
①日本から遠く離れたアフリカでの現状を知り、体験を通して
関心を持つ。 
②自分の暮らしを見つめ直し、「水」の大切さを再認識する。 
③身近に流れる地域の川の良さを知り、地域への愛着を深める。 
④自分たちができる環境行動を文字や絵で表現し、行動につな
げる。 

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 

（１）世界の様々な地域 
イ 世界各地の人々の生活と環境 
世界各地における人々の生活の様子とその変容について，自
然及び社会的条件と関連付けて考察させ，世界の人々の生活
や環境の多様性を理解させる。 
ウ 世界の諸地域 
世界の諸地域について，以下の(ｱ)から(ｶ)の各州に暮らす
人々の生活の様子を的確に把握できる地理的事象を取り上げ，
それを基に主題を設けて，それぞれの州の地域的特色を理解
させる。 
 (ｳ) アフリカ 

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 

アフリカの子どもが描いた絵や現地の写真を通して、子どもの
暮らしの中の安全な水や必要な量の確保の現状を知ると共に、
その役割を子どもが担っており、家の中での仕事があることに
ついて自分の生活との違いを認識する。アフリカの歴史や文化、
経済を学ぶ中で、遠いアフリカの暮らしを知ると同時に、自分
たちの身近にある吉野川の水について知ることで、これから自
分たちでできることや伝えたいことについて考え、主体的に取
組む行動について話し合いを行う。 

教科/領域 

Ａ 家族・家庭と子どもの成長 
（２）家庭と家族関係 
ア 家庭や家族の基本的な機能と，家庭生活と地域とのかかわ
りについて理解すること。 
イ これからの自分と家族とのかかわりに関心をもち，家族関
係をよりよくする方法を考えること。 
Ｄ 身近な消費生活と環境 
（２）家庭生活と環境 
ア 自分や家族の消費生活が環境に与える影響について考え，
環境に配慮した消費生活について工夫し，実践できること。 

中学校 

社会/地理 

中学校 

家庭 

徳島 



同じアフリカでも都市部・農村部で生活の違いが
あることに気づく。 

持続可能
な社会の
構成概念 

ESDで育
みたい 
能力／ 
態度 

自分たちにとって当たり前の水が、他の地域では
質・量ともに得られないことに気づき、水の恩恵
を知る。 

豊かな水源を持つ川が身近にあること、その水質
には自分たちの生活が関わっていることに気づく。 

自分の意見をまとめ、発表する際や伝える際に簡
潔に伝えることができる。 

アフリカに暮らす同世代の子どもたちの置かれて
いる環境を知り、子どもたちの立場に共感を持つ。 

アフリカの子どもたちの生活を知り、自らの日常
生活を改善しようと行動に移す。 

学習指導
要領との
関連 

中学校 

(2) 健康と環境について
理解できるようにする。 
イ 飲料水や空気は，健
康と密接なかかわりがあ
ること。また，飲料水や
空気を衛生的に保つには，
基準に適合するよう管理
する必要があること。 
ウ 人間の生活によって
生じた廃棄物は，環境の
保全に十分配慮し，環境
を汚染しないように衛生
的に処理する必要がある
こと。 

学年 

学習内容 

教科/領域 保健体育/保健 

中学校 

４ 主として集団や社会
とのかかわりに関するこ
と 
(4) 自己が属する様々な
集団の意義についての理
解を深め，役割と責任を
自覚し集団生活の向上に
努める。 

道徳 

中学校 

(７)自然と人間 
ウ 自然環境の保全と科
学技術の利用 
(ｱ)自然環境の保全と科
学技術の利用 
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。 

