
【成果報告書１：海洋教育のデザイン】 
１ 学校名 福島県南会津郡只見町立只見小学校 
 
２ 活動名 海とつながる只見町 
 
３ 実践の概要・ねらい 

テーマを「海とつながる只見町」とし，１学年と２学年は生活科，３学年以上は総合的な学習の時

間を中心に海洋教育を実践してきた。これは，「只見の自然と共生することが水循環を通して海を守

ることにつながること」「八十里越（国道２８９号）の開通とともに日本海が近くなること」を学び，

将来の町の在り方を考え，自己実現や社会貢献のための実践力を育む取組である。 
  各学年のテーマを，１学年「只見の自然を感じよう」，２学年「只見の人や自然を感じよう」，３学

年「只見の森の四季」，４学年「海とともにある只見の食文化」，５学年「ユネスコエコパークのまち

只見の自然と海」，６年「只見の将来を提言する ～海とつながり，世界と結びつく～」とし，体験

的・探究的な学習を進めてきた。 
 
４ 実践計画 
 ① 各学年のテーマ・概要・活動計画，教科等との関連 

第１学年 只見の自然を感じよう 
概要・活動計画 ※太字は重点活動 

 自然ゆたかな只見の四季について調べたり体験したりすることを通して，只見の自然のすばら

しさや厳しさを感じることができる。 
【１学期】「なつだ あそぼう」「田子倉湖散策」「八十里を越えて海へ」 
【２学期】「いきものと なかよし」「ふるさと登山(尾瀬)」「たのしい あき いっぱい」 
【３学期】「ふゆを たのしもう」「うちまめを しよう」「せつぞうを つくろう」 

教科等との関連 
国語科 図画工作科 学校行事 

 
第２学年 只見の人や自然を感じよう 

概要・活動計画 ※太字は重点活動 
 自然ゆたかな只見の四季について調べたり体験したりすること、また只見の人とふれあうこと

を通して、只見の自然のすばらしさや人の温かさを感じることができる。 
【１学期】「春だ 今日から２年生」「どきどき わくわく まちたんけん」「田子倉湖散策」 

「八十里を越えて海へ」「生きもの なかよし 大作せん」 
【２学期】「ふるさと登山(尾瀬)」「もっと なかよし まちたんけん」 

「つたわる 広がる わたしの生活」 
【３学期】「だんごさしを しよう」「せつぞうを つくろう」 

教科等との関連 
国語科  図画工作科  学校行事 

 
 



第３学年 只見の森の四季 
概要・活動計画 ※太字は重点活動 

 自然豊かな只見の四季について調べたり体験したりすることを通して，只見の自然の素晴らし

さや厳しさを感じると共に，只見の森の四季の変化が海洋と関わっていることを意識させる。 
【１学期】「春を見つけよう」「若葉を比べよう」「木の名前を調べよう」「田子倉湖散策」 

「八十里を越えて海へ」 
【２学期】「森の生きものを探そう」「木の葉の色づきを比べよう」「学習したことを発信しよう」 
     「木の芽を比べよう」「ふるさと登山（尾瀬）」 
【３学期】「動物の足跡を見つけよう」「只見の四季についてまとめよう」 

