
①自然との関係性を考えるきっかけの一つとする。 
②様々な調査を通して、まとめる力を付ける。 
③自然を保護・再生する力を付ける。 
④自分の生活と関連づけて今後の生活に活かす。 

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 

B生命・地球（3） 
ア 生物は、水および空
気を通して周辺の環境と
関わりあっていること 
イ 生物の間には、食
う・食われるという関係
があること 

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 

学校周辺に位置する嘉例川（身近にある自然）を中心に、上
流・中流・下流の３ケ所で水辺の環境調査（５つのものさし）
を行い、同時に水質調査も実施して、川の状況を把握する。3
ケ所それぞれに生息する生き物や水質の状況、川の周りの環境
の特徴や変化をとらえ、その違いに気づく。護岸工事がされた
まっすぐに整備された川の状況について話し合いを行い、人間
が川の恵みを得て、生活していることに気づき、一方で、安心
安全に暮らすために人工的に整備していることを学ぶ。生き物
にとって、人間にとって、どのような川であることがよいのか、
将来どんな川であってほしいかなど、自分の問題として川を捉
えることのできる児童を育む。 

教科/領域 

３ 
（1）生命の尊さを感じ
取り、生命あるものを大
切にする。 
（2）自然の素晴らしさ
や不思議さに感動し、自
然や動植物を大切にする。 

D 身近な消費生活と
環境（2） 
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
どを工夫する。 

A 話すこと・聞くこと（2） 
ア 事物の説明や経験を報告したり、それを聞
いて感想を述べたりする。 
エ 知らないことなどについて身近な人に紹介
したり、それを聞いたりすること。 
B 書くこと（2） 
イ 経験したことを報告する文章や観察したこ
とを記録する文章を書くこと 
エ 紹介したいことをメモにまとめたり、文章
などを書くこと。 

小学校4年 

理科 

小学校4年 

道徳 

小学校4年 

家庭 

小学校4年 

国語 

三重 



上流・中流・下流における川の環境の違いに気づ
き、生き物や生息環境の多様性に気づく。 

持続可能
な社会の
構成概念 

ESDで育
みたい 
能力／ 
態度 

人間が川の恵みを得て生活していることを理解し、
川と自分の生活のつながりに気づく。 

川の保全活動をしている人と出会い、川の環境の
課題を自分ごととして、改善するために自分にで
きることを見いだす。 

自然環境と人間の生活のつながりに気づくことで、
将来の自然環境がどうであってほしいかを想像し、
自分達にできることを思考する力を育む。 

調査結果について、クラスや家庭、地域の人と話
し合うことにより多面的に考えられる力を養う。 

川の環境、生き物の生息環境と自分の生活とのつ
ながりを意識し、関連づける力、態度を育む。 

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〕 

水辺の環境調査の目標を理解する 
「５つのものさし（①自然のすがた、②ゆたかな
生き物、③水の様子、④快適な川辺、⑤地域との
つながり）」の内容による目的と方法について理
解する 

昨年の活動の様子を紹介しながら具体的なイメージをもつ。 
自分の生活と関連づけ、自然との関係に関心を持たせる。 
・「５つのものさし」の意義・目的を十分共有していく。 
・道徳で「外来生物」について取り上げ、絡めていく。    
〔パワーポイント、ワークシート〕 

1 プログラム（単元・題材）の展開の流れ  
総時間 

12時間 

批判 水辺の環境調査の目標と「５つのものさし」 未来 

多面 伝達 

協力 関連 

参加 



活動・学習内容 

2時間目 

指導・支援の方法、ポイント等〔教材・必要物〕 

生物間の食物連鎖「食う・食われる」の関係を理
解する 
夏・秋に生息する生き物の生態や関係性について
理解する 

●ゲストティーチャー：株式会社東産業 
・夏・秋で生息する生き物の生態や関係性を具体的に児童に教える 
〔外部講師、記録用紙、カメラ〕 

2 プログラム（単元・題材）の展開の流れ  
総時間 

12時間 

批判 
出前授業 
「嘉例川と生き物たち」 

未来 

多面 伝達 

協力 関連 

参加 

3時間目 

「５つのものさし」のふりかえり 
調査の流域、班の役割分担を話し合って、きめる 
危機管理を伝える 

・現地調査を主体的な活動にするために、児童自らが調査する流域、各
班での役割分担を決める 
・どの担当も重要な役割であることを理解させる 
・自然には危険が潜んでいることを理解させ、自然との関わり方につい
ても気づかせる 
 

批判 調査の準備 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〕 

現地調査 
（①川幅、②水深、③流れの速さ、④透明度、⑤
住んでいる生き物、⑥周りの環境） 
・pHとCODパックテスト 
・調査結果について、「５つのものさし」の観点
から話し合う。 

