
１．学校名 阪南市立下荘小学校 
 
２．活動名 アマモから繫がる大阪湾再生 
 
３．実践のねらい 
校区には、里海公園があり、放課後の児童の遊び場となっている。また、下荘漁港もあり、海は

児童にとって身近な存在である。本校では、大阪湾に残された自然海岸での生き物観察を２学年で

行い、自分たちの住む地域の自然を体感させている。また、３年生では漁港での見学を行い、地域

の産業の学習を行っている。４年生では海に流れる水について学習している。その流れを大切にし、

第５学年で、海の生き物観察やアマモの再生活動を通じて、環境のために自分たちができることを

考え、地域の一員としての意識を育み、学校が地域のプラットフォームとして情報発信していくこ

とを目的とする。 
 

４．実施計画（すべて５学年の活動計画である） 
体験活動 
①大阪湾の状態について知る（５月）総合 

 地元の漁師さん達への聞き書きを行い、漁業の事や漁師さんの生活などを学習する。 
 校区に海があるが、全児童が親しんでいるわけではない。漁師さんからの生きた情報や大阪湾で

捕れる魚などの話をたくさん教えていただくことで、海に興味をもちこれから新しい学習が始まる

とわくわくさせたい。 
 
②水産技術センターでの学習をする。（６月）総合、社会 

 大阪湾の環境の保全・改善を研究していること、大阪湾の豊かな環境を守るために行っている

稚魚の育成や放流等について学習する。 
 大阪湾の現状を教えていただき、栽培漁業とはどういうことなのか。大阪湾のどこにアマモ場や

埋め立て地があるのか知り、自分たちの校区の海が豊かなアマモ場であることに注目していかせ

たい。 
  
③アマモについての聞き取り学習を行う。（６月）総合、理科 
・ 地域で活動している NPO などから大阪湾のアマモについて学習する。 
・ アマモの特徴、生態、生育場所を知る。 
・ アマモの群落が様々な生物が棲む一種の魚礁としての役割があることなどを知る。 
・ アマモ場の面積減少には人間の経済活動による水質悪化などが大きく関わることを知る。 
アマモ場を実際に見て、アマモをしっかり観察し、そこを住処とする生物調査を行う。どのような

生物が棲んでいるのか、今後、本やインターネットなどを利用し、より深く調べさせたい。 
 
④アマモの花枝を採取して種をとる。理科 
・ 6 月にアマモの花枝を採取して漁港で養生し、9 月に種を採取する。 
いつも写真でしか見ていない花枝を実際に見て、種がどのように成長しているのか観察させたい。 
 
⑤アマモの苗を育てる（10 月）総合 

 育成キットでアマモを発芽させ、アマモの苗の生長を観察・記録する。 



花枝からとった種を砂利やごみなどから選別し、じっくり観察させたい。１人１個ポットの中に種

を入れ、これから少しずつ大きく育っていくアマモを見守り育てていこうとする心情を持たせたい。 
 
⑥ワカメの種付けをする（12 月）総合 
・ 下荘漁協と連携しワカメの種糸付けをする。海藻の役割や種類について学習する。 
普段から、ワカメのお味噌汁などで食べていているワカメの枝をロープにくくりつけ、海の中へ

入れ育てる。ワカメなどの海藻が果たしている役割を理解させ、数か月間海の中で育っていく様

子を想像させたい。また、たくさん収穫できたら、どうやって食べたいか期待させたい。 
 
⑦ワカメの収穫をして、食材としていかす（2 月）。総合、家庭 
・ ワカメを収穫し自分たちで調理して食べることで、陸と海との栄養や生命の循環を学ぶ。 
・ 塩蔵ワカメの作り方を学び、養殖から加工までの一連のつながりを体験することで海を地域産

業とのつながりを学ぶ。 
・ 収穫したワカメをおいしく食することで、生命の循環を知る。 
数か月前に自分たちが海に入れたワカメがどれほど大きく育っているのかわくわくさせ、みんな

で力を合わせてロープをひき、収穫を楽しませたい。引き上げたワカメを間近で観察させたい。

同日、ワカメのお味噌汁を作り、おいしくいただき海の恵みに感謝させたい。 
 
⑧成長したアマモ苗を海に帰す。（3 月）総合 

 アマモがよく育つ場所を調べて、海に移植する。 
アマモ場に自分たちで移植させ、また、大きく成長することに期待させたい。そして、次学年に引

き継げるようにバトンを渡させる。 
 
⑨自分たちができることを考える。（海岸の清掃活動、アマモや海藻の役割を発表する等）総合 
アマモを通して学んだことをこれから自分たちの生活に生かしていくのか、地域に広げていくのか

