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環境に働きかける実践力を育成する授業づくり 
―地域の教材、日置川を活用して― 

 
白浜町立田野井小学校 

教諭 宮 本 憲 一 
 

１ 研究のねらい 

（１）主題設定の理由 

かつての環境問題は企業活動に起因する産業型公害が主たるものであった。しかし、

現在ではゴミ処理の問題や生活排水による水質汚濁等の地域の環境問題から、地球温

暖化やオゾン層破壊などの地球全体の問題にまで多岐にわたっている。健康で文化的

な生活を維持するためにも、一人一人が人間と環境とのかかわりについて理解を深め、

環境を大切にする心を持ち、環境に配慮した生活や責任ある行動を取ることが大切で

ある。 

本県は、県土の約 77％が緑豊かな森林に覆われている。広大な森が水を守り、豊富

な水量を誇る川や豊潤な海を育んできた。私たちは、こうした豊かな自然から得られ

る恵みを享受している。将来の世代が、今を生きる私たちと同様に豊かな自然の恵み

の恩恵を享受できるよう環境教育を推進していく必要がある。 

本校は、児童数が年々減少し、現在、全校児童 10 名で、３学級編成である。近隣を

日置川が流れ、用水路では５月から６月に蛍の飛び交う様子を見ることもでき、とて

も自然豊かな所に位置している。本年度、県農林水産部農林水産政策局農村計画課が

行っている「田んぼの生きもの調査」を実施し、田んぼや水路に生息する生き物（魚

やカエル）について調査した。子どもたちは、たくさんのメダカやドジョウ等を見つ

けることができ、身近なところでもたくさんの生き物がいることを改めて感じていた。

子どもたちから、「田野井は自然が豊かだなあ」という感想を聞くことができた。また、

昨年度の総合的な学習の時間に、地域の方から野菜の作り方や自然に対する思いを語

ってもらった。学習後の感想文には、「いつまでも田野井の自然があればいいな」とい

う感想もあった。これらの学習から、子どもたちは地域の自然の豊かさを十分感じる

ことができた。その自然をこれからも守っていくために、子どもたちが自然環境を意

識し行動することが大切である。このことは、平成 15 年６月に策定された本県の「学

校における環境教育指針」の中でも、「自然環境についての感性を育て、環境問題を全

体的にとらえる能力や取り組む態度を体得させる必要がある」（※１）と示されている。 

以上のことから、研究テーマを「環境に働きかける実践力を育成する授業づくり」

とした。この環境に働きかける実践力とは、子どもが環境を大切にして守っていこう

とする態度や、環境をよりよくするための行動力のことである。環境を大切にしよう

と思う気持ちを育むためには、まず身の回りの自然の中で子どもたちが体験すること

によって、環境に対する関心を高めることが必要であると考え、地域の教材を活用す

ることとした。さらに、身近な環境問題を学習することが地球規模の環境問題への関

心を高めることにつながっていくものと思われる。 

 