教科等との関連 
国語科  理科  社会科  学校行事 

 
第４学年 海とともにある只見の食文化 

概要・活動計画 ※太字は重点活動 
 只見町は内陸に位置しているが，八十里越を通って海産物や文化，そして歴史が日本海方面か

ら入ってきた。それらを学ぶことによって先人がどのように生きてきたのかを知り，自分が只見

でどのように生きていくのかについて考える。 
【１学期】「只見の郷土料理を調べよう」「八十里越って何だろう」「田子倉湖散策」 

「八十里を越えて海へ」 
【２学期】「郷土料理を作って味わってみよう」「郷土料理の材料について調べよう」 

「ふるさと登山（尾瀬）」 
【３学期】「郷土料理を伝えよう」「只見の郷土料理につてまとめよう」 

教科等との関連 
国語科  社会科  学校行事 

 
第５学年 ユネスコエコパークのまち只見の自然と海 

概要・活動計画 ※太字は重点活動 
 只見町はユネスコエコパークに指定されている。また内陸に位置している只見に降る雨や雪等

の水は，日本海がもたらしている。その水は広大な只見のブナ林に蓄えられ，落ち葉の養分と共

に只見川を流れ，いずれ阿賀野川と合流して海へと注ぐ。そして海産資源を豊かにしている。そ

れらについて水循環を通して学ぶことによって，自分が只見町でどのように自然と関わって生き

てくのかについて考える。 
【１学期】「ユネスコエコパークって何だろう」「只見の動植物を調べようⅠ」「雪食地形を見に

行こうⅠ」「只見のブナについて調べようⅠ」「田子倉湖散策」「八十里を越えて海へ」 
【２学期】「只見の自然と海の関係について調べよう」「雪食地形を見に行こうⅡ」 

「ふるさと登山（尾瀬）」 
【３学期】「只見のブナについて調べようⅡ」「只見の植物を使って生活に使うものを作ろう」「ユ

ネスコエコパークのまち只見で自然と共生していくための生き方を考え実行しよう」 
教科等との関連 

国語科  社会科  理科  学校行事 



 
第６学年 只見町の将来を提言する ～海とつながり，世界と結びつく～ 

概要・活動計画 ※太字は重点活動 
 只見町はユネスコエコパークに指定され，自然が豊かである。また只見町は，数年後には八十

里越（国道２８９号）が開通する予定であり，近い将来に三条市と結ばれ，新潟県，日本海と非

常に近い町となる。そのことが未来の只見町の発展にとってどのような影響を及ぼすのかについ

て，海との関わり，海を通して世界とつながることを意識しながら学ぶことによって，自分が只

見町の発展にどのように関わって生きていくのかについて考え，提案する。 
【１学期】「只見町ってどんな町」「町の抱える課題と未来展望Ⅰ」「田子倉湖散策」「八十里を越

えて海へ」 
【２学期】「町の抱える課題と未来展望Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」「ふるさと登山（尾瀬）」 
【３学期】「地域成果報告会で発信しよう」「全国にむけて発信しよう～全国海洋教育サミット～」

「これからの只見」 
教科等との関連 

国語科  社会科  理科  学校行事 
 
 ② 実践の評価について 
  〇 総合的な学習の時間の評価（「よりよく課題を解決する資質や能力」「学び方やものの考え方」

「主体的，創造的，協働的に取り組む態度」「自己の生き方」）で子どもの姿を見取り，実践の評

価を行う。 
  〇 学校行事とも関連しているため，「学校の教育活動についてのアンケート」により，保護者に

も実践の評価をしていただく。 
  〇 「只見学」学習計画細案に朱書きで加除修正を行う。 
 
５ 今年度の実践 
 ① 計画からの追加・変更点 
  ○ 「ふるさと登山」目的地を，只見川の源流を見て，水循環による只見と海とのつながりを意識

させるため，全学年尾瀬に変更した。 
  ○ １月に，町内三小学校６学年児童による，海洋教育の視点を付加したＥＳＤに基づく学習の成

果報告会を開催した。 
 ② 実践の成果 
  〇 ＥＳＤに海洋教育の視点を付加し，体験的・探究的活動を多く取り入れたことで，ふるさとは

歴史的に海と深く関わり，海とつながっていることを理解することができた。そして，海洋の課

題を身の回りから取組むＥＳＤ本来のねらいに迫ることができた。 
〇 海洋教育の視点を付加したことによる教育効果を発信することで，内陸部における海洋教育の

重要性を啓発することができた。 
〇 保護者を巻き込んだ実践を展開することによって，ＥＳＤ及び海洋教育を効果的に進めること

ができた。 
  
 