しっかり話し合い、小さなことから行動できるようにさせたい。 
 
地域とのつながり（情報発信） 
・ 全国アマモサミット 2017in 阪南に参加し、活動の状況をポスターで発表する。 
・ 自分たちで調べたことや地域の人たちに聞いた話をグループ毎に交流しながら模造紙やプレゼ

ンテーション形式にまとめる。 
・ 学内で他の学年に発表をおこなう。 
今まで自分たちが学んできたことを学校代表として大勢の前でしっかりと伝えられるようにさ

えたい。発表するにあたり、学習してきたことを整理し、どのような形で伝えるのか表現方法も

考えさせる。学校内で発表するよりはるかに大きなホールで発表することにより、自信をつけさ

せたい。 
 
５．今年度の実践 
（１）①大阪湾の状態について知る（５月）関連教科：総合 

地元の漁師さん達への聞き書きを行い、漁業の事や漁師さんの生活などを学習する。 
   ②地域の漁師さんから、校区の海の様子や大阪湾の現状を教えていただき、海に対して興味

を高めることができた。また、校区の海の一体どこにアマモ場があるのか、確かめに行き



たい，アマモの実態調査をしたいという声が多数あがっていた。 
（２）【計画からの追加・変更点】 
上記４．実施計画の①大阪湾の状態について知る（５月）の実施時期を４月末に変更した。 
②水産技術センターでの学習をする。（６月）の実施時期を変更した。本校、秋の遠足とかねて

実施することにしたので、１０月に変更した。 
追加活動は、５月からの活動にあたり、４月末にアマモに興味を持つことができるよう、ＮＰＯ

法人の方から第５学年全員にＰＰをしていただいたことである。 
 

【実践の成果】 
①大阪湾の状態，アマモについて知る（４月）総合 
 大阪湾の埋め立て地が年々増加することによってウミガメが産卵する場所がなく困っているこ

と，２４時間営業の店などの蛍光灯が明るすぎて産卵することができないことなどを聞き、自分た

ちの生活がより便利に豊かになっているが、生き物たちとって住みにくい状況にさせてしまってい

ることを知った。大阪湾全体の地図を見ると、自分たちの校区の海がいかに自然が残されている沿

岸であるかと分かり、改めて自分たちの海を誇りに思い、今後、貴重な環境を守っていかなければ

いけないと考えるきっかけになった。また、アマモという生き物，アマモ場という言葉を知り、ア

マモの生態を知りたい，面白いなと関心をもつことができた。アマモの別名をその場で覚えてしま

っている児童もいた。 
 
②漁師さんから話を聞く。（５月）総合 
 地域の漁師さんに朝の漁を終えたばかりで来校していただきお話をしていただいた。今朝の魚の

捕れ高や魚の種類などから始まり、児童たちはくいつくように話を聞いた。最近、食生活からする

と普段から食卓に魚が出てくる家庭が少ないのではと危惧している様子だった。その場で「よく魚

を食べている子、どのくらいいる？」と、児童たちに挙手してもらったところ、６５名中約４分の

１ほどいた。たくさんの魚の写真をもとにそれぞれの美味しい調理法やお勧めの料理など、たくさ

ん紹介していただいたので、「食べてみたい。美味しそうやな。」と言う児童も多かった。 
 
②アマモについての聞き取り学習を行う。（６月）総合、理科 
 実際に、校区の海に行き、アマモ場をじっくり観察した。ゆらゆらとゆれて生きているアマモを

初めて見た児童は「これが、アマモか！」と感激していた。アマモ場を住処としているヨウジウオ

などをバケツで捕って、形の面白さと数の多さに喜んでいた。力を合わせ網で引き揚げ、生き物調

査をした。自分の目で見て、触って、感じたことは大変良い機会になった。購入したタブレットを

各班で自由に撮影し記録を残していた。 
 
③アマモの花枝を採取して種をとる。（６月）理科 
 干潟に行き、アマモの花枝を収穫したが、今年はほとんど育っていなくて、全員が花枝を収穫す

ることはできなかった。見つけた児童が他の児童に見せ、ポコポコふくらんでいる花枝を見ること

ができた。購入したタブレットを各班で自由に撮影し記録を残していた。 
 
④アマモの種の選別をする（１０月）総合 
 ＮＰＯ法人の方に来校していただき、先日自分たちでとった花枝から種を取り出していただいた。

その種と砂利が混ざったものからピンセットで１粒ずつ種を選別した。この作業は、とても児童た



ちは喜んで目を近づけて長時間取り組んだ。購入したタブレットで何度も何度も種を撮り、色の違

いや大きさの違いを見つけ驚いていた。 
 
⑤水産技術センターでの学習をする。（６月）総合、社会 
秋の遠足で水産技術センターに行き、大阪湾の状態や栽培漁業のことを教えていただいた。何万

もの稚魚をここで育てていることを聞き、個々にヒラメの稚魚の放流をさせていただいた。 
見学場所は、水場が多くタブレットを落としては怖いので、購入した首かけケースを使って、安

