
１ 学校名  気仙沼市立鹿折小学校 

 

２ 活動名  「世界とつながるぼくらの海郷学」 

 

３ 実践の概要・ねらい 

（１）実践の概要 

本校が位置する鹿折地区は，市内でも東日本大震災の被害が大きかった地域で，現在も

区画整理や河川工事を行っている場所が多く，復興途上といえる。震災前に取り組んでい

た環境・地域遺産の素材を用いた学習も，震災の被害や白山・浦島小学校との統廃合によ

り，再構築することが急務の課題となっている。また，学習指導要領改訂に掲げる，「生

きた学力」を育成するために「地域に開かれた教育課程」の具現とカリキュラムマネジメ

ントに努め，児童の学びを本物で有意味なものにしていく必要がある。そこで，児童にと

って身近な「海」をテーマに学びを整理し,自ら「問い」をもち,より探究的な学習を通し

て考えを広げ深め，行動できる子どもの育成を目指して海洋教育の実践を行いたいと考

えた。 

（２）ねらい 

  ①  総括目標 

鹿折・気仙沼地区で働く人々のふるさと復興へ向けた熱い思いと，水産業を通した

世界とのつながりから考えを広げ深め，海と人との共生を目指す気仙沼市のために

自ら行動できる児童を育むことをねらいとして実践を行った。 

  ②  身に付けたい資質・能力 

【知識及び理解】 

・気仙沼市や鹿折地区が抱える諸課題が身の回りの地域のみならず，地球規模での自

然・社会環境の変化から起因していることを理解することができる。 

・探究課題の解決に必要な情報を体験的に収集し，それらを整理・分析する技能を身

に付けることができる。     

【思考力・判断力・表現力等】 

・気仙沼市や鹿折地区が抱える課題を解決するために何が必要なのかを，学んだこと

を多角的・多面的に考え，表現することができる。 

・自分やグループで設定した探究課題についての考えを，学校内外の人々に広くわか

りやすく情報発信することができる。 

【学びに向かう人間性等】 

・探究課題解決のために学校内外の他者と協働し，対話的に考えを深めようとする。 

・探究課題解決に主体的に取り組み，学んだことを進んで日常生活に生かそうとする。 

 

 



