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１．やってみよう！東海村の理想の自然・発信プログラム 

 

村と連携し，東海村の樹林，水辺，草地における，生物の多様性に富んだ理想の自然の

姿について理解を深めると共に，学校内や地域に向けて発信する。 

 
 
 
 

  

第 1 章-1 生物多様性がもたらす自然のめぐみ 

生物多様性地域戦略の該当部分 

◆総合的な学習の時間 

小学校 3-6学年 

中学校 1-3学年 

◆理科 

3学年 B生命・地球（2）身近な自然の観察 

6学年 B生命・地球（3）生物と環境 

中学（7）自然と人間.ア生物と環境.（ア）自然界のつり合い 

学習指導要領との関連 

○東海村の野生生物がいる豊かな自然の景観や，野生生物の営みについて理解する。 
○同じ生物であっても，東海村の自然のものと，愛玩動物や外来種など自然ではないも

のがあることに気付く。 

学習活動のねらい 

① 生物には自然のものと自然ではないものがあることを知ろう 

② 環境ごとに，東海村の理想的な生態系ピラミッドを考えてみよう 

③ 環境ごとに，東海村の理想の自然を表現しよう 

学習活動の流れ 

・環境省 HP「外来生物法」https://www.env.go.jp/nature/intro/index.html 

・東海村生物多様性地域戦略 

P.14～「2未来につなぐ‘まち’のかたち」 

P.64～「資料編 2自然の健全さを示す種の解説」 

・「東海村の自然誌」(右参照) 

（東海村教育委員会発行／平成 19年 3月発行） 

・自然のものと自然ではないもの 

（(公財)日本生態系協会 作成）（3頁参照） 

参考資料 

https://www.env.go.jp/nature/intro/index.html
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時間 内容 学習指導・支援 

１ 

生物には自然のものと自然ではないものがあることを知ろう 

○（東海村の）自然のものと自然ではな

いものを考えよう 
・生物には，自然のもの（在来種）と自

然ではないもの（外来種・家畜・園芸

種・農作物）があることを理解する 
・東海村の自然をより良くするためには

自然のものを大切にする必要がある

ことを理解する 
 
○東海村で見たことのある生物を挙げ

てみよう 
・班ごとに，東海村で見たことのある生

物の名前を挙げる 

○専門家に以下の講話を依頼 
テーマ：「自然ってなに？」 
内 容： 

①自然とは？ 
②東海村の自然を考えるうえで

の「自然のもの」と「自然ではな

いもの（外来種・家畜・園芸種・

農作物）」の区別の大切さ 
 
○授業開始前に宿題として，通学路

や学校・家の近くで見つけた生物

をメモするよう伝える 

※種名まで分からない場合は「トン

ボ」や「チョウ」でもよい。 

２ 
３ 

環境ごとに，東海村の理想的な生態系ピラミッドを考えてみよう 

○上で挙げた生物が，東海村の自然のも

の，自然ではないものかを調べてみよ

う 
・図鑑やインターネットを使い，生物の

原産地，その生物がくらしている環境

を調べる 
○東海村の豊かな自然の生態系ピラミ

ッドをつくろう 
・挙げた生物の食べものをもとに，生態

系ピラミッドを描く 
・ピラミッドで空いている段がある場

合，そこに入る種類を調べる 

○図鑑やインターネット等，調べる

ための手段を準備 
○あらかじめ，専門家と相談し，班

ごとに挙げられ生物を自然のも

のと自然ではないものに整理し，

児童生徒が間違えている場合に

は指摘する 

４ 
５ 

環境ごとに，東海村の理想の自然を表現しよう 

○生態系ピラミッドで図式化した自然

を描いてみよう。 
・絵や写真を用いて，生物多様性に富ん

だ東海村の理想の自然の姿を表現し

てみよう。 
○取りまとめたことを共有しよう 

・生態系ピラミッド，また，それをもと

にして描いた自然の風景を発表する 

○図鑑やインターネット等，調べる

ための手段を準備 
○あらかじめ，専門家に確認し，児

童が間違えている場合には指摘

する 

 

学習活動の展開例（５時間） 
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■参考資料 「自然のものと自然ではないもの」 

 

○東海村の生物多様性に富んだ理想の自然の姿を発信しよう 
・校内で他の児童や保護者を対象に，展示・説明する 
・東海村役場，また，村や地区主催の催し等で展示・説明する。あわせて，アンケート

をとって説明を聞いた方々の感想を確認する 

発展 

○必要な資料等の提供 
○専門家の紹介や必要に応じた派遣 
○児童生徒が作成した生態系ピラミッドや理想の自然の絵の展示、さらには説明の場の

用意（村環境学習発表会、役場内 等） 
 

村の支援 
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２．やってみよう！自然の恵み・発信プログラム 

 