③ 次年度への課題 
  〇 各教科等や総合的な学習の時間，行事等の学習活動・内容の関連が一層図られるよう，カリキ

ュラムの見直し，ストーリーマップの修正を行っていくこと。 
    〇 海から離れている地域で海を守るためにできることを考え，実践する力を育成するカリキュラ

ムづくりや体験的・探究的活動の充実を一層図っていくこと。 
  〇 学んだことを地域に発信し，さらに地域を巻き込んだ活動にしていくこと。 
  〇 これまでの取組をもとに，さらに発展して取り組めることはないか，具体的に検討すること。 
  〇 地域学習でおわることなく，海洋環境などの地球規模のテーマにも目を向けていくこと。 
 
６ 主な連携機関及び内容 
 〇 東京大学海洋アライアンス海洋教育促進研究センター（講師招聘・指導） 
 〇 只見町教育委員会（指導） 



 



 



 



 



 



 



平成 30 年度地域カンファレンス報告書 
 

報告者：只見町小学校海洋教育パイオニアスクール幹事校長 吉野 徹 
（只見町立只見小学校長） 

 
１ 目 的 

（１）一年間実践した海洋教育に関する学習や活動について報告し合うことにより，他の学校での取組

や成果・課題を共有する。 

（２）海洋教育に関する学習や活動報告を地域に向けて発信することにより，内陸部における海洋教育

の重要性を啓発する。 

 

２ 期 日 平成３１年１月２８日（月） 

 

３ 主 催 只見町立只見小学校（海洋教育パイオニアスクール幹事校） 

      同   朝日小学校（同メンバー校） 

      同   明和小学校（同メンバー校） 

 

４ 共 催 只見町教育委員会 

 

５ 場 所 季の里「湯ら里」  
 
６ プログラム 
 １３：３０～１３：４５ 開会式 

 １３：５０～１４：０５ １班報告 

 １４：１０～１４：２５ ２班報告 

 １４：３０～１４：４５ ３班報告 

１４：５０～１５：５０ 講演会 

 １５：５０～１６：００ 閉会式 

 
７ 参加者数 １００名（各小学校 6 学年児童 42 名 学校教職員 10 名 教育委員会 3 名 来賓 4 名 

保護者・地域の方 41 名） 
 
８ 発表内容 
（１）只見町内三小学校６学年児童による海洋教育に基づく学習の成果報告(ポスター・セッション) 

 

 

 

 

 

     【只見小学校】        【朝日小学校】        【明和小学校】 



学校名 只見小 朝日小 明和小 

１班 

只見町の未来の町づくり 

について提案しよう～雪

を活用する只見町～ 

只見の郷土料理と海のめ

ぐみ 

八十里越の過去 

２班 

只見町の未来の町づくり 

について提案しよう～自

然を生かそうプロジェク

ト～ 

只見の自然を生かした夏

祭り 

八十里越の未来 

３班 

只見町の未来の町づくり 

について提案しよう～受

けつがれる観光の町～ 

川と山を未来につなげよ

う 

八十里越を生かした只見

町の未来 

 

（２）東京大学海洋アライアンス海洋教育促進研

究センター 主幹研究員 及川幸彦様によ

る海洋教育に関する講演会（演題「只見から

の提案 ～ 山間地における海洋教育の可

能性 ～ 」 

 
９ 成 果 
（１）子ども達が，他校の海洋学習の取組を知る

よい機会となった。他校からよい刺激を受

け，学び合いの姿勢や海洋学習に対する意識 

がさらに高まった。 
（２）ポスター・セッションでの発表形態を取ったことにより，子ども達に，聞き手を意識した発表を

する力が養われてきた。 
（３）及川先生のご講演により，今後の，山間地である只見における海洋教育の方向性（海とのつなが

りや広がりをさらに意識していく。海洋学習の成果を外に発信していく。）をつかむことができた。 
（４）保護者・地域の方の，只見と海とのつながりへの理解を深め，海洋教育への関心を高めることに

貢献することができた。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

（事務担当 幹事校教頭 國分 洋克 電話０２４１－８２－２２４１） 

【及川幸彦先生による講演会】 


