
成果報告１：海洋教育のデザイン 
 
１．学校名     岡山県備前市立日生中学校 
 
２．活動テーマ名    世代と地域をつなぐ海洋学習 

－ アマモ場の再生活動を中核とした「人と海に関わる活動」を通して － 
 
３．実践の概要・ねらい 
 
① 人と海に学ぶ海洋学習Ⅳ』（視覚教材 DVD を含めて）…岡山学芸館高等学校との連携 
 「アマモ場の再生活動」を中心に，アマモとは，海の再生とは，里海とは…等々の内容に関し 

て、小学校から高校まで使用できる教材集（PowerPoint でまとめた DVD と解説テキスト）を岡

山 学芸館高校の生徒を中心に作成する。 
 その内容に関して実践による精査および効果の検証も含めて，以下の②～④の活動を展開する。 
 
②「アマモ場の再生活動」…岡山学芸館高校との連携 
 「流れ藻の回収作業」活動および「種の選別と播種作業」活動に加え，今まで播種してきた場 

所がどのようにアマモ場として繁茂しているかを観察したり，アマモ場の周辺で産卵・生育・ 成

長する魚介類を観察したりする活動などを取り入れる。 
 
③「アマモポットへの播種と生育」…日生西小学校・岡山学芸館高校との連携 
 本校の生徒が流れ藻から採取したアマモの種を日生西小学校に持参して，NPO 法人里海づくり 

研究会議・おかやま環境ネットワーク等のスタッフに指導いただき，本校の生徒がサポートす る

「アマモポットへの播種」活動を行う。 
 その後，日生西小学校では発芽までの観察に取り組み，岡山学芸館高校では実験的な研究を行 

う。発芽したアマモは水産環境研究所に依頼して日生の海洋牧場に移植してもらう。 
 本校では，大型の水槽キットを購入し，発芽したアマモの生長を継続的に観察する。また，そ 

の生長過程の観察を理科の授業にも活用しながら行う。 
 
④「聞き書き活動」…岡山学芸館高校との連携 
 地元漁師を中心に多方面で活躍する海洋関係者への「聞き書き」をさらに発展させ，本年度は 

地元の海運関係者も話者に選定して行うことにした。また，その内容を海洋新聞に仕上げてい く

「まとめ作業」を通して＜体験を学び＞へとつなげ，教科学習における学習意欲ならびに学 習

能力の向上を図る。 
 この活動では岡山学芸館高校との共同学習，さらに岡山大学の学部生・院生のサポートにより 

「まとめ作業」を行っていくことで，生徒の表現力・コミュニケーション能力の育成を図る。 
 
⑤「海洋劇」の上演 
 昨年度の全国アマモサミット」で上演した劇『海に種まく人々』および文化祭で上演した劇『あ 

りがとう』，今年度の文化祭で上演した『愚公，山を移す』に続く，日生の海を舞台に「アマ モ

場の再生活動」を中心に，世界的規模において深刻化している環境問題や日生の海の将来像 な

どをテーマにした「海洋劇」を創作し，この活動を新しい海洋学習として提起していく。 
 
⑥「まとめ学習」  
 ３年生を対象に，３年間学んできた海洋学習の総括として，生まれ育った日生の抱える少子 

 化や経済の低迷，環境問題などに対して，将来に向けてどのように解決していくかを主体的に 

考えさせる授業を行うことで，地域に感謝と誇りを持たせ，海洋学習の重要性を認識させる。 



４．実践計画および実践内容 
         ※ 活動の事前学習として，一昨年度作成したテキストとＤＶＤを活用した。 

月 日 実施項目 実施内容 
 ５月１６日 
 
 
 
 
 

牡蠣の養殖体験活動① 
（種付け） 
 
活動対象：２年生 
  【総合学習】 
 

日生町漁協の防波堤前広場にて，漁師さんの指導を

受けながら，牡蠣の稚貝の付着したホタテの貝殻を

ロープに取り付け，そのロープを本校所有のカキ筏

に取り付ける。（１本のロープにホタテの貝殻を５

つ，ロープは８００本） 
 

 
  ６月 ４日 
        
 
  
 
   
 ６月 ５日 
 
 
 ６月１６日 
 
 