（２）小学校における環境教育とは 

小学校低学年では、物事に対する好奇心が旺盛であるが、物事を客観的に見る能力

は十分とは言えず、中・高学年で徐々に養われてくるものである。そのため、環境に

ついての学習を行う場合、児童の発達段階を考慮する必要がある。本県の「学校にお

ける環境教育指針」では、小学校における発達段階に応じた環境教育の目標を、次の

ように示している。（※１） 
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①低学年における目標 

    感性を養い、環境保全の大切さを感じとらせる。 

②中学年における目標 

    環境についての知識を深めさせる。 

③高学年における目標 

    学んだ知識に基づく実践力を育成する。 

  これらの目標を研究テーマに照らし合わせ、高学年児童を対象とし、学習活動を計画

した。 

また、本研究では、環境に働きかける実践力を育成することをねらいとしているた

め、子どもたち自身が環境のことを考え、環境を大切にしようとする態度を身に付け

ることが重要である。そこで、子ども自らが主体的に考え活動できる学習を展開する

ことで、環境や環境問題を自分のこととして受け止め、自分自身の生活や行動が環境

に対してどのような影響を与えるかを知り、環境を大切にし、守っていこうとする実

践力を育成できると考える。このことは、小学校学習指導要領に示されている総合的

な学習の時間のねらいである「自ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え、主体的に判

断し、よりよく問題を解決する資質や能力を育てること。学び方やものの考え方を身

に付け、問題の解決や探究活動に主体的、創造的に取り組む態度を育て、自己の生き

方を考えることができるようにすること」（※２）と深く関わっている。 

よって、本研究では総合的な学習の時間を活用し、学習活動が子どもたちの好奇心

を刺激し、自ら考え、判断し、友達と意見を交流しながら、調べたり、まとめたりで

きるような展開となるよう留意したい。 

 

２ 研究仮説 

本県は自然豊かであり、子どもたちは恵まれた自然環境にいる。「和歌山の未来をひら

く義務教育（報告）」には、総合的な学習の時間は、「児童生徒にとって生活と結びつけ

られる地域に根ざした身近なものの中から学習テーマを設定することで、子どもたちの

学習に深まりが生まれる」（※３）と示されている。自然を大切にしようとする心情を育

てるためには地域の中から学習テーマを設定することが有効であり、先述の内容をふま

え、次のように研究仮説を設定した。 

 

３ 研究の内容と方法 

（１）地域の教材について 

ア 日置川の活用 

    国立教育政策研究所が平成 19 年３月に公表した「環境教育指導資料（小学校編）」

にも示されているように、環境に対する子どもの主体的な学びを引き出すためには、

自然の中で実際に体験したり、身近なところから環境について考えていくことが大

切である。そのことをふまえ、地域の教材として日置川を活用する。 

川は、大きな川、小さな川、美しい川、汚れた川等いろいろな特徴を持ち、どの

ような川でも人々の暮らしに密着している。本校の子どもたちにとっても日置川は

身近なものであり、川の水は生活に密着している。川は夏の川遊び等の自然体験の

場であり、子どもの自然に対する感性を磨いたり、想像力を養う最適の場でもある。  
また、川との触れ合いが子どもたちの心の成長にも大きな役割を果たすと考える。

そこには、自然や環境に直接的に関わることによって、自然のもつ不思議さ（夜に

なると、テナガエビが川岸に集まってくる等）を体感する「環境を感じる学習」が

ある。川は、環境教育の教材として活用する意義が大きいと言える。 

地域の教材を生かし、環境に対する感性を高め、児童自らが主体的に考え活動でき

る授業を工夫すれば、環境に働きかける実践力を育成することができるであろう。 

小学校における発達段階に応じた環境教育の目標 
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日置川を活用し、子どもたちが身近な環境について調べたい、この環境を守りた

いという態度を身に付けるには、日置川への興味・関心を高めるための学習から始

めることが有効であると考える。そこで、川遊びの中ではあまり経験したことのな

い魚釣りを導入で取り入れる。子どもたちが直接日置川の豊かな自然・生命に触れ、

五感を働かせることによって、改めて日置川の水質の良さを感じるとともに（水が

透き通っていて、魚が見える等）、新たな発見をし、そのことが、環境について考え

ていこうとする力を育むことにつながっていくと考える。さらに、日置川に生息す

る生き物を捕まえ飼育するで、生き物への愛着心が育まれ、日置川の環境に対する

学習の広まり（食物連鎖と環境との関わり等）も期待できる。 

 

