
①地域の自然環境を未来に受け継いでいく。 
②身近な自然から自分が大切にしたいものを見つけ、表現し、
共有することを通じて、地域の自然環境と人の関わりを大切に
する態度を養う。 

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 

B 生命・地球 
（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考
えを持つことができるよ
うにする。 

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 

北国の身近な自然の豊かさや、そうした自然が人々の営みと多
様な関わりを持っていることを、過去の写真や地域の人々の話
などを通じて理解する。そして実際に、身近にある地域の自然
を探検・撮影し、写真や撮影した思いを他の児童と共有するな
かで、地域の大切なものについて考える。撮影した写真を用い
て、地域の人々や未来の世代に向けて、自分たちの残したいも
のを地域の宝として発信・共有する。なお、本プログラムでは
写真撮影に必要な能力や、「記録として残る」という写真その
ものの特性を効果的に活用して、観察力・表現力・伝達力・受
信力を育む。さらに、プログラム全体を保護者や地縁団体、市
民団体等と交流、協働して取り組むことで、自分たち自身が地
域の伝承者になれることに気づくように促す。 

教科/領域 

B 生命・地球 
（2）季節と生物  
身近な動物や植物を探し
たり育てたりして、季節
ごとの動物の活動や植物
の成長を調べ、それらの
活動や成長と環境とのか
かわりについての考えを
もつことができるように
する。 

- A 話すこと・聞くこと 
（2）ウ 図表や絵、写
真などから読み取ったこ
とを基に話したり、聞い
たりすること。 

小学校3年 

理科 

小学校4年 

理科 

小学校3・4年 

総合的な学習の時間 

小学校3・4年 

国語 

北海道 



身近な自然は地域の人やものとの関わりの中で変
化しており、失われてしまったものもある。 

持続可能
な社会の
構成概念 

ESDで育
みたい 
能力／ 
態度 

人々は時代により、様々な形で身近な自然を営み
の中で利用しており、その関わり方や価値づけは
多様である。 

地域の自然を活用しながら保全していくには、
様々な人々が協力して取り組む必要がある。 

写真の撮影や鑑賞、地域の人たちとの交流を通じ
て自分の気持ちを表現、収集した情報を他者と共
有、活用する。 

北国の身近な自然と人々の生活や文化、歴史との
関わり合いを学び、地域の自然環境と人との関わ
りを理解する。 

学習指導
要領との
関連 

小学校3・4年 

（1）自分たちの住んでいる身近な地域や市（区、町、村）につい
て、次のことを観察、調査したり白地図にまとめたりして調べ、地
域の様子は場所によって違いがあることを考えるようにする。 
ア 身近な地域や市（区、町、村）の特色ある地形、土地利用の様
子、主な公共施設などの場所と働き、交通の様子、古くから残る建
造物など 
（5）地域の人々の生活について、次のことを見学、調査したり年
表にまとめたりして調べ、人々の生活の変化や人々の願い、地域の
人々の生活の向上に尽くした先人の働きや苦心を考えるようにする。 
イ 地域の人々が受け継いできた文化財や年中行事 
（6）県（都、道、府）の様子について、次のことを資料を活用し
たり白地図にまとめたりして調べ、県（都、道、府）の特色を考え
るようにする。 
ウ 県（都、道、府）内の特色ある地域の人々の生活 

学年 

学習内容 

教科/領域 社会 



活動・学習内容 

1・2 
時間目 

指導・支援の方法、ポイント等〔教材・必要物〕 

北海道の自然の特徴を学ぶ。 
・地図を見ながら自分たちの身近にある自然につ
いて考え、具体的な場所やものの情報をクラスで
共有する。 
・身近な自然の成り立ちや、そこに生息する生物
の多様性を学び、生活のすぐ近くにも豊かな自然
が存在していることを確認する。 
・過去の写真や文献を見たり、地域の人々や環境
保全活動に取り組んでいる人の話などを聞いて、
わかったことを地図上の関係するポイントに書き
込む。 
・地図を見ながら、身近な自然と人々の営みとの
関わり（食料や薪の供給地、遊び場、避難場所、
信仰や畏怖の対象など）について確認し、変化の
有無やその理由を考える。 

◎過去の写真や文献、地域の人々の話から、先人より受け継がれてきた
ものや地域の課題を知る。 
・身近にある自然としてどのような場所やものがあるか、問いかけなが
ら児童の考える対象範囲を広げる。 
・写真や映像、地図などを用いて、撮影・探検予定地の具体的なイメー
ジを喚起する。 
・探検・撮影する場所の成り立ちや動植物の生息状況など、自然科学的
な情報を事前に収集し、児童の興味・関心を引き出すように提示する。 
・地域の人や博物館などから、探検・撮影する場所における、自然と
人々の関わりにまつわるエピソードや写真などを事前に収集し、児童の
興味・関心を引き出すように提示する。 
・人々の営みとの関わりの中で、その場所に今も残っているもの、なく
なったものがあることに気づき、その理由を考えるように促す。 
・地域の記録が残されていることで、時間や空間を越えて学ぶことがで
きることを確認し、児童が記録・撮影したものも後世に役立つ可能性が
あることを示唆する。 

1 プログラム（単元・題材）の展開の流れ  
総時間 

12時間 

批判 身近な自然の成り立ちと人々の関わりを知ろう 未来 

多面 伝達 

協力 関連 

参加 

3時間目 

・前の時間に確認した身近な自然と、私たちの関
わりについてのイメージを発表し、クラスで共有
する。 
・クラスでテーマを設定し、それに沿って、児童
が個別に撮影対象を決め、探検・撮影のポイント
を地図に書き込む。 