全に使うことができ良かった。 
 
⑤学習発表会でアマモ発表をする。（１１月）総合 
学習発表会で、保護者の前でアマモ学習の総まとめをＰＰで発表した。 

 購入したタブレットとプロジェクターをアダプタでつなぎ、パワーポインターのおかげでページ

送りを快適にでき、学習してきたことを時系列に伝えた。また、理科で学習している命のつながり

も関連させて発表し、購入したＣＤデッキを使い、「命の歌」を全員で歌った。 
 
⑥種植えとワカメの種付けをする（１１月）総合 
 １人ずつポットに、種を植えた。この小さな種から長いアマモが育つように願いを込めて植えた。

その次に、ワカメの種付けもした。数か月海の中でワカメが成長していくことにわくわくしながら、

とりつけた。目印になるように、購入したプラ板にイラストを描き、ロープにくくりつけ海に入れ

た。 
 
⑦ワカメの収穫をして、食材としていかす（２月）。総合、家庭 
 １１月末にワカメの種付けをしてから３カ月。とても大きく立派に成長したワカメを収穫した。

あの小さなワカメがこんなに数ｍも大きくなっていたことに、驚き海の恵みに感謝することができ

た。同日、家庭科室でワカメのお味噌汁を作り、美味しくいただいた。 
 
⑧成長したアマモ苗を海に帰す。（３月）総合 
 今、現在、本校の玄関にアマモの苗が入った水槽を置いている。毎日、児童たちは様子を見なが

ら見守っている。対象学年以外の児童も、アマモという生き物に少しずつ興味をもっている。また、

海に帰すことが楽しみである。 
 
⑨自分たちができることを考える。（アマモや海藻の役割を発表する等）総合 
 今年度、「アマモ」を通して海洋教育に力を入れて学習することができた。児童にとってたくさ

んの知識や体験をさせていただいたことにより、価値のある良い思い出になった。対象学年は、し

っかり学んだことをクラス交流で発表し合い、身についたように思われる。発表する表現方法もス

キルアップできたように思われる。模造紙に書いてまとめた班の成果物を玄関に掲示、他学年にも

紹介した。少しだけ影響を与えることができた。アマモをきっかけにして、児童たちは、水質汚染，

埋め立て地問題，環境破壊，大気汚染，ごみ問題などに興味を広げていった。今後の人生において、

自分たちが住む地球環境に意識を向け、自然と折り合いをつけながら、生活していく術を身につけ

てほしいと考える。 
 
 



～全体を振り返って～ 
 児童たちは、「アマモ」という生物に出あい、たくさんの自然と触れ合うことができた。そのア

マモが、校区の海に豊かに生息していることに誇りを感じ、大切に思う心情も育っている。大阪湾

では、さらに埋め立て地が増え、自然豊かな海辺が減少していることを知り、とても残念に感じて

おり、何とかして自分たちの力でこれ以上減少させることなく汚さない努力や他のへの呼びかけを

していくことが必要だと分かった。学習を進めていくにつれ、アマモに関する知識だけでなく、ア

マモ場を住処とする生物の名前や特徴などを覚え、お互いに分かったことを言い合う様子も見られ

るようになった。児童たちが主体的に学習に取り組み、もっともっと知りたいと学習欲を持ってく

れたことは、指導者として大変励みになった。 
 今回、学校の職員だけでは全く活動を進めることはできなかった。全活動において、ＮＰＯ大阪

湾沿岸地域創造研究センターの方々を始め、多くの学校外の方々のご尽力があったからこそ実現で

きた。たくさんの情報が載ったＰＰを使い親切丁寧に教えていただいたり、海のオモシロ生物の雑

学を教えていただいたり、興味をひくような面白いお話を児童にしていただき、とても有難かった。 
 全活動において、実施時期を計画して相談にのっていただいたことによって、定期的に児童たち

がアマモ学習を進めることができた。 
 対象学年児童は、はじめての活動であったが、指導者側が見通しを持って昨年度の経験を踏まえ

て事前準備できたことが良かった。児童も全活動に安心して取り組むことができたように感じる。 
 アマモサミット in 阪南という大きな舞台で、学校代表の児童が発表させていただき、大変良い