アマモ場の再生活動① 
（流れ藻の回収） 
 
活動対象：１・３年生 
 
 
活動対象：３年生 
   岡山学芸館高校 
 
活動対象：２年生 
    【総合学習】 
 

日生の海を漂う「流れ藻」（花枝が抜けたアマモ）

を漁師さんの小舟に班ごとに乗り込み回収する。鈎

棒や素手で流れ藻を船に掬い上げる。船上のアマモ

を麻袋に詰め込み，次に船でカキ筏まで行き，麻袋

をカキ筏にロープで括って海中に吊した。 
経験している３年生が１年生を指導する形態で活動

を行った。 
連携校として岡山学芸館高校と共同学習を行った。 
 
同様の活動を２年生が行った。 
（毎年，学年ごとに日時を分けて行っている。） 
 

 
 ７月１０日 
 
 
 
 
 夏季休業中 
 
 
 
～１１月まで 
 
 
 

「聞き書き」活動 
（日生町漁協会議室） 
 
活動対象：１年生 
   岡山学芸館高校 
 
 
 
 
【総合学習・国語科 
 社会科・学級活動】 
 

８グループに分かれて，８人の話者（日生の漁師さ

ん４名，海洋研究者２名，海運関係者２名）にアマ

モ場再生活動や日生の海への思い，海洋の将来など

自らの仕事や半生と絡めながら語ってもらった。 
 
その後，グループごとに聞き取った話を「新聞」に

まとめていった。 
特に，岡山学芸館高校との共同学習として事前学習

から編集会議（新聞づくり）まで数回の共同学習を

行った。 
また，岡山大学の学部生・院生にサポートをお願い

した。 

 ８月２５日 
 
 

実践発表 
代表生徒（２・３年生） 

「『里海』生誕２０周年記念シンポジウム」にて，

本校の海洋学習について実践発表を行った。 

１０月 ４日 
 
 
 
 
 
 

アマモ場の再生活動② 
（ポットへの播種） 
 
活動対象：１年生 
（日生西小学校理科室） 
【総合学習・理科】 
 

アマモ場の再生活動を広めることを目的に，選別し

て保存しておいたアマモの種を日生西小学校に持ち

込み，アマモポットに植え付ける活動を６年生に指

導しながら一緒に行った。 
発芽し生長したアマモを大型水槽に移植し，生育を

観察した。 
 

 



１０月１３日 
 
 
 
 
 
 
 

海洋劇『日生新喜劇－日

生中ね宝－』を星輝祭文

化の部にて上演 
 
活動対象：３年生 
 
【学校行事・総合学習】 

先輩の海洋劇を引き継ぎ，３年間の海洋学習で学ん

だことをベースに，漁師さんや地域の方々の思いを

胸に，全員がさまざまな役を演じた。日生に眠る宝

を怪盗が探し出すため，生徒や地元の方々から聞き

出していく物語を通して，「日生の宝」とは何か，

日生に生きる自分たちにとって「宝」とは何か，後

輩や地域の方々に訴えていった。 

１０月１６日 
 
 
 
 
 
 
 

アマモ場の再生活動③ 
（種の選別・播種） 
 
活動対象：１年生 
 
   
  【総合学習】 

６月に流れ藻を詰めて海中に吊しておいた麻袋をカ

キ筏から引き上げて持ち帰り，麻袋の中でヘドロ状

になった夾雑物を取り出してトレイに移し，海水で

繰り返し洗浄することで，アマモの種を選別した。

その後，漁師さんの船に乗り込み，その種をアマモ

場造成予定の海域に播いた。 
岡山学芸館高校との共同学習として実施した。 

１０月３０日 
 
 
 
 
 

研究授業 
「日生の社長になろう」 
 
活動対象：３年生 
  【総合学習】 

３年間の海洋学習の総括として，「日生の社長にな

ろう－地域活性化の応援団－」を主題に総合学習の

授業を行った。 
過疎化の傾向が強い日生の現状を，海洋学習で学ん

だことを活かして活性化する方法を考えさせた。 

 １月２６日 
 
 
 
 

成果発表会 
（岡山オルガホール） 
 
活動対象：代表生徒 

３校合同の「地域カンファレンス」として，「海洋

教育シンポジウム」を行った。 
 

（詳細については別紙を参照） 

 ２月１６日 
 
 
 
 

