
北国の暮らしと森林や樹木の関わりを学び、持続可能な社
会づくりに向けて、森林資源を循環させることによって環
境保全が可能であることを理解する。体験・体感を通して
木に関心をもち、木は生活や文化、産業との密接な関係性
があることを学び、森林とのつながり・かかわりを尊重し
大切にしようとする態度を養うとともに、多面的、総合的
に考える力を身に付ける。また、地域の樹木や森林に関わ
る職場の訪問やグループでの意見交換を通して、積極的に
コミュニケーションを行う力を養う。

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

小学校５年

（1）我が国の国土の自然などの様子について、次のこと
を地図や地球儀、資料などを活用して調べ、国土の環境が
人々の生活や産業と密接な関連をもっていることを考える
ようにする。
ア．世界の主な大陸と海洋、主な国の名称と位置、我が国
の位置と領土
イ．国土の地形や気候の概要、自然条件から見て特色ある
地域の人々の生活
エ．国土の保全などのための森林資源の働き及び自然災害
の防止

学年｜教科

学習内容

プログラ
ム目標

プログラ
ム概要

身近にある「木」を題材とし、木が森林や木材など形を変
えながら環境にどのように役立つかを学ぶ。
森林が近くにない都市部でも「木を知る」ことが可能であ
り、また、これまでの学習を通して得た知識を総合的に使
うことで、科目・単元毎に断片的であった学習内容が統合
され、生活に応用できる知識とすることができるプログラ
ムである。

北海道

社会 小学校6年

B-（2）図形の面積を計算によって求めることができるよ
うにする。
ア．円の面積の求め方を考えること。
B-（3）図形の体積を計算によって求めることができるよ
うにする。
ア．角柱及び円柱の体積の求め方を考えること
C-（1）図形についての観察や構成などの活動を通して、
平面図形についての理解を深める。
ア．縮図や拡大図について理解すること

算数

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



学習指導要領との関連

学習指導
要領との
関連

学年｜教科

学習内容

学習指導
要領との
関連

学年｜教科

学習内容

小学校6年

B-（2）植物の養分と水の通り道
植物を観察し、植物の体内の水などの行方や葉で養分をつ
くる働きを調べ、植物の体のつくりと働きについての考え
をもつことができるようにする。
B-（3）生物と環境
動物や植物の生活を観察したり、資料を活用したりして調
べ、生物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。

理科

小学校5・6
年

C-（2）快適な住まい方について、次の事項を指導する。
イ．季節の変化に合わせた生活の大切さが分かり、快適な
住まい方を工夫できこと。
D-（2）環境に配慮した生活の工夫について、次の事項を
指導する。
ア．自分の生活と身近な環境とのかかわりに気付き、物の
使い方などを工夫できること。

家庭
小学校5・6

年

A-（1）材料や場所などの特徴を基に造形遊びをする活動
を通して、次の事項を指導する。
ア．材料や場所などの特徴を基に発想し想像力を働かせて
つくること。

図画工作

小学校６年

（1）我が国の歴史上の主な事象について、人物の働きや
代表的な文化遺産を中心に遺跡や文化財、資料などを活用
して調べ、歴史を学ぶ意味を考えるようにするとともに、
自分たちの生活の歴史的背景、我が国の歴史や先人の働き
について理解と関心を深めるよう
にする。
（3）世界の中の日本の役割について、次のことを調査し
たり地図や地球儀、資料などを活
用したりして調べ、外国の人々と共に生きていくためには
異なる文化や習慣を理解し合
うことが大切であること、世界平和の大切さと我が国が世
界において重要な役割を果た
していることを考えるようにする。

家庭



活動・学習内容
指導・支援の方法、ポイント等

〔教材・必要物〕

1プログラム（単元・題材）の展開の流れ 11時間

時
単元名

（題材名）

（1時間）
木でできたものが身近にた
くさんあるよ

【学習目標】身近にある木の役割に
ついて知り、自分たちの生活に
「木」や「森林」が深く関わってい
ることに気付く。
① 「木の印象」や森林の中で体験
したことなどを書き出し、自分と友
達の考えを共有する。
②社会や生活の中で活用されている
木（街路樹、防風林など）や、自分
の家や学校の「木」でできたものを
探す。
③①や②の結果を使って、木や木製
品の長所と短所を探し、その性質や
特徴を知る。
④③について発表し、互いの考えを
共有する。