村と連携し，私たちにとっての自然の恵み（生態系サービス）について，多様な人々の

考えや想いなどをもとに整理し，理解を深めると共に，学校内や地域に向けて発信する。 

 
 
 
 

  

第 1章-3 生物多様性に支えられた村民の生活や産業 

生物多様性地域戦略の該当部分 

◆総合的な学習の時間 

小学 3-6学年 

中学 1-3学年 

◆理科 

中学理科第 1分野 （7）科学技術と人間 

中学理科第 1分野 （7）自然と人間 

学習指導要領との関連 

○私たち人間にとっての東海村の自然の恵みについて理解する。 
○自然の恵みの大切さを他者に説明できる。 

学習活動のねらい 

① 自然の恵みを考えよう 

② 自然の恵みを取材しよう 

③ 取りまとめた東海村の自然の恵みを共有しよう 

学習活動の流れ 

・環境省 HP「自然の恵みの価値を計る」（右下参照） 

http://www.biodic.go.jp/biodiversity/activity/policy/valuation/index.html 

・東海村生物多様性地域戦略 

P.4～「1生物多様性がもたらす自然の恵み」 

P.6～「3生物多様性に支えられた村民の生活や産業」 

参考資料 

http://www.biodic.go.jp/biodiversity/activity/policy/valuation/index.html
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時間 内容 学習指導・支援 

１ 

自然の恵みを考えよう 

○私たちの生活の中で，自然がないとつ

くられないものや，なくなってしまう

ものを想像しよう 
 
○東海村における「自然の恵み」の取材

準備をしよう 
・次回の授業で地域の方々に，それぞれ

の専門分野と「自然の恵み」に関する

質問事項をまとめよう 

○児童生徒に自然がないと失われて

しまうものを挙げてもらう 
・例えば，自然を構成する，土，水，

大気，野生の生物と関連づけて想

像を促す。 
○児童生徒を班ごとに分け，次回の

授業で地域の人に取材する準備

をする 

２ 
３ 

自然の恵みを取材しよう 

○東海村の自然の恵みを色々な人に聞

いてみよう 
・各分野の方に対して，取材を行う。 
○取材した内容を整理しよう 
・取材して聞いた内容を整理して壁新聞

をつくる 

○自然との関わりについて，児童生

徒が取材をする，以下の方々が来

校する日程を調整する 

・土と関わりある農業分野  

・水と関わりある工場／企業（分野） 

・環境団体(生物多様性，もしくは地

球温暖化) 等 

○児童生徒を班ごとに分け，各分野

の人に班から各１～２名が取材

を実施する 

４ 

取りまとめた東海村の自然の恵みを共有しよう 

○壁新聞を活用して取りまとめた結果

を共有しよう。 

・班ごとに発表と質疑応答を行う 
○調べた結果を専門家に講評してもら

う。 
 

○専門家に以下の講話を依頼 
テーマ：「自然の恵みってなに？」 
内 容 

①自然の恵み（生態系サービス）

について説明 
②児童生徒が調べた自然の恵み

について補足や追加の情報提供 
③自然の恵みを守り活かす世界の

うごき 

 

学習活動の展開例（４時間） 
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○東海村の自然の恵みを発信しよう 
・校内で、他の児童や保護者を対象に、展示・説明する 
・東海村役場、また、村や地区主催の催し等で展示・説明する。アンケートを行い、説

明を聞いた方々の感想をアンケート等を通じて確認する 
 

発展 

○必要な資料等の提供 
○専門家の紹介や必要に応じた派遣 
○児童生徒が作成した自然の恵みの壁新聞等を展示、さらには解説の場を用意（村環境

学習発表会、役場内 等） 

村の支援 
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３．やってみよう！湧水の大切さを発信プログラム 

 

村と連携し，東海村の自然の特徴のひとつである湧水の大切さについて整理し，理解を

深めると共に，学校内や地域に向けて発信する。 

 
 
 

  

第 1 章-3 生物多様性に支えられた村民の生活や産業 

生物多様性地域戦略の該当部分 

◆総合的な学習の時間 

小学 3-6学年 

中学 1-3学年 

◆理科 

3学年 B生命・地球（2）身近な自然の観察 

学習指導要領との関連 

○東海村に点在する湧水が私たち人間、野生生物にとって大切なものであることを理解する。 

○湧水の現況を理解し、課題解決に向けて自分たちでできることを考える。 

学習活動のねらい 

① 湧水のことを知ろう 

② 日本全国や東海村の湧水の状況を知ろう 

③ 湧水の大切さを発信しよう 

学習活動の流れ 

・環境省 HP「湧水保全ポータル」 

 ※湧水保全・復活ガイドライン（右参照）などを掲載 

https://www.env.go.jp/water/yusui/ 

・東海村生物多様性地域戦略 

P.61～「資料編 1東海村の生物多様性の現状と課題 5遊水地」 

 