４ 実践計画 

① テーマ・概要・活動計画，教科等との関連 

（１）４年生の取り組み 

題材名 ４年生「いのちを育む川」（５０時間） 

小単元 「いのちを育む川」４～２月 

①オリエンテーション 

・これからの学習について確認し，活動の見通しを立てる。 

②鹿折川から環境を考えよう 

・鹿折の水辺の環境や生物を観察する。 

③鹿折川から環境を考えよう 

・気仙沼市役所環境課の職員を招き，川の役割や環境について学ぶ。 

④米づくりを体験しよう① 

・川の水を利用し米作りを営む人の話を聞く。どのように利用されているの

か調べる。  

・米づくりを学び，バケツで稲を育てる。（種まき・田植え） 

⑤米づくりを体験しよう② 

・育ててきた米を収穫する。 

・観察や調査等で分かった鹿折川の環境について，グループ毎にまとめる。 

（鳥取県八郷小学校との交流） 

⑥地域の防災マップをつくろう 

・鹿折川が氾濫した時の災害を想定し，フィールドワークを行い，地区の危

険箇所や安全な場所，備え付けの設備等について調査する。 

【教科等との関連（学習内容）】 

○きょう土の発展につくす（社会・１１月） 

・鎌田三之助の業績を調べ，干拓事業や米作りの歴史について知る。 

⑦川と海とのつながりを考える 

・これまで学習してきた「いのちを育む鹿折川」についてまとめ，海とのつ

ながりを考える。 

・いのちを育む水について調べてきたことをまとめて発表する。 

【教科等との関連（学習内容）】 

○自然のなかの水のすがた（理科・１２月） 

・水は地面や水面から蒸発して水蒸気になることや，空気中の水蒸気は結

露して水になることなど，自然界の水の姿の変化についての考えをもつ

ことができる。 

○水はどこから（社会・７月） 

・地域の人々の健康な生活や良好な生活環境の維持と向上に役立ってい



ることを理解する。 

・川や森林の環境を守る人々の活動に関心をもち，自分からも節水や飲料

水などの取り組みに協力しようとする。 

○自然のなかの水のすがた（理科・１２月） 

・水は地面や水面から蒸発して水蒸気になることや，空気中の水蒸気は結

露して水になることなど，自然界の水の姿の変化についての考えをもつ

ことができる。 

【教科等との関連（資質・能力）】 

○わたしの考えたこと（国語・９月） 

・自分の考えとその理由を明確にし，組み立てを考えて分掌を書くことが

できる。 

（２）５年生の取り組み 

題材名 「世界とつながるぼくらの海郷学」（８０時間） 

小単元 「気仙沼の海を知ろう」４～７月（２５時間） 

①オリエンテーション（振り返り） 

 ・４年生の「川の環境調査活動」を振り返り，川がつながる海について学ぶ

ことに意欲をもつ。 

②自分の課題を設定しよう 

 ・個々が海について深く調べたい「課題（第一次）」を設定する。 

③気仙沼の海を知ろう（海の市見学） 

・魚市場見学を通して気仙沼市に水揚げされる魚種，漁船，水揚げ量につい

て知る。 

・海の市で販売される魚種，加工品，多様な販路について知る。 

④気仙沼の海を知ろう（水産加工場見学） 

・鹿折水産加工組合，ほてい工場見学を通して，魚（サメ・カツオ）の加工

方法，魚や加工品の流通経路，外国人研修生について知る。 

⑤調べたことを発表しよう 

 ・第一次課題についてわかったこと，考えたこと，さらに調べたいと思った

ことを整理し，発表し合う。 

【教科等との関連（資質・能力）】 

 ○新聞記事を読み比べよう（国語・６月） 

 ・記事と写真との関係に注意しながら新聞記事を読み比べ，書き手の意図を

読み取る。 



「世界とつながる気仙沼の海」８～１２月（４０時間） 

①ガイダンス 

 ・一学期の第一次課題についてその探究学習を生かし，第二次学習を設定す

る。決定した探求課題から領域を分ける。 

〈予想される領域〉 

環境・・・・海の栄養・川・風・生態系・温暖化・海流 等 

船・・・・・船の種類・構造・造船・船上の生活 ・漁法 等 

食・・・・・伝統料理・加工食品・食文化・食材のよさ 等 

国際・流通・加工品の流通・外国人研修生・漁船員 等 

魚・・・・・水揚げ量・水揚げ・種類 

・ゼロエミッション 等 

②世界に漕ぎ出す船 

・みらい造船所見学を通して，船がどのように建造されるか理解する。 

・マグロ延縄船に乗船し，船の造りとマグロ漁法・漁場について理解す

る。 

【教科等との関連（学習内容）】 

 ○水産業のさかんな地域（社会・９月） 

・日本や地域の水産業に関心をもち，水産業が自然環境を生かして営まれ

国民の食生活を支えていることを知る。 

・気仙沼市の水産業や関連施設，漁船を見学し，調べたことを地図などに

まとめる。 

○自動車をつくる工業（社会・１０〜１１月） 

・自動車をつくる工業を通して，我が国の工業生産について調べ，自動車

