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２　作成にあたって考慮した点

ア　見やすく・わかりやすく
　展開を会話形式にするとともに，その時の指導のポイントを加えるなど，分かりやすくしています。資
料は，　※１アクティビティごとにコピーして使えるように作成しています。

　　※１　アクティビティ：プログラムの最小単位（プログラムの最小単位）
イ　体験型のアクティビティ

　自ら学ぶ・気づくことを大切にした体験学習法を取り入れたアクティビティを多く採用しています。
　このアクティビティでは，お互いの気づきを話し合ったり，一緒に考えたりする活動があり，主体的な
学びを促します。

ウ　各施設や学校で使用する内容
　当施設での利用を前提に作成しましたが，少し改良することによって，できるだけ他の施設や学校でも
使える内容としています。

エ　直接的な体験とグループコミュニケーションを重視した内容
　直接的な体験（観察，調査，実験，活動）を通して学んでいくことやお互いのコミュニケーション（話
し合い，考えの共有，提案，発表）を重視したアクティビティにしています。

　本書はアクティビティ集としてまとめています。以下，アクティビティとは何か，アクティビティの構
成，アクティビティを実施する際の指導，安全面について説明していきます。

（１）アクティビティとは
　あるねらいを達成するために構成された一連の活動のことをアクティビティといいます。いくつかのア
クティビティを組み合わせて，１つのまとまりのあるプログラムができあがります。例えば，　｢森の生態
系｣「落ち葉の下の世界」や「ろ過装置」などのアクティビティをいくつか組み合わせて「徳地の森の豊
かな自然環境」について学習するための学習プログラムができます。つまり電気製品に例えていえばアク
ティビティが部品でプログラムが製品ということになります。
　学校教育の理科の授業場面に例えてみると，45分間から90分間の授業がアクティビティで，何回かの
授業が組み合わさって一つの「単元」ができあがり，それがプログラムというわけです。

（２）アクティビティの構成
　アクティビティは，一つの流れのある活動になるように「導入」「展開」「まとめ」という３つの段階で
構成されます。

３　アクティビティの構成

アクティビティ

展　　　開 ま　と　め導　　　入
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①　導入
　学習者の緊張をほぐしたり，学習のテーマやねらいに合わせて興味を持たせたりする段階です。そのた
めに，次のような活動をします。

ａ　話し合いをスムーズに進めるための活動（アイスブレーキング）
　課題に入るために，緊張感をほぐしたり，集中力を高めたり，グループの中でお互いに話しやすい
雰囲気にしたりする活動です。
　（例）自分の性格を色に例えると何色かな？

ｂ　活動の流れや，方法について説明を聞く活動（オリエンテーション）
　課題を分かりやすく明確に説明する必要があります。説明が分かりにくい場合にはスムーズに活動
できなくなってしまいます。また，野外で活動するということは，常に危険と隣り合わせであること
を自覚して，事故のないように十分に安全を確認して活動するようにします。
　（例）実習の方法について説明する。

ｃ　課題をつかむ活動（つかみ）
　活動のめあてをもたせるようにします。そのために「面白そうだ」「ぜひやってみたい」というように，
十分に関心を引きつけることが大切です。視覚に訴えるものや身体を動かすなど注意を引きつけるた
めに効果的な方法を取り入れるようにします。
　（例）葉や実・花などから，色出ししたサンプルを見せる。
　　　　自然を意識して散歩するクイズ，目を閉じて音を聞く

②　展開
　学習者が課題に沿って主体的に活動する段階です。指導者は，学習者が自然の中からいろいろなものを
発見し，そこからたくさんのことを気づくことができるように，周りからサポートします。したがって，
必要以上に指示を出したり説明したりして介入しすぎないことが大切です。学習者がじっくりと自然と触
れ合うようにしたり，グループの仲間同士で声を掛け合ったり話し合ったりすることを大切にします。指
導者は時間の管理と心と体の安全面を管理するようにします。また，話し合いがうまくすすんでいないよ
うな場合には，ヒントを与えることもあります。
（例）色出しする自然物の採集
　　　各自が採集したものを紙に挟み，こすって色をつける
　　　色出しをした色に名前を付ける
　　　作品の発表（全員が円になって座る）

