
学校登山の経験、水の学習、身近な里山の木材を使ってのエネ
ルギー学習、バウムクーヘンづくり等木の体験学習を通して、
地域（四賀）の自然、里山への理解を促し、自主的、自発的に
関わる思考を育みます。 

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 

目標（4） 
地域調査など具体的な活動を通して地理的事象に対する関心を高め、様々な資
料を適切に選択、活用して地理的事象を多面的・多角的に考察し公正に判断す
るとともに適切に表現する能力や態度を育てる。 
内容（２） ウー（ア） 自然環境を中核とした考察 
地域の地形や気候などの自然環境に関する特色ある事象を中核として、それを
人々の生活や産業などと関連付け、自然環境が地域の人々の生活や産業などと
深い関係をもっていることや、地域の自然災害に応じた防災対策が大切である
ことなどについて考える。 
内容（2） ウー（エ） 環境問題や環境保全を中核とした考察 
地域の環境問題や環境保全の取り組みを中核として、それを産業や地域開発の
動向、人々の生活などと関連付け、持続可能な社会の構築のためには地域にお
ける環境保全の取り組みが大切であることなどについて考える。 

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 

長野県では「学校登山」が行われる。登山を体験することで、
自然、山と人間のつながりや環境に関する課題を認識している。
松本市の四賀地域にある会田中学校は山間部にあり、また、学
校の敷地内に学有林がある。しかし、生徒にとって、その風景
や環境は当たり前となっていて、地域の自然に目を向け、活動
する機会はあまり多くない。このプログラムは、学校登山での
経験や気づきや、地域の自然環境についての体験型の学びや話
し合いを通して、地域の自然環境や人々への理解と愛着を深め、
四賀の森林、自然とどう関わっていくのか、地域に関わる意欲
を育む。 

教科/領域 

第一分野（7）ウーア 
自然環境の保全と科学技術の利用の在り方につ
いて科学的に考察し、持続可能な社会をつくる
ことが重要であることを認識すること。 
第二分野（7）イー（ア） 
自然がもたらす恵みと災害などについて調べ、
これらを多面的、総合的にとらえて、自然と人
間の関わり方について考察すること。 
       ウー（ア） 
自然環境の保全と科学技術の利用の在り方につ
いて科学的に考察し、持続可能な社会をつくる
ことが重要であることを認識すること。 

中学校1～3年 

社会/地理分野 

中学校1～3年 

理科 

長野 



森と川のつながりを水の循環を通して学び、人間
が自然循環の中で生かされていることに気づく。 

持続可能
な社会の
構成概念 

ESDで育
みたい 
能力／ 
態度 

森林資源や水資源の活用や、自然エネルギーに関
する体験や学習を通して、地域の自然資源の持続
可能な利用方法を考え、理解する。 

地域の森林や水資源の現状に触れ、その活用など
自然と共生する地域の未来の在りようを考える。 

バウムクーヘンづくりや竹伐り等の体験学習を実
施する過程で、ゲストティーチャーや、生徒間で
の協力する態度を育む。 

グループでのワークショップを行い、生徒同士の
意見を交わす、学び合いの場をつくり、参加する
態度を育む。 

活動・学習内容 

事前学習 

指導・支援の方法、ポイント等〔教材・必要物〕 

乗鞍・上高地への登山 

1 プログラム（単元・題材）の展開の流れ  
総時間 

11時間 

批判 
7月14～15日 
学校登山 

未来 

多面 伝達 

協力 関連 

参加 



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〕 

乗鞍・上高地の自然についての感想、気付いたこ
とをワークショップで抽出する。 

●ゲストティーチャー：信州大学、NPO地域づくり工房、NPO法人信州
まつもと山岳ガイド協会やまたみ、松本大学 
①登山の体験や思い出を思い出す。 
②乗鞍・上高地の自然についての感想や疑問を班ごとに模造紙に書き出
す。 
③ゲストティーチャーから生徒の感想を環境学習の視点としての価値づ
けをしてもらう。 
〔スライド〕 

2 プログラム（単元・題材）の展開の流れ  
総時間 

11時間 

批判 
9月4日 
登山ふりかえり学習 

未来 

多面 伝達 

協力 関連 

参加 

3・4 
時間目 

水をテーマに、森林と私たちの暮らしのつながり
について学習する。湧水の場所や、日々飲んでい
る水の特性や味の違い、普段使っている水道や地
域の水源について学習する。 