をつくる人々の苦労や工夫や努力を理解する。 

・気仙沼市の工業生産について考え，気仙沼の食生活をささえる水産業と

造船所で働く人々の思いについて考える。 

③鹿折から様々な地域へ 

・ミヤカン水産加工場見学を通して缶詰の製造工程について知る。 

・マグロ延縄船に乗船し，船の造りとマグロ漁法・漁場について理解す

る。 

【教科等との関連（学習内容）】 

 ○親子メカカレー作り（家庭科・９月） 

・気仙沼でよく水揚げされるメカジキを材料に加えたカレーを親子で作

って試食する。 

④ぼくらの豊かな海 

・丹羽教授（東京大学海洋アライアンス）の海流実験を通して，潮目のひ



みつを知る（潮目の生成実験・PLが豊富な理由）。 

・須賀教授（東北大学）の講話を通して，地球規模の海流，風と海流のつ

ながり，地球温暖化について知る。 

・舞根森里海研究所の畠山重篤・信の講話と体験学習を通して生態系と動

植物 PL について知る。 

⑤学習をまとめよう 

・第二次課題についてわかったこと，考えたこと，さらに調べたいと思った

ことを整理する。 

⑥海洋子どもサミットで発表しよう 

・個人探究課題について調べたことを発表する。（動機・課題・方法・内容・

成果・課題） 

・発表したことを振り返り，疑問に思ったことや，さらに調べたいことをま

とめる。 

【教科等との関連（資質・能力）】 

 ○資料を生かして考えたことを書こう（国語・９月） 

  ・資料から情報を読み取り，読み取った情報を活用して，文章を書いたり

資料を選択したりする 

「これからの気仙沼・鹿折を考えよう」１～２月（２０時間） 

①海洋サミットを振り返って 

 ・海洋サミットで他地域，他校の発表を聞き，自分の探求課題を振り返って

修正・発展・補充を行う。 

②世界から見た気仙沼・鹿折（２時間） 

 ・探求課題について調べたこと，深く考えたことから，気仙沼市や鹿折の

課題について見つめる。 

③学習をまとめよう② 

・第三次課題についてわかったこと，考えたことを整理する。 

・個々にレポートを作成し，パンフレットにまとめる。 

④海のフォーラム in 鹿折（授業参観） 

・個人探究課題について調べたことを発表する。（動機・課題・方法・内容・

成果・課題） 

・友達の発表を聞き，意見交換を行う。（パネルディスカッション） 

【教科等との関連（資質・能力）】 

 ○伝えよう、委員会活動（国語・１月） 

・必要な情報を整理し，分かりやすい構成を考えて，総合的な学習の時間

で学んだことをパンフレットにまとめる。 

【教科等との関連（学習内容）】 



 ○これからの工業生産とわたしたち（社会・１月） 

・工業生産の現状と課題について理解する。 

・我が国の工業生産を発展させることや，持続可能な社会を目指すための

取り組みから，様々な課題の解決が必要であることを理解する。 

○環境を守るわたしたち（社会・３月） 

・環境汚染は産業の発展や都市化にともなって生じたことや，それらから

健康や生活環境を守るための取り組みやわたしたち一人ひとりの協力

の重要性について考える。 

５．今年度の実践 

 ①  計画からの追加・変更点 

「鹿折の宝もの～人々のくらしと海とのかかわり～」というテーマで，４年生を対象

に活動を行うことを計画していたが，さらに枠を広げ，学校全体で取り組むことを目指

し，児童にとって効果的な学びとなるように他学年でも活動を検討した。活動名は「世

界とつながるぼくらの海郷学」として実施した。また，計画していた，「人々のくらし

と海とのかかわり」というサブテーマについても変更を加え，地域のよさを学ぶことも

大切にしながら，地域の課題をグローバルな視点で見つめることで，児童の考えをさら

に広げ深めたいと考えた。 

②  実践の成果 

（１）地域素材（産業・環境・地域遺産）を活用し，ふるさとを知る活動 

鹿折地区は，水産加工場や造船所が点在 

しており，気仙沼市の中でも産業が盛んな  

地域である。また，リアス式海岸の特色を 

生かしワカメ・牡蠣の養殖を行ったり，豊  

富な地下水を利用し農業を営んだりなど， 

豊かな自然環境にも恵まれた場所である。 

第４学年は「命を育む水」をテーマに鹿折 

川の環境調査，湧き水を利用して米作りを 

営む農家を訪問し，稲作りを体験する活動 

を行った。鹿折川に生息する環境指標生物 

を採取し，鹿折川がどのくらい汚染されているのか調査し，その原因がどのようなと 

ころにあるのか考える活動を行った。また調査活動を通して，人と水のつながりを見 

つけることができ，鹿折地区は湧き水が豊富な土地であることに気付きながら，その 

豊かな水を利用して米作りを営む農家の人と一緒にバケツ稲で米作り体験を行った。 

収穫できた米でおにぎりを作り農家の大変さや食物への感謝の気持ちを育むことが 

できた。 

 

