
プログラムづくりのためのアイディア

(4)投 げかけ ・導入時の話題提供のためのアイディア

子どもたちに景観学習をより意欲的に取り組んでもらうために、投げかけ ・導入時に関心

が持てるような話題提供(投げかけ)の例を以下に示します。

参考プログラムでは、ワークブックp2～12の「住んでみたいまちはどんなまち?Jが対応し

ています。

校歌の歌詞を題材 にして、自分の住む土地の

景観要素 (山、川、風、光など)に ついて考える。

く準備するもの>

●自分の学校の歌詞、作者、作曲年などの情報

<進 め方例 >

●校歌の歌詞の中に含まれる自然物や人工物をみん
なで書き出してみる。

●それらのものが歌詞の中でどう感じられているか、
また自分たちがどう感じるか話し台う。

●歌で表された景観は、つも残つてしヽるか、またど
う変わつているかを考え、まちや周辺を調べる活

動につなげる。

※ほかの学校の歌詞と比較させ、共通する部分や相違に気

づかせる方法もある。

告市町村にある「カントリーサイン」を題材に、

自分のまちや周辺のまちの特色や景観について

考える。

く準備するもの>

●自分のまち、周辺のまちのカントリー

サイン (写真、イラスト)

<進 め方同>

●自分のまちを含めたカントリーサインを示し、自
分のまちはどれか考える。

●自分のまちのサインがどうしてこのようなデザイ
ンなのか、ほかのまちはどうして違うのかを考える。

●それぞれのまうに、宝物 (自然、歴史、産業など)
があることに気づかせる。このことから、宝物が
ほかにもないか考えたりすることで、地域の景観
を調べる活動につなげる。

※自分たちで独自のカントリーサインを考えたりする方法

もある。

通学路の景観を思い浮かべ、印象の強いもの

を紹介し含い、身近な景観や安全な通学路など

について考える。

<準 備するもの>

●大きめの付せん(記入用 一 人2～3枚すつ)

<進 め方例>

●自宅から学校の間で思い浮かなヽ景観(見た目に目
立つもの、気になるもの、すてきと思うもの、危
ないと思うものなど)を各自付せんに書く。

●付せんを黒板にはつてもらう。
●話し合いながら「もの :家並み、道路、看板など」

「人 :通勤する人、店で働く人など」「こと :夕焼
けや霧、音やにおいなど」にグループ分けする。「美
しい」「美しくない」などの感じ方で分類してもよ
い 。

●景観は、これら要素の全体を見るのが大切である
ことを伝え、まちを詳しく調べる活動につなげる。

商店街や住宅地で花やイルミネーシ ョンなど

で飾 っている写真を見て、まちにどんな印象を

与えるか考える。

く準備するもの>

●花やイルミネーション、アイスキャン ドルなどで
商店や住宅の庭を飾つている写真 (数点)

く進め方例>

●写真を紹介しながら「見る人はどう感じるか?」 「飾
る人はどういう思いか?」みんなで話し合う。

●まちを美しくすることはすばらしいことでは?と

投げかけ、ほかにもまちを美しくしようとする行
いがないか調べる活動につなげる。
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自分の住むまちや地区の名前にどんな出来が

あるか、どんな思いが込め られているかを考え

る。

く準備するもの>

●地名とその由来がわかる情報
例) ア イヌ語地名 :地形や自然の特色が分かるもの

日本語名 i(末広町、幸町など)まちの緊栄を
願う思いが分かるもの

(船見BI、日の出町など)まちの風景
が分かるもの

く進め方硯 >

●地名からどんな景観 (まちの様子や人々の暮らし)
が思い浮かぶか話し台う。

●地名の由来が分かる (感じらllる)ところが今どこ
にあるのか、探してみる活動につなげる。

遠方から転校生がきたと想定し、この友達に

まちを好きになってもらうために、まちのすて

きな場所を紹介できるように考える。

<準 備するもの>

0ま ちの地図や観光マップなど

<進 め方例>

●転校生に自分たちのまちのどこを紹介したいか、
またどうして紹介したいと思うか話し合う。 (例:

景色のよいところ、みんなが集まりにぎわいのあ
るところ、暗かつたり見通しが悪いので気を付け
た方がよいところ な ど)

0ま ちを知つても5う ためには、自分たちがます、
まちをもつと知る必要がありそうだと感じるとこ
ろから、まちを調べる活動につなげる。

教科書などの写真か ら、すてき、きれい、美

しいなどと思 う写真を選び、どうしてそう感 じ

るのかを考える。

く準備するもの>

●社会科などの教科書や副読本、まうのパンフレッ
トなど

●どの写真を選んだか、感じたことを記入するワー

クシー ト

く進め方例 >

●社会科の教科書などからすてき、きれい、美しい
などよい印象を感じる写真を選び、どうしてそう
思うか書き出す。

●各自が発表し、意見の共通する部分や、相違に気
づかせる。

●身の回りにも同じように感じるところがなしヽか、
もっと調べる活動につなげる。

今と音の写真を使つて、変わったところ、時

代を超えて変わらないところ (山や川、建物、

暮らし方など)を 話し合い、景観や事らし方が

時間とともに変わり、積み重なつていくあり様
について考える。

<準備するもの>

0ま う並みなどを写した今と昔の写真や絵 (できれ
ば同じ場所のもの)(数点)

<進 め方例 >

●音の写真を見せて、いつ、どこで撮つた写真か考
える。

●今と音の写真を比べて、どこが違うか、どうして

変わつたか考える。またどこが変わらないかも考
えてみる。

●話し合つた結果から、まちの景観がどう変わつた
のか、もつと調べる活動につなげる。
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(5)景 観学習と言教科との関連づけのためのアイディア

景観は、目に映る身近な環境を扱うため範囲が広く、工夫によって様々な教科と関連づけ

ながら学習することが可能になります。以下に各教科に結びつけられそうな景観学習の内容

を例示します。

○景観から感じた印象を人に分かりやすく説明
する。

○地域のなじみのある風景、景観を表 した詩や
文章を読む。

●考えたことや自分の意図が分かるように話の組み立て
を工夫しながら、目的や場に応じた適切な言葉遣いで
話すこと。

●登場人物の心情や場面についての描写など、優れた叙述
を味わいながら読むこと。

①地域の景観を構成する田畑や港などについて
その成り立ちや自然環境 人 々の生活との結
びつきを調べる。

○地域の景観を構成する工業地について、その
成り立ちや人々の生活との結びつきを調べる。

〇景観形成に重要な、産業活動や地域に根ざし
た素材 (石、木材、レンガなど)、及び人々の
生活と、自然とのかかわりを調べる。

●我が国の農業や水産業について、次のことを調査 した
り地図や地球儀、資料などを活用 したりして調べ、そ
れ らは国民の食料を確保する重要な役害」を果た してい
ることや自然環境と深いかかわ りをもつて営まれてい
ることを考えるようにする。

O我 が国の主な食料生産物の分布や土地利用の特色など
O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8 運ヽ輸の働き

●我が国の工業生産について、次のことを調査 した り地
図や地球儀、資料などを活用 したりして調べ、それ ら
は国民生活を支える重要な役割を果た していることを
考えるようにする。

○我が国の各種の工業生産や工業地域の分布など
○工業生産に従事している人々の工夫や努力、工業生産を支え
る貿易や運輸の働き

●我が国の国土の自然などの様子について、次のことを
地図その他の資料を活用 して調べ、国上の環境が人々の
生活や産業と密接な関連をもっていることを考えるよ
うにする。

O国 上の位置 地 形や気候の概要 気 候条件から見て特色ある
地域の人々の生活

〇国上の保全や水源涵養のための森林資源の働き

○まうなかのいるいるな建物や構造物の形状を
観察 分類したり、高さや体積を推星する。

①山や建物について見る場所の距離と見た目の
高さの関係を調べる。 (距離が離れるほど小さ
く(低く)見える)