受賞講演 
 （毎日新聞大阪本社） 
 
活動対象・代表生徒 

「毎日地球未来賞」（奨励賞）を受賞した。 
代表生徒（生徒会）が記念講演を行い，本校の「ア

マモ場の再生活動」を中心とする海洋学習について

発表した。 

  ２月２０日 
 
 
 
 
 
 
 

牡蠣の養殖体験活動② 
（洗浄・箱詰め） 
 
活動対象：２年生 
（日生町漁協カキ場） 
 
 
【総合学習・学級活動】 

カキ場に水揚げされた牡蠣に付着している不純物を

丁寧に取り除き，洗浄して，事前に書いた手紙と共

に箱に詰め，親類・知人に発送した。 
その後，残った牡蠣をバーベキューにして，協力し

てもらった保護者・海洋関係者と一緒に食べた。 
岡山学芸館高校との共同学習として実施した。 
なお，立命館大学政策科学部に委託している外部評

価のために生徒の送付先にアンケートを入れてい

る。 
 

 ３月１４日 
 
 
 

海洋学習講演会 
 
活動対象：１年生 
【総合学習】 

岡山学芸館高校の生徒に講演を依頼した。 
共同学習を通して考えたことや独自に実践してきた

研究と活動について話してもらうことで，連携を深

め，今後の活動に活かしていく。 
 



【実践の評価】 
 
(1) 牡蠣の養殖体験活動 
 
 ・日生の地場産業の主軸である牡蠣養殖について体験を通して理解することができたか。 
 ・牡蠣養殖に従事する漁師の苦労や喜び，さらに生育や収穫が海洋や気候などの自然に左右さ 

