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はじめに

都市化や少子化、人間関係の希薄化など子どもたちを取り巻く環境が大きく変

化する中、命の大切さやかけがえのなさを理解することの重要性が再認識されて

おり、人間形成の基礎が培われる時期に、命の営みやつながり、命の大切さを学

ぶことが求められています。

こうした背景のもと、本県では、幼児期、学齢期、成人期において、体験を基

本とする環境学習・教育の指針を定めた「環境学習環境教育基本方針」に基づき、

平成 19 年度から公立小学校 3 年生を対象に「環境体験事業」を段階的に実施し、

平成 21 年度からは全校で実施しています。

平成 22 年度に「自然学校」、「トライやる・ウィーク」など各体験活動の接続

や在り方等について評価・検証を行うため、兵庫型「体験教育」の評価・検証委

員会が設置され、兵庫型「体験教育」のさらなる充実に向けた協議が行われまし

た。その中で、「環境体験事業は、1 年を通して植物の成長を知るなどの体験活動

を通して、自然への興味・関心、地域の自然を大切にしようとする意識を高めた

り、生命のかけがえのなさを学ぶなど、その教育的意義は大きく、地域や教員か

ら高い評価を得ている。」と評価されています。

そこで、「環境体験事業」5 年目を迎えた今年度、本県では「環境体験事業」推

進委員会を設置し、全県的な事業の実施状況を集約し、教育効果や課題について

協議するとともに、環境体験事業の一層の充実を図るために効果的な取組を集積

し、実践事例集にまとめました。

今後、本書を参考に、環境体験事業のさらなる充実を図り、子どもたちの豊か

な心が一層はぐくまれることを期待します。
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Ⅰ これまでの実施状況の成果と課題

●：３回以上の一連のテーマ性をもった学習活動

を行った。

▲：「事前～環境体験事業～事後」を見通した全

体計画を作成して取組を行った。

●：興味・関心を生かし、生き物の多様性など地

域の自然の良さに気付くプログラムを実施し

た。

▲：命の営みやつながり、命の大切さを感じるプ

ログラムを実施した。

●興味・関心を生かし、生き物の多様性など地

域の自然の良さに気付いたり、四季の変化を

五感で感じたりするプログラムを実施する

学校の割合は増加している。

▲命の営みやつながり、命の大切さを感じるプ

ログラムを実施した割合が減少している。

●環境教育の年間計画を作成し、３回以上の一

連のテーマ性をもった学習活動を行っている

学校の割合は増加している。

▲「事前～環境体験事業（３回以上）～事後」

を見通した全体計画を作成し取組を行ってい

る学校の割合は平成２０年度に比べ低くなっ

ている。

環境体験事業の趣旨を踏まえ、自然との触れ

合いから命の営みやつながり、命の大切さが

実感できるようなねらいを設定し、命を大切

にする心をはぐくむためのプログラムを実施

することが大切である。

事前・事後指導を含め、教育課程上の位置

付けを明確にし、系統的に計画・実施する

必要がある。

○過去３年間の環境体験事業の実施状況の報告書等を基にして、活動回数や実施状況をまとめています。

学校数 （※複数回答）
学習内容 具体的な活動例

H20(508 校) H21(805 校) H22(793 校)

里山での体験 かぶと虫の飼育、クヌギの苗つくり・植

樹、下草刈り等

185 校

(36.4%)

345 校

(42.9%)

353 校

(44.5%)

田や畑での体

験

米作り、黒大豆や綿花の栽培、棚田での

自然観察等

256 校

(50.4%)

402 校

(49.9%)

418 校

(52.7%)

水辺での体験 ホタルの飼育、希少植物の栽培、水辺の

生き物の観察等

203 校

(40.0%)

338 校

(41.9%)

394 校

(49.7%)

地域の自然の

中での体験

草花や昆虫の観察、野鳥観察、自然を活

用した体験型学習等

177 校

(34.8%)

394 校

(48.9%)

503 校

(63.4%)

① 命を大切にする視点からねらいを立てます

② 事前・事後学習を含めて系統的に計画を立てます
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●：理科等の教科との関連を図り、教育効果を相