●図形についての観察や構成などの活動を通して、基本的
な立体図形についての理解を深めるとともに、図形の構
成要素及びそれらの位置関係に着目して考察ができる
ようにする。

●伴 つて変わるこつの数量ついて、それらの関係を考察
する能力を伸ばす。

O比 例の意味について理解すること

○地域の景観に影響を与える天気の変化 (霧や峰
雪、夕焼けなど)について調べる。

○景観を構成する河川や河岸の地形、及びその
成り立ちや災害などを調べる。

○大きな火山活動や地震が地域の景観に残 した
痕跡などを調べる。

● 1日の天気の様子を観測したり、映像などの情報を活用
したりして、天気の変わり方を調べ、天気の変化の仕
方についての考えをもつようにする。

●地面を流れる水や川の様子を観察し、流れる水の速さ
や量による働きの違しヽを調べ、流れる水の働きと土地
の変化の関係についての考えをもつようにする。

●土地やその中に自まれる物を観察し、土地のつくりや
土地のでき方を調べ、土地のつくりと変化についての
考えをもつようにする。
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○風景の美しさなどを表した首楽を聴く。

○地域の景観を表した校歌、地方に伝わるわら
べうたや民謡に親しむ。

●音楽を聴いてそのよさや美しさを味わうようにする。

●山想や吉楽を特徴付けている要素を感じ取つて、工夫
して表現できるようにする。

○紙工作などでよりよいまち並みづくりを提案
する。

○美しい景観の写生画を描いたり、構図を考え
ながら写真を撮る。

○景観の質を高めている建物や看板、彫刻、街
路灯などのデザインをウォッチングする。

●材料や場所などの特徴をもとに工夫して、楽しい造形
活動をするようにする。

●見たこと、感じたこと、想像したこと、伝え合いたいこと
を求や立体に表現したり、工作に表したりするようにする。

●作品などを鑑真し、それらのよさや美しさに親 しむよ
うにする。

○まちの景観を考えた家づくりや庭づくり、四
季の変化や自然環境を考えた暮らし方を行つ
ている例を調べる。

○身の回りの景観を調べることで、危険な場所
や災書時の避難所など、防犯、防災に対する
知識、理解を深める。

●住まい方に関心をもつて、身の回りを快適に整えるこ
とができるようにする。

●近隣の人々との生活を考え、自分の家庭生活について
環境に配慮した工夫ができるようにする。

○身の回りの景観を構成する自然環境や歴史的
な建物などを調べ、知識 理 解を深める。

○景観づくりのためにみんなが守つている法や
きまりについて調べる。

○地域での花植えや植樹活動、こみ拾いなどの
清掃活動に参加する。

○身の回りの景観の成り立ち、歴史を調べる。

○外国の景観と身の回りの景観を比較して調べる。

●主 と して自然や崇高なもの とのかかわ りに関すること。

O自 然の偉大さを知り 自 然環境を大切にする。

○実しいものに感動する心や人間の力を超えたものに対する畏

敬の念をもつ。

●主として集団や社会とのかかわ りに関すること。

○身近な集団に進んで参加し、自分の役割を自覚し、協力して

主体的に責任を果たす。

○公徳心をもつて法やきまりを守り、自他の権利を大切にし進
んで義務を果たす。

○働くことの意義を理解し 社 会に奉仕する喜びを知つて公共
のために役に立つことをする。

○郷土や我が国の文化と伝続を大切にし、先人の努力を知り

郷土や国を愛する心をもつ。

○外国の人々や文化を大切にする心をもち、日本人としての自

覚をもつて世界の人々と親善に努める。

①遠足や宿泊学習の中で自然豊かな公園などを
見学、体験 したり、文化財や歴史的なまち並
みを見学する。

○地域での花植えや植樹活動、こみ拾いなどの
清掃活動に参加する。(再掲)

○よい景観の地域づくりに尽くした人などを題
材にした演劇を行う。
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