理科 



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〕 

・グループごとに活動 
・アフリカのイメージを書き出す。 
 
・都市部、農村部の写真を見て、自分たちが持つ
イメージと比較する。 
 
 
・自分の生活の中で水に関わる行動を絵に描く。 
 
・各班で集計して、エクセルでデータを集計する。 

・話をしやすいようにグループを構成する。 
・〔ワークシート〕 
（想定される答え）砂漠、動物 
・〔アフリカ都市部・農村部の写真〕 
都市部：ショッピングモールなどの近代的な建物、蛇口のあるキッチン 
農村部：舗装されていない道、水を運ぶ子ども、井戸 
・〔A4紙、鉛筆〕 
（想定される答え）ペットボトル、洗濯機、トイレなど 
・〔パソコン・エクセル〕 
 

1 プログラム（単元・題材）の展開の流れ  
総時間 

6時間 

批判 写真から読み取れることを話し合おう 未来 

多面 伝達 

協力 関連 

参加 

2時間目 

・アフリカの子どもたちが描いた絵を解釈しても
らう。 
・どんなものが描いてあったか（解釈）をもとに
各班でリストを作る。 
・エクセルで集計する。 
・自分たちの描いた絵とアフリカの子どもたちが
描いた絵が示す集計結果を比較する。 
・水を運んでみよう。 
（ザンビアの子ども達の絵から、子どもの家庭に
おける役割に水汲みがあることを説明。） 

・〔アフリカの子どもが描いた絵〕 
いろいろな解釈があるが、答えはあえて用意しない。 
・〔アフリカの子どもが描いた絵〕を配布 
グループ内でアイディアを出し合う。 
・〔パソコン〕 
・〔ワークシート〕 
 
（※水をこぼす心配のない屋外での実施が好ましい。） 
・〔水、必要数のバケツ（10リットル）〕 
・運ぶ際にかかった時間と距離から自分たちが1日に使う水を運ぶため
に必要な時間を計算する。 
 

批判 1日の水の使い方について考えよう 未来 

多面 伝達 

協力 関連 

参加 



活動・学習内容 

3時間目 

指導・支援の方法、ポイント等〔教材・必要物〕 

・アフリカの自然環境を学ぶ。 
・アフリカの歴史や文化を知る。 

〔社会科教科書〕 
アフリカの自然環境とこれまでの歩みが今でも影響していることを知る。              

2 プログラム（単元・題材）の展開の流れ  
総時間 

6時間 

批判 アフリカの自然環境・歩みと文化について学ぶ 未来 

多面 伝達 

協力 関連 

参加 

4時間目 

・アフリカの歴史と産業 〔社会科教科書〕 
・植民地支配の歴史と産業の関わり、フェアトレードやモノカルチャー
経済について知る。      

批判 植民地支配の歴史と産業の関わりについて学ぶ 未来 

多面 伝達 

協力 関連 

参加 

5時間目 

・モザンビークの現状を知る。 
 
・安全な水の確保のための浄水技術を知る。 

〔モザンビークでの活動のスライド〕  
・モザンビークの生活と団体が行っている支援、生活用水の確保の状況
を知る。 
〔つながる四国の水 冊子〕 
・途上国では安全な水の確保が難しいため、途上国では多くの子どもの
命が失われている。 
・安全な水の確保に浄水技術がつかわれていることを知る。                     

批判 アフリカの現状を知る 未来 

多面 伝達 

協力 関連 

参加 



3 プログラム（単元・題材）の展開の流れ  
総時間 

6時間 

活動・学習内容 

6時間目 

指導・支援の方法、ポイント等〔教材・必要物〕 

・アフリカの現状や安全な水の確保について学ん
だことから自分たちでできることを考える。 

〔ライアンの井戸〕の話をする         
自分たちでできることを考えるためにアイディアを広げる。 
・〔ふりかえりシート〕 
・アフリカ、モザンビーク、地域の川、自分でやってみたい、印象に
残ったことを書き、クラスで共有する。 

批判 自分たちでできることを考えて、行動しよう 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 
・鳴門教育大学 
・鳴門教育大学大学院 
・阿南市立羽ノ浦中学校 
・NPO法人徳島環境カウンセラー協議会 
・合資会社AMSコンサルティング 
・三好市立池田中学校 
 
実証協力校等 
 三好市立池田中学校 