４年生・稲刈り体験 



（２）教科・領域を横断的に学ぶ学習活動 

第５学年では，総合的な学習の時間や社

会科を中心として教科横断的に学習を進め

た。まず，６月に総合的な学習の時間で「気

仙沼鹿折水産加工協同組合」「気仙沼ほて

い」の水産加工場を見学し，水揚げされた

魚がどのような工程で加工されるのか，な

ぜそのような工夫をするのか見学をした。

その後，１０月に気仙沼市の漁業を支える

「みらい造船」の新造船建造工程を見学し

た後，「マグロ延縄船」の乗船体験を実施した。船を建造・修繕する人が漁師のために

どのような工夫をしているか，そして船に乗りマグロを獲る漁師は造船所で船を建

造・修繕してくれる人にどのような思いを持っているのか，船を媒体にして技術・工

夫と思い・願いのつながりを詳しく知ることができた。 

社会科での水産業の学習を中核に据えながら，総合的な学習と横断的に進め，学習

内容をさらに深化させたいと考えた。総合的な学習で見学した様子を撮影した写真や

動画を社会科の授業の導入で提示し児童の関心を高めたり，児童の自力解決・グルー

プ活動の際に気付きを引き出すための資料として使用したりすることで，学習内容を

横断させるためのツールとして活用した。また，単元で扱った「船」「産業」の教材は

産業・環境・国際など多面的な視点でも考えることができ，多領域にグループ分けを

行い，つながりを考えていくことで児童の考えを深めさせることができた。 

（３）他地域や世界とのつながりから知識や考えを広げ深める学習 

活動の際に，国連持続可能な開発目標

（ＳＤＧs）を用いて，自分たちの活動に目

的・相手意識をもたせることで児童の学ぶ

意欲，活動への関心を高めることができ

た。第５学年では，今回教材化した「水産

加工場」「造船所」「マグロ延縄船」を学ぶ

ことで，「労働者・後継者不足」「労働力の

国際化」等の共通の課題を見つけることが

できた。鹿折地区にある水産加工場，気仙

沼市から出航する漁船の多くが労働者不

足という共通の課題を抱えており，それを補うためにインドネシア人やベトナム人を

研修生として雇っている。そこで鹿折地区にある水産加工品を製造している「ミヤカ

ン」を訪問し，外国人交流会を設定し，直接外国人労働者に対し，来日した理由や企

業の方に気仙沼市の水産業の現状等について質問する場を設定した。さらに，マグロ

 

５年生・水産加工場見学（気仙沼ほてい） 

 

５年生・水産加工場（ミヤカン） 



延縄船に乗船する日本人船員も年々減少傾向にあり，インドネシア人などの外国人労

働者を雇い，労働力を補っているという現状も知ることができた。本市は水産業の町

として有名だが，水産業を支えているのは日本人だけでなく外国の人も多く，国際水

産文化都市を標榜する気仙沼市は他地域にないグローバルな町であることに改めて

気付くことができた。 

③  次年度への課題 

地域素材を教材化し，児童の学びを高めるためには，学年間・単元間の内容を体
系的組み立て，学びの文脈になるように改善して行く必要がある。今後は，海洋教
育デザインシートの整備を進めていく必要もある。 

 

６ 主な連携機関及び内容 

連携機関 内容 

村上 俊一様 バケツ稲・稲刈り体験 

ＮＰＯ法人森は海の恋人運動 

副理事長 畠山 信氏 

森は海の恋人運動についての講話。 

気仙沼市役所環境課 

川名 竜太 

川についての講話・川の役割 

株式会社 みらい造船 

中居武志 

新造船の建造方法 

株式会社ミヤカン 

寺田正志さん 

水産加工品の加工工程見学（缶詰） 

外国人労働者 

気仙沼ほてい 

千葉俊介さん 

水産加工品の加工工程見学（缶詰・レトルト

パウチ） 

気仙沼鹿折加工協同組合 

事務局長 村松さん 

水産加工品の加工工程見学（缶詰） 

流通について 

気仙沼の魚を学校給食に普及させる会 

小山昭一さん 

遠洋鮪延縄漁について 

唐桑海友会 元遠洋鮪延縄船船長による延縄漁の講話。 

東京海洋大学 海洋アライアンス 

丹羽淑博教授 

海流実験を通した，漁場・海流についての学

習。 

北かつ商事株式会社 

菊田和博さん 

遠洋鮪延縄漁について 

菅原興業 

小出悟さん 

外国人向けレストラン経営の経緯 

まちづくり 

認定ＮＰＯ法人底上げ 

成宮崇史 

まちづくり（国際） 

 



海洋教育活動内容掲示用ボード 



５年 海洋教育年間指導計画   

単元名 世界につながるぼくらの海郷学【８０時間】 テーマ 国際・環境・産業 関連教科等 総合的な学習の時間，国語，社会，理科，学校行事 

総 括 
目 標 

震災から７年が経過し，以前のような町並みや水産関連会社等が戻りつつあるこの鹿折地区について，故郷復興へ向けた地域
の人々の熱い思いと，水産業を通して世界とつながっている鹿折のよさを「ひと・もの・こと」の視点からみつめ，「海と生き
る」ふるさと気仙沼について自分の考えをもち行動できる児童を育む。 