・とうかい環境村民会議 生活環境部会 

「湧水水質検査」「湧き水マップ」 

参考資料 

https://www.env.go.jp/water/yusui/
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時間 内容 学習指導・支援 

１ 

湧水のことを知ろう 

○東海村の湧水を見よう 

・湧水がある場所を実際に見て、湧水が

あることで生きられる生物（トウキョ

ウサンショウウオ、ムカシヤンマ等）

のこと、湧水の仕組み、湧水の現況を

知ろう 

○湧水の場所が分からないときは環

境政策課に相談 
○専門家に湧水のある場所で以下の

解説を依頼 
テーマ：「湧水を見よう」 
内 容 

①湧水のある自然の説明（湧水が

あることで生息できる生物等） 
②湧水がでるメカニズムの説明 
③湧水の量の増減について説明 

２ 
３ 

全国や東海村の湧水の状況を知ろう 

○湧水における全国のうごき、東海村の

うごきを調べる 
・湧水の仕組み、起きている問題などを

調べる 
・湧水を守るために必要なことを調べる 
・壁新聞等に取りまとめる 

○児童生徒をグループに分けて、調

べもの学習ができるようにする 
○とうかい環境村民会議に湧き水マ

ップなど湧水に関する情報の提

供を依頼 
 

４ 

湧水の大切さを発信しよう 

○調べたことを共有しよう。 
・班ごとに調べたことを発表する。 
○湧水を守るために自分たちができる

ことを話し合う。 

 

 

学習の展開例（４時間） 

○東海村の湧水を守るために発信しよう 
・校内で、他の児童や保護者を対象に、展示・説明する 
・東海村役場、また、村や地区主催の催し等で展示・説明する。あわせて、説明を聞い

た方々の感想をアンケート等を通じて確認する 

発展 

○必要な資料等の提供 
○専門家の紹介や必要に応じた派遣 
○児童生徒が湧水を守るためにまとめた壁新聞等の展示・説明の場の用意 

村の支援 
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４．やってみよう！外来植物の広がりを防ぐプログラム 

 

村と連携し，特定外来生物のアレチウリやオオキンケイギク，その他の生態系被害防止

外来種としてセイタカアワダチソウやヒメジョオンなど，東海村においても広がりつつあ

る外来植物の問題に気付き，広がりを防ぐために行動する。 

 
 

  

第 3章Ⅰ-4 外来対策を推進していくための仕組みづくり 

資料編 東海村の生物多様性の現状と課題 

生物多様性地域戦略の該当部分 

◆総合的な学習の時間 

小学 3-6学年 

中学 1-3学年 

◆理科 

中学（7）自然と人間.ア生物と環境 

◆社会地理的分野 

中学地理的分野(ｴ) 環境問題や環境保全を中核とした考察 

 

学習指導要領との関連 

○外来植物の除去など奉仕活動を体験する。 

○東海村の自然や農地等で増えている外来生物の問題について理解する。 

○外来生物のひろがりを防ぐために自身や友達とできることを考える。 

学習活動のねらい 

① 外来植物の除去を体験しよう 

② 外来植物を詳しく調べよう 

③ 外来植物の問題を解決するためにできることを考えて発信する 

学習活動の流れ 

・環境省 HP「外国からやってきた生きものたち」（右参照） 

www.env.go.jp/nature/intro/5pr/.../r_gaikokukara.pdf 

・国立環境研究所 HP「侵入生物データベース」 

https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/index.html 

・東海村生物多様性地域戦略 

P.29～「Ⅰ-４外来種対策を推進していくための仕組みつくり」 

P.61～「資料編 1東海村の生物多様性の現状と課題」 

参考資料 

https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/index.html
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時間 内容 学習指導・支援 

１ 

外来植物の除去を体験しよう 

○地域で問題になっている外来植物を

取り除こう 
・地域の自然を守っている人と一緒に、

外来植物を取り除く 
○取り除いた外来植物の問題を知ろう 
・なぜ外来植物を取り除くのか、地域の

人のお話から知る 

○地域で活動している環境団体に、

外来種の除去作業の体験指導を

依頼 
・外来植物を除去する理由 
・外来植物の除去の留意点 

２ 
３ 

外来植物を詳しく調べよう 

○取り除く体験をした外来植物や、その

他東海村で問題になっている外来植

物について調べよう 
・どこからきたのか（原産国） 
・なぜ日本にきたのか（導入理由） 
・何が問題になっているのか（課題） 
・東海村や全国で行われている対策 

○東海村で問題となっている外来植

物について、専門家からの情報提

供を受け、児童生徒に伝える 

４ 

外来植物の問題を解決するためにできることを考えて発信する 

○調べたことを共有しよう 
・班ごとに調べたことを発表する。 
○外来植物の問題を解決するための方

法を考える 
・個人でできることや学校、村で出来る

ことなどを考える 

○専門家の講評を聞こう 

○専門家に児童生徒の発表を聞い

て、講評してもらうよう依頼 

 

