
ギフチョウを通して、自分たちの住んでいる地域を見つめ
直し、ギフチョウが生息できる地域の自然環境の希尐さに
気づき、愛着と誇りを育みます。自然環境を脅かす開発、 
ギフチョウと人間、開発と自然環境が調和する地域づくり
のために、自分たちに何ができるのかを考えます。学んだ
ことをまとめ、理由を明確にしながらお互いの考えを出し
合い、発信します。地域の状況や課題を「自分のこと」と
して捉え、地域の人との出会いや自然観察会を通して、地
域の未来をどうしていきたいかを考え、行動する力を育み
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4年 

ゴミの始末と活用・くらしを支える水・地域の発展につく
したひとびと 

学年｜教科 

学習内容 

プログラ
ム目標 

プログラ
ム概要 

豊かな自然環境の中で生活している児童には、当たり前に
ある自然の素晴らしさを実感することがほとんどありませ
ん。その価値や大切さに気づくため、ギフチョウをテーマ
に授業を行います。春には生息地（市が指定した保護区）
で観察などを行い、ギフチョウの生態や、なぜ薦原地域に
生息するのかを学びます。違う視点で地域を見ることで、
豊かな自然が人によって守られ、自然と人とのバランスよ
い共存が自然環境を作っていることに気づかせます。 
ギフチョウの保護区には工場等が隣接しており、「開発」
に脅かされています。ギフチョウか人間か、児童に問いか
け、自然と人間が共存するために何ができるのかを考えま
す。地域に愛着と誇りを持ち、行動する力を育む授業です。 
 

三重県 

社会 小学校4年 

春の自然・夏の自然・秋の自然・冬の自然 

理科 

小学校4年 

よりよい学級会をしよう・だれもがわかり合えるように・
聞き取りメモの工夫 

国語 小学校4年 

動物も植物も生きている 

道徳 

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） 
ギフチョウを見に行こう   

単元名 
（題材名） 

指導・支援の方法、ポイント等 
〔教材・必要物〕 

 
地域に生息するギフチョウを見学す
る。 
昆虫に関するクイズを出し、ギフ
チョウを含めた昆虫について学習す
る。 

 
・地域でギフチョウの保全活動を行う「伊賀ふるさとギフチョウネット 
 ワーク」の協力のもと観察会を行う。 
・体験により、さらに調べたい、追求したいという意欲を持たせる。 

1 プログラム（単元・題材）の展開の流れ  40時間 

（4～9時間） 
ギフチョウについて、さら
に調べよう  

 
調べたいことをあげ、グループに分
かれて調べ学習を行う。図書室にあ
る本や、インターネットで、生息地、
食べ物、生態などを調べる。 

 
・体験をもとに、さらに関心を持った調べたい課題について、グループで意 
 見を出し合いながら、考え、調べ、探究する。 
・図書室の本や、インターネットで、生息地、食べ物、生態などを調べる。 

（10・11時間） 
ギフチョウの卵を観察しよ
う              
 

 
学校周辺の土手でギフチョウの卵と
周辺の環境の観察を行う。 

 
・ギフチョウの卵がどんな場所にあるか、周辺の環境を観察する。 
・実際に見ることで、興味、関心、意欲を高める。卵とカンアオイ、ギフ 
 チョウのつながりを確認する。 
・どうしたらギフチョウが生息できる場所が保全することができるかを考え 
 る。 

