
里山での体験を通して、山のよさ・豊かさ・働きを知り、
自然と人間、動植物が共存していることに気づき、相互に
つながって生きていることを学びます。グループでの話し
合い活動を通して、多様な意見や違いを認めつつ、自分の
意見を発言する力、他の意見を受容する力を育みます。発
表会に向けて、発表内容の作成における協力する力、共感
を得るためのプレゼンテーション力を育みます。生態系の
大切さを理解し、人間もその一員であるという意識を育て、
多様な視点から奥山・里山を考えることを通して、持続可
能な社会づくりに取り組む姿勢、行動意欲を育みます。

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3～6年

地域の暮らしを支える水
特色ある地域の人々の生活を考える
森林資源の育成や保護に従事している人々の工夫や努力を
考える
自分たちの生活の歴史的背景や先人の働きを考える

学年｜教科

学習内容

プログラ
ム目標

プログラ
ム概要

山に囲まれた地域に暮らしていながら、「山」を身近に感
じられない児童がいます。この授業では、「山を大切にす
る」気持ちを育むために、「奥山」「里山」をテーマに山
と人間のつながりについて学習します。里山での体験、奥
山の様子や里山での保全活動の映像、山岳ガイドや里山保
全活動をしている人の話から理解を深めます。里山の歴史
や災害等を学び、「どんな里山だったらいいだろう」、奥
山については「山道はなんのためにあるのだろう」と投げ
かけ、自然と人間の共生について話し合いをします。暮ら
しを取り巻く山の全体像を学習し、意見を引き出しながら
「山を大切にするために必要なこと」を考え、全校児童、
保護者、地域の人に発表します。

長野県

社会

小学校3～6年

昆虫の育ちと体のつくり
生き物の暮らしと冬
動物の誕生
大地のつくりと変化 森林や山、水の形成とわたしたち

理科

小学校1～6年

森のなかまのひみつ基地をつくる造形
木の変身 材料や場所をもとにした楽しい造形活動
図画工作科と総合的な学習の時間における造形 地域の地
形や歴史、特色を造形や絵画で表現する

図工

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

（1～3時間）
里山体験学習

単元名
（題材名）

指導・支援の方法、ポイント等
〔教材・必要物〕

里山で木々や動植物に触れ、遊ぶこ
とを通して、自然の良さを感じ、体
験する。

【参加】
里山の保全活動を行っている「寿さと山くらぶ」の方の指導のもと、里山で
の遊びを自分たちで考え、体験する。
里山の恵みに感謝すること、多様な動植物が里山で生きていることを学ぶ。

1プログラム（単元・題材）の展開の流れ 10時間

（4・5時間）
間伐材でベンチ作り 里山で間伐した木を使って、ベンチ

を制作する。

【未来】【協力】【参加】【伝達】
里山の資源で制作することにより、なぜ間伐が必要なのか、間伐をした木の
活用方法について学ぶ。
グループに分かれ、対話し協力しながらベンチを制作する。全校児童が使え
るように工夫する。

（6時間）
里山についてできることは
何だろう

里山体験をふりかえる。
里山の歴史、災害等を説明する。グ
ループで「どんな里山だったらいい
だろう」を考え、話合い、発表する。

【多面】【伝達】【協力】【参加】【未来】
外部講師が映像資料を活用しながら、里山を取り巻く状況を説明する。その
後、グループワークを行い、里山と自らの生活とのつながりを意識させ、里
山を保全するためにできることは何かと考え、行動につながるきっかけをつ
くる。



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 10時間

時
単元名

（題材名）

（7時間）
山道はなんのためにあるの
か考えよう

奥山の自然環境に視野を広げ、「山
道」をテーマに、奥山と人間、自然
とのつながりについて、グループで
考えて、発表する。

【多面】【伝達】【協力】【参加】
外部講師が映像資料を活用しながら、奥山の状況、山道についての説明を行
う。奥山には登った経験のない児童がほとんどであるため、登山を疑似体験
できる映像を使用する。グループワークを行い、「山道が何のためにある
か」人間だけでなく、動植物の気持ちになって考え、相互につながり生きて
いることに気付かせる。