学習の展開例（４時間） 

○取りまとめたことを、校内で、または、他の児童や保護者、また、村や地区主催の催

し等で発信しよう 
○全校児童を対象に、「１日１人１本、外来植物を抜こうキャンペーン」を企画実施 
○地域の外来植物マップを作り発信しよう 

発展 

○必要な資料等の提供 
○専門家の紹介や必要に応じた派遣 
○児童生徒がまとめた外来植物の壁新聞等の展示・説明の場の用意 

村の支援 
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５．やってみよう！希少なメダカを増やすプログラム 

 

村と連携し，環境省のレッドリストに記載されるメダカ（正式名称はミナミメダカ）の

生態や生息条件，全国そして東海村のメダカの現況を整理し，東海村のメダカの保護増殖・

放流計画を策定する。 

 
 
 
 

  

第 3章Ⅰ-2 希少なビオトープの保護に関する仕組みづくり 

資料編 東海村の生物多様性の現状と課題 

生物多様性地域戦略の該当部分 

◆総合的な学習の時間 

小学 3-6学年 

中学 1-3学年 

◆理科 

3学年 B生命・地球（2）身近な自然の観察 

5学年 B生命・地球（2）動物の誕生 

中学（7）自然と人間.ア生物と環境 

学習指導要領との関連 

○東海村の絶滅に瀕する生物がいることを理解する。 

○絶滅に瀕する生物の視点で東海村の自然環境を評価する視点を育む。 

学習活動のねらい 

① メダカについて知らないことを整理しよう 

② メダカの保護増殖計画をつくろう 

③ メダカの保護増殖計画を発表しよう 

学習活動の流れ 

・環境省 HP「保護増殖事業」 

https://www.env.go.jp/nature/kisho/hogozoushoku/index.html 

・日本経済新聞ネット版「日本のメダカ、実は 2種類 南北で背びれや模様に違い」 

http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG25028_V20C12A8CR8000/ 

・東京動物園協会 HP「東京メダカメダカ MAP2015」 

https://www.tokyo-zoo.net/medaka/index.html/ 

・東海村生物多様性地域戦略 

P.77～「資料編 3用語解説 メダカ」 

 

参考資料 

https://www.env.go.jp/nature/kisho/hogozoushoku/index.html
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG25028_V20C12A8CR8000/
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG25028_V20C12A8CR8000/
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時間 内容 学習指導・支援 

１ 

メダカについて知らないことを整理しよう 

○メダカについて知らないこと、知って

いることを整理 
・住みか 
・食べもの 
・卵を産む場所 
・子どもが好きな場所 
・天敵 
・その他気をつけること 

○メダカについて話題提供 

・メダカが減っていることを伝え、

そのために増やして放そうと提

案 
・メダカについて知っていることを

確認 
・メダカの数は少ないので、きちん

と計画を立てる必要を伝え、増や

すために必要なことを整理 

２ 
３ 

② メダカの保護増殖計画をつくろう 

○全国で減ってしまったメダカを増や

すための計画を立てる 
・班ごとに保護増殖計画の計画をつくる 

・管理体制の計画をつくる 

○班ごとの調べものを補助する 

○放流する候補地を、必要に応じて

村と相談し決める 

４ 

③ メダカの保護増殖計画を発表しよう 

○調べたことを共有しよう 
・班ごとに調べたことを発表する。 
○専門家の講評を聞こう 

○専門家に以下の講話・講評を依頼 

・メダカを増やす全国の取り組み 
・保護増殖の際の留意点 

・地域遺伝子の重要性 

 

学習の展開例（４時間） 

○保護増殖計画に基づき、メダカを増殖させよう 
○メダカの放流の候補地の環境を確認し、放流した場合、メダカが生きていけるかを判

断し、必要に応じて、環境の改善を行ったり提案したりしよう 
○増殖させたメダカを放流しよう 

発展 

○必要な資料等の提供 
○専門家の紹介や必要に応じた派遣 
○メダカを放流する候補地の調整 

村の支援 
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６．やってみよう！自然と共存する学校づくりプログラム 

 

村と連携し，東海村のビオトープ・ネットワークの拠点となる学校ビオトープを充実さ

せる活動を通して，自然との共存に向けて必要な知識や技能を習得する。 

 

 
 
 
 

  