互に生かす取組を行った。

▲：道徳との関連を図り、教育効果を相互に生か

す取組を行った。

●：生活科等これまでに取り組んできた環境教育

とつながる活動を実施した。

▲：環境体験事業の取組を生かし、４年～６年に

おいても環境教育を行った。

●：ボランティア等の参画を得た取組を実施した。

▲：保護者と環境体験事業の成果を共有するなど、

家庭と連携を図った取組を行った。

●ボランティア等、地域住民の参画を得て、活

動の充実を図っている学校の割合は増加して

いる。

▲保護者と環境体験事業の成果を共有するな

ど、家庭と連携を図った割合は平成２０年度

と比べ低くなっている。

●主として総合的な学習の時間に環境体験事業

を実施し、理科等の教科との関連を図り、教

育効果を相互に生かす取組を行っている学校

の割合は増加している。

▲道徳との関連を図り教育効果を相互に生かす

取組については、前年度に比べ取組が進んで

いるものの、全体としての割合は低い。 

●生活科等、これまでに取り組んできた環境教育

とつながる活動として環境体験事業を実施し

ている学校の割合は増加している。

▲環境体験事業の取組を生かし、４年生～６年生

においても環境教育を行った割合は前年度に

比べ上昇しているもののその割合は低い。

環境体験事業を中心として、子どもの成長過程

を踏まえた系統的な環境教育を実施していく

必要がある。

児童が環境体験事業を通して気付いたことや

感じたことを道徳の時間の学習と相互に関連

付けていく取組が必要である。

学校間で活動発表会等の情報交流会を行った

り、取組内容や学習の成果を地域・家庭に情

報発信したりするなど、家庭、地域住民の参

画を得て取組を充実させる必要がある。

※ グラフについて

体験活動実施状況調査から抜粋している。各学校が回答している。

③ 子どもの発達段階を踏まえて学校全体で計画を立てます

④ 各教科と関連付け、教育効果を相互に生かします

⑤ 家庭や地域に成果を発信し、情報を共有します
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Ⅱ 環境体験事業をより充実させるために

《各学校で環境体験事業を充実させるための視点》

視点１(ねらい)

命の営みやつながり、命の大切さを実感させるプログラムを実施しているか

命を大切にする心をはぐくむ環境体験事業の趣旨を踏まえ、五感を使って感じるプログラム

を工夫する必要がある。

視点２(計画)

テーマ性をもち計画的に環境体験事業が実施されているか

教育効果を高めるために、「事前～環境体験活動～事後」を含めて全体計画を作成し、指導

方法や活動場所を工夫する必要がある。例えば、都市部の学校においては、校区内に流れる河

川の下流と校区外にある上流の水質を比較したり、校区内の公園と山間部にある緑豊かな森林

の様子のちがいや共通点を見付けたりするなど工夫し、系統的に計画する。

視点３（教育活動の系統性）

子どもたちの成長を捉え、系統性のある体験活動となっているか

生活科や自然学校、他学年の環境教育など学校全体を見通して、身近な自然からグローバル

な環境問題まで、系統性のある効果的な教育活動を進める必要がある。

視点４（教科等との関連）

環境体験事業と他の教育活動との関連を図る取組となっているか

主として総合的な学習の時間や特別活動に位置付け、各教科や道徳のねらいや内容と相互に

関連付けることが重要である。

視点５（保護者、地域住民の参画）

保護者や地域住民と子どもたちの学びや成長を共有し、参画を得る取組となっているか

環境体験事業の子どもたちの学びや成長、学校の方向性を保護者や地域住民等に発信し、参

画を得ることが重要である。

ふるさとを大切にする心の育成

地域住民の参画による地域の里山、河川等の調査、特産物の栽培、昆虫の飼育等の体験活動を通し

て、地域の人とふれあい、地域のよさを再発見し、ふるさとを大切にする心の育成が期待される。

命の営みやつながり等の理解の深化

１つの命が育っていくことの難しさを、五感を使って感じたり、さまざまな自然環境の中、生物が

懸命に生きる姿を調べたりする体験活動を通して、命の営みやつながり、命の大切さについての理解

が深化することが期待される。

子どもたちの自信や意欲の向上

家庭や地域、関係機関等、多くの大人たちとの交流を通して、認められたり、励まされたり、とき

には間違いを指摘されたりする体験により、他の様々な活動への自信や意欲の向上が期待される。

※ 教育効果については次頁以降の事例より抽出しています。
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環境体験事業

総合的な学習の時間（２６時間）

１ ねらい

「発見！中吉川たんけんたい

～自然とふれあい、

いろいろな生命を見つめよう～」
学校の近くには、「記念碑山」があり、多種の

植物や様々な動物が生息する豊かな自然が残っ

ている。「記念碑山」での体験活動を通して、そ

こをすみかとする生物に触れ、生物が互いにかか

わり合って生きていることを知り、命の営みや自然に対する豊かな感性をはぐくむ。

２ 活動の実際（３５時間） ※ 主な活動場所：記念碑山周辺

〈事前学習〉 記念碑山ってどんなところ?

〈事後学習〉①記念碑山の恵みを生かそう。(工作・堆肥づくり)