イ 地域の人材活用 

川遊び（魚釣り）で培われる日置川に対する興味・関心の高まりを出発点として、

日置川の環境に対し、主体的に考える学習活動へ発展するよう、地域の人材活用を

考えた。 
総合的な学習の時間のめあてを達成するうえで、地域の教材や様々な人々を積極

的に活用することは効果的であり、地域の人々とのつながりを深めることにもなる。 
このように、地域の人々が学校の教育活動に関わりを持つことによって、学校教

育への関心が高まり、環境教育が学校だけのもので留まらず、地域へと広がってい

くと考える。学校と地域社会の連携が、子ども一人一人の環境への実践力を育成す

るための１つの手立てとなる。 
今回の検証授業では、地域の方から、昔の日置川の様子を子どもたちに語っても

らう。その中で、昔からアユやウナギ釣り、テナガエビ取り等が行われ、食料とし

て人々の生活を支えてきたことや川そのものの変化や生き物の種類や数の変化、生

活とのつながり等に気づかせたい。そのうえで、日置川の環境について考えさせれ

ば、自ら「調べてみよう」という気持ちを喚起できると考える。 
 

（２）主体的な活動を取り入れた学習について 

  ア 水質調査について 

    日置川の水は子どもたちの身近にあり、日常生活で当たり前のように使われるた

め、かえってその大切さや役割などに気づくことは少ない。この川をきれいで大切

にしていかなければならないことを子どもたちが自ら学び自ら考えるためには、川

について様々な調査活動を行うことが必要である。そのことから、自分たちの生活

を見つめ直し、自然を大切にしようとする心を育てることができると考える。 

日置川には、数多くの生物（アユやウナギ、ヨシノボリ等）が生息しており、水

質を調べる方法として、全国水生生物調査を活用する。この調査は、環境省（旧環

境庁等）が水質調査を行ううえで定めている指標生物（ヒラタカゲロウやカワゲラ、

コガタシマトビケラ等）をもとに、水の汚れの程度を判断するものである。 

また、子どもたちの興味・関心を高める手立てとして、プラスチック封入標本を

提示することが有効であると考える。プラスチック封入標本は生物や植物を透明な

プラスチック樹脂で封じて作られた標本で、生物をいろいろな角度から詳しく観察

することができる。また、軽量で耐久性があるため、取扱いや観察が容易な学習教

材である。これを活用することにより、水質調査活動が積極的なものとなり、自分

たちで水生生物を判定し、水質を判断する主体的な学習が展開できると考える。さ

らに、水質を調べる他の方法を自分たちで考えさせる。これらの調査を通して、地

域の自然について関心を持ち、その自然を守っていこうとする態度を養うことがで

きると考える。 

 

イ 生活排水の川への影響を理解するための学習 

    子どもたちが生活で使用する水は、日置川近くの深さ数十ｍの地下水をポンプで

汲み上げ、塩素殺菌し、各家庭に送られたものである。つまり、日置川の水が汚れ
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ると自分たちの飲み水にも少なからず影響が出てくる。また、生活排水が川の水質