 れることを学ぶことができたか。 
 
(2) アマモ場の再生活動 
 
 ・「海」および「故郷（日生）」と自分との関わりを認識できたか。 
 ・「日生の海」の再生の一翼を担っている（故郷への貢献）という達成感と満足感を実感する 

 ことができたか。 
 ・アマモの生態や役割，重要性を学習し，理解することができ，海の環境問題への認識を深め 

 ることができたか。 
 
(3) 「聞き書き」活動  
 
 ・漁師さんの取り組んできた歩みを直接聞いて，自分の活動（故郷を守る活動）の意義や重要 

 性を実感できたか。 
 ・キャリア教育の視点から，さまざまな仕事に従事している人たちの姿や考えから，将来の仕 

 事や社会人としてのあり方を学ぶことができたか。 
 
(4) ３校との共同学習 
 
 ・小学生や高校生との共同学習に主体的に取り組むことができたか。 
 ・積極的に意思疎通やコミュニケーションを図ることができたか。 
 
(5) 教育評価及び学習評価の方法と考え方 
 
 〇各活動ごとの事前・事後に，生徒に「自己評価シート」を記入させ，活動や学習の振り返り 

 を重視して評価を行っている。 
 〇活動や学習に対する興味・関心・意欲的な態度，主体的な取り組みなどを，グループ内で決 

 めた役割分担を責任をもって果たしているか，協力はできているか等について，複数の教師 

 の観察で評価している。 
 〇連携校との活動に関しては，連携会議で内容や生徒の動き，協力関係，コミュニケーション 

 が図れているかなど，相互に確認し合って評価に活かしている。 
 
５．実践の成果と課題 
 
(1) 計画からの追加・変更点 
  以前より本校の海洋教育に関して分析や考察を行っていた立命館大学政策科学部の上原・桜 

井両准教授に正式に外部評価を委託した。 
  本校の海洋学習の教育的効果について，聞き取りやアンケートなどを継続的に調査し，分析 

評価・検証を行ってもらうことで，活動を修正していきたい。 
  また，保護者を対象としたアンケートを実施し，地域住民でもある保護者が地域に根ざした 

海洋学習を推進する本校に対して，どのように理解し，今後さらに理解と協力を得るためには ど

のようにしていくべきかを検証・考察してもらい，地域再生への貢献 を目指していきたい。 



(2) 実践の成果 
 
① 連携校（日生西小学校，岡山学芸館高等学校）との共同学習を実践できたことが最大の成果 

である。 
 「アマモ場の再生活動」と「聞き書き活動」を中核とした海洋学習を発展的に継続するととも 

に，日生西小学校・岡山学芸館高校との実践的な連携を深め，小中高連携による海洋教育の地 域

展開を実践することができた。 
 「流れ藻の回収」では同じ船に乗船して協力しながら作業を行い，「種の選別・播種」では夾 

雑物の入った重いトレイを協力して運び，海水で洗い流して種を取り出すなど異校種間の連携 

を体験学習を通して図ることができた。 
 特に「聞き書き」では，事前学習から「新聞づくり」の編集会議まで高校生や大学生が指導的 

な役割を果たし，語彙が乏しく文章の苦手な中学生に細かいアドバイスを与えたり，漁師さん や

海洋関係者が話す専門的な内容をわかりやすく解説したりするなど，生徒の理解を助けてく れ

たことで，本校の海洋学習をさらに発展させることができた。 
 また，小学生にとっては中学校で行われている海洋学習を直接的・体験的に先輩から学ぶこと 

で親近感と期待感を抱くことにつながっている。 
 
② 総合学習の課題であった「体験あって学びなし」に対するアプローチとして「アマモ場の再 

生活動」と「聞き書き」を両輪として，海洋学習を＜アクティブ・ラーニング＞として本校の 教

育活動に位置づけることができた。 
 「カキの養殖体験活動」「アマモ場の再生活動」を通して実践的な体験活動を行い，「聞き書 

き」学習を通して歴史的背景や意義，海洋の重要性，環境問題への対応などを直接に漁師さん や

海洋の専門家から学ぶことで，体験と学びが融合し，知識的理解だけでなく「人間としての 生

き方やあり方」「自然との共生」について主体的・実践的に学ぶことができるようになった。 
 
③ 『人と海に学ぶ海洋学習Ⅳ』（解説テキスト冊子とＤＶＤ）を作成した。 
 プレゼンとリンクした解説集であることから，他校や他地域の参考となる具体的な実践資料と 

して海洋学習の普及・啓発の一助が期待でき，海洋学習の現場で活用しやすい資料となる。 
 つまり，誰でも，どこの学校でも，アマモ場の再生，あるいはアマモとは，海の再生とは，里 

海とは…等々をわかりやすく視覚的に小学校から高校の生徒に向けて説明できる教材となる。 
 
④ ３年生で「まとめ学習」を行うことができた。 
 ３年間の海洋学習を総括する授業を設定したことで，１年次から段階的に学習内容を深める体 

系的な海洋学習を構築することができた。 
 また，「牡蠣の養殖体験学習」を２年次に移行させたことで，各学年における海洋学習のバラ 

ンスがとれ，学習内容を充実させることができた。 
 
⑤ 本校の海洋学習が外部機関より高評価をいただくことができた。 
 岡山県総合教育センターが作成した冊子に，学習内容や指導案などが掲載された。 
  毎日新聞主催の「毎日地球未来賞」（奨励賞）を受賞することができた。 
 また，「里海シンポジウム」等で代表生徒が実践発表を行い，その活動に対して賞賛を受ける 

ことができた。 
 
⑥ 立命館大学政策科学部による外部評価を得ることができた。 
 大学による専門的な調査・分析・考察を得ることで，生徒や地域に対する海洋学習の効果や影 

響を確認することができ，より効果的な学習内容や方向性を明確にすることができた。 
 また，本校の海洋教育が将来的に地方再生において大きな役割を果たすことが期待できること 

を確認することができた。 



(3) 次年度への課題 
 
  今年度「地域展開部門」として海洋学習を展開していくことで大きな成果を得ることができ 

た。特に，定期的に行った連携会議を通して相互の連携が密接にでき，各活動への取り組みを 詳

細に検討・確認しながら実施することができた。また，本年度の活動を発展させ，連携校を 増

やしたり，広域な地域間交流を計画するなど，将来的な展望を視野に入れることができた。 
 
  しかし，次年度以降に「地域展開部門」として継続することができず，予定していた企画が 

不可能になり，連携校が単独の「単元開発部門」として申請せざるを得なくなった。さらに， 次

年度で事業自体からの終了も宣告されるに到り，当初予定が頓挫してしまった。 
  そのため，パイオニアスクール事業に頼ることなく，より密接な連携を図っていくための計 