SDGs 
関連 

 
 

気仙沼市 
２次総合 
計画関連 

 
 

身に付け
たい資質
能力 

【知識及び理解】・・・・・・・・気仙沼市や鹿折地区が抱える諸課題が身の回りの地域のみならず，地球規模での自然・社会環境の変化から起因していることを理解することができる。 

                探究課題の解決に必要な情報を体験的に収集し，それらを整理・分析する技能を身に付けることができる。     

【思考力・判断力・表現力等】・・気仙沼市や鹿折地区が抱える課題を解決するために何が必要なのかを，学んだことを多角的・多面的に考え，表現することができる。 

                自分やグループで設定した探究課題についての考えを，学校内外の人々に広くわかりやすく情報発信することができる。 

【学びに向かう人間性等】・・・・探究課題解決のために学校内外の他者と協働し，対話的に考えを深めようとする。 

                探究課題解決に主体的に取り組み，学んだことを進んで日常生活に生かそうとする。 

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

学
習
活
動 

 

教
科
と
の
関
連 

 

 

 

【第一次探究活動（予備探究）】 

オリエンテーション（振り返り）【４月】 

・４年生の「川の環境調査活動」を振り

返り，川がつながる海について学ぶ

ことに意欲をもつ。 

気仙沼の海を知ろう①【５月】 

・魚市場見学を通して気仙沼市に水揚げされる魚種，漁船，水

揚げ量について知る。 

・海の市で販売される魚種，加工品，多様な販路について知る。 

気仙沼の海を知ろう②【５・６月】 

・鹿折水産加工組合，ほてい工場見学を通して，魚（サメ・カ

ツオ）の加工方法，魚や加工品の流通経路，外国人研修生につ

いて知る。 

第一次探究課題の設定【５月】 

個々が海について深く調べたい「課題（第一次）」を

設定する。 

調べたことを発表しよう【７月】 

第一次課題についてわかったこ

と，考えたこと，さらに調べたいと

思ったことを整理し，発表し合う。 

【第二次探究活動（本探究）】 

ガ
イ
ダ
ン
ス
【
８
月
】（
第
二
次
探
究
課
題
の
設
定
） 

一
学
期
の
第
一
次
課
題
に
つ
い
て
そ
の
探
究
学

習
を
生
か
し
，
第
二
次
学
習
を
設
定
す
る
。 

        
   
 
   
 
   
 
  
 
   
 

      

《探究課題カテゴリー（予定）》 
 

魚・水揚げ量・水揚げ・種類 
・ゼロエミッション 等 

食・伝統料理・加工食品  
・食文化・食材のよさ 等 

環境・海の栄養・川・風  
・生態系・温暖化・海流 等 

船・船の種類・構造・造船 
・船上の生活 ・漁法 等 

世界に漕ぎ出す気仙沼の船【１０月】 
・みらい造船所見学を通して，船がどの

ように建造されるか理解する。 
・マグロ延縄船に乗船し，船の造りとマ

グロ漁法・漁場について理解する。 

【主な連携機関と内容】 
・東京大学海洋アライアンスセンター【環境：実験（海流と風）】 
・東北大学【環境：講話（風・地球温暖化）】 
・宮城県北部鰹鮪漁業組合【船・漁法（マグロ延縄船見学）】 
・気仙沼市漁業組合，観光コンベンション協会【魚・漁法・観光】 
・鹿折水産加工組合【食・魚：（大型冷蔵庫見学）】 
・（株）ほてい・（株）ミヤカン【食・魚：（加工工場見学）】 
・みらい造船所木戸浦工場【船：（新造船・修復船見学）】 