に与える影響も大きいため、できる限り一人一人が水を汚さないようにすることが

大切である。 

先述の水質調査等で培われた環境に対する意識を、さらに高めるため、生活排水

が川に与える影響について科学的に分析する学習を取り入れる。この学習により、

子どもたちは見た目やにおい等の五感だけにとらわれず、客観的に生活排水の川へ

の影響について分析でき、汚れた水をできるだけきれいな水にするために大量の水

が必要であることを理解することにつながると考える。 

科学的に分析する実験方法として、子どもたちに実験結果が分かりやすく、簡単

に水質測定できるものとして、水質検査キット（パックテスト：共立理化学研究所）

を使用することとした。また、子どもたちは先述の「田んぼの生きもの調査」でパ

ックテストを使用した経験があり、容易に扱うことができ、進んで実験に取り組む

ことができると考える。 
検証授業では、生活排水の例としてみそ汁を取り上げ、１杯のみそ汁を魚（コイ）

が住めるＣＯＤの値にもどすにはどれくらいのきれいな水が必要か考えさせ、パッ

クテストを使ってみそ汁の環境に与える影響を理解させるような展開を考えたい。

この活動から、子どもたちが主体的に環境保全について考えていこうとする態度を

養うことができると考える。 
 

ウ 振り返る学習 

学習内容を振り返り、 

身近な環境について考 

え、まとめる際には、 

主体的な学習となるよ 

う子どもたちに話し合 

いを行わせたい。また、 

分かりやすい言葉で書 

いたり、図や写真を使 

い、相手に伝わりやす 

いように、表現を工夫 

させたい。（文字の大 

きさや色等）その際、 

課題、調べる方法、調 

査結果、考察について 

記述することが、今ま 

で学習したことを想起 

させ、理解を深めるこ 

とにつながると考える。 

さらに、協同して作 

業を行うことで、お互 

いに様々な考え方やものの見方があることに気づくと考える。そのうえで、環境問

題について自分たちにできることを話し合う活動を通して、自分なりの考えを持ち、

これからの生活に生かそうとすることにつながっていくと考える。研究の流れを上

の図１に示す。 

 

（３）検証授業について 

ア 単元名  地域の教材、日置川をもとに、環境について考えよう 

（総合的な学習の時間） 

 

 

図 1 研究の流れ 

 
児童の実態・地域の実態  

↓ 

地域の教材を選択・活用  

↓ 

地域の人材活用  

↓ 

自ら考えた調査活動、みそ汁のパックテスト  

↓ 

身近な環境について考え、まとめる  

↓ 
 
 

環
境
に
対
す
る
感
性
・
意
識
が
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環境をよりよくするための行動力   実践力 
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イ 単元目標 

・日置川での魚釣りや生き物を飼育する活動等を通して、地域の自然に対する興 

味・関心を高めることができる。 

・地域の自然環境の変化について理解し、身近な環境を守ろうとすることができる。 

 

ウ 単元指導計画 

（ア）指導計画    

学習 

 

時間 

 

学 習 活 動 等 

 

 

１ 

 ・ 

２ 

 

日置川で川遊びをする。 

・日置川での川遊びについて話し合う。 

・魚釣りをする。 

・魚釣りをして、感じたことや気づいたことを話し合う。 

  （釣った魚は持ち帰って飼育する。） 

  

３ 

 

地域の方から、昔の日置川の様子について聞く。 

・昔の日置川の様子を知る。 

・今と昔の日置川の生き物等の違いを考える。 

４ 

地域の方の話を振り返り、今の日置川の様子を調べる方法について考え

る。 

 ・川の環境を調べる方法について話し合う。 

  

５ 

 

調査活動（水質調査）を行う。 

・採取した水生生物やパックテストから日置川の水質について考える。 

・調査をして分かったことを確認する。 

 ６ 
生活排水等による水の汚れについて考える。 

・みそ汁のパックテストを行い、生活排水による環境への影響を話し合う。 

 ７ 

・ 

８ 

学習して分かったことをまとめる。 

・日置川の水質や生き物等についてまとめる。 

  （模造紙・新聞等） 

９ 
自分たちにできることを話し合う。 

・今までの学習を振り返り、自分たちにできることを話し合う。 

 

４ 研究結果の分析と考察 

（１）地域の教材を生かした授業について 

  ア 日置川での川遊び（魚釣り）を通して 

    第１・２時は、日置川での川遊び（魚釣り）を通して、身近な環境に関心を持た

せる内容である。まず、学習の柱となる地域の自然を意識させるため、既習の地域

学習（地域のホタルの学習や野菜作りの学習）を振り返らせ、自分たちの生活と関

わりのある日置川について学習することを確認させた。次に、日置川での川遊びに

ついて話し合わせ、あまり経験したことのない魚釣りを行うこととした。釣った魚

の扱いについて話し合わせた後、日置川に出掛け、川遊び（魚釣り）をした。 
授業の始めに、「地域の自然には、どんなものが挙げられますか」と子どもたちに

質問したところ、「緑」「水」「田んぼ・畑」「生き物（ホタルなど）」を挙げた。今ま

での総合的な学習の時間で学んだことが基礎になっていることがうかがえる。また、

今までの川遊びの経験について質問したところ、「石うち」「水泳」「エビ取り」を挙

げた。このことから、子どもたちが川での魚釣りの経験のないことが分かり、それ
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写真１ 