●ゲストティーチャー：株式会社環境技術センター 
①生徒が自分達で集めてきた水(水質等)を調べる。②“水道水”“湧
水”“うちのじいちゃんのお勧めの水”などを集め、調べることで、地
域の水に関心を向ける。 
③森が水を育むことを知って山の学習につなげる。 
④四賀の水道水がどこから採取されているか、市役所に聞くなどして調
べる。 
※あらかじめ水質調査データを示す 
※パックテストを実施 
〔水質調査データ、いろいろな水、パックテスト〕 

批判 
10月15日 
環境教育｢水ってなんだろう｣ 

未来 

多面 伝達 

協力 関連 

参加 

5・6 
時間目 

自然エネルギー、木質バイオマスエネルギーとし
ての木材の活用方法を学ぶ。 

●ゲストティーチャー：四賀林研 
①自然エネルギーの利用についての講師によるレクチャーや学有林での
体験学習を実施。 
②森林資源の活用を学習し、エネルギー活用だけでなく自分たちにもで
きる活用方法を考える。 
〔マツボックリ、木質バイオマス、マキストーブ、ロケットストーブ〕 

批判 
10月27日 
森林資源の活用、自然エネルギーに関する学習 

未来 

多面 伝達 

協力 関連 

参加 



活動・学習内容 

7・8 
時間目 

指導・支援の方法、ポイント等〔教材・必要物〕 

森林資源の活用方法や木の特徴、特質を学ぶ。 ●ゲストティーチャー：寿さと山クラブ 
①学校登山ふりかえりで出された生徒の関心事である、木を使っての遊
びやバウムクーヘンづくりなど食べることなどから、木を身近に感じら
れるようにする。 
②生徒がふりかえり学習で考えたことに繋がるような学習が学有林でで
き、生徒の自発性を促すような仕掛け、生徒が自分達にもやれる、やっ
てみたいと思うような仕掛けをつくる。 
③木と自分の暮らしのつながりを実感できる体験を実施する。 
④今後の暮らしの中で、木材を活用できる方法を考え、意見交換をする。 
⑤事前に用意した木材やマキではなく、学有林などで実際に生徒が集め
た木材を使う。 
〔竹筒、炭、バウムクーヘンの材料、アルミホイル〕 

3 プログラム（単元・題材）の展開の流れ  
総時間 

11時間 

批判 
11月6日 
木に関する授業とバウムクーヘンづくり体験学習 

未来 

多面 伝達 

協力 関連 

参加 

9・10 
時間目 

前半45分 
１．「何を学んだか」を生徒同士でふりかえる。 
 ①学校登山 ②四賀の水 ③四賀の森の役割   
 ④木の利用とバウムクーヘン作り 
【映像教材①】 
 湧水の場所、下水処理場 
【映像教材②】 
 森の機能、酸素供給・水の供給、  
 洪水防ぐダム機能、落ち葉と栄養、いきもの、 
 資源としての木材・バイオマスエネルギーなど 
 
後半45分 
２．「四賀の地域資源である森と共生するために
何ができるか」を考える。 

①生徒同士が学んだことを共有する時間をもつ。 
②ふりかえる際に映像を活用する。 
【映像①】水に関する映像 
水源の映像(地域)と下流域（都市部）の水道水の取水・下水処理の様子
を対比させて、森の恵みを感じさせる。 
【映像②】森林に関する映像 
森林の機能や、木材を活用した事例等の映像を見せて、地域資源の活用
方法を考えるための素材とする。 
③水、木質バイオマス、里山学習を経て、改めて四賀の地域資源を活用
して何をしたいか等を考え、生徒が意見を出し合う。 
④発表会のための作業を行う。 
〔パワーポイント、写真、映像教材、ワークシート、模造紙、付箋、ペ
ン〕 
※映像教材①：水源地をたずねる 
※映像教材②：森の機能を学ぶ 

批判 
12月5日 
学習のふりかえり 

未来 

多面 伝達 

協力 関連 

参加 



活動・学習内容 

11時間目 

指導・支援の方法、ポイント等〔教材・必要物〕 

本カリキュラムで学習したことを自分の言葉で自
分事にして発表する。 

〔発表資料〕 
 

4 プログラム（単元・題材）の展開の流れ  
総時間 

11時間 

批判 
2月16日 
学習発表会 

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 
・松本大学 
・松本市立会田中学校 
・信州大学 
・中信地区環境教育ネットワーク 
・一般社団法人長野県環境保全協会 
・NPO法人信州まつもと山岳ガイド協会やまたみ 
・松本市市民環境部 
・長野県環境部 
・環境省中部環境パートナーシップオフィス 
・株式会社TREE 
・NPO法人ボランタリーネイバーズ 
 
実証協力校 
 実証校：松本市立会田中学校 