画を考え，協力関係を継続していく必要がある。 
  
 
６．主な連携機関及び内容 
 
○NPO 法人里海づくり研究会

議 
 

○おかやま環境ネットワーク   
○おかやまコープ 

  活動全般に対する指導助言と活動協力 

○岡山大学・大学院などの学生  
○立命館大学政策科学部                 生徒の意識変容に関する調査と研究 活動協力 
○海洋建設株式会社 水産環境研究所     海底映像ならびに生徒の活動撮影 
○ひなビジョン                         生徒の活動撮影 



（成果報告書２：海洋教育のストーリーマップ） 人と海に学ぶ海洋学習 １年 
 
【実践のねらい】 
 日生町漁協を中心に３０数年間に渡り，日生の海を再生する目的で取り組んできた「アマモ場の再生活動」であるが，漁師の高齢化と減少から 
次世代を担う若者に引き継いでもらいたいとの願いを受け，活動に参加するようになった。本活動は，生徒が直接に海を五感で体感できるととも 
に，海を再生させ，生まれ育った地域（ふるさと）の活性化につながり，さらに地球環境の保全に寄与していることを実体験を通して理解させる 
ことがきることから，海洋学習を本校の教育活動の中核に位置づけている。 
＜ 具体的ねらい ＞ 
 ①日生の漁師さんが長年に渡って取り組んできた活動を一緒に行うことで，アマモのことだけでなく，海のことや漁業について体験を通して実 
  感することができ，また漁師さんや海洋関係者の方々から直接に話を聞くことで理解を深めることができる。 
    つまり，「聞き書き」によって「知識的理解」を深め，「知識」として理解したことを実際の体験活動によって実感することができる相補的な 
    活動（学びと体験の融合）が可能となる。 
  ②「聞き書き」を新聞にまとめる学習活動に際して，自らが体験している「アマモ場の再生活動」と漁師さんや海洋関係者の方々が語った内容を 
  重ね合わせて理解を深めることができる。特に，長い歳月に渡り，苦労と喜びの中で日生の海の再生に尽力してきた漁師さんの思いと半生を聞き取ることで，郷土への愛情と誇りを実感することができ，さ 
 らには人生の先輩の生き様から「生きる力」の学びが可能となる。 
 ③「聞き書き」をまとめた「海洋新聞」を作成したり，活動の振り返りとして「海洋学習レポート」などをまとめることで，思考力や表現能力を向上させる。 
【時 数】 ４月～３月 ４８時間（総合的な時間の学習２６時間・国語４・社会６・学級活動６・学校行事６）                                                                      
【目 標】                                                                                                                                                          
(1) 漁師から直接に指導を受けながら「アマモ場の再生活動」に取り組むことで，海を身近に体感するとともに，この活動が海を再生させ，地域の活性化につながり，さらに地球環境の保全に寄与しているこ 
  とを実体験を通して理解し考えることができる。 
(2) 日生の漁師や海洋関係者から「アマモ場の再生活動」や日生の海などについて体験に根ざした思いや願いを聞き取ることを通して，アマモに関する知識やアマモ場の再生活動の意義を学ぶとともに，郷土へ 
 の愛情と誇りをもつことができる。 
  「聞き書き」という学習方法を学ぶことで，コミュニケーション能力や思考力・表現能力を身に付けることができる。 
(3) 理科の授業との教科横断的連携として，アマモポットで発芽したアマモを大型水槽に移植して，その生長過程を観察することを通して，アマモを生物学的に理解することができる。 
 
 ４月 ５月 ６月 ７・８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

体
験
的
な
活
動 

           

探
求
的
な
活
動 

           

表
現
活
動 

           

 

 
【 主な連携機関と内容 】 
 
○NPO 法人 里海づくり研究会議 
〇岡山学芸館高校 日生西小学校       
○おかやま環境ネットワーク       
○おかやまコープ                    
○岡山大学・大学院などの学生       
○立命館大学政策科学部              
○海洋建設株式会社 水産環境研究所  
○ひなビジョン                      

アマモ場再生活動② 
＜洗浄・選別・播種＞ 
 
海中より保管袋を引き上
げ，海水で洗浄してアマモ
の種を採り出して海に播
種する。 

アマモ場再生活動① 
 ＜流れ藻の回収＞ 
 
海を流れるアマモを
掬い上げて保管袋に
詰めて筏から海中に
吊す。 

講 義 
 
日生の海 
日生の漁業 