③　まとめ
　学習者が体験を通して気づいたことをまとめ，学んだことを振り返る段階です。ここでは，学習者の気
づきがより促進できるようにグループでの分かち合いを大切にします。指導者は，学習者の主体的な発言
を肯定的に聞くように心がけます。まとめのコメントは，学習者の発言をうまく使いながらまとめるよう
にします。

ａ　振り返り
　これまでの体験から気づいたことを整理するために，理解したことや分かったこと，これから調べ
てみたいことなどを振り返ります。

ｂ　わかちあい
　　さらに深い理解にするために，お互いの考えを発表し，共有します。
ｃ　まとめ・コメント
　　目標に対する成果をまとめたり，指導者が目標に対する考えを述べたりします。
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　　（例）日本古来の色について話をする
　　自然の豊かさに関わることをまとめでコメントする

（３）本書アクティビティの種類（目的別）
ア　自然に親しむ

　「自然の中での色探し」「ぽんぽこ森の宝物Ⅰ（ネイチャーオリエンテーリング）」　「徳地の森の探検隊」
［徳地の森の声を聞こう］「ぽんぽこ森の宝物Ⅱ（ネイチャービンゴ）」「蝶の展覧会」

イ　自然との共生
　　「里山のかおり」
ウ　森の働き
　　「森のはたらき」「徳地の森の探検隊」「ろ過装置」「落ち葉の下にいるのは誰」
エ　自然の生態系
　　「森の生態系」「お魚博士クイズ」

（１）　実施の事前準備
　事前確認
　事前踏査，必要物品（所または団体で準備するもの）を確認，健康面のチェック，安全面の指導（周辺
環境や健康面，心の安全チェックを行う。

（２）実　　施
①　指　　導

ア　指導法
　体験型の環境学習の指導法には，体験学習法を使います。ただ単に体験することに重点をおいた学習
ではなく，参加者が自分で答えを見つけだし，何をしなければならないかを考え，自ら行動していける
ように支援する学習のことをいいます。
※体験学習法とは
　体験して終わりではなく，そこで体験したことを振り返り，お互いにわかちあうことによって学びが
生まれます。そのような学び合いの中で参加者自身が気づき，学び，行動できるといったプロセスを大
切にしていきます。
　環境学習における体験学習法では，体験を学びにつなげるために「循環学習プロセス」を設定してい
ます。Do（体験する）→Look（見つめる）→Think（考える）→Grow（分かる）→Next（次の体験へ）
というように循環を繰り返すことによって参加者の学びがより深まり，意識や行動の変容につながって
いきます。

イ　指導者は，どのような場合に助言や指導を行うのか
　・活動が円滑に進行していないとき
　・参加者同士のコミュニケーションが進んでいないとき
　・参加者が主体的・自発的に参加していないとき
　・活動のルールが守られていないとき

４　アクティビティを実施するにあたって
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　・参加者のグループ同士での達成が難しいとき
　・予測できない出来事がおきたとき
　・参加者から質問を受けたとき　等
ウ　指導の際に留意しておく点
　・参加者とコミュニケーションを深め話しやすい場の雰囲気を作っておきます。
　・参加者全員が主体的・自発的に参加できるように配慮します。
　・目的やねらいの達成を急ぐあまり，気づきを押しつけてはいけません。
　・状況をみながら介入していきます。

※　介入とは，何らかの意図を持って相手に関わっていくこと。例えば，迷ったときに別の方法を示し
　たり，ヒントを与えたりすることです。過剰な介入は参加者の学びの妨げになるのでしないようにし
　ます。

②　時間管理
　　予定の時間で終了するように，あらかじめ，活動が何分に終わるかを伝えておきます。
　　また，時間がかかったときのために，アクティビティの短縮をあらかじめ考えておきます。
③　安全に関わる資料
　ア　危険な動植物

　自然の中で活動することの楽しみの１つに，動植物との出会いがあります。しかし，人間の勝手な判
断でそれらの生物に接すると危険なこともあります。屋外でアクティビティを実施する際にも，注意を
呼びかけておくことが大切です。事前指導や現場で注意を喚起してください。