○「木」の肌触りや香り、近所の森林を歩いた時の感覚などの発言を大切に
しながら、使われ方、温暖化防止など、知っているキーワードをあげさせ、
木や森林に対する関心を高める。
・ウェブマップを活用しても良い。
○一日の流れを振り返り、家、登下校の道、学校などで出会う木（特に木製
品）を想起させ、生活の中には「木」があふれていることを気付かせる。
・校内にある木や地域の象徴となる木などの種類を紹介し、児童が木の多様
性に気付き、木に関心を持つように促す。
・伝統産業には木製品が多いことなど、既知の知識と関連づけながら話し合
えるように促す。
・地域で木工製品が特産品であれば、それも紹介する。
・木製品については、学校の物で例示できるとよい。
○木→木材→木製品・建築のつながりを実感させるために育林や切り出し作
業の大変さなどを意識させる工夫が必要である。
○木の長所・短所の両方を意識させ、「燃料としての利用」
も含め、うまく活かすことの考えに繋げる。
・感覚的なものだけでなく、燃料や建材など資源としての森林も意識させる
ような資料を提示すると良い。
○アイヌ文化における木の使われ方を紹介するとよい。
（例：オヒョウやハルニレ、シナノキなどの樹皮から繊維をとって織物
（アットゥシ）を作っていたこと、など）
〔校内の身近な木製品（鉛筆、椅子、扉、楽器等）、ワークシート〕



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 11時間

時
単元名

（題材名）

（2～4時間）
地元にある木に関わる仕事
の意味を考えよう

【学習目標】職場訪問などによりコ
ミュニケーション力を身につける。
また、木と自分たちの
生活とのつながりを知り、木に関わ
る仕事の面白さに気づく。
① 地元にある木や森林に関わる職
場の訪問準備として、仕
事やその役割を考え、質問項目を整
理する。
②地元にある木や森林に関わる職場
を訪問して、直接対話によ
って職域や材木を取り巻く現状（産
地）を知る。
② 木や森林に関わる仕事の面白さ
を共有する。

○１時間目を振り返り、木や森林に関わる仕事を想像させる。
・北海道では、森林組合、木材・薪の販売、製紙業、大工、造園業など木や
森林に関わる多様な仕事が身近にあることを認識させる。
・質問内容を深めるため、日本だけでなく海外の熱帯雨林減少や温暖化など
の問題についても考えさせるような資料を提示してもよい。
〇学校近隣の木や森林に関わる職場（例：家具工房、製材所等）を訪問・取
材する。
・訪問にあたっては、コミュニケーションによって情報を得る大切さに気づ
かせる。
・木や森林に関わる仕事の大きな課題として、「材料を取り巻く現状（産
地）」についても触れる。
・可能であれば、簡単な作業をさせてもらう。
○①②はキャリア教育として実践可能。
〔質問シート〕

（5～7時間）
木を使って作ろう

【学習目標】直接木を触り、加工す
ることで、木材を扱うことの難しさ
とおもしろさを知る。
① 材料がどこから来たものかを確
認し、木の観察とスケッチをして、
木材の面白さを知る。
②家で使える物の見取り図を作成し
て工作する。
③ 作品発表をして、自分や友達の
意見も聞き、課題を見つけて話し合
う。

○木に対して五感で感じられるよう、材料の観察にも時間をかける。
・地域によっては合板（ベニヤ板）などから考えることも可能
・木を製材・加工する道具などに視野を広げることもできる
・工作する楽しさを通して、木に関わる職業が苦労だけでなく、楽しさや夢
を感じられる仕事であることに気付くよう促す。
〔木工作の材料、スケッチ・見取り図用シート〕