●ゲストティーチャー：みどりネットワーク嘉例川、株式会社東産業 
・多様な生物の確認と記録を行った後、生物は元の場所に返すように指
示する。 
・パックテスト用の水を採取する支援を行う。 
・pHとCODパックテストで、より正確な値が出るように支援する。科学
的にも川について調査をする。 
・田んぼの学校で稲刈りをした経験も踏まえ、水の行方を考える。 
・他に気付いたことや児童のつぶやきなどもメモしておく。 
・生物はiPadで写真や動画を撮影する。 
〔体操着・長靴・軍手・赤白帽子（児童）〕 
〔たも、ペットボトル、透視度計、メジャー、記録用紙、カメラ、iPad、
pHとCODパックテスト〕 
 

3 プログラム（単元・題材）の展開の流れ  
総時間 

12時間 

批判 現地調査、科学的調査 未来 

多面 伝達 

協力 関連 

参加 

7時間目 

現地調査で捕まえた生物を入れた水槽を観察する 
「なぜほとんどの生物は死んでしまったのか」そ
の原因を考える 
考えたことを発表する 

水槽の様子から、生物の生息環境を考えさせる 
水槽との環境の違いを考えさせるため、現地調査での川の様子や結果を
ふりかえる 
生物の気持ちや、周りの環境など様々な視点から原因を考えさせる 
自分の考えをワークシートに記入し、周りの人とも話し合い、様々な意
見があることを知り、考えを深める  
〔ワークシート〕 

批判 水槽の様子について考える 未来 

多面 伝達 

協力 関連 

参加 



活動・学習内容 

8時間目 

指導・支援の方法、ポイント等〔教材・必要物〕 

「５つのものさし」、現地調査のふりかえり 
現地調査で生息していた生物を流域ごとでまとめ、
地図をつくる。 
水槽の環境を考える。 
川の環境を考える。 
10年後、川の環境が変わったらすんでいる生き
物はどうなるのか、考える。 

写真を用いて、思い出させる。 
川の地図（上・中・下流の分かるもの）を用意し、視覚的にも把握でき
るようにする。 
班ごとで思い返し、話し合い、付箋紙に生物の名前と絵を描き、地図に
貼っていく。 
水槽と川の環境を比較し、考えることで、生物がなぜそこにすんでいる
のか、生息環境を考える。 
〔川の地図(生息マップ)、付箋紙、ワークシート、写真、映像教材〕 
※映像①：上流・中流・下流の川の環境や生息する生きものを知る 

4 プログラム（単元・題材）の展開の流れ  
総時間 

12時間 

批判 川の生き物について考える 未来 

多面 伝達 

協力 関連 

参加 

9時間目 

生物が生きられる環境を考え、知り、「なぜ生物
が生きにくい環境がつくられたのか」考える。 
川に生物がいなくなってしまったらどうなるのか
考える。 
地域で川の環境を守る人がいることを知り、生物
が生息できる川にするために、どうしたらよいの
か、できることを考える。 

前時で考えたことを思い出す。 
班で意見を交換しながら考える。 
コンクリートで固めた川が生物にとって、人間にとってどうなのかを気
づかせる。 
川が地域の人に守られてきたことに気づかせ、自分たちにもできること
を考えさせる。 
〔川の地図(生息マップ)、付箋紙、ワークシート、写真、映像教材〕 
※映像②：人の暮らしと関わる川の機能を学ぶ 
※映像③：地域で行われている川の保全活動を知る 

批判 
川の環境について考える 
「コンクリートで固めた川」について考える 

未来 

多面 伝達 

協力 関連 

参加 



5 プログラム（単元・題材）の展開の流れ  
総時間 

12時間 

活動・学習内容 

10・11 
時間目 

指導・支援の方法、ポイント等〔教材・必要物〕 

・発表に向け、調べたことや実体験での発見の様
子などのまとめを行う。 

・「クイズ形式」「独自キャラクター」「４コマ漫画」など、見ている
人にインパクトを与えるために創意工夫で制作を行う支援をする。 
〔模造紙など〕 

批判 学習のまとめ、発表準備 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 
●三重大学 
●学校法人津田学園津田学園小学校 
●四日市大学エネルギー環境教育研究会 
●四日市自然保護推進委員会 
●三重県環境生活部 
●桑名市教育委員会事務局文化課 
●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 
 
実証校：学校法人津田学園津田学園小学校 

12時間目 

保護者も招き、調査し、考え、まとめたことを伝
える。 

・ゆっくり大きな声で、元気よく発表するよう支援する。 
・メモを取りながら、友達の発表を聞けるようにする。      
〔スクリーン、投影機、演説代〕 
 

批判 発表会 未来 

多面 伝達 

協力 関連 

参加 