第 3章Ⅰ-6 ビオトープ・ネットワークの形成 

生物多様性地域戦略の該当部分 

◆総合的な学習の時間 

小学 3-6学年 

中学 1-3学年 

◆理科 

6学年 B生命・地球（3）生物と環境 

中学（7）自然と人間.ア生物と環境 

学習指導要領との関連 

○地域の自然をお手本として、学校ビオトープをつくる計画を立てる 

○東海村の自然を守るための拠点として、目標種や必要な計画を考え、発信する 

学習活動のねらい 

① 学校ビオトープのつくり方を知ろう 

② 学校ビオトープの計画を立てよう 

③ 学校ビオトープの計画を発信しよう 

学習活動の流れ 

・環境省 HP「おしえてビオトープ」（右参照） 

http://www.env.go.jp/nature/biodic/eap61/ 

・（公財）日本生態系協会「全国学校･園庭ビオトープコンクール 報告書」 

http://www.biotopcon.org/ 

・東海村生物多様性地域戦略 

P.33～「Ⅰ-6ビオトープ・ネットワークの形成」 

参考資料 

http://www.biotopcon.org/
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時間 内容 学習指導・支援 

１ 

学校ビオトープのつくり方を知ろう 

○海外や国内の学校ビオトープの取り

組みや魅力を知る 
○学校ビオトープを計画する際に考え

る必要がある項目や手順を知る 
 

○専門家に以下の講話を依頼 
テーマ：「みんなでつくる学校ビオト

ープ」 
内 容 

①国内外の学校ビオトープの事

例紹介 
②学校ビオトープの目標種の選

び方 
③学校ビオトープの計画時の手

順、留意点 

２ 
３ 
４ 
５ 

学校ビオトープの計画を立てよう 

○目標種を決めよう 

・地域の野生の生きものであり、学校敷

地の面積で生息が可能な種から選ぶ 

○目標種が生息するために必要な環境

を調べよう 
・目標種が生息するために必要なものを

調べよう（食べもの、すみか、産卵場

所等） 
○学校ビオトープの完成イメージ図を

つくろう 
・目標種の生息条件を踏まえて完成予定

図を描こう 
○学校ビオトープの計画をつくろう 

・つくりたい場所とその理由 
・つくるときに必要な材料、作業内容、

手順 
・自分たちでできること、手伝ってもら

いたいこと 

○専門家に目標種の選定、中間や計

画作成完了時に講評をしてもら

うよう依頼 

○計画づくりにあたり、まず子ども

たちに計画を説明するときに必

要なことを挙げさせる。その上で

不足があれば指摘する 
 

６ 

学校ビオトープの計画を発信しよう 

○計画を発表しよう 
・クラス内で発表しよう 
・複数の案がある場合は、ひとつの案に

絞ろう。もしくは、まとめよう 

 

 

学習の展開例（６時間） 
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○学校ビオトープ計画の協力者を集めよう 
・学校ビオトープの計画を学校内の他の児童に説明する 
・学校ビオトープの計画を保護者や地域の方々に説明して、意見や感想を聞く。学校ビ

オトープを理解し、協力してくれる人を集める 
○学校ビオトープをつくろう 
・様々な意見を反映した学校ビオトープの計画をもとに、学校ビオトープをつくる 
○学校ビオトープを守り育てよう 
・つくった学校ビオトープをモニタリングし、生きもの情報などを発信する 
・モニタリングの結果を踏まえて、管理改善計画を同様の手順で計画し、様々な方の協

力を得ながら実行する 

発展 

○必要な資料等の提供 
○専門家の紹介や必要に応じた派遣 

村の支援 
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７．やってみよう！『絆』北側緑地での活動を計画するプログラム 

 

村などと連携し，自然を守る拠点の一つである「絆」北側緑地での活動プログラムを計

画して，「絆」北側緑地の魅力や自然の面白さを伝える。 

 

 
 
 
 

  