ぼくらの豊かな海【９月】 
・丹羽教授（東京大学海洋アライアンス）の

海流実験を通して，潮目のひみつを知る
（潮目の生成実験・PL が豊富な理由）。 

・須賀教授（東北大学）の講話を通して，地
球規模の海流，風と海流のつながり，地球
温暖化について知る。 

・舞根森里海研究所の畠山重篤・信の講話と
体験学習を通して生態系と動植物 PL につ
いて知る。 

鹿折から様々な地域へ【９・１０月】 
・ミヤカン水産加工場見学を通して缶

詰の製造工程について知る。 
・マグロ延縄船に乗船し，船の造りと

マグロ漁法・漁場について理解す

国際・流通・加工品の流通  
・外国人研修生・漁船員 等 

学習をまとめよう①【１１月】 
・第二次課題についてわかった

こと，考えたこと，さらに調
べたいと思ったことを整理
する。 

海洋こどもサミットで発信しよう【１１月】 

・個人探究課題について調べたことを発表

する。（動機・課題・方法・内容・成果・

課題） 

・発表したことを振り返り，疑問に思ったこ

とや，さらに調べたいことをまとめる。 

【第三次探究活動（補充探究）】 

海のフォーラム in 鹿折（授業参観）【２月】 

・個人探究課題について調べたことを発表

する。（動機・課題・方法・内容・成果・

課題） 

・友達の発表を聞き，意見交換を行う。（パ

ネルディスカッション） 

学習をまとめよう②【１・２月】 
・第三次課題についてわかったこ

と，考えたことを整理する。 
・個々にレポートを作成し，パン

フレットにまとめる。 

海洋サミットを振り返って【１月】 

・海洋サミットで他地域，他校の発表を聞き，自分の探

求課題を振り返って修正・発展・補充を行う。 

世界から見た気仙沼・鹿折【１・２月】 
・探求課題について調べたこと，深く考

えたことから，気仙沼市や鹿折の課題
について見つめる。 

水産業のさかんな地域【９月】（社会） 

・日本や地域の水産業に関心をもち，水産業が自然環境を生かして営

まれ国民の食生活を支えていることを知る。 

・気仙沼市の水産業や関連施設，漁船を見学し，調べたことを地図な

どにまとめる。 
新聞記事を読み比べよう【６月】（国語） 

・記事と写真との関係に注意しながら新聞記事

を読み比べ，書き手の意図を読み取る。 

立場を決めて討論をしよう【７月】（国語） 

・論題に対して二つの立場に分かれ，互いの主張と

その理由を明確にしながら，討論をすることがで

きる。 

資料を生かして考えたことを書こう【９月】（国語） 

・資料から情報を読み取り，読み取った情報を活用して，文章を
書いたり資料を選択したりする 

伝えよう、委員会活動【１月】（国語） 

・必要な情報を整理し，分かりやすい構成を考えて，総合的な学習の時間で

学んだことをパンフレットにまとめる。 

六年生におくる字をすいせんしよう【２月】（国語） 

・聞き手が納得するように，話の構成を工夫して推薦したり，

話をしたりすることができる。 

比べ方を考えよう【２月】（算数） 

・割合や百分率などを理解し，資料の全体と部分などの関係

を表す割合を円グラフや帯グラフに表すことができる。 

世界の中の国土【４月】（社会） 

・世界の主な大陸と海洋，主な国の名称と位

置，我が国の位置と領土を理解している。 

自動車をつくる工業【１１月】（社会） 

・自動車をつくる工業を通して，我が国の工業生産について調べ，自動車

をつくる人々の苦労や工夫や努力を理解する。 

・気仙沼市の工業生産について考え，気仙沼の食生活をささえる水産業と
造船所で働く人々の思いについて考える。 

これからの工業生産とわたしたち【１月】（社会） 

・工業生産の現状と課題について理解する。 

・我が国の工業生産を発展させることや，持続可能な社会を目指すた

めの取り組みから，様々な課題の解決が必要であることを理解する。 

環境を守るわたしたち【３月】（社会） 

・環境汚染は産業の発展や都市化にともなって生じたことや，それらから健康や生活環

境を守るための取り組みやわたしたち一人ひとりの協力の重要性について考える。 

わたしの研究【夏季休暇】（理科） 

・第一次探求課題に関連したテーマについて，調査方法や

まとめ方について計画を立て，調べる。（実作業は課外） 

物のとけ方【１１・１２月】（理科） 

・水溶液を熱して水を蒸発させると溶けていた物を取り出

すことができることを確認し海水で実験を行う。 

魚のたんじょう【６月】（理科） 

・顕微鏡でメダカの観察と併せて，海水中

の植物・動物プランクトンを観察する。 

・メダカを観察し，魚の卵の中の変化をま

とめる。 

親子メカカレー作り【７月 or９月】（家庭） 

・メカジキを材料に加えたカレーを親子で作る。 

野外活動【９月】（行事） 

・国立花山青少年自然の家

で自然体験をする 