（12・13時間） 
調べたことを発表しよう 

 
グループで調べたことを、学級のみ
んなに発表する。 

 
・グループでの調べ学習。 
・調べたことをテレビに映して学級内で発表を行う。 
・自分の考えを伝えるだけでなく、友だちの考えを聞き、伝え合い学び合う。 



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  40時間 

時 
単元名 

（題材名） 

（20～23時間） 
調べたことをまとめよう 

 
観察したことを、薦原地域にどんな
種類の生き物が生息しているか、種
類ごとにまとめる。 

 
・グループごとに模造紙に、昆虫・植物・その他と分類して観察結果をまと 
 める。 
・掲示して、お互いはまとめたものを交流する。 

（24時間） 
絶滅危惧種の観察をしよう 

 
校内に生息する、絶滅危惧種ニッポ
ンハナダカバチの観察をする。 

 
・生き物の特徴だけでなく、生態についても観察することで興味を深める。 

（14・15時間） 
全校のみんなに発信する方
法を考えよう 

 
ギフチョウが生息する環境を守るた
めに、全校のみんなに発信する方法
を考える。 

 
・発信の場を学級のみんなから、学校へと広げる。 
・相手に伝えるにはどういう方法が分かり易いかお互いに意見を出し合いな 
 がら全校へ発信する。 

（16～19時間） 
薦原の自然を調べよう
（夏） 

 
自分たちが住んでいる地域の自然環
境はどんな様子か、探検に行く。 
探検隊の名前を考え、バッジ、旗を
作る。昆虫の名前、生態を聞く。植
物の観察を行う。 

 
・「伊賀ふるさとギフチョウネットワーク」の指導のもと環境調査を行う。 
・春と夏の、季節の変化を感じさせるよう意識させる。 
・話を聞きながら重要だと思うところのメモを取らせる。 



活動・学習内容 
指導・支援の方法、ポイント等 

〔教材・必要物〕 

3 プログラム（単元・題材）の展開の流れ  40時間 

時 
単元名 

（題材名） 

（29～36時間） 
全校児童、地域に発信しよ
う 

 
コモコモふれあいまつりで、今まで
調べてきたことをまとめ、ギフチョ
ウ、薦原の自然について、全校児童
や地域の方に発信する。 

 
・発信の場を学校から地域へと広げ、相手に伝えるにはどういう方法が分か 
 り易いか発表方法などもお互いに意見を出し合いながらまとめ、全校児童 
 や地域の方に発信する。 

（37～40時間） 
地域の自然を守るためにで
きることを考えよう 

 
調べたこと、観察したことをもとに、
自分達にできることを考え、住んで
いる環境を守っていくために何がで
きるのかを考える。 

 
・映像や写真を活用して今までの活動をふりかえるとともに、ギフチョウが 
 生きていくために必要な環境等を確認する。個人で考えさせてから、グ 
 ループで考え意見を出し合う。 
・地域の自然の映像を活用し、地域の素晴らしさを再確認させる。 
・伊賀ふるさとギフチョウネットワークからメッセージを得る。 

映像教材制作 1コマ目 

ファシリテート カリキュラム （○：講師コメント例） 項目 時間目安 

 導入（10分） 
 

 
【これまでの学習の振り返り】  
◯これまで、ギフチョウについてたくさん学んできたね。覚えてる？ 
（教室に展示した、子どもたちがこれまで作成したものや活動の様子をしる写真などをみながら） 
◯今日は映像を見ながら、ギフチョウのことについて勉強したことを振り返ったり、新しいことを勉強していくね 

（25～28時間） 
薦原の自然を調べよう
（秋） 

 
自分たちの住んでいる地域の自然環
境はどんな様子か、探検に行く。 

 
・夏の様子との違いを見つけながら、地域の自然を観察する。 



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 

問いかけによる理解の確
認（5分） 
 

【ギフチョウの生態について振り返る：１】 
 
◯ギフチョウの女神さんからの映像です。まずは見てみましょう。 
【映像１：春の女神】(1:25)  
・春の一ヶ月程しか姿を洗わさないので春の女神と呼ばれている 
・モンシロチョウやアゲハチョウと違うところがあるけれど、覚えている？ 
・どうして違うのか、私の気持ちになって考えてみて 
 