第 3章Ⅰ-6 ビオトープ・ネットワークの形成 

生物多様性地域戦略の該当部分 

◆総合的な学習の時間 

小学 3-6学年 

中学 1-3学年 

◆理科 

3学年 B生命・地球（2）身近な自然の観察 

◆社会地理的分野 

中学地理的分野(ｴ) 環境問題や環境保全を中核とした考察 

学習指導要領との関連 

○体験を通して、「絆」北側緑地の魅力や面白さを自身で発見する。 

○「絆」北側緑地での活動プログラム作成を通して、自然を守る村民として、率先して

活動できる人材を育成する。 

学習活動のねらい 

① 「絆」北側緑地に行ってみよう 

② 「絆」北側緑地で実施する子ども向け体験プログラムを計画しよう 

③ 計画した体験プログラムを試行しよう 

学習活動の流れ 

・とうかい環境村民会議 自然共生社会部会 報告書（右参照） 

 「絆」裏周辺の生き物たち 生物調査報告書 

・「絆」北側緑地の未来を語ろうワークショップ資料 

「絆」北側緑地の未来（仮称） 

・東海村生物多様性地域戦略 

P.33～「Ⅰ-6ビオトープ・ネットワークの形成」 

参考資料 
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時間 内容 学習指導・支援 

１ 

「絆」北側緑地に行ってみよう 

○「絆」北側緑地を守るために活動して

いる人の想いを知る 
○体験活動を通して、絆北側緑地の魅力

や面白さを発見する 
 [主な体験活動例] 
 ・五感を活用した体験（ネイチャーゲ

ームなど） 
・その季節に見られる動植物の観察 

 ・外来植物の除去 など 

○「絆」北側緑地の未来を語ろうワ

ークショップのメンバーに、現地

での体験活動の指導と以下の講

話を依頼 
テーマ：「絆」北側緑地を守りたい 
内 容 

①「絆」北側緑地の魅力と課題 
②「絆」北側緑地を守る理由・想

い 
○「絆」北側緑地の魅力や求められ

ている作業を児童生徒自身が発

見する、考えるような体験プログ

ラムをワークショップメンバー

と企画 

２ 
３ 
４ 

「絆」北側緑地で実施する子ども向け体験プログラムを計画しよう 

○前の時間の体験を受けて、プログラム

を通して伝えたいことを決めよう 
・「絆」北側緑地での体験活動をもとに、

作成するプログラムを実施すること

で参加者に伝えたいことを考える 

○プログラムの流れを考えよう 
・プログラムを実施する際の導入、展開、

まとめの大まかな流れを考える 
○プログラムで行う活動を考えよう 
・考えたプログラムの流れをもとに、実

施する活動を考える 
○考えたプログラムに必要なものを考

える 
・必要な道具、指導者、活動場所（「絆」

北側緑地のどこで活動するか）を考え

る 

○プログラムの留意点を考えよう 
・実施にあたっての安全管理や活動時期

によって注意すべきこと（熱中症やハ

チ対策など）を考える 

○対象と、活動プログラムの所要時

間は 30 分と設定し、児童生徒に

伝える 

○授業時間ごとに、その日考えるテ

ーマを提示する 

５ 

計画した体験プログラムを試行しよう 

○体験プログラムを実施しよう 
・他の班の児童を対象に、現地で実際に

試行する。 
・試行した後、感想を共有する。 

○「絆」北側緑地の未来を語ろうワ

ークショップのメンバーに、参加

を依頼し、発表された活動プログ

ラムを講評してもらうよう依頼 

 

学習の展開例（５時間） 
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○計画した活動プログラムを実施してみよう 
・活動プログラムの実施日を決め、他学年や地域の人に参加してもらえるよう、広報す

る 
・計画した活動プログラムを実施する 
・活動プログラムを通して伝えたかったことが、参加者に伝わっているか、アンケート

等を通して確認する 
・活動プログラムを実施して、見つけた問題点などを改善する 

発展 

○必要な資料等の提供 
○「絆」北側緑地の未来を語ろうワークショップのメンバーの紹介や必要に応じた派遣 
○活動プログラム実施の際の広報協力 

村の支援 
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８．やってみよう！エコツアーを計画するプログラム 

 

村と連携し，東海村における地域の自然や文化などを改めて見直し，村の魅力を伝えるエコツ

アーを計画，提案する。 
 
 
 
 

  

第 3章Ⅱ-4 東海村の自然や文化，伝統などを楽しむエコツーリズムの推進 

第 3章【コラム】東海村におけるエコツーリズムの考え方 

生物多様性地域戦略の該当部分 

◆総合的な学習の時間 

小学 3-6学年 

中学 1-3学年 

◆社会地理的分野 

3-4学年（6）ウ県内の特色ある地域の人々の生活 

学習指導要領との関連 

○地域の自然や文化などの良さを理解すると共に、地域の自然などへの愛着、誇りを育

てる。 

○不特定の方々に、地域の良さをわかりやすく説明する手法を身に付ける。 

体験学習のねらい 

① エコツアーについて知ろう 

② 地域におけるエコツアーを計画しよう 

③ 地域におけるエコツアーのパンフレットをつくろう 

体験学習の流れ 

・環境省 HP「エコツーリズム」（右参照） 

http://www.env.go.jp/nature/ecotourism/try-ecotourism/ 

・飯能市 HP「エコツーリズムのまち飯能」 

http://hanno-eco.com/index.html 

・東海村生物多様性地域戦略 

P.39～「Ⅱ-４東海村の自然や文化，伝統などを楽しむエコツーリズムの推進」 

P.40～「コラム 東海村におけるエコツーリズムの考え方」 

P.75～「資料編 3用語解説「エコツーリズム」」 

 

参考資料 

http://www.env.go.jp/nature/ecotourism/try-ecotourism/
http://hanno-eco.com/index.html
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時間 内容 学習指導・支援 