②記念碑山で学んだことをまとめ、発信しよう。

３ 他学年との教育課程上の関連

○１年（生活科）なつがきたよ あきってきもちいいね わくわくふゆがやってきたよ

○２年（生活科）発見したことをお知らせします（春・夏・秋・冬）

○４年（理科） 生き物の１年間 （総合）エコキッズ探検隊

○５年（理科） 植物の発芽と成長 （社会）私たちの生活と森林

○６年（理科） 自然とともに生きる （社会）環境問題について調べる

４ 各教科等との関連
理科（４時間）

「身近な自然の観察」

図画工作（４時間）

「自然物を使った工作」

道徳（１時間）

「生命の尊さを感じ取り、生命あるものを大切

にする」

環境体験活動

事前学習

事後学習

各校において環境体験事業を充実させるための参考となるように５つの視点を踏まえた実施内容

及び教育効果等について実践事例を掲載しています。

① 春の記念碑山へ行って自分の観察テーマを決めよう

② 夏の記念碑山の様子を観察しよう

③ 秋の記念碑山の様子を観察し、木の実や葉、枝などを集めよう

④ 吉川里山公園へ行き、記念碑山と比較しよう

⑤ 冬の記念碑山の様子を観察しよう

※ 「道徳」とは、学校全体で行う道徳教育を補充、深化、統合する「道徳の時間」を指している。以後、同じ扱い。

他教科等との関連を工

夫している

年間を通して計画し、

四季を感じさせている

整備状況の異なる里山

を比較するため活動場

所を工夫している

個 々 に テ ー マ を も た

せ、指導方法を工夫し

ている
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５ 保護者、地域住民の参画

○森のインストラクター（６名） 【 記念碑山の生物・森林の役割 】

○保護者、地域住民（２０名） 【 環境体験事業発表会への参加、助言 】

成果

○春に見付けた発芽したドングリ（コナラ・アベマキ）を育てるのに

苦労したり、季節ごとの山の動植物の様子の変化に驚いたり、体験

を通して一つの命が育っていくことの難しさを実感することがで

きた。

○講師（森のインストラクター）からの継続的に指導助言を得るなど、

専門性の高い地域の方々の協力を得ることにより、子どもたちは身

近な自然環境を生かした、地域に密着した活動ができた。

○学んだことを意欲的にまとめ、表現方法を工夫することができた。

事後発表会での、保護者、地域の方等の参加により、学びを発信す

る喜びを感じることができた。

子どもの声

○一番の大発見は、記念碑山のドングリの芽がだんだん少なくなって

いったことです。ドングリが落ちたら、全部生えると思っていまし

た。自然の中で生きるのは大変だと知りました。

○山では、季節ごとにちがう葉があったり、一面ちがう色になったり

することに気付きました。

○わたしたちが記念碑山で発見したことをたくさんの人たちに知ら

せることができました。

保護者の声

○身近にありながら今まであまり足を踏み入れることがなかった場

所で、継続して体験学習ができ、そこに生息する生物のことや季節

の移り変わりによる変化を感じることができてよかった。

○学習のまとめの発表を聞き、身近な自然の価値について改めて考え

ることができた。

地域・支援者の声

○全員が観察や採集などに大変意欲を持って活発に活動できており、

共に楽しむことができた。

○伝えたいことがしっかり伝わるよう工夫された分かりやすい発表

を聞かせてもらい、とても嬉しく思った。

～ Point ～

人が手を入れている里山と入れていない里山の自然を題材として、そこ

をすみかとする生物を調べ、その共通点や違いなどを、五感を使って感

じる取組。

命の営みやつながりの

理解の深化

子どもたちの自信や意

欲の向上

子どもたちの自信や意

欲の向上

命の営みやつながりの

理解の深化

夏（ヒマワリ）
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環境体験事業

総合的な学習の時間（13 時間）

１ ねらい

「玉ネギ作りから自然・命を感じよう」
玉ネギ作りや玉ネギを利用する活動を通じて

その生命力や素晴らしさに気付かせるとともに、

玉ネギが育つ畑やその周りの自然を観察する活

動を通じて、身近な自然の多様な生き物の存在

に気付かせ、命のつながりを感じ取らせたい。

２ 活動の実際（２２時間） ※ 主な活動場所：田畑

〈事前学習〉 ４年生から玉ネギの話を聞こう

〈事後学習〉 ２年生に自分たちの玉ネギの宣伝をしよう

３ 他学年との教育課程上の関連

○１、２年生（生活科） ぐんぐんのびろ

○４年生（理科） 季節の自然

○５年生（総合的な学習の時間） 体験しよう米作り・考えよう私たちの町の農業

地域の自然を調べよう

○６年生（総合的な学習の時間） 地域の事を発信しよう

４ 各教科等との関連

理科（３時間）
「身近な自然の観察」

社会（５時間）
「地域の産業（生産や販売の特色）」

道徳（１時間）
「生命の尊さを感じ取り、生命あるものを大切に

する」

環境体験活動

事前学習

事後学習

① 玉ネギを収穫して販売しよう

