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雑 報

自然体験プログラムの類型別の階層化・体系化の試み

－学社融合・地域人材資源の活用を視野に入れて－

須永 智

群馬県教育委員会事務局生涯学習課昆虫の森建設室：〒371-857O前橋市大手町1－1－1

』
日要

従来の自然体験プログラムの多くは，施設で実施可能な内容をプログラムとして提示してい

るにすぎなっかたようである． しかし，参加する児童・生徒や一般の人々には，発達段階や自

然体験の程度に大きな差がある．今回，個人差を考慮した体験プログラムの階層化という視点

に着目した． さらに階層化されたプログラムのそれぞれを体系的に整理し， プログラムの目的

を明確にすることを試みた． このように整理されたプログラムを学社融合の視点から地域の人

材資源の活用を通して実施していくことも併せて提案したい．
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もあるといえよう
はじめに

様々な施設で様々な体験活動が現在実施されているが，

その取り組みのほとんどが「可能な活動を実施する」とい

う姿勢に終始してはいないだろうか．今回提案するプログ

ラムの階層化・体系化は， プログラムとして実際に実施可

能鞍ものに整備していくには， かなりの労力と時間を要す

るものである．今回は， その考え方を示すことを中心とす

るが， プログラム例を実施していく過程で， さらに充実し

たものにしていきたい．

平成14年度から実施される新学習指導要領では，総合的

な学習の時間が新設きれ，すでに平成12年度・13年度は移

行期間として各学校で様々な取り組みが試行されている．

特に，体験的な活動は「生きる力」の育成においても有効

であり，群馬県では「チャレンジスクール」の試行など，

積極的に学校教育の中に体験活動を取り入れている．

しかし，児童・生徒が主体的に取り組む体験活動は，言

葉の響きは良いが，理念や目的が明確な活動プログラムの

下に実施されないと，ただの遊びの時間で終わってしまう

恐れもあり，総合的な学習の時間の設定で懸念されている

「体験あって学習なし」の言葉に象徴されるように， あく

までも体験は学習の手段であるという明確な位置づけも必

要である．

体験活動を計画する学校側や，体験活動を利用の中心に

挙げている施設の多くは，体験活動によって「子どもの何

が育まれるのか」 ，一つの体験活動が「発達段階において

どう意味づけられるのか」といった内容を検討し，体験プ

ログラムを学習の手段として階層化・体系化する必要があ

り， またそういった視点で体験プログラムを整備する責務

自然体験プログラムの目的と階層化の視点

自然体験プログラムの目的を今回は， 「自然を知り， 自

然と人間との関わりを知り， 自然の一員である人間のある

べき姿をもう一度見つめ直すこと」としたい． う．ログラム

の参加者が効果的にこれらの目的を達成するためには，参

加者である子ども達の発達段階や一般の人々の自然体験・

自然認識の程度の差を考慮したプログラムの階層化がより

有効であると考えている．

たとえば，小学校中学年以上を対象とする様々な自然観

察会に家族で参加したいとの希望がよくある． この時，保
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護者とともに幼児が参加する場合もあるが，観察会の内容