１ 

エコツアーについて知ろう 

○エコツアーについて知ろう 
・エコツアーの意味や、国内外で行われ

ている事例を知る 
・エコツアーをやるときに大切なことを

知る 

○専門家や自然保護団体に依頼 
テーマ：「地域の自然の魅力を活かし

た観光―エコツアー―」 
内 容 

①エコツアーは、地域の自然の魅

力を活かすツアー 
※どんなものでも、視点を変えれ

ばエコツアーになり得ることを

伝える 
②国内の事例 
・テーマに偏りがないよう幅広い

内容のエコツアーをとりあげる 
○次回の授業でエコツアーを計画す

ることを告げ、東海村でエコツア

ーの題材になるものを探す宿題

を出す 

２ 

地域におけるエコツアーを計画しよう 

○東海村の魅力を詰め込んだエコツア

ーを計画しよう 
・エコツアーのテーマ 
・全行程にかかる時間 
・見どころ、目玉ポイント 

○班ごとに発表がしやすいよう、模

造紙や、調べるための観光ガイド

やインターネット環境などを用

意 
○班ごとの話し合いの前に、エコツ

アーの企画の前提となる全行程

の所要時間を設定（半日ないしは

1 日） 

３ 
４ 

地域におけるエコツアーのパンフレットをつくろう 

○班ごとに計画したエコツアーのパン

フレットをつくろう 
・キャッチフレーズを考える 

・見どころとなる場所の写真を探す 
・工程表をつくる 

○班で計画したエコツアーをクラスの

みんなに発表しよう 

・キャッチフレーズや見どころなど、エ

コツアーに参加したくなるように工

夫して発表 

○エコツアーのパンフレットの規格

を設定（A3 版両面／２つ折りな

ど） 

○パンフレット作成にあたり、イン

ターネットの準備などを行う 

 

学習の展開例（４時間） 
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○計画したエコツアーを発信しよう 
・エコツアーの実施に向けて、観光協会や東海村の PR に携わっている人、地域の人や

保護者などに、計画したエコツアーをわかりやすく発表する 
○実際にエコツアーを実施しよう 
・学校の児童生徒や地域の人を対象に、計画したエコツアーを実施する 
・参加した人にアンケートや取材をして、問題点を見つける 
・開催して分かった問題点を修正する 
○一般の人を対象にエコツアーを開催する 
・プレ開催を経て、一般の人を対象としたエコツアーを開催する 

発展 

○必要な資料等の提供 
○専門家の紹介や必要に応じた派遣 
○観光協会などの提案先との調整 

村の支援 
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９．やってみよう！生物と共存する農業・発信試行プログラム 

 

村と連携し，食糧生産において大切な場である農地において，より野生生物との共存を目指し

て，全国で行われている様々な取り組みを調べて，農地における自然との共存の可能性を発信す

る。 

 
 
 
 
 

  

第 3 章Ⅱ-2 農業の多面的機能の発揮 

生物多様性地域戦略の該当部分 

◆総合的な学習の時間 
小学 3-6 学年 
中学 1-3 学年 

◆理科 
中学（7）自然と人間ア生物と環境 

◆社会地理的分野 
5 学年（2）ウ食料生産に従事している人々の工夫や努力，生産地と消費地を結ぶ運輸な

どの働き 

学習指導要領との関連 

○全国で行われている野生生物との共存を目指した農業のねらいや想い、具体的な内容、課

題を理解する。 

○農業における自然との共存の可能性を考える。 

体験学習のねらい 

① 生物と共存する農業が始まっていることを知る 

② 生物と共存する農業について調べよう 

③ 自らの考えを発信しよう 

体験学習の流れ 

・豊岡市 HP「コウノトリ育む農法」 

http://www.city.toyooka.lg.jp/hp/genre/agriculture/farming/index.html 

・東海村生物多様性地域戦略 

P.16～「2未来につなぐ‘まち’のかたち「水田，農業水路の未来のかたち 」」 

P.37～「Ⅱ-2 農業の 多面的機能農業の発揮」 

P.75～「資料編 1 東海村の生物多様性の現状と課題 3 水田，農業水路，ため池及び

その周辺（低地）」 

参考資料 

http://www.city.toyooka.lg.jp/hp/genre/agriculture/farming/index.html
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時間 内容 学習指導・支援 

１ 

生物と共存する農業が始まっていることを知る 

○生物と共存する農業と、共存しない農

業の違いを知ろう 
○日本で行われている生物と共存する

農業の取り組みを知ろう 

○専門家に以下の内容について、子

どもたちが調べるきっかけとな

る話題提供を依頼・調整 
テーマ：「生物と共存する農業」 
内 容 

①今の生産のみを追求した農業

の仕方が自然に影響を与えてい

る 
②生物と共存する農業が日本で

も始まっていることを紹介 
③生物と共存する農業を推し進

めているのに、普及しない理由 

２ 
３ 

生物と共存する農業について調べよう 

○生物と共存する農業について調べよ

う 
・生物と共存する農業の利点と欠点を調

べる 
・全国で取り組んでいる事例を調べる 
○一方で，農家が取り組まない理由があ

ることを知る 
 

○専門家の講話を受けて、調べもの

学習を促す。以下が生物と共存す

る農業の工夫として挙げられる 
(主な工夫) 
[田んぼ]冬期湛水（ふゆみずたんぼ）、

江の設置、用水路への魚道の設置 等 

[畑］農地の片隅に草地の設置、不耕

起栽培 等 

 
○農家が取り組まない理由は東海村

環境政策課が説明する 

４ 

自らの考えを発信しよう 

○自分（たち）の考えをまとめよう 

・生物と共存する農業とは？ 
・生物と共存する農業について思うこと 

○自分（たち）の考えを発表しよう 

 