川遊び（魚釣り）をする児童  

 
 
 
 

写真２ 

昔の日置川の様子を聞く児童  

を経験することで日置川の良さを知ることに 
つながると予想された。 「魚釣りの体験をし 
てみよう」と問いかけたところ、嬉しそうな 
表情を見せ、魚釣りに対して興味・関心を示 
したことがうかがえる。魚釣りでは、エサの 
付け方や投げ方がうまくいかず、戸惑う部分 
もあったが、それだけに、魚が釣れたときの 
喜びは非常に大きいようであった。そのこと 
は、「釣りは初めてだったけど、魚がとれて 
よかったです」「ずっとやっていると釣れ始 
め楽しくなってきました」等の記述からうか 
がえる。さらに、友達の様子を見て釣れそう 
なポイントに素早く移動したり、竿を上げるこつをつかむなど、経験することでし

か得られないものを身に付けることにつながったと思われる。釣った魚を持ち帰る

際、「魚の食べ物は何だろう」と疑問を持った子どももおり、授業後、淡水魚の図

鑑を使って、魚の食性について調べていた。このことから、今まで川遊びで目にし

たことがあった生き物に、自分で釣ったことから興味を示し、生き物を通して、環

境を意識する第１歩になったと考える。 
加えて、感想文に魚釣りを通して気づいたこととして、「水がきれいだった」「川

の水は夏に比べて減っていた」「ゴミは見る限り全くなかった」などと記述されてお

り、魚釣りを通して日置川の環境に関心を持つことにつながったと言える。 
    事後のアンケートの、「川遊び（魚釣り）をして、日置川はいいなあと思いました

か」という問いには、全員が「思った」と回答し、理由として「きれいな川だし、

自慢できる川だから（魚がいっぱいいるし、緑が多いから）」等と記述されていた。 
以上のことから、地域の教材を生かした日置川での川遊びは、川の生き物や環境

について意識するきっかけになったと考える。さらに魚を飼育することで、その特

徴について学び、生き物を大切にしようとする態度を育て、身近な環境を大切にし

ようとする心を育むことにつながったと考える。 
 
  イ 地域の人材を活用して 

    第３時は、地域の方の話から、今と昔の日 
置川の生き物等の違いを考えさせる内容であ 
る。地域の方の話の内容は、昔は今に比べて 
アユが大きく、大量に捕れ、そのアユが当時 
の食糧となっていたことや昔の日置川の水質 
等についてであった。話を聞いて、今と昔の 
日置川の違いについて、ワークシートにまと 
めさせた。地域の方は、「昔は一日で、100kg 

のアユを捕った日もあった」「昔の方が水は 
きれいだった」と話された。子どもたちは驚 
き、今まで自分たちが思っていた現在の日置 
川に対するイメージに疑問を持ったようであ 
る。それは、感想文の「昔の日置川と今の日置川がこんなにちがうなんて知りませ

んでした」という記述からうかがえる。 
昔から日置川とともに生活をしてきた地域の方の話に、子どもたちは真剣に耳を

傾けていた。子どもたちの感想文には、「昔はアユなどが大きく、たくさんいたので、

一回昔にもどってアユなどをとったり塩焼きにして食べたいです」「おどろいたこと

は今の田野井より水量が多く、アユもたくさんいたということでした。アユも多く

なってほしいし、アユカケももどってきてほしいです」「川の水が昔のようになり、

アユやアユカケがもどってくればいいなと思いました」等が記述されていた。この
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写真３ 