は，小学校中学年以上に合わせてあるため，幼児にはその

内容が難しすぎるため，すぐ･に興味を失い保護者が苦労す

る場面をよく見かける． 主催者としては， プログラムが悪

いのか，参加する子どもが悪いのかと考えてしまうが， こ

れこそ子どもの発達段階とプログラムの階層化の必要性を

示している典型的な例そのものといえるのではないか． ま

た，一般参加者の場合， 自然志向が強く自然体験や知識の

豊富な者とたまたま機会に恵まれず自然体験の希薄な者と

では， 自然に対する認識，経験に大きな差がある． そこで，

一般参加者もその経験の有無による階層分けをし，それぞ

れの階層に合ったプログラムを用意することでより一層の

効果が期待できるのではないだろうか．そこで，今回プロ

グラムの利用対象者を5段階に分け， プログラムの階層化

を試みた．

の興味関心を喚起し， 自然を理解する第一歩となることを

目的としている． 自然に出て自然とかかわることで，今ま

で知らなかった生き物や自然の営みへの興味関心が深まる

きっかけとなる．

深まった興味関心を自らの活動で調べていくのが第三段

階である．ただ単に観察したり体験するのではなく，それ

ぞれの興味関心に沿って課題を持って調べ学習を展開して

いくように導きたい． この段階では，それぞれの調べる対

象である「課題」の設定が重要であり，関係する職員の力

量も問われよう．

さらに，進んで，課題を解決するための個々の調べ学習

を総合的に捉えて自然を見つめなおす活動が第四段階とな

る． 自然のしくみを考えるためには，個々の自然の様子を

実際の体験をとおして理解した基礎を持ち合わせているこ

とが必要である． ここでは， 自然を個々の現象として捉える

のではなく、 一つのつながりとして，例えば食物連鎖生

態系の概念を持って総合的に見ていこうとするものである．

このような自然認識を基礎として， 「我々の生活をもう

一度省みること，検証し直すこと」を目的として， 自然と

人間との関係に注目するプログラムを展開するのが，第五

段階となり， 自然理解の最終目的となる．人間も自然の一

員であるという視点で自然を見つめ直し， さらには人間生

活の豊かさとは何かという大きな命題に対する回答をも考

えていこうとするものであり， さらには21世紀に求められ

る我々人類の新たな生き方探しでもあると考えている．

表1 自然体験プログラムの階層化

階 層 対象児童･生徒対象一般人のカテゴリー

自然を感じる

（導入体験）

'1,1 ‘ 2年生

(年長幼児含む）

自然体験の箭薄な人

(自然を肌で感じたい）

1

自然にふれる

（興味の喚起）

小3 ． 4年生 自然体験が目的の人

（自然を潰喫したい）

2

自然を調べる

（深化学習）

小5 ． 6年生3 自然や生き物に興味をもつ人

(生き物の営みを知りたい）

自然のしくみを考える

（総合的に捉える）

中学生 自然の生き物のつ齢'りに興味をもつ人

(食物連鎖や照境と生き物との関係

や生態系の視点を舞いたい）

4

自然と人間との関係を

まとめる

5 高校生 自然と生ざ物のつながりをH謝している人

(地球生態系や人間と環境との関係

を意識する視点を蓋いたい）

ぐんま昆虫の森(仮称)の自然体験プログラム

の類型

ここでは， 自然体験プログラムの具体例として，群馬県

教育委員会で計画する「ぐんま昆虫の森（仮称） 」のプロ

グラム計画を例として取り挙げたい． く･んま昆虫の森（仮

称）事業は，群馬県勢多郡新里村の約48ヘクタールの雑木

林，畑， 水田を敷地として， 自然体験や自然観察の可能な

環境を整備していくものであり，現在雑木林や畑の整備が

ぽぽ完了している．

今日，雑木林，畑， 水田（棚田）等を含む環境を広い意

味で「里山」と言っているが， ぐんま昆虫の森（仮称）は，

この里山そのものを対象としている．里山は， 人間と自然

がうまく共生してきた環境であり，里山環境をベースに，

昆虫， 自然，里山，農業をキーワードにプログラムを展開

していく計画である． これらのプログラムを内容によって

類型化すると以下のようになる．

体験プログラムを「1自然観察プログラム」 「2里山体

験プログラム」 「3農作業体験プログラム」の3類型に大

別した． ぐんま昆虫の森（仮称）は，昆虫の営みを観察し，

昆虫を切り口に自然を理解する自然観察のプログラムを大

きな柱の一つと考えている． また，整備予定地に広がる里

山は人間と自然がうまく共生してきた環境であり，里山で

(理念の確立）

第一段階を導入体験として， 自然を感じてもらうものと

した． 「生活体験・自然体験が日本の子どものこころをは

く･くむ」 （生涯学習審議会答申1999)によれば， 自然体験

が豊富な子どもほど，道徳観・正義感が充実しているとい

う結果が示されている．具体的には「太陽が昇るところや

沈むところを見たこと」 「夜空いつぱいに輝く星をゆっく

り見たこと」 「チョウやトソボ， バッタなどの昆虫をつか

まえたこと」などの自然体験の豊富なほど「友達が悪いこ

とをしていたら，やめさせる」や「バスや電車で席をゆず

る」などの正義感・道徳観が身についている傾向が見受け

られているということである．そこで， まずは自然そのも

のを積極的に体験して欲しいと考えている． 夏の太陽の陽

射しの強さと森の中の涼しさ， 冬の太陽の暖かさと落ち葉

の地面の柔らかさなど， 自然そのものを感じて， 自然への

畏敬の念をわずかでも抱いてもらいたい． この段階のプロ

グラムの対象を小学校の1年生や2年生，一般の人々では，

自然とあまり関わったことのない人たちとした．

第二段階は， 自然への興味の喚起を促すこととした． 自

然の営みそのものに直接ふれてみる体験を通して， 自然へ
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卜や雑木林の産物であるドソグリを使った人形，わら