② 玉ネギの出荷体験をし、玉ネギ作りを教えてもらおう

③ 玉ネギの種をまき、成長を観察しよう

④ 畑の周りの生き物を調べたり、有機肥料を使って土を作ろう

⑤ 玉ネギの苗植えをしよう

⑥ 玉ネギ染めをしよう

玉ネギ作りだけでなく、周囲の生き物に気付かせ、命を考える視点がある

収穫、販売から計画し、子ど

もたちに興味・関心をひく工

夫をしている

農作業だけでなく、生き物

を調べたり、玉ネギ染めを

したりして指導方法を工夫

している
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５ 保護者、地域住民の参画

○地域の農家の方々（４名） 【 玉ネギ作りの指導とアドバイス 】

○ＪＡ職員（２名） 【 玉ネギと玉ネギ作り 】

○兵庫県自然保護指導員（１名） 【 生き物調べの指導 】

○保護者（２７名） 【 参観日「調べ発表」に参加 】

成果

○身近な自然・命に目を向ける子どもが多くなった。

○特産物である玉ネギを育てることの喜びや難しさも含め、命の不思

議・素晴らしさを実感することができた。

○多方面の方々がそれぞれの立場から自然の素晴らしさを伝えていた

だき、その思いを感じ取ることができた。

子どもの声

○「玉ネギの種って、こんなに小さいんだ」「芽が出たよ」「育ったよ」

といった成長に対する喜びの声を日々聞くことができた。

○「玉ネギは種のときは何にもにおいがないのに、芽が出たら玉ネギ

のにおいがしたよ。」「食べてみたらやっぱりからかった。」など成長

の過程で五感を使って観察し新しい発見を友だちや先生に報告して

いた。

○「わたしが活動をして一番びっくりしたことは、ふだん生活してい

て気付かなかった虫をいっぱい見たことです。うれしかったです。

ガのよう虫をはじめて見てすごかったです。わたしは虫が苦手だけ

ど、これからは、虫の観察をしたり触ったりしてみたいです。」との

声があがった。

○収穫時、「どうしてふたごができるの？」「どうしてぼんさん（ネギ

ぼうず）ができるの？」といった疑問をＪＡの職員や農家の方の指

導の中で解決していった。自分たちの玉ネギの苗もぼんさんになる

可能性が出てきて、「しっかり肥料をやらなくちゃ」「日当たりをよ

くしよう」「草をしっかり引かなくちゃ」など、指導されたことを生

かしてお世話していた。

保護者の声

○（玉ネギの販売では、）子どもたちがポスターを作ったり、チラシを

配ったりしてがんばって活動しているので玉ネギを買いました。

○（参観日の発表会では）玉ネギの成長や畑の周りの生き物と土のこ

とについてよく調べていてびっくりしました。

地域・支援者の声
○最初は、子どもたちの玉ネギ作りはうまくいくかどうか心配だった

けれど、上手にお世話することができ感心しました。

○子どもたちと一緒に活動することで、自分自身も新たな発見があり

ました。またこのような機会があったら声を掛けてください。

～ Point ～

地元の特産物である玉ネギの栽培や収穫・販売体験を通して、畑の周りに

いる生き物を調べたり、玉ネギ作りにかける人々の思いにまで迫ったりし

ている取組。

命の営みやつながりの

理解の深化

子どもたちの自信や意

欲の向上

子どもたちの自信や意

欲の向上

ふるさとを大切にする

心の育成

冬（スイセン） 8



環境体験事業

総合的な学習の時間（1８時間）

１ ねらい

「たんけん！発見！！

わたしたちの矢田川！！！」
本校区には矢田川の源流があり、地域の中心を

南北に流れている。

環境の変化はあるものの、今もなお多くの生き

物が生息しており、豊かな自然が残されている。

しかし、昔と比べて、身近な自然とのかかわりや

関心が希薄になっている児童が多いように思われる。

そこで、矢田川での体験活動を通して、ふるさとの自然に触れ、地域の方や専門の方

から話を聞き、いろいろな矢田川の不思議を知ったり発見したりする。また、生命を実

感させることで、自然豊かな郷土を誇りに思い、大切にしていこうとする心情をはぐく

みたい。

２ 計画（２３時間） ※ 主な活動場所：矢田川周辺

〈事前学習〉 矢田川の昔の様子や生活とのかかわり、今と昔との変化を知る。

矢田川の様子や生息する生き物、川での安全や釣りの道具について学ぶ。

〈事後学習〉 土木事務所の方より、川の仕組みや不思議、矢田川の様子について学ぶ。

矢田川で学んだことをまとめて、伝え合う。

３ 他学年との教育課程上の関連

○１、２年生（生活科）身近な自然との触れ合い

○４年生（社会科） 浄水場や下水処理場・町焼却最終処分場の現地学習

○５年生（社会科） 身近にある森林での地域の人々の活動やかかわり

○６年生（社会科） 行政としての自然環境への働きかけ

４ 各教科等との関連

理科（４時間）
「身近な自然の観察」

道徳（１時間）
「生命の尊さを感じ取り、生命のあるものを大切に

する」

環境体験活動

事前学習

事後学習

① ウナギの稚魚の放流

② 矢田川の水生生物探し

③ 矢田川でのサンショウウオ探し

④ 矢田川での魚釣り

五感を使って、命、ふるさとを大切にする視点を考えている