時 活動・学習内容

（8・9時間）
木の身体測定をしよう

単元名
（題材名）

指導・支援の方法、ポイント等
〔教材・必要物〕

【学習目標】周囲の人と協力しなが
ら、科学的に木を捉えることで木の
貴重性や力を理解する。
① 植物が育つ仕組みを思い出し
（光合成の復習）、木の身体測定の
目的（右欄参照）を理解する。
②校庭や学校周辺の樹木の幹の高さ
と太さ（胸の高さの位置）を測定す
る。
②-2 年輪から木のおおよその成長
年数を測定する。
③木も光合成によって成長している
ため、その過程で蓄えた炭素量を、
②で測定した円柱の体積から試算す
る。
④③の炭素量から逆算して、木が吸
収した二酸化炭素量を換算する。
④ 計算結果をグループで比較した
り、身近な量と比較して、分かった
ことを発表する。

※この時間の学習内容には小学校6 年生での学習内容を含む。なお、ワーク
シートを用いれば、円柱の体積を求める公式が未習であっても計算を行うこ
とができる。
○温暖化防止に役立つと言われる木の二酸化炭素を吸収するしくみと、10 
校時で学ぶ「長く使い続ける」ことへの気づきを得られるようにする。
・理科「光合成」ではデンプンの生成までだが、それが植物の体を作るのに
利用されることを付け加える。
・木の成長には長い時間が必要であることを理解する。
○計算ワークシートを使いながら、グループで式を理解してから計算できる
とよい。
・トドマツ、エゾマツ、アカエゾマツ（以上、針葉樹）、ナラ、カンバ、シ
ナ、カエデ、カツラ（以上、広葉樹）など、北海道の樹種構成に対応させる。
・縦長（直通の形状）に合致しない樹種もあるため、市販されている「立木
幹材積表」を参考にするのがよい。
○計算した炭素量や二酸化炭素の量を身近な量（重さ、体積）と比較できる
とよい。
（例：樹木1 本の吸収量が教室●個分の二酸化炭素の量に等しい）
〔図書資料等、教員用の大きい三角定規と固定台（椅子等）､ 巻尺（長いも
の）､ 計算ワークシート〕

3プログラム（単元・題材）の展開の流れ 11時間



活動・学習内容
指導・支援の方法、ポイント等

〔教材・必要物〕

4プログラム（単元・題材）の展開の流れ 11時間

時
単元名

（題材名）

(10・11時間)
木のパワーをまとめよう

【学習目標】身近な木が自分たちの
生活や環境問題に繋がっていること
を理解する。また周囲の意見を聞き、
気付いたことや取材の結果を伝える
ことでコミュニケーション力を身に
付ける。
① これまで学んだことを振り返な
がら、木には種類や成長状況に応じ
た多様な活用方法（木としての活用、
材木や紙の原料としての活用、燃料
など）があること、森林には人工林
と天然林があり、成長の過程で地球
温暖化の原因である炭素を固定する
力があることを知る。
②グループごとに木の多様なパワー
について、疑問や新たなパワーや活
かし方などを話し合い、発表する。
③1 時間目に作成した自分の「木の
印象」に②で気づいたことを追加記
入しキーワードを整理する。整理し
た内容と感想によって、自分の考え
を伝えながら友達の考えも聞く。

○木は成長して、活用されるという営みを繰り返す、循環型の材料である
ことを認識させる。
・木は活用のされ方によって、活用が終わる（燃やされる）までの時間の長
さが違うこと、一方で、活用できるようにするためには、長い年月と手間
（特に人工林においては植林や間伐など）が必要であることに気づかせる。
・「二酸化炭素の動きを組み込んだ森林資源の循環の図」を皆で考えて描く
とよい。
○②③について以下の「気づき」のポイントを意識させるような働きかけを
行う。
・生活の中でどのように活かせるか
・これからどんな行動を取ればいいのか
○「木の印象」に書き出したキーワードを「身近なこと（居住環境・周辺環
境）・まちや地域のこと（地域環境）・地球規模のこと（地球環境）」と、
整理して、意見をまとめるとよい。
・昔から木と生活が深く結びついていることを気付かせるような問いかけが
あってもよい。