を使ったしめ縄や草畦など数多くある． これに対して，

里山環境へ出て実際に作業をするものが，里山体験プ

ログラムである．落ち葉掻き，炭焼き， きのこ栽培な

ど，屋外で1日を費やす作業体験である．

(3) 農作業体験プログラムは，畑作体験プログラム，養

蚕体験プログラム，稲作体験プログラムに類型化され

る．

畑，桑園， 水田を使った農業体験であるが，無農薬

を基本として，人の手がかかる農業を実施する予定で

ある． 人の手がかかることで，効率化された作物生産

ではなく ，汗を感じるものとなり，食物を作ることの

大変さ，収穫の喜び，食物の大切さを体験を通して感

じ，理解することができる． さらに，無農薬栽培は，

栽培作物の昆虫発生を観察できる利点もあり，昆虫の

森にふさわしい作物環境を提供できる．

表2 プログラムの類型（案）

的
■
■
■
一 ﾌ・ ロ グ ラ ムの内容

自然観察プログラム

自然体験を通して，生き物

の自然における営みを知り，

命のはかなさ， 大切さ，生
きることの大変さ，素晴ら

しさを知ることを目的とす

る．

①1 昆虫観察プログラム

昆虫を初めとして， 自然に生息
育する生き物の観察ﾌﾟログラム

生

自然観察プログラム

動物と植物や環境と人間との関係な

ど，生き物のつながりや生態系的な

視点からの自然観察プログラム

rﾜ、
ｰノ

里山体験プログラム

昔の人々の営みを体験する

ことで， 「合理性」を知り，
「自然との共生」を体験す

ることで，昔の営みの価値

を再発見し，現在の生活を

省みることを目的とする．

① 森のクラフト体験プログラム

まゆクラフト， どん<･りクラフト，
わら細工等の1時間～3時間程度の

室内工芸体験ﾌﾟログラム

２

② 里山体験プログラム

落ち葉掻き，炭焼き， きのこ栽培等

の里山環境での1日～長期間にわた

る屋外体験プログラム

農作業体験プログラム

農作物を作り，収穫する体

験を通して，飽食の時代と

言われる現代で， 食物を作

ることの大変さ， 収穫の喜

び，食物の大切さを知るこ

とを目的とする．

また，畑・桑園・水田など

の里山環境に生きる生き物

と人との関わりを農作業を

通して知る．

① 畑作体験プログラム

野菜等の種子まき，苗移植から管理・
収穫・試食まで短期～長期間のプロ

グラムと野菜に付く昆虫観察・採集
と飼育観察

サツマイモ”苗植え，つる返し，芋
掘り，焼き芋

3

具体的なプログラムの類型別の階層化と体系化

プログラムの利用者は，幼児から児童・生徒そして社会

人に至るまで年齢や経験の異なる様々な人達であり，発達

段階や自然体験の程度や利用の目的により，ふさわしいプ

ログラムは異なる． そのため，利用者の年齢や経験に応じ

て様々なプログラムが用意されていること， さらに施設と

しては、提供するプログラムの目的が明確になっているこ

とが望ましいと考えている．

提供するプログラムは，導入的なものから総括的なもの

へ階層化され，階層化されたそれぞれのプログラムに連続