保護者、地域の方の話を聞き、より身近

なものとして興味、関心を高めている

活動の目的に変化をつけ、子どもたち

の興味、関心を引くよう指導方法を工

夫している
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５ 保護者、地域住民の参画

○保護者、地域住民（３０名） 【 昔の様子や生活の関わり、今と昔との変化 】

○地域住民（８名） 【 水生生物の採集と観察、魚つり 】

○漁業協同組合の方（３名） 【 稚魚の放流 】

○土木事務所の方（３名） 【 川の仕組みや不思議、矢田川の様子 】

成果

○矢田川での稚魚の放流や生き物さがし・サンショウウオさがし・魚釣

りと、いろいろな生き物との触れ合いを通して、命の尊さと自然の大

切さを肌で感じることができた。

○専門家の話を聞くことから、矢田川の流れや川の不思議（仕組み）に

ついて学ぶことができ、川のもつ重要性を理解することができた。

○矢田川のことを熟知している地域の方々の協力を得ることにより、地

域に密着した活動ができた。

子どもの声
○うなぎを放流する時、「大きくなってね。」と声を掛けながら行いまし

た。

○ぼくは、そんなに魚が好きじゃなかったけど、好きになりました。

○きれいな川にいる水生こん虫がいっぱいいて、うれしかったです。

○サンショウウオをはじめて見ると、「こんな形なんだなぁ。こんな色

なんだなぁ。」と思いました。サンショウウオは浅い川が好きだとい

うことが分かりました。

○川の中は、いろいろな水生こん虫がいました。矢田川は、とてもきれ

いな川だから、生き物がたくさんいると思いました。

保護者の声

○父親と川に行って、魚釣りや生き物探しを楽しむようになりました。

○魚があまり好きではなかったのですが、川に行って生き物を見付けて

来たり、図鑑や本を手にしたりするようになりました。

地域・支援者の声

○「子どもたちに、もっと矢田川のことを知って欲しい」「いろいろな

ことを体験させてあげたい」と思っています。ゆったりと矢田川での

体験を楽しむことができるようにして欲しいです。活動時以外でも体

験の機会があれば声をかけるし、いくらでも協力したいと思います。

～ Point ～

自然豊かな故郷の川を題材として、水生生物やサンショウウオを探した

り、魚釣りをしたりして、ふるさとを大切にしていこうとする心をはぐ

くむ取組。

命の営みやつながりの

理解の深化

ふるさとを大切にする

心の育成

子どもたちの自信や意

欲の向上

ふるさとを大切にする

心の育成

春（ミズバショウ）
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環境体験事業

総合的な学習の時間（13 時間）

１ ねらい

「林田川、大好き」
本校区は、豊かな自然環境の中にある。校区には

揖保川の支流林田川が流れているが、安全確保のた

め子どもだけの川遊びは難しく、その自然の素晴ら

しさを体感できずに生活している児童も多い。そこ

で地域の人々や行政の方々の協力を得て、林田川を

中心とした水辺での環境体験を行い、生き物の命の

営みを実感させ、自然や季節のつながりを学び、豊かな感性をはぐくみたい。

２ 計画（３１時間）※主な活動場所：林田川下流（校区内）

林田川上流（姫路市鹿ヶ壺）

〈事前学習〉 林田川の今と昔、そこに住む生物について

〈事後学習〉 ふれあい活動（全校集会）で魚釣りゲームをして全校生に林田川のこと

を知ってもらおう

３ 他学年との教育課程上の関連

○１、２年生（生活科） 身近な自然との触れ合い

○４年生（社会科） 地域の先人に学ぶ（林田川の堰を作った先人）

○５年生（総合的な学習の時間）環境活動（水質保全のために地域の方々や近隣の工場

の皆さんが努力された話を聞き、自分たちができるこ

とを考える）

（理科） 流れる水のはたらき（上流と下流の石の大きさや形を

比べる）

４ 各教科等との関連型

理科（５時間）
「身近な自然の観察」

道徳（１時間）
「生命の尊さを感じ取り、生命あるものを大切に

する」

環境体験活動

事前学習

事後学習

① 農業用水の取得のため水量の減少した林田川で魚釣りをしよう

② 林田川の上流（鹿ヶ壺）へ行き、上流と下流の様子の違いを比

べ、水生生物の観察をしよう

③ 河川事務所の方の指導の下、校区内の林田川（下流）で水生生

物の観察をしよう

④ 魚道実験を見て、林田川下流の実際の魚道を見学しよう

⑤ 冬の林田川下流の様子を観察し、環境保護活動としてゴミ拾い

をしよう

多くの大人の参画を得て、普段、入ることのできない川で生物を観察し、命について考えている

今と昔、上流と下流な

ど、比較対象を示して学

習を進めている

11



５ 保護者、地域住民の参画

○下阿曽自治会の方々（３名） 【川をせき止める風船ダムの開閉】

○ＰＴＡ父親委員会の方 （々１５名）【子どもが川の中へ入りやすいように除草作業、テント設営】

○河川事務所の方 （々８名） 【鹿ヶ壺、林田川下流での観察活動の支援、水質実験の説明】

○土木事務所の方々（１０名） 【安富ダム見学の説明、安全確保】