水生生物による水質調査をする児童  

ように、地域の方の話を通して、昔と今の環境の変化を知り、身近にある地域の自 
然、日置川を大切にしたいという思いが生まれ、環境を考える意識付けになったこ

とがうかがえる。 
    以上のことから、地域の人材を活用し、日置川の昔の様子や生活との関わりにつ

いて話を聞くことは、単元目標を達成するうえで効果的であるとともに、環境につ

いて考えようとする意欲を高められると考える。 
 
（２）児童が主体的に考え活動できる授業について 

  ア 水質調査において 

    前時では、今と昔の日置川の違いを学んだ。第４時は、それを受けて日置川の環

境（水質）を調べる方法について考えさせる内容である。まず、汚れた川ときれい

な川の写真を見せ、その違いに気づかせ、汚れの原因として、生活排水やゴミなど

が関わっていることを確認させた。続いて、地域の方の話を聞くことで芽生えた子

どもたちの「現在の日置川の水はきれいなんだろうか」という疑問に対して調べる

方法を考えさせた。子どもたちのワークシートには「生き物を調べる」「ビーカーに

入れて天然水と比較する」「布などでこす」等が記述されており、話し合いの結果、

次の４つの方法（①水生生物による調査方法②パックテストによる調査方法③天然

水と比べる④布でこしてゴミがないか見る）で水質を調査することとなった。 
水生生物による調査方法については、指標生物を使えば、水質を判別できること

を知らせた。具体物としてプラスチック封入標本を提示すると、手に取り興味を持

って観察していた。また、パックテストによる調査方法については、子どもから容

易に意見として出され、既習した学習が調査方法を考えるうえで生かされたことが

うかがえる。さらに、子どもたちが自分たちで考えた結果、天然水と比べる、布で

こしてゴミがないか見る調査方法を考え付くことができた。このことから、自ら調

べようとする意欲を高めることにつながったと考える。これは、子どもの感想文に、

「次の時間に田野井の水をパックテストなどで調べるのがとても楽しみです」とい

う記述からもうかがえる。 
    本時の学習を通し、子どもの感想文には「この勉強をして和歌山県にはきれいな

川ときたない川といろいろあるんだなあと思いました。明日日置川の水質を調べて

みるけれど、川の水がきれいであってほしいです。生き物がたくさんいて木なども

たくさん生えている自然がいっぱいの田野井がいいと思いました」と記述されてい

た。このことから、県内に様々な水質の川があることを知り、日置川がきれいであ

ってほしいという子どもの思いがうかがえる。  
    第５時は、水生生物やパックテストによ 

る水質調査等を行い、その結果から、日置 
川の水質について考えさせる内容である。 

まず、水温や気温、流速等を測定した。 
続いて、水生生物の採取やパックテスト等 
を行った。水生生物による調査では、子ど 
もたちは採取したカワゲラやヒラタカゲロ 
ウ等の形や大きさ、動き方をじっくり観察 
した。前時のプラスチック封入標本の提示 
が詳しく調べようとする意欲につながった 
と考える。さらに、子どもたちは第４時に 
学習した指標生物の特徴や指標生物一覧表 
を手がかりに、水質判定を行った。子どもの感想文に「水生生物の調査の時、少し

きたない水のところにいる生物がいたので、たぶん昔はこのような生物がいなかっ

たんだと思います」と記述されていることから、実際に水質調査を行うことで、昔

の水質についてまで考察しようとした様子がうかがえる。 
子どもたちは前述の４つの調査結果から、日置川の水質がきれいであると実感す
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写真４  