性があり， さらに目的によって体系化されていることが理

想である． しかし，既存の自然体験プログラムの多くは，

特定の目的や分野で整理分類されてはいるが，利用者の発

達段階や自然体験の経験の程度を考慮し，階層化・体系化

されたものはほとんどない． このような現状を踏まえ，今

回，発達段階や経験の程度に応じた階層化と内容別・目的

別の体系化を試みた． また， く･んま昆虫の森（仮称）を例

に論じるならば， 当施設の体験活動の目的を明確化せず，

虫の観察をとおして「虫のおもしろさ」を伝えようとする

もののみに特化してしまうようであれば，体験活動は単に

「おもしろさ」だけを伝える一過性のものとなってしまう

危険性があると考えたからである．体験活動の実施に当たっ

ては， 「何を目的」としているのか， つまり参加者のどん

な能力を引き出し伸ばそうとするのかを明確にしなければ

ならないと考えている．例えば， 「虫のおもしろさ」を伝

えるための虫の観察なのか，正義感や道徳観，具体的には

「命の営みを知り， そのはかなさ．尊さから人間や自然を

見つめ直す視点をもつ」ための虫の観察なのかなど， プロ

グラムを作成・実施する側が明確な意識をもちプログラム

の目的を確認しておくことが必要である． この目的の下で，

② 養蚕体験プログラム

カイコの飼育体験プログラム

飼育”桑摘み，桑くれ，ずあげ， け
ば取り

③ 稲作体験プログラム

苗間作りから収穫・試食まで短期～

長期にわたる体験プログラムと水田

環境での水生生物観察

稲作~苗間作り， 田植え， かかし作

り，稲刈り脱穀餅つき，正月飾
り作り

の様々な人々の生活を体験することもまた，現在の我々の

生活を省みるためには有効であるとの考えから，里山体験

もプログラムの柱の一つとしている． さらに，桑園畑，

果樹園， 水田を整備して農作物の栽培体験を通して，食物

を作ることの喜びや食物の大切さを知ることもまた我々に

とって必要なこととの認識からプログラムの柱のひとつと

している．

これら3類型のプログラムのそれぞれをさらに内容によっ

て類型化した．

(1) 自然観察プログラムは，昆虫観察プログラム， 自然

観察プログラムに類型化される．

く･んま昆虫の森（仮称）は，昆虫を切り口に自然に

迫るプログラムを基礎としているため， まずは，昆虫

の観察である． さらに，昆虫の営みに視点を当てたプ

ログラムに加えて，動物・植物・環境まで含めた自然

そのものを総合的に捉える自然観察プログラムも重要

な役割を担うものである．

（2） 里山体験プログラムは，森のクラフト体験プログラ

ム，里山体験プログラムに類型化される．

里山環境からの生産物を利用して伝統技術による作

品を室内で体験的に製作するものが，森のクラフト体

験プログラムである．養蚕によるまゆを使ったクラブ
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利用者の発達段階や自然体験の程度により， どう階層化・