＜映像を受けて＞ 
◯ギフチョウが他のチョウと違うところはどんなところだか、覚えている？ 
・体の大部分が黒い（早春の寒い頃から活動するから、太陽熱を吸収しやすいように） 
 体が毛深い（寒い時期でも保温しやすい） 
・黄色とのシマシマ模様（冬枯れの林の中で見つかりにくい）など 
（これまでの学習で活用した資料などを見ながら、振り返り） 
（個人の意見がでないときには、グループで考えてもらうなどして意見を共有） 
 
◯みんなよく覚えているね。じゃあ、次の映像も見てみようか 

問いかけによる理解の確
認（10分） 

【ギフチョウの生態について振り返る：２】 
 
【映像2：幻の女神】(0:36)  
・昔は日本の多くの里山でみられたのに、今はすっかり数が減ってしまった 
・私が命をつないでいくために必要なものが二つあるの。 
 皆はそれを知っていますか？ 
 
＜映像を受けて＞ 
◯みんな、覚えているかな？ 
◯生きて行くためにはどんなことが必要？（食べる、卵を産む・・・） 
◯ギフチョウはどんなものを食べるっけ 
◯卵はどんなところでみつかった？ 
◯観察したことを思い出してみて・・・【ギフチョウの生態について振り返る：２】 



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 

項目 時間目安 

問いかけによる理解の確
認（10分） 
 

（つづき） 
 
【映像2：幻の女神】(0:36)  
・昔は日本の多くの里山でみられたのに、今はすっかり数が減ってしまった 
・私が命をつないでいくために必要なものが二つあるの。 
 皆はそれを知っていますか？ 
 
＜映像を受けて＞ 
◯みんな、覚えているかな？ 
◯生きて行くためにはどんなことが必要？（食べる、卵を産む・・・） 
◯ギフチョウはどんなものを食べるっけ 
◯卵はどんなところでみつかった？ 
◯観察したことを思い出してみて・・・ 
 

問いかけによる理解の確
認（10分） 
 

【ギフチョウの生態について振り返る：３】 
 
＜意識を地域に向ける＞ 
 
◯じゃあ、その答えを、この映像をみて確かめてみましょう。 
【映像3：ギフチョウの食べ物】(1:19)  
・私の幼虫はカンアオイの葉っぱしか食べないの 
・カンアオイはアリに種を運んでもらってゆっくり生息地を増やしていく 
・大きくなってからは蜜をすうことが必要。スミレやミツバツツジなど。 
・そういう植物が最近は減ってしまった。どうしてか分かりますか？ 
 
＜映像を受けて＞ 
◯みんなよく覚えていたね。 
◯どうして、こういう植物がなくなっちゃったのだろう？ 
◯カンアオイやカタクリはどういうところに生えているのだっけ？ 
◯ギフチョウがいる場所、いない場所があるけれど、食べ物がある環境があるかどうかにも関係があるのかもしれな 
 いね・・・ 
 
◯どうして、この八幡地域にはギフチョウがいるのか。考えてみよう。 



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 1コマ目 

項目 時間目安 

 問いかけ（10分） 
 

【ギフチョウをきっかけに、地域へ関心を向ける】 
 
【映像４：ギフチョウがいる僕らのまち（ロケ映像）】(1:53)  
・名張市薦原地区の自然 
・ギフチョウの保護地区、保護地区のすぐ横の工場、道路、建物の映像 
・地域の人たちが私たちを守るために看板を立ててくれたりしている 
・でも、保護区のすぐとなりは工場。道路や建物もたくさん 
・尐しずつ、自然が減ってきている 
・自然がないところでは、ギフチョウは生きていけないの 
 
＜映像を受けて＞ 
◯薦原の映像がでてきたね。ギフチョウは、薦原をどんなところだと言っていた？（すみやすい・・・） 
◯それはどうしてかな？ 
◯自然がたくさんあるけれど、工場や道路もあるね 
◯自然が減ってきているんだね。 
◯みんなは、どう思う？ギフチョウと暮らしていくにはどうすればいいだろう？ 
 