みそ汁をパックテストで調べる児童  

るとともに、感想文に「ずっときれいであってほしい」という思いも記述されてい

た。また、地域の方の話を思い出し、「昔の日置川になるように自分がやれることを

したいです」とも記述されていた。このことは、今以上にきれいな水にするために

自分でも取り組もうとする意欲の表れだと考えられる。 
    以上のことから、「自分たちで調べよう」という意識を持たせることが、子どもの

主体性を引き出し、意欲的に調査し、環境を考えた取組への意識付けにつながるも

のと考えられる。 
 
  イ 生活排水（みそ汁）の川への影響において 

    第６時は、日置川の水質がいつまでもきれ 
いな水であってほしいと願う気持ちを実践力 
につなげていくため、生活排水等が川に与え 
る影響について調べ考えさせる内容である。 
まず、１杯のみそ汁をコイが住める値にもど 
すにはどれだけのきれいな水が必要か予想を 
立てさせ、パックテスト（ＣＯＤ）で実験を 
行った。実験結果を踏まえ、川を汚さないた 
めに何が大切か考察させた。実験では、みそ 
汁を蒸留水で 1000 倍に薄めたものを用い、 
見た目では汚れたように見えないが、実験の 
結果、パックテストの数値が８ppm 以上を 
示し、子どもたちは驚いた表情を見せた。みそ汁が川に与える影響を実験結果から

知ることができた。また、実験には積極的に取り組み、関心の高さがうかがえた。

さらに、１杯のみそ汁をコイが住めるようにするには 400 リットルのきれいな水が

必要だと分かり、生活排水が簡単に川を汚してしまうことが理解できたようである。

それは、「みそ汁をそのまま流すと魚に悪いので残さず食べようと思いました」とい

う感想文から分かる。また、「川をきれいにするためいろんなことを努力して人間や

魚などの生き物のためにがんばりたいです」という記述から、川と関係のある様々

なものを意識した考えを持つことができたこともうかがえる。 
    以上のことから、生活排水が川に与える影響について科学的に分析することで、

環境に与える影響を知り、主体的に環境保全について考えていこうとする態度につ

ながったと考える。 
 
  ウ 今までの学習を振り返って 

    第７・８時は、今まで学習した日置川等について分かりやすくまとめさせる内容

である。今まで自分たちが学習したことをまとめたときの方法を思い出させ、模造

紙にまとめることを確認させた。作業の役割についても話し合わせ、活動がスムー

ズに行えるようにした。大事だと思うところは、マーカーの色を変えたりして、学

習したことのポイントを押さえてまとめようとする意識がうかがえた。 
    また、まとめる活動を通して、今までの学習を振り返ることもできた。このこと

は、「昔の日置川は今より水がきれい」「これから、きれいな日置川を守っていくた

めに自分にできることを考えていきたい」等の記述からうかがえる。学習したこと

をまとめる活動は、学習内容の理解を深めるとともに、さらに環境をより良くして

いこうとする意欲につながるものと考える。 
    第９時は、今までの学習を振り返り、日置川を守っていくために、自分たちにで

きることを考えさせる内容である。まず、自分たちにできることをワークシートに

記入させ、自分たちで話し合う場を設定した。「一度使った水を再利用する」「生ゴ

ミを肥料にする」「ゴミを捨てないように呼びかける」「もし、川の近くでゴミを見

つけたら拾う」「日置川の近くに住んでいるみんなに呼びかけてそうじする」等の

意見が出された。このように、子どもたちは環境についての学習をもとに、環境を
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写真５ 

自分たちにできることについて 

考えを発表する児童 

 

維持するためにできることを考えることができたと 
判断できる。 

    さらに、学校生活でできることについて話し合わ 
せたところ、全校みんなでゴミ拾いをすることやゴ 
ミを流さないようにする取組が大切だということに 
なった。授業後、子どもたちと相談し、手作りの三 
角コーナーを作製することとなり、早速担任の先生 
に協力してもらいながら作製した。これは、子ども 
たちが環境を考えた行動に取り組むことにつながっ 
たと考えられる。加えて、子どもは感想文で「最初 
は日置川のことはあまり気にかけていなかったけど 
勉強してすごく興味を持ちました。水がきれいだったのでこの水がいつまでもきれ