体系化していくか腐心しなければならない．

今回は，実施例として示している． ここに示す内容は机

上のものであり，具体的に実施していくことで，修正・整

理ができていくものと考えている． まずは， う°ログラムを

実施し経験を積み重ねていくことが必要である．

表5 里山観察プログラムの階層化例

階 層 タイ トル ｜時間 プログラムの内容

落葉広葉樹林である雑木林を

歩き，落ち葉の厚さ，落ち葉
の上を歩くことの気持ち良さ

を体験したり， カブトムシの

発生場所を観察したりする．

45分冬の雑木林を

歩こう

自然を感じる

（導入体験）

I

雑木林の林床に堆積した落ち

葉を集めて， 落ち葉堆肥場所

を作り， カブトムシの発生場
所を整備する．

90分自然にふれる

（興味の喚起）

カブ． トムシの

寝床を作ろう

2

学社融合と地域の人材資源の活用について

今回提示した一連のプログラムは， ぐんま昆虫の森（仮

称）を例としているが，昆虫の森の限られた職員のみで実

施することはとうていできない． 3類型されたプログラム

の中で， 自然観察プログラムは，昆虫の生態や生態系等の

観察が中心であり，施設専門職員や理科の教員，経験を積

んだ観察ボラソティア等でなんとか対応できると思われる．

一方，里山体験や農作業体験は，地域の人材の協力なくし

ては実施できないと考えている．農作業や里山作業は，特

表3 昆虫観察プログラムの階層化例

地面の落ち葉を少しづつ剥が

して，その変化（葉の腐食の

程度）を調べ，葉が土になる
様子をまとめる．

生態系の分解者の概念を理解

するために，落ち葉の腐食，
木の腐朽（きのこの働き）等

の様子を調べ，林床の分解者

の活動を調べる．

落ち葉の変化

を調べよう

90分自然を調べる

（深化学習）

3

雑木林の分解

者を見つけよ

う

90分自然のしくみ

を考える

（総合的に捉

える）

4

落ち葉掻きを基本として， 一

年のサイクルで里山活動を体

験し，人間と里山との関わり
合いを理解し，人間活動を見

直す．

里山作業と人

間生活

9()分

×3

自然と人間と

の関係をまと

める

（理念の確立）

５

殊で熟練を要する技術や作業経験が必要であり， これらの

技術を受け継いでいるのは地域の年輩の人々に限られてい

る．

20世紀は科学の世紀と言われ， また物の豊かさを追求し

てきた時代でもあり，大量牛産大量消費と工業化のもと，

農業技術や民俗技術などの経験と熟練を要する技術を受け

継ぐ者が減り， また忘れ去られてきた時代でもあった． と

ころが，近年「物の豊かさから心の豊かさへ」 「大量生産

から手作りへ」 「食品は安さから安全性へ」 ，人々の価値

観の軸が大きく揺れだし，現在はその転換点にいるとも言

える時代となってきている． このような時代背景にあって，

忘れ去られていた様々な技術とその底流に流れている自然

観を見直してみると，無駄のない合理性と自然との共生の

意識には驚くものがあり，初めてそれらの技術を目の当た

りにしたときに感動すら覚えるのは筆者だけではないであ

ろう． こういった伝統技術の底流にある自然観を発掘し，

これからの子ども達にも伝え，受け継いでいってもらいた

いものである．そのためにも，地域の人材の協力は不可欠

である．

そこで， このような伝統技術と自然観を有する年輩の人々

に光を当て， さらに我々や子ども達自身の生活や自然観を

見つめ直す良い機会として，農作業や里山作業などの体験

を位置付け， これらの技術を地域の人々に伝授してもらう

体制を整えたいと考えている．

このように，地域の人々が社会教育施設や直接学校教育

のプログラムにかかわるようになり，学校教育の一翼を担

い，学校と地域・社会教育施設などが一体となって，子ど

も達の教育活動に携わることは学社融合（学校教育と社会

教育の融合）の理念にもかなうものである．学社融合とは，

学校教育の肥大化に伴う教職員の負担増を和らげる目的と

階 層 タイ トル ｜時間｜ プログラムの内容

虫のおもしろい動きや特徴あ

る動きをよく観察してまねを

してみる．

45分自然を感じる

（導入体験）

虫になろう’