名称：キイロスズメバチ・オオスズメバチ

危険な動植物

名称：ブヨ（ブト）・カ 名称：チャドクガ

名称：ヤマカガシ・マムシ 名称：ムカデ 名称：ハゼ・ツタウルシ

　その他：クマ・タヌキ，サル
イ　安全に行動するための準備

　服装：長袖，長ズボン（植物・動物対策，けが防止，防寒），はき慣れた靴（サンダル不可）（けが防
止），帽子（日射病，虫対策等），水分補給（熱中症対策），タオル（汗）
　その他（薬等）体調のチェック　雨天時の場合は雨カッパが必要
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□靴 
履き慣れた運動靴（ひも靴）が適していま
す。 
靴下をしっかりと履きましょう。 

□長袖・長ズボン 
夏の暑い中でも，活動によっては長袖・長
ズボンが必要です。 
直射日光や紫外線から皮膚を守り，蚊やブ
ヨなどの害虫に刺されるのを防ぎます。

□上着 
薄いものを重ね着する方が保温性もよく，
厚くなったら脱ぐことができます。 
不要な時には，リュックに入れておきま
す。 

□雨具（カッパ） 
自然の中で活動するので，雨が降らないと
も限りません。上下に分かれるタイプのも
のが適しています。 

□帽子 
頭をケガから守ります。 
夏は，熱中症予防になります。 
黒っぽい色は，熱を吸収しハチにも狙われ
やすいため避けましょう。 

□軍手 
刃物や火から手を守る役目があるだけでなく，防寒対
策・保温として使うことができます。 
滑り止め（イボイボ）のあるものは熱に弱いため，火
を扱う場合は避けましょう。 

ウ　外での安全
落　雷

　・くぼ地や低いところへ移動し，姿勢を低くする。テントポールや傘，ストック等を高く突き刺した状
　　態で立ったり移動したりするのは危険です。
　・木の下の雨宿りは大変危険です。テントの支柱，野外のポールからも離れましょう。
　・音の聞こえる雷は近い（次の雷で自分に落ちることがある）ので早く，山小屋，建物，車の中へ回避
　　しましょう。
　・大粒の雨は落雷直前を意味します。すぐ頭上に雷雲があるので全力をあげて安全な場所へ避難しまし
　　ょう。姿勢を低くすることが大切です。
　・頭部や胸から上には絶対に金具類をつけないで下さい。ヘアピン，バッジ，めがね，時計などははず
　　しズボンのポケットに入れましょう。
　・雷雲が遠ざかった場合でも用心しましょう。
エ　心の安全（コミュニケーション）

　お互いが学びあえる場を設定する意味で，お互いにコミュニケーションをとりながら活動し，感情面
や態度面で，良好な関係を作っておくことが大切です。発生した場合，誰がいつ対応していくのかも考
えておきましょう。
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（４）フィールドマナー

　例えば，アメやガムの包み紙のビニールは溶けてなくなることはありま
せんし，ポケットティッシュも石油でできているものが多く，雨に溶ける
ことはないのです（パルプでできているものを除く）。つまり，人工的に
作られたものは自然に還ることはないのです。また，人間が捨てた生ゴミ
が野生動物のエサになり，生態系を狂わせてしまうことにもつながります。

　道から外れて行動すると，自然環境に余分な負荷をかけることになりま
す。また，思わぬ事故につながる危険性も高くなります。
　なお，青少年自然の家の敷地内には，地元農家の方が，「しいたけ栽培」
をしている箇所があるので，いたずらしないようにご注意ください。

ゴミを捨てない・落とさない 

植物・昆虫の採取は最小限にする

立ち入り禁止の場所に入らない 

　標本を作る目的の植物・昆虫採集であっても，クラフトの材料にするた
めにツタや小枝を集めるのであっても，自然の物を採取する場合は自然の
生態系をくずさないように最小限にします。

参考１　アイスブレーキング集
○　緊張感をやわらげるゲーム

７－11（グループ活動の前に）
　７……２人でじゃんけんの要領（ただし，出す指は何
本でもよい）で，お互いが指を出し，足して７になるよ
うにします。
　11……３人で同様に足して11になるようにします。