経験になった。他校の取り組みもしっかり見させていただけて、児童とそのご家族も大変有意義に

過ごすことができた。アマモ学習をまとめた模造紙やＰＰは、数日後の学習発表会で保護者にも見

ていただくことができた。 
 今、アマモの苗は児童玄関に置いている。毎日、全児童がアマモが日々大きく成長している様子

を見ながら、「先生、すごく伸びてきた。」「いつ海に入れに行くの？」など、わくわくしている。

次の第５学年に引き継いでいけるように、しっかりバトンをつないでいきたい。 
 
【次年度への課題】 
 今回、第５学年を中心として活動を行ってきたが、定期的に集会などで全児童に発表する場をも

つようにしたい。また、アマモ新聞という形で玄関に定期的に掲示したり放送したりして、もっと

他学年に広げたいと考えている。 
そして、担当教員だけではなく、他の教員にも広げながら、活動をしていかなければいけないと

思う。今年度と同様に、同市の小学校とも連携を密に取りながら、活動を続けていきたい。 
 
６．主な連携機関及び内容 

・下荘漁業協同組合：聞き書き学習 

・大阪府水産技術センター：関連施設見学 

・ＮＰＯ法人共存の森ネットワーク：聞き書き学習 

・ＮＰＯ法人ヒトヒト：環境調査 

・ＮＰＯ大阪湾沿岸域環境創造研究センター：環境調査 

 



５年生 「アマモから繋がる大阪湾再生」 

【実践のねらい】  

 校区には、里海公園があり、放課後の児童の遊び場となっている。また、下荘漁港もあり、海は児童にとって身近な存

在である。本校では、大阪湾に残された自然海岸での生き物観察を２学年で行い、地域の産業の学習を行っている。４年

生では海に流れる水について学習している。その流れを大切にし、第５学年で、海の生き物観察やアマモの再生活動を通

じて、環境のために自分たちができることを考え、地域の一員としての意識を育み、学校が地域のプラットフォームとし

て情報発信していくことを目的とする。 
 
○時数 ４月～３月 ４０時間（総合的な学習の時間３２、理科４、社会２、家庭２） 
○関連 理科、社会、家庭 
○目標 （１）校区にある里海公園での活動を通し、大阪湾が自然豊かな海であることを知り、自分たちの生活が大きく影響していることを実感することができる。 
    （２）生物生育場としてのアマモ場の重要性を知り、身近に接することで、アマモ場を大切にする気持ちを持つことができる。 
    （３）地域の人と関わる場面が増えることで、積極的に人とコミュニケーションをとることができる。 
    （４）地域の一員としての自覚が生まれ、地域社会へ自発的に関わろうとすることができる。 
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１．海と生物：大阪湾の実態とアマモを知る 

 

【主な連携機関と内容】 

・下荘漁業協同組合：聞き書き学習 

・大阪府水産技術センター：関連施設見学 

・ＮＰＯ法人共存の森ネットワーク：聞き書き学習 

・ＮＰＯ法人ヒトヒト：環境調査 

・ＮＰＯ大阪湾沿岸域環境創造研究センター：環境調査 

①アマモを知る、大阪湾を知る（４）総合 

・アマモという生物を知り、興味を高める。 

・アマモ場の重要性を知る。 

・大阪湾の実態を聞き、海洋生物へ興味を高める。 

・校区の海では、どんな魚がとれるのだろう。 

②生物の生態調査（８）総合、理科 

・校区の海辺の生態調査 

・生き物観察を行い、海洋生物やアマモ

の興味を高める 

・アマモ場の特徴を知る 

③調べ学習（４）総合 

・海辺の生態調査 

・アマモに関するテーマを 

各自で決め、調べる。 

２．海と人：海を学ぶ、育てる漁業 

 

 

２．海とわたしたち：海とともに生きるために行動する 

 

①アマモの種選別調査（２）理科 

・７月に海に植えたアマモの花枝から種を

取る。 

・種を観察する 

・アマモの成長過程を確認し、種から育て

ようとする意欲を高める 

①わかめの収穫、お味噌汁調理実習（４） 

総合、家庭 

・わかめを収穫し、陸と海との栄養の循環を知る。 

・収穫したわかめをお味噌汁としていただく 

・各自、家に持ち帰り、保護者にも海の恵みを味

わっていただく 

②１年間の総まとめ（６）総合 

・アマモを切り口として海洋教育に広げ、水質汚

染，ごみ問題，大気汚染など自分たちに身近な

ことからできることを考え、発表する。 

④アマモの花枝収穫（２）総合 

・海辺の生態調査 

・アマモの花枝を収穫する。 

②水産技術センター見学（６） 

総合、社会 

・大阪湾の現状を再確認する。 

・稚魚を放流し育てている栽培漁業を知る。 

・稚魚の放流体験をする。 

③学習発表（４）総合 

・４月からアマモや大阪湾について学んで

きたことを各テーマで班になり、模造紙

や PP や新聞の形式で学習発表をする。 

・アマモサミット in 阪南で学年代表として

発表する。 