○保護者、地域住民（２０名） 【林田川下流で観察活動をするときの安全管理】
※ 風船ダム：風船を膨らませて水を堰き止める

成果
○指標生物となる水生生物を採集したり、飼育したりすることで、「命

のつながり」について考え、また川の環境問題についても考察でき

た。 
○地域を流れる川でありながら、安全上の理由で一度も川に入ったこ

とのない児童がほとんどであったが、この活動によって「自分たち

の川」という意識を強くした児童が多かった。

○自分たちが体験して得た情報を全校生にポスターセッションで発信

するとともに、いかるがフェスティバル（児童集会）で水生生物を使

った魚釣りゲームをして啓発活動した。

○お世話になった地域の方々に感謝の気持ちをもち、普段道で会っても

大きな声で挨拶ができる子が増えた。

子どもの声
○林田川のスタートの谷が見れた。すごくきれいな水だった。そこで

サワガニがいっぱいとれた。僕たちの校区を流れる林田川でもサワ

ガニが住めるようなきれいな水になったらいいなぁ。

○鹿ヶ壺の水はとってもきれいで冷たかった。同じ川でも上流と下流で

はすごく違うんだなと思った。

○はじめはなかなか生き物が見つからなかったけど、石をのけてうらを

見るとカワニナがいました。空き缶の中からえびが出てきました。

○河川事務所のおじさんに水のきれいさを測る実験を見せてもらいま

した。私たちの校区の林田川は水質階級が２か３ぐらいでけっこうき

れいでした。なんだかうれしくなりました。

保護者の声
○子どもと一緒に川に入りました。風船ダムで堰止めてもらって普段

はなかなか入れない場所で、子どもと一緒に楽しめました。

○初めて魚道の模型実験を見せてもらいました。魚が川を上って行く

様子がよく分かり、家でも子どもとその話題で盛り上がりました。

○私たちの子どもの頃には、川が汚れていて、とてもこんなことはでき

ませんでした。これを機にまた子どもといっしょに林田川を散策して

みたいと思います。

地域・支援者の声
○今回の経験で子どもたちがちょっとでも川の生き物について興味を

持ってくれれば幸いです。そして、自分たちの川を守っていこうと

いう気持ちになってくれれば言うことはありません。

～ Point ～

普段、入ることのない林田川を題材にして、今と昔、上流と下流等比較

したり、水生生物を観察したりして、命や川の環境について学ぶ取組。

安全確保等のため多くの大人の協力を得ている

ふるさとを大切にする

心の育成

ふるさとを大切にする

心の育成

命の営みやつながりの

理解の深化

子どもたちの自信や意

欲の向上

夏（ヒマワリ）
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環境体験事業

総合的な学習の時間（４９時間）

１ ねらい

「久下自然調査隊」
校区には家が密集する場所や大きな工場が立ち並

ぶ場所から、貴重な生物が生息する深い山奥まで、多

種多様な生物が生息できる環境がある。

また、大きな篠山川とその支流の山田川、石戸川、

金屋川等生き物を調査するのに適した川が複数流れている。地域では、数年前からゲ

ンジボタルの保護に力を入れ有名なホタル観賞スポットになっている。

ホタルを飼育し、生態を調べ、また水生生物の調査を通して命の営みや自然に対す

る豊かな感性をはぐくみたい。さらには、自分にできることを考え行動に移すことで、

地域や自然を愛する心をはぐくみたい。

２ 計画（５６時間） ※ 主な活動場所：石戸川、山田川、三田市深田公園

〈事前学習〉 毎日の自然発見「はしりもの、変わり種」を通して地域の自然に興味

をもつ。校内のタンポポ調査をする中で、昔からある「自然」が少な

くなっている現状に気付き、地域の自然を調べる意欲付けをする。

〈事後学習〉 ①ホタルのことを調べ、羽化させ、地域のホタルマップを作成する。

②水質を判定したり、外来種問題について考えたりする。

③自分たちにできることを考えよう。

「久下自然大百科」の作成。「いきものランド」の開催。

３ 他学年と教育課程上の関連

○１、２年生（生活科）身近な自然との触れ合い

○４年生（社会科） 私たちの水

○５年生（社会科） 国土の環境を守る

○６年生（理科） 自然とともに生きる

４ 各教科との関連

理科（６時間）
「身近な自然の観察」

道徳（１時間）
「自然や動物を大切にする態度を育てる」

環境体験活動

事前学習

事後学習

① 石戸川でホタルの幼虫を捕ろう

② 山田川の生き物を調べ、水質を調査しよう

③ 石戸川の生き物を調べ、水質を調査しよう

④ 三田の公園都市と自分たちの地域との生き物を比べてみよう

⑤ 「人と自然の博物館」へ行き学習を深め、「いきものかわら

ばん」を作ろう

地域で保護しているホタルを中心に命について考えている

生物、水質の異なる川を

比較するため活動場所

を工夫している

関連施設との効果的な

連携をしている

学びの発信方法等

を工夫している
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５ 保護者、地域住民の参画