いであってほしいです。まだまだ不思議なことがあるのでまた調べたいです」「環

境のために自分たちにできることをやって環境を大切にしていきたいなあと思いま

した」と記述しており、環境を大切に思う気持ちや守っていこうとする態度を育む

ことができたと言える。 
    以上のことから、今までの学習を通して、環境をよりよくしようとする意欲を高

めるとともに、新たな関心・意欲につながったと考える。 
 
５ 研究のまとめ 

（１）成果 

  ・地域の教材として、日置川での川遊びを扱ったことは、事後のアンケートを考察し

た結果、地域の自然に対して愛着を持たせることに有効であったと考えられる。つ

まり、日置川での体験活動が、環境を考えていこうとする関心・意欲を育み、環境

を大切にしようとする意識付けになったと言える。 

 

 

 

 

また、検証授業前に、子どもたちに日置川から思い付くこと等を書かせた。日置

川は子どもたちの身近にあり、特に夏場、川遊び等の自然体験を行っていることか

ら、学習前の日置川へのイメージは生き物（アユやウナギ等）に対し強いことがう

かがえる。学習後は「保護」や「ゴミ拾い」等の語句を書く子どもが多く見られ、

自然環境を大切にしようと思う意識付けにつながったと言える。さらに、学習後の

イメージ図の中に、「世界中」という語句が記述されており、日置川を出発点として

始めた環境学習が世界へもつながっていることに気づいたと考えられる。加えて、

地域の人材を活用することで、環境に対する関心・意欲を高めるとともに、自らの

力で身近な自然を調べてみようとする意欲や態度を養うのに有効であったと言える。 

・生活排水の川に与える影響をパックテストで調べることは、学習内容に対する関心

を高め、主体的に実験しようとする意欲や態度を養うとともに、自分の生活を振り

返り、環境を守っていくために自分にできることを考え、行動することにつながっ

たと言える。 

学習前 

図２ 学習前後の日置川に対するイメージ図の変容 

 
学習後 
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  ・今回、主体的に学ぶ活動として日置川での水質調査を行った。その調査結果から、

日置川の水がきれいだと分かり、日置川の環境を守っていくために、身近で自分た

ちにできることを話し合い、手洗い場に三角コーナーを設置することとなった。こ

のことは、日置川の環境を大切にしたいと思う気持ちを育み、小さな取組の第一歩

ではあるが、実践力育成につながったと言える。つまり、地域の教材（日置川での

川遊び、地域の人材）を活用した授業、児童自らが主体的に考え活動できる授業（水

質調査、生活排水の川への影響を理解するための学習、振り返る学習）を組み合わ

せ、子どもたちの環境に対する感性や意識を高められたことが環境に働きかける実

践力育成に有効であった。 
 
（２）課題 

  ・日置川でのフィールドワーク（川遊び、調査活動）を行うことで、環境について考

える意欲や態度を養うことができた。しかし、子どもたちの環境への意識をより一

層高めるためにも、学校教育の中に環境教育を明確に位置付け、学校全体として取

り組んでいくことも検討していきたい。また、身近な地域の環境問題に対する意識

や考えを地球規模の環境問題にどうつなげていくかについても探究していきたい。 
・子どもたちが学校で学んだ環境についてのことを、家庭や地域に発信し意識を高め

ることにつなげていくためにも、その手立てを考える必要がある。地域全体の環境

に対する意識を高められるよう、学校便りや近隣の小学校と交流する中で発表する

場を設定する等の工夫もしていきたい。 
・身近な取組として、学校の手洗い場に三角コーナーを設置することができたが、授

業の成果が家庭等での環境を考えた行動につながっていないという課題が残った。

そのためにも、今後、保護者や地域の方を巻き込んだ学習活動や取組を工夫する必

要がある。例えば、参観日に環境教育の授業を実施する等である。また、本研究を

発展させ、他教科等との関連をはかり、環境に対する見方や考え方を深め、環境に

働きかける実践力を身に付けさせる授業の在り方についても探究していきたい。 
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