（8時間）
学習のまとめ・理解を深め
る

学習内容をふりかえり、まとめる。
【多面】【伝達】【参加】
学習をふりかえり、奥山や里山との共生を自分事として捉えられるように意
識づけをしながら、児童の理解を深め整理をする。

（9時間）
発表会準備 学習のまとめを、発表会でどのよう

に表現するかを考える。

【多面】【伝達】【協力】【関連】【参加】
外部講師に伝え方、内容のアドバイスを得る。まとめた意見をどのように全
校生徒に伝えるのか考える。

（10時間）
学習発表会 学習の成果を全校生徒、保護者、地

域の方に伝える。

【伝達】【協力】【参加】
学んだことを映像を使ってメッセージとして発信、また、児童が協力しあい、
寸劇による発表を行う。他学年の児童に質問・意見の場を設ける。



ファシリテート カリキュラム （○：講師コメント例）

3映像教材制作 1コマ目

項目 時間目安

導 入（3分） 【里山について】 導入
◯自己紹介～今日は寿きずなの森の里山や奥山について、勉強していきます。 まず、この時間は、鈴木さんに、
里山のことを教えてもらいましょう。

講師
◯みんな、こんにちは！・・・、（自己紹介）
これまで、寿きずなの森の里山では、みんなといろんな活動をしてきたね・・・ 例えば・・・

○今日の授業では、映像をつかって、里山のことをもう少し詳しく勉強してみよう。

気づきと発見
（10分）

◯みんなもよく知っている、寿きずなの森周辺の里山について、勉強しよう。
みんなは、このあたりの里山が昔（おじいちゃんやおばあちゃんが子どもだったころ）どんなだったと思うかな？、
もっと木があった？・・・

○最初にこの映像を見てみよう。

映像教材1-1：昔の里山～現在の里山（1:03）
・明治、昭和の里山の写真
・里山がどんなところなのか、明治のころは禿げ山だったが、昭和のころには緑がある・・・
・山と人の暮らしの関係は・・・

＜映像を受けて＞
◯昔の里山をみて、どう思った？ どんな風に変わっていったって言ってたかな？
明治のころは？ それが、昭和になってどうなったんだっけ？ どうして？

山崩れ、土砂崩れ、洪水等、災害等に関して
○山崩れや土砂崩れというのをみたことがあるかな？
○山が荒れていると、こういうことが起こってしまうんだ・・・
昔の災害の記事等で説明。災害を防ぐためには、手入れが必要であることの映像教材に繋げる



ファシリテート カリキュラム （○：講師コメント例）

4映像教材制作 1コマ目

項目 時間目安

気づきと発見（つづき）
（10分）

【映像1-2：今の里山について】 （2:02）
・里山は手入れをすることが大切、里山は人が手入れをしている場所と手入れをしない場所の説明（空が見える明る
い森と暗い森の対比カット）

・手入れのためのカンバツってなに？ 人が手を入れる間伐の大切さを学ぶ
（木が育つこと、明るくなって色々な植物が育つこと、根が大きくはり山が崩れないこと等）
・山の神への感謝しよう！山に入るとき、山から下りてきた時には、山の恵みに感謝することが大切であることを学
ぶ（山の神の石碑のカット）

＜映像を受けて、鈴木さん＞
◯今の映像では、どんなことを言っていた？ 里山が荒れない様に、手入れをしていたね
例えばどんなことをしていた？ 「間伐」のこと、説明したけれど、わかった？
山が元気だと嬉しいね・・
山の神様がでてきたよね。みんな、感謝しようね・・・

自ら考え
発見
（分）

＜グループワーク：里山についてできること＞
テーマ：「どんなさと山だったら良いか考えよう！」
・自分ができること（やってみたいこと）
・将来は、里山はどんな使われ方をすればいいのか
・こんな里山であって欲しい