◎身近な自然と自分との関わりについて考え、探検への意欲を高める。 
・児童が身近な自然に持っているイメージを聞き出し、自分自身と身近
な自然がどのようにつながっているのか考えるよう促す。 
・クラスで設定するテーマは、児童が探検・撮影する際の自主性を制限
しないよう配慮する。 
・撮影時は撮影したポイントを地図に記録するよう伝える。 

批判 探検の準備をしよう 未来 

多面 伝達 

協力 関連 

参加 



活動・学習内容 

4～6 
時間目 

指導・支援の方法、ポイント等〔教材・必要物〕 

・校外活動に先立ち、安全に行動するための注意
点と、カメラの操作方法を確認する。 
・校外で、設定したテーマに沿って探検・撮影を
行う。その際、撮影したポイントと撮影対象を地
図やノートなどに記録する。 
・今も変わらず残るもの（保全の取り組みなどで
維持されているもの）、今はなくなってしまった
もの（貴重な自然や風習など）、昔はなかったも
の（外来種や人工物など）があることを、体験を
通して理解する。 

◎校外で探検・撮影活動を展開することを通じて、地域の人々との関わ
りの中で身近な自然は変化していることを認識させる。 
・探検・撮影活動では、撮影枚数をあらかじめ制限し、テーマに意識を
集中させて撮影するように促す。 
・１・２時間目の授業内容（自然と人々の関わり）と関連のあるポイン
トでは、児童が見逃さないように教員や外部講師などから問いかけを行
う。ただし、撮影時の説明は最小限にとどめ、できるだけ児童自身が五
感を駆使して、自主的に取り組むように促す。 

2 プログラム（単元・題材）の展開の流れ  
総時間 

12時間 

批判 探検して、自分の宝ものをさがそう  未来 

多面 伝達 

協力 関連 

参加 

7・8 
時間目 

・撮影を振り返り、今も残っているもの、なく
なったものにどのようなものがあったか、グルー
プで話し合い、クラス全体で共有し、地図に書き
込む。 
・個別作業で、撮影した写真から自分が大切にし
たいものを一枚を選び、撮影意図などのメモをも
とに、自分の思いをコメントにまとめタイトルを
つける。 
・写真とコメントをクラスで共有する。他の児童
がその写真から感じ取ったことを発表してもらい、
ノートなどで写真とコメントに付記する。 

◎写真に込めた意図や思いを確認し、これまで学んだことや、他の児童
の感想など共有し、地域の大切なものや課題について総合的に考える力
を育む。 
・1・２時間目の内容を振り返り、児童が撮影した写真が過去からつな
がったものであることを意識できるように促す。 
・クラスで成果物を共有する方法は、写真とコメントを掲載した台紙
（ワークシート）を作成し、校内に掲示する方法も考えられる。 
・当初の撮影のねらいや、実際の撮影時の思い、他者との共有から気づ
いたことなどを踏まえて考えが整理できるよう促す。 
・クラス全体で共有したことや、児童の思いについては、多様性を尊重
する。 

批判 見つけた宝ものを共有しよう 未来 

多面 伝達 

協力 関連 

参加 



活動・学習内容 

9・10 
時間目 

指導・支援の方法、ポイント等〔教材・必要物〕 

・これまでの学習をもとに共有した地域の大切な
ものや、写真を通して伝えたいことについて、グ
ループで考えをまとめる。 
・役割分担しながら写真を活用した発表資料（新
聞、ポスター、環境地図など）を作成する。 
 

◎作品製作のプロセスを通じて、児童自身が感じたこと・考えたことを
整理し、私たちと身近な自然のこれまでの関わり、これからの関わりを
当事者性を持って発信できるよう促す。 
・「だれに」「どうして」発表するのかを問いかけることにより、地域
の宝とは何かについて児童の思考の深まりや明確化を進める。 
・体感に基づいた意見を発信するよう、探検・撮影時の記録などを確認
させる。 
・可能であれば、保護者や地域の人々に追加取材を行う。 

3 プログラム（単元・題材）の展開の流れ  
総時間 

12時間 

批判 発表のための資料をつくろう 未来 

多面 伝達 

協力 関連 

参加 

11・12 
時間目 

・地域の関係者や保護者などを招いて、作品を発
表する。 
・発表を見に来た人と、作品の感想や自身の地域
の宝ものについて意見交換を行う。 

◎作品に込められた児童の思いを地域の人たちと共有し、フィードバッ
クを受けることで児童と地域、身近な自然との関わりを深める。 
・発表に際しては、自分の思い（大切なものを残したいなど）を表現す
るように意識させる。 
・自分たちの発見した宝ものは、地域の人たちも大切にしてきた宝もの
であることに児童が気付くよう、地域の人たちから作品に対してエピ
ソードや感想を出してもらう。 
・児童が撮影した写真が地域の記録として未来に残ることを確認し、子
どもたちが地域の伝承者になれることを示唆する。 
・作成した作品や写真をもとに、地域の未来について話し合い、子ども
たちを交えた地域づくりについて考える場として展開することもできる。 

批判 地域の人たちと宝ものについて話しあおう 未来 

多面 伝達 

協力 関連 

参加 

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 
・北海道ブロック 平成26年度持続可能な地域づくりを担う人材育成事業に係るESD環境教育推進委員会 
 
実証協力校等 
・東川町立東川第二小学校 