○岡本のホタルを守る会の方々（４名）【 保護の必要性・活動内容 】

○人と自然の博物館（５名） 【 生物の採集、助言 】

○地域の環境団体（３名） 【 資料の提供 】

○保護者（３０名） 【 学年活動への参加・夜のホタル調査の協力 】

成果

○毎日の発見活動や、川での生き物調査活動（３回）をすることで、雑草

にも、虫にも、魚にも名前があり、その名前や特徴をつかむことで、そ

れらを身近に感じ、大切にしようという気持ちが芽生えた。

○ホタルの幼虫を捕まえ、それを成虫にまで育てる活動をすることで、ホ

タルの住む環境や生き物の生態を知ることができた。さらに生き物から

水のきれいさを調査する活動を通して、きれいな川にしようという態度

が育った。

○人と自然の博物館の専門家のお話と学校での活動がうまくリンクし、こ

の交流を通して、生き物の調べ方、記録の残し方、記録することの大切

さを知り、環境調査の重要性について理解できた。

○地域でのホタルを守る活動に触れることで、自分たちも実践していこう

という意欲付けができ、「いきものランド」を開催し、１、２年生に生

き物と触れ合う楽しさを伝える活動ができた。

子どもの声

○ホタルを見に行ったとき、ホタルが１００匹ぐらい飛んでいました。ホ

タルはきれいでした。友だちは、みんなにっこりしていました。わたし

は、やっぱりホタルは世界一きれいなんだなと思います。そして帰ると

きに、「ホタル、元気にいてね。」と思いました。

○メス１０匹に対してオスは３０匹っていうのにびっくりしました。たま

ごの数もすごく多かったけど生まれてくるのがちょっとだけだったの

で、ホタルになれなかったよう虫はかわいそうだと思いました。

○家に帰って家族で公園に行きました。公園の後ろの林に１５匹ぐらいい

ました。最近見ていなかったから、こんなに多くいてびっくりしました。

保護者の声

○子どもと一緒に活動することで、地域の自然に興味をもつようになっ

た。 
○ホタル調査では、家族そろって夜にホタルを見に行くことができ、家族

団欒のいい時間をいただいた。

○同じ丹波市とは思えない幻想的な光景を見せていただき感動しました。

地域・支援者の声

○自分たちの取り組んでいる活動を、地域の人に知ってもらってうれし

い。たくさんの人にホタルを見に来てもらうと、保護活動をやっている

方もやりがいがある。

～ Point ～

地域で保護しているホタルを題材として、川の水質を調べたり、他の水

生生物を調べたりしながら、関係機関と協力して取り組んでいる。

子どもたちの自信や意

欲の向上

子どもたちの自信や意

欲の向上

ふるさとを大切にする

心の育成

命の営みやつながりの

理解の深化

秋（クリとノジギク）
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環境体験事業

総合的な学習の時間（1１時間）

１ ねらい

「２１世紀の森を育てる」
校区には公園があるだけで、森や山はなく工場と

住宅地に囲まれた生活環境である。そんな中で、子

どもたちが虫や木などの自然と触れ合えるのは学校

と外部機関等に限られる。ドングリを植えて「２１

世紀の森を育てる」活動を通して、あらゆるものの

命を育む森の大切さを知り、活動を通して命や自然を大切にする心を育みたい。

２ 計画（１８時間） ※ 主な活動場所：尼崎２１世紀の森

〈事前学習〉 理科とリンクさせ植物を育てたり、昆虫の観察を行ったりする。また、

学校の周りの環境と緑のある学校の環境を比較し、虫にとって住みやすい

環境とはどういうものなのか考えよう。

〈事後学習〉 環境体験で学んだことを発表しよう！

３ 他学年との教育課程上の関連

○１、２年生（生活科） 植物の栽培（さつまいも、トマトなどの野菜）」

○４年生（総合的な学習の時間）ヘチマとヒョウタンを作り、ヘチマはたわしに、ヒョ

ウタンは水筒にし、環境にやさしい物を作り出す活動

をする

○５年生（総合的な学習の時間）自然学校で、川をきれいにする働きのあるバイカモの

苗の植え付け作業を行っている

○６年生（総合的な学習の時間）校内クリーン作戦をして落ち葉を集め、腐葉土にして

全校の農園に安全な堆肥としての活用を進めている

４ 各教科等との関連

理科（６時間）
「身近な自然の観察」

「いろいろな昆虫の観察」

道徳（１時間）
「自然のすばらしさや不思議さに感動し、自然や

動植物を大切にする」

環境体験活動

事前学習

事後学習

① 木のひみつをさぐろう（春）

② 森づくりを体験しよう

③ 木のひみつをさぐろう（秋）

④ お家の人と一緒に自然を体験しよう

都会であっても栽培に取り組み、命の視点を入れた活動となっている

学校全体で計画を立て、取り組んでいる

季節によって木の様子を比較で

きるよう工夫している

保護者の方と一緒になって体験

するプログラムを立て指導を工

夫している

森づくりを体験させることで、21 世紀の環境

を担う一員であることを自覚させている
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５ 保護者、地域住民の参画