 

学習の展開例（４時間） 
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○生物と共存する農業を実践してみよう 
・学校が関わる水田や菜園で、生物と共存する農業の工夫を実際に行い、作物の様子や

生き物の動向など調べる。 
○生物と共存する農業について発信しよう 
・調べたこと、考えたことを、東海村役場，また，村や地区主催の催し等で展示・説明

する。あわせて，アンケートをとって説明を聞いた方々の意見を聞く。 
 

発展 

○必要な資料等の提供 
○専門家の紹介や必要に応じた派遣 
○児童生徒がまとめたことについて展示、さらには説明の場の用意（村環境学習発表会、

役場内 等） 
 

村の支援 
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１０．東海村の自然の将来を考えるプログラム 

 

東海村の自然について昔を知る方々からのお話しを聞き，良くなった点，悪くなった点を整理す

る。整理する中で，これからの自然との付き合い方や自分たちにできることを考える。 
 
 
 
 

  

第 2章 自然の恵みが持続する‘まち’の将来像 

資料編 東海村の生物多様性の現状と課題 

生物多様性地域戦略の該当部分 

◆総合的な学習の時間 

小学 3-6学年 

中学 1-3学年 

◆理科 

中学（7）自然と人間.ア生物と環境 

◆社会地理的分野 

中学[公民的分野]（4）私たちと国際社会の諸問題 

学習指導要領との関連 

○時を経て変化する東海村の自然が向かう方向を予測する。 

○予測した方向や友達の意見を参考にし、東海村の自然に対する自分自身の考えや想いを

もつ。 

学習のねらい 

① 自然と共存したまちを知ろう 

② 東海村の自然について、みんなが思っていることを調べよう 

③ 自然を守ることを考えよう 

学習の流れ 

・環境省 HP「生物多様性国家戦略 2012-2020」（右参照） 

第 3章第 2節自然共生社会における国土のグランドデザイン 

http://www.biodic.go.jp/biodiversity/about/initiatives/files/2012-2020/01_honb

un.pdf 

・東海村生物多様性地域戦略 

P.10～「1目標とする東海村の将来像」 

P.13～「2未来につなぐ‘まち’のかたち」 

参考資料 
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時間 内容 学習指導・支援 

１ 

自然と共存したまちを知ろう 

○自然と共存するまちづくりが行われ

ていることを知ろう 
○東海村は自然と共存するまちか、考え

てみよう 
 

○専門家に以下の講話を依頼・調整 
テーマ：「自然と共存するまち」 
内 容 

①海外の自然と共存するまちづ

くりの事例 
②世界は自然との共存に向けて

動いている 
③東海村の自然とまちづくりに

ついて、どう思うか問題提起 
○宿題として、まずは家族などに「東

海村の自然が昔と比べて、良くな

っているか、悪くなっているか」

聞き取り調査を行う 

２ 
３ 

東海村の自然について、みんなが思っていることを調べよう 

○東海村の自然の変化を調べる 
・環境団体や年長者などに東海村の自然

が昔と比べて、自然の量や日頃見られ

る生物の変化について聞きとり調査

を行う 
○東海村の自然の状況を自分なりに考

えてみよう 
・聞き取り調査を取りまとめて、壁新聞

等にまとめる 
・東海村の自然の将来を予想し、これか

ら大切と思うことを考える 

○調査結果の発表をコーディネート 
・同じ意見はまとめるなど、見やす

くする 

４ 

自然を守ることを考えよう 

○調べたこと、考えたことを共有しよ

う。 
・班ごとに調べたことを発表する 
・感想を述べ合う 

○専門家の講評を聞く 

○自然を守りたくない、守る必要は

ないと考える意見があることも紹

介 （例）・虫が嫌い。落ち葉が邪

魔。土が汚い。 

○専門家に以下の講話を依頼 
テーマ：「東海村の自然の行方」 
内 容 
 ①講評 
 ②戦略などを踏まえた村の考え 

 

学習の展開例（４時間） 
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○東海村の自然の将来について考えたことを発信しよう 
・調べたこと、考えたことを、東海村役場，また，村や地区主催の催し等で展示・説明

する。あわせて，アンケートをとって説明を聞いた方々の意見を聞く。 
 

発展 

○必要な資料等の提供 
○専門家の紹介や必要に応じた派遣 
○児童生徒がまとめたことについて展示、さらには説明の場の用意（村環境学習発表会、

役場内 等） 
 

村の支援 


