昔と今の違いを、地元のおじいちゃんの話から知る】 
 
【映像３：呉羽山の今（ロケ映像）】（3:04） 
（出演：地元で里山を大切に暮らしてきた村藤政雄おじいちゃん） 
・昔の呉羽山は里山が広がっていた 
・大人も子どもも遊び、食べ物をとっていた。それが楽しみだった 
（春は桑の実、秋はアケビ・・・） 
・里山は生活に欠かせない場所だった 
・唱和40年代くらいから、放置されて荒れてしまった 
・里山との暮らしが減ってしまって寂しい 
・（山の神からの問い「昔ながらの里山がどうしてなくなってしまったのか、みんなで一緒に考えてくれないか？」 
 
◯映像には誰が出てきた？（村藤おじいさん）知っているかな？ 
◯おじいさんは、どんなことを話していた？ 
◯呉羽山は昔どんなところだと言っていた？ 
◯皆はそういう話、聞いたことあった？ 
◯映像をみて、どう思った？ 
◯おじいさんが子どもだった頃と今はどこが違うと思った？ 
◯呉羽山の素晴らしい自然や暮らしを守るためには何が必要だと思う？ 



ファシリテート カリキュラム （○：講師コメント例） 

7 映像教材    2コマ目 

頄目 時間目安 

導 入 （5分） 【竹の間伐活動の振り返り】 
◯みんな、きんたろう倶楽部の人たちと竹の間伐をしてきたね 
◯二回やってみたけれど、どうだった？ 
 大変だった？楽しかった？・・ 

気づきと 
問いかけ 
   （5分） 

【里山を守る想いに触れる】 
◯きんたろう倶楽部の人たちは、どんな気持ちで活動しているのかな？撮影した映像があるので、見てみよう。 
 
【映像4：里山を守る人たち（ロケ映像）】（3:16） 
（出演：きんたろう倶楽部事務局長の松田さん、きんたろう倶楽部の人たち） 
・毎週水曜日に竹の間伐や歩道づくりなどの活動をしている 
・大変だけど、とても大切なこと。やりがいがある 
・整備前、整備中、整備後の変化 
・とったたけはチップにして地面に敷き詰める 
 ふかふかの土には、カブトムシの幼虫もたくさん 
・間伐材を使うことも大切。木道をつくっている 
 
＜映像を受けて＞ 
◯みんなが活動したのと同じ場所がでてきたね 
◯大人の人たちはなんて言っていた？ 
◯間伐の他にはどんな活動があるっていってた？ 
◯きんたろう倶楽部の人たちの活動をみて、どう感じた？ 

 １コマ目との間に、竹の間伐の体験学習を２回実施 



ファシリテート カリキュラム （○：講師コメント例） 

8 映像教材  2コマ目 

頄目 時間目安 

理 解 （10分） 【里山の価値を改めて振り返る】 
 
◯里山を守り続けている村藤さんの話を、また聞いてみましょう。 
 
【映像5：呉羽山の里山を守るには（ロケ映像）】（2:43） 
（出演：地元で里山を大切に暮らしてきた村藤政雄おじいちゃん） 
・昔は森と共存して有り難いことだった 
・山のパトロールを15.6年続けて、明るいところに薬草を植えたりしていた。努力したつもりだけれど、 
 今は面影もない 
・里山は人の身体にも教育にも大事、いきものにも大事 
・なんとかして、昔のように山で遊べるような時期がくるといいと思う 
 
＜映像を受けて＞ 
◯村藤さんの話を聞いて、どう思った？ 

振り返り 
考えを深める 
    （20分） 

【これまでの気づきを振り返り、今感じていることを紙に書く】 
◯これまで、みんなは里山をどう感じてきた？ 
（過去の感想を振り返りながら） 
◯興味がないっていう意見もあったね、だんだん好きになってきたっていう意見もあったね・・・ 
◯今あらためて、呉羽山の里山をどう思う？ 
◯呉羽山の里山を未来に残すためにどんなことができるだろう・・・ 
◯じっくり考えて、感じたこと、考えたことを紙に書いてみましょう。 



ファシリテート カリキュラム （○：講師コメント例） 

9 映像教材  2コマ目 

頄目 時間目安 

意識を広げる（10分） 【世界へと意識を広げる】 
世界の里山の様子を、写真（スライド）を使って紹介 
 
◯里山のような場所は世界中にもあるんだよ。その写真をスライドでみてみましょう・・・ 
◯みんなの暮らす富山にも世界遺産で合掌造りで有名な五箇山があるね。能登半島の里山の風景も世界農業遺産と 
 言われています。 
◯ルーマニアネパール、フィリピンやインドネシアにもあるんだよ。 
◯みんなも里山を大切にして行きたいね・・・。 

プログラム地域化メンバー、実証協力校等 

実証協力校等：富山市立古沢小学校 
 