○保護者（３５名） 【 自然体験への参加 】

○保護者（３２名） 【 環境体験事業発表会への参加、助言 】

○地域住民（１０名） 【 栽培活動への参加 】

成果

○昆虫採集や植物の栽培活動を通して、生き物の命を大切にする心を

はぐくむことができた。

○植樹の体験をすることによって、自分たちが２１世紀の環境を担っ

ていく一員だという自覚をもたせることができた。

○学年活動で保護者の方に、ネイチャーゲームに参加してもらうこと

により、親子で自然のおもしろさや大切さを学んでもらうことがで

きた。

子どもの声

○自分が育てている野菜に名前をつけたり、毎日声を掛けてあげたり

すると元気に育ってくれた。生き物にも命があるということが分か

った。

○顕微鏡を使って葉の観察をすることで、葉の葉脈の様子、蒸散のふ

しぎ等に興味をもつことができた。

○植樹の体験を通して、自分たちでもこれからの環境のためにできる

ことがあるということが分かった。

保護者の声

○保護者も自然の素晴らしさや大切さを再確認することができ、親子

で校庭や校区の環境のことを考えられる活動になったと思う。 
○子どもとともに、学校の中の自然を使って活動でき親子で楽しむこ

とができてよかった。

地域・支援者の声

○子どもたちにとって植物の栽培活動は命を学ぶ上で大切である。そ

のため、これからの栽培活動のさらなる充実を願っている。

○ドングリの植樹の体験を生かして、校区の近くに流れている左門戸

川の河川敷の植樹活動につなげてもらいたい。子どもの活動が、地

域の環境緑化に貢献できるようになればよいと考えている。

～ Point ～

山や川など自然の乏しい、緑の少ない校区でありながら、自然を大切に

しよう、自然を育てたいという積極的な思いをはぐくもうとする取組。

ふるさとを大切にする

心の育成

子どもたちの自信や意

欲の向上

子どもたちの自信や意

欲の向上

命の営みやつながりの

理解の深化

秋（クリとノジギク）
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兵庫県では、環境体験事業を含め子どもたちの環境学習・教育にかかる活動を支援する意欲を持つ人

を公募し、県民局ごとに登録しています。

詳しくは、それぞれの県民局環境関係課にお問い合わせ下さい。

【問い合わせ先】

神戸県民局 県民室環境課

阪神南県民局 県民協働室環境課

阪神北県民局 県民協働室里山・環境課

東播磨県民局 県民室環境課

北播磨県民局 県民生活室環境課

中播磨県民局 県民室環境課

西播磨県民局 県民室環境課

但馬県民局 県民協働室環境課

丹波県民局 県民室環境課

淡路県民局 県民生活室環境課

〒650-0004

〒660-8588

〒665-8567

〒675-8566

〒673-1431

〒670-0947

〒678-1205

〒668-0025

〒669-3309

〒656-0021

神戸市中央区中山手通 6-1-1

尼崎市東難波町 5-21-8

宝塚市旭町 2-4-15

加古川市加古川町寺家町天神木 97-1

加東市社字西柿 1075-2

姫路市北条 1-98

赤穂郡上郡町光都 2-25

豊岡市幸町 7-11

丹波市柏原町柏原 688

洲本市塩屋 2-4-5 

078-361-8629

06-6481-4658

0797-83-3146

079-421-9313

0795-42-9377

079-281-9203

0791-58-2138

0796-26-3651

0795-73-3774

0799-26-2072

【ひょうごグリーンサポーター活動情報ファイル】

県民局ごとに登録されたサポーターの活動情報ファイル 平成２２年 7 月、各小学校に配布

環境教育副読本【兵庫県教育委員会】

ちきゅうはたからもの ーしぜんはともだちー （小学校低学年用） 「平成 19 年 3 月発行」

地球はたからもの ―環境とわたしー （小学校高学年用） 「平成 19 年 3 月発行」

本書に使用している４つのキャラクターは、

地球はたからもの ―環境とわたしー（小学校高学年用）

に掲載されています。

新たなるステップをめざして！環境体験事業実践事例集

発 行 兵庫県教育委員会 平成 24 年 2 月
連絡先 〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目１０番１号 ℡(078)341-7711（代表）

委員長 熊 谷 哲 兵庫県立大学教授 佐伯紀代子 環境学習情報専門員（神戸・淡路県民局）

副委員長 太 田 正 孝 神出自然教育園園長 二 野 雄 次 環境学習情報専門員（阪神南・阪神北県民局）

林 玄 典 尼崎市立浦風小学校教諭 笹 倉 綾 子 環境学習情報専門員（東播磨・北播磨県民局）

桜 井 騰 三木市立中吉川小学校教諭 斉 藤 洋 子 環境学習情報専門員（中播磨・西播磨県民局）

首 藤 博 史 太子町立斑鳩小学校教諭 北 垣 祐 莉 環境学習情報専門員（但馬・丹波県民局）

宮部真由美 香美町立小代小学校教諭 林 隆 浩 宝塚教育振興室指導主事

西 山 修 丹波市立久下小学校教諭 福 本 悟 播磨東教育事務所主任指導主事

長 尾 香 南あわじ市立北阿万小学校教諭 谷 口 考 則 播磨西教育事務所主任指導主事

平成２３年度兵庫県「環境体験事業」推進委員会委員

ひょうごグリーンサポーターについて
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