チョウの幼虫を探して，幼虫

の特徴や幼虫のいる木や草の

特徴を調べる．

90分自然にふれる

（興味の喚起）

子ヤタピーゲッ

トだぜ

2

チョウの幼虫の食草はそれぞ

れ決まっていることを知り，

昆虫と植物との関係を調べる，

チョウと食草 90分自然を調べる

（深化学習）

3

昆虫の様々な冬越し方法を調

べ， どのような工夫をするこ
とで冬越しをしているかを探

求する．

90分昆虫の冬越し自然のしくみ

を考える

（総合的に捉

える）

4

里山環境をうまく利用して生

活する昆虫の観察をとおして，
人間生活と里山と昆虫との関

係を見つめる．

里山の昆虫の

生活史

自然と人間と

の関係をまと

める

（理念の確立）

90分ロ
ａ

表4 自然観察プログラムの階層化例

層 ｜ タイ トル ｜時間｜ プログラムの内容階
↑
ｈ 自雑木林の中で， どんぐりや赤

い木の実を探し，色づいた落

ち葉を拾って自分の宝物を見
つける．

然を感じる

（導入体験）

木の実や落ち

葉の宝探し

45分I

雑木林で色々な落ち葉を集め

る．集めた落ち葉で， 同じ種

類と思われる二枚を取るケー

ムを行う．

落ち葉の神経

衰弱

90分自然にふれる

（興味の喚起）

２

雑木林の中にある不思議な木

の実（虫こぶ）集めをする．

集めた木の実を持ち帰り調べ

学習を行う．

90分不思議な木の

実

自然を調べる

（深化学習）

３

雑木林，林縁畑等における

野生植物の分布やその様子を

調べ，環境の違いによる植物

の違いをまとめる．

90分自然のしくみ

を考える

（総合的に捉

える）

植物の陣取り

合戦

4

雑木林が放置された場合とヒ

トの手が加わる場合との違い

を調べ，環境とヒトとの関わ

りを調べまとめる．

自然と人間と

の関係をまと

める

（理念の確立）

雑木林の未来

を探ろう

90分5
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灘
まとめ癖

ｉ

燕 今回，提案した自然体験プログラムの階層化・体系化の

考え方の背景には，従来の指導者主体の自然観察会からの

脱皮を目指したいという個人的な欲求がある．講師の先生

が参加者を引き連れて植物の名前を羅列する観察会に参加

すると，講師の先生の「凄さ」だけが印象に残り， 「自然

とは・ ・ ・」という問いに対する回答を得ることはできな

い．講師の先生が「主役」で参加者は「お客さん」ではな

く，参加者が主体的に達成感を持って参加，活動できるプ

ログラムとはどういうものか． さらには，市井の人々の生

活の中に光を当てた指導者探し．そして，施設の社会的な

使命は何か． このような視点を考慮してプログラムを構成

していくことが今まで欠如していたのではないだろうか．

施設は職員のためにあるのではなく，子ども達のために，

人々のためにある． しかし，何のためにあるのかは， 施設

職員が自問自答し， 明確にしておかなければならない．施

設職員にはその責務がある．

灘 参考文献

山のふるさと村ビジターセンター（2000） ：平成11年環境教育活動報

告書東京都西部公園緑地事務所．

矢野亮（1994） ：小学校における野外観察の具体的プログラム作成に

関する研究．国立科学博物館自然教育園

生涯学習審議会（1999） ：生涯学習審議会答申「生活体験．自然体験

が日本の子どもの心をはく･くむ」

文部省（1999） ：小学校学習指導要領解説理科編．大日本図書株式会

社，東京．

文部省（1999） ：中学校学習指導要領解説理科編．東洋館出版社，東

京．

図1 落ち葉を素手で運ぶ達人，農家の里山
仕事として多くの人々が技術を持つ

子ども達の教育を学校だけに任せずに，地域の教育力を生

かしてより効果的な教育活動の展開を目指して実施してい

こうとする教育形態であり，学校教育と社会教育とが手を

結びお互い協力・融通しあって子ども達を教育していくも

のである． なお， ここでいう社会教育とは，社会教育施設

の教育活動と地域の人々の教育活動（育成会・青少年団体・

地域の伝統芸能の保存会等々）を含めて定義している．

地域の人材に協力してもらえる最も一般的な方法は， ボ

ラソティアという形態であろう．具体的な協力依頼内容を

明示し， ボラソティアとして協力してもらう方法である．

ここでは，地域人材にポラソティアとして活躍してもらう

ために施設が実施する「基本的な養成講座の骨格」を示す

に留め， より具体的な方法は今後の研究に委ねたい．

ポラソティアの募集・登録・実施まで

①農作業・里山作業等具体的な協力依頼内容を明示し，

指導のポラソティアを募集

②ボラソティア希望者に，参加者の安全確保技術，指導

作業の説明方法，児童心理学等の技術的・専門的な講