ここで休憩 
次の授業で、このことについて、もっと考えてみようね。 



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 

導入    （15分） 
 
理解と気づき 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 問いかけ 

◯ギフチョウネットワークの加納さんたちに、またきてもらいました。 
 何をしたか、覚えているかな？ 
◯ギフチョウを見つけたりいろいろな活動をしたね・・・ 
 
◯今日は、加納さんたちギフチョウネットワークの人たちの他の活動についても、映像で見てみようと思います。 
 
【映像5：ギフチョウネットワークの活動（ロケ映像）】(2:50)  
・みんなが知らないところでたくさんの活動をしている 
・野鳥の観察会 
・草刈りをして、カンアオイが生えやすい環境をつくる 
・「関係ない草もからないと、山が荒れるしカンアオイも育たない」 
・カンアオイの苗をいろいろなところに植えている 
・地元の人たちもとても喜んでいる 
 「（地元のおじいちゃん）加納さんたちに教えてもらってギフチョウの大切さを知って自分たちも守りたいとお 
 もった」 
 ・いろいろな生きものが生きていける環境があるからギフチョウもいきていける 
 ・いのちはつながっている。いきものたちが生きていける環境を守ることは大切 
 ・でも、みんなが生きて行くためには、工場も家も必要よね・・・ 
 
＜映像を受けて＞ 
◯ギフチョウネットワークの人たちがこういう活動していたの、知ってた？ 
◯どんなことしていた？ 
◯どうしてそういう活動をしているのだろう？ 
◯地域のひとたち（◯◯君のおじいちゃん）も出てきたね。なんていっていた？ 
◯人間が生きていくためには工場や道路も必要だって。みんなはどう思う？ 
 

グループワーク 
考えを深める（15分） 
 

【グループワーク：ギフチョウと暮らしていくためにできること】 
 
◯ギフチョウの暮らす薦原を守るために、自分たちにできることは何かグループで話し合ってみよう 
 
 ・グループに別れて、みんなで意見を出し合う 
 ・考えたことをまとめる（用紙に書きだす） 
◯では、グループで話し合ったことを全体に共有しましょう。 
・それぞれのチームが、前にでてきて、発表。 



ファシリテート カリキュラム （○：講師コメント例） 

8 映像教材制作 2コマ目 

項目 時間目安 

 理解（10分） 
 

【映像6：ギフチョウネットワークの人たちからのメッセージ（ロケ映像）】（1:09） 
・ここは、ギフチョウが見らる日本でも数尐ない地域 
・ここに生まれたことを誇りに思って欲しい 
・ギフチョウの暮らせる場所が減っている。そういう場所があるというこの地域は素晴らしい 
・自然を大切にまもっていきたい 
・子どもや孫の世代にまでこの自然を残していきたい・・・ 
 
＜映像を受けて＞ 
◯加納さんたちのメッセージをきいてどう感じた？ 
◯実は、加納さんたちは、この地域を守っているのは、地域の人たちの暮らしがあったからだと言っていたんだよ 
◯もともと、この地域の人たちは自然と共生する暮らしをしてきたんだって。自然を大切に農業をしてきたことが、 
 ギフチョウの暮らせる自然を守ることにつながったんだよ。 
◯おじいちゃんたちが加納さんたちに感謝していたけれど、加納さんたちは、地域の人たちに感謝しているんだって。 
◯家に帰って、そのことをおじいちゃんやおばあちゃんに伝えてみて・・・ 

 振り返り（5分） 
 

【今日の学習の振り返りと今後に向けた思いの共有】 
 
◯これまでの授業で、みんなはギフチョウのことをたくさん勉強したね 
◯（みんなの発表にもあったように）ギフチョウのことを知ることが大切なんだね。 
◯他の人たちにも、この大切さを伝えていきたいね 
◯これからもずっと、ギフチョウのいるこの地域の自然を大切にしていけるといいね 
◯人とギフチョウの両方が暮らしていくために何が大切か、考え続けていこうね 

プログラム地域化メンバー、実証協力校等 

実証協力校等：名張市立薦原小学校 