グループでの討議～6グループ中、3グループが発表（発表時間は、3グループで5分程度）



ファシリテート カリキュラム （○：講師コメント例）

5映像教材制作 1コマ目/2コマ目

項目 時間目安

理 解 （3分） ＜講師のお話：こどもたちの考えを受けて＞
◯未来の里山がどんな風だといいかな・・（こうだといいね・・・）

授業
振り返り（7分）

講師の話や授業についての感想を学習カードに記入
◯みんな、感じたことを書いてみてね・・・

全体共有（2分） ◯では、みんなの中から、代表して２人に発表してもらいましょう。
発表～鈴木さん、まとめコメント

導 入（2分） 【山道について】 導入：藤村さん
◯では、次は、山道のことを、やまたみ山岳ガイドの石塚さんに教えてもらいましょう・・
講師：石塚さん
◯みんな、こんにちは！・・・、（自己紹介）私は山岳ガイドの石塚です。
山岳ガイドって何をするか知ってるかな？ 山登りする人たちを案内する仕事をしているんだよ。

映像教材制作 2コマ目



ファシリテート カリキュラム （○：講師コメント例）

6映像教材制作 2コマ目

項目 時間目安

気づきと発見
（5分）

〈山道を知る〉
◯みんな、山に登ったことはあるかな？
今日は山の高いところ、奥山の映像をみて、山奥の自然について勉強してみよう。

映像教材2-1：映像で登山体験（山の違いを知る）（1:05）
・登山を映像で体験できるように、登山口から標高の高いところまでをつなげた映像
・里山のずっと奥に、高いところにいくと、自然もかわってくるね・・・
・岩場しかなく、森林がないところ（森林限界）もあるんだね （画像で補足）
＜映像を受けて、石塚さん＞
◯山の低いところを高いところで、随分、周りの景色が違うね
＜山道を人間の目で考える＞
◯今、歩いてみたのは「山道」というところだよね。
その山道というのは、なんのためにあるのだと思う？ グループで話しあってみよう。

気づきや学びを
深める（20分）

＜グループワーク：山道は何のため？＞ （石塚さん、藤村さん）
テーマ：山道は何のためにあるか考えよう！
◯例：自分が動物になったと思って考えてみよう、動物は、山道をどう使うのかな・・・？
グループでの討議～6グループ中、3グループが発表
（発表時間は、3グループで5分程度）

気づきから理解
（8分）

映像教材2-2：鉢伏山の山道（1:58）
・山道ってどんなところ？

山道は人間が歩く場所で、山道の周りは、たくさんの動物や植物が生きる場所。
山道はその境目であることを知る。（山道や山の様々な景観のカット）

・山道ってどうやって出来たのかな？
動物が歩いた場所を人間が追いかけ、それが広がって山道となったことを学ぶ

（山の景観、山登りシーン、山道、けもの道のカット）



ファシリテート カリキュラム （○：講師コメント例）

7映像教材制作 2コマ目

項目 時間目安

気づきから理解
（8分）
つづき

・山道は人に守られている：レジャー等で楽しめる山道は、人の手によって守られていること、感謝の気持ちが大切
であること（傷んでいる山道や、山道の補修工事を行う現場のカット）

＜映像を受けて、石塚さん＞
◯山道は、自然を守るためにも、人間が守るべき道と動物がすみかとする場所の区切りとしても大切なんだね。

授業
振り返り（5分）

映像やみんなで話しあった事等の感想を学習カードに記入
◯学習カードに、学んだことを書いてみよう。

全体共有（5分） ◯みんな、どんなことを感じたかな。発表してみて・・・。（2人発表）
◯里山も、山道も、両方大切だとわかったね。里山も、山道も、両方、人が手入れをしている。世話をすることが大
切なんだね・・・。（石塚さんまとめ）、校長先生最終まとめコメント

プログラム地域化メンバー、実証協力校等

実証協力校等：松本市立源池小学校