義実施

③最終的なボラソティア登録の希望調査を実施

④ボラソティアとして具体的な作業を指導
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資料

分類自然観察昆虫観察（2） 自然にふれる（興味の喚起）

キャタピーゲットだぜ！

時 間 90分

活動場所 畑・草原・雑木林

季 節 春夏秋

関連教科 理科・総合

指導要領との関連 小学校3年理科

生物とその環境昆虫の育ち方

対 象 小3～（大人）

必要道具 まとめのプリント，飼育方法プ

リソト，筆記用具，容器

講 師 教員・職員・ボランティア

活動人数 班活動 5人程度

活動の概要

畑・雑木林・周辺草原で昆虫の幼虫（チョウ）

を探しだす． （その後学校で飼育する）

目的

①幼虫のすむ環境を知る

②幼虫の飼育方法を知る

③昆虫の育ち方を観察する

l 導入（10分）

①講師が幼虫とその食草例を2～3提示して，生息する幼虫（キャタピー）の説明をする

②参加者に，班で探し出した幼虫・食草・環境を発表することを課題として説明する．

③参加者は，それぞれ班ごとに畑や雑木林へ移動し，幼虫を探し始める．

2 展開（60分）

①幼虫を探す（30分）

②参加者が集合する（10分）

幼虫を見つけた班は，その環境と食草の特徴をみんなに知らせる

③また，探しにちらばる． （20分）

3 まとめ（20分）

①参加者は集合して，それぞれの幼虫を見つけた環境と食草の特徴をまとめる

②参加者に幼虫の飼育方法のプリソトを配布し，講師が説明する．

4 子どもの変化

①幼虫がどのような環境に生息し， また幼虫によっ

て食草が決まっていることを理解することによ

り，生き物と環境との関わりに興味を持つよう

になる．

②採取した幼虫の今後の変化に興味を持つことで，

生き物の生活をしらべようという意欲を持つよ

うになる．

’

5 発展

①幼虫の種類と食草との関係を調べる．

②飼育して幼虫の変化を記録する．

③なぜ，食べる草や木が決まっているのか等の

課題を設定して調査研究する． イメージイラスト挿入枠

参考文献等

文部省， 1999,小学校学習指導要領解説理科編

タイトルの「キャタピーゲッ卜だぜ！ 」は， テレビ東京のマンガポケッ トモソスターに登場す
るポケモソの名前と主人公のせりふです．

6
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資料

分類自然観察自然観察 （4） 自然のしくみを考える （総合的に捉える）

植物のじんとり合戦

時 間 90分

活動場所 雑木林，林縁，草原・畑の畦

季 節 春夏秋冬

関連教科 理科・総合

指導要領との関連 理科第2分野， 自然と人間

「自然と環境」

対 象 中学校～(大人）

必要道具 まとめのプリソト

筆記用具

講 師 教員・職員・ボラソティア

活動人数 班活動 5人程度

活動の概要

雑木林，林縁畑等の環境の違いとそこに生育

する植物の種類や繁殖の仕方を調べ，環境と植

物の関係を見いだす．

目 的

①環境と植物との関係を調べる

②環境が変わると生育する植物の種類も変わる

ことを知る．

担当事前調査雑木林，林縁， 畑の畦， 水田の畦等に特徴的な植物を調べ，標本を作成しておくとよ

り効果的である． （ここではぐんま昆虫の森を調査地として想定しているが，校庭

学校周辺が身近で調査しやすい． しかし環境変化は少ない.）

l 導入（20分）

①参加者に対して環境の違いと生育する植物の違いを調べることを説明する．

環境の違いとは…･光がよく当たるか， 当たらないか

土壌が乾燥しているか，乾いているか

風が通るか，通らないか

競争相手の植物が多いか，少ないか

等の視点を参加者に考えさせ，発表させる．

②特徴的な植物を解説する

③調査は調査区域の図面に，環境と生育植物の特徴を記録していく方法を基本とする

2 展開（50分）

①参加者は，班ごとに雑木林や畑に移動し環境と植物との関係を調べる．

②調査の際，特徴的な植物を標本として採取する．

③調査図面に記録する，

3 まとめ（20分）

①環境と植物の関係をまとめる．

②調査結果を班ごとに，簡単に発表する．

③（学校へ戻り，植物標本を作成し， さらに詳し

くまとめる）

4 子どもの変化

①なにげなく見ていた植物も環境の違いによって

生育する種類がちがうことに気づき，環境の重

要性に興味を持つようになる．

②植物にも様々な形態的な違いがあることを知り，

仲間分けに興味を持つようになる．

5 発展

①調査地に方形区を設定して，季節ごとの生育植

物の変化を調べる．

②特定な植物に「注目」して季節の消長を調査する．

6 参考文献等

文部省， 1999, 中学校学習指導要領解説理科編

「メージイラスト挿入枠