キャッチ（グループ活動の前に）
　左手は手の平を上に向けて左隣の胸の高さにしてもっ
ていき，右手は人差し指を下に向けて右隣の人の手の平
にのせます。「キャッチ」の合図で，右手の人差し指は
相手の手の平から捕まえられないように逃げ，左手は左
隣の人の人差し指をつかみます。
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毒消しゲーム（安全指導の前に）
　毒を吸い取る装置リムーバーになって，仲間を助ける
というゲーム。スズメバチに１人または２人なり，やわ
らかいソフトな棒をもってもらいます。
　スタートの合図で，蜂は，人間（ここでは蜂になった
人以外）を襲い，さされた人はその場に腰を下ろします。
他の人は，さされた人を救出するために，救いだす人を
囲むようにして両腕をもう一人の人と組み，屈伸しなが
ら「毒よ，とれとれ」「毒よ，とれ」と言う。そうすると，さされた人は復活します。最後に，１人残るか，
決められた時間がきたら終了します。（この後，スズメバチ等の危険な動植物の指導をあわせて行う
と効果的）

○　コミュニケーションを高めるゲーム
　ちょっとしたこと教えます（グループのメンバーについてあまり知らない場合に）
　　隣の人の最近よかったことを聞き，みんなに紹介するゲーム（他己紹介）

変わったのはどこ（よく観るというアクティビティの前に）
　２人で実施します。（場合によっては，３人で実施も可能です）まず，ＡがＢの姿をよく眺めます。
その後，Ａが後ろを向いている間に，Ｂが体や服を３カ所変えます。
　準備ができたら，Ｂが「いいよ」と声をかけ，Ａが振り返ります。Ａはその変化した３ヶ所を当て
ます。終了後，ＡとＢが互いにチェンジして同様に行います。

ひとり言リレー（良好な雰囲気づくりに）
　　１人ひと言ずつ言葉を言い，メンバー全員でストーリーを作ることを説明して行います。
　　例）メンバー１「ある雨の降る日」→メンバー２「徳地の森の中で」→メンバー３「Ａさんが親子
　　　　だぬきと出会った。」→

○　はじめての出会いの時に実施するゲーム
　サイン集め（はじめての出会いに）

　たて３，よこ３の合計９マスでできた枠を使い，じゃんけんをして勝ったら相手の名前を書いてあ
げます。マスが埋まるまで実施します。

　猛獣狩り（仲間集め）（コミュニケーションのきっかけづくりに）
　　（指導者）「猛獣狩りにいこーよ」（みんな）「猛獣狩りにいこーよ」を２回繰り返す
　　（指導者）「猛獣なんてこわくない」（みんな）「猛獣なんて怖くない」
　　（指導者）「だって，鉄砲もってるもん」（みんな）「だって，鉄砲もってるもん」
　　（指導者）「やりだってもってるもん」（みんな）「やりだってもってるもん」
　　（指導者）「あっ」（みんな）「あっ」各２回
　　（指導者）「ニホンザル」※他　ウサギ，タヌキ，オオスズメバチ，アナグマ
　　といったら，ニホンザルは５文字なので，５人で集まる。
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○　みんなが気持ちをあわせるゲーム
　ビート（グループワーク中心の活動の前に）

　２人で向かい合って立ちます。拍手を１回し，相手と
両手でパンと１回鳴らします。次に拍手１回し，相手と
両手でパンパンと２回鳴らします。次に拍手を１回，相
手と両手でパンパンパン３回ならします。このようにど
んどん相手と鳴らす回数を増やし５回までいったところ
で，今度はパンパンの回数を４回，３回と減らし１回ま
で戻り，最後に「いぇーい」と言います。

参考２　プログラムとは
　ア　プログラム

　目標やねらいを設定し，流れやつながりを持たせた学習活動のことです。
　１つのプログラムは数時間で完結するものから，数年間にわたって継続するものがあります。
　また，プログラムは単一，あるいは複数のアクティビティから構成されます。プログラムを作成す
る際には，対象となる団体のねらい･期間・場所・対象者の人数や年齢などに合わせて，アクティビ
ティを組み合わせていきます。

　イ　プログラム例（意図：森（木）を中心に自然の生態系について学んでいく）
　導　　　　　　入　　ぽんぽこ森の宝物（ネイチャーオリエンテーリング）
→アクティビティ１　　落ち葉の下に
→アクティビティ２　　いのちのつながり「森の生態系」
→ま　　　と　　　め　　振り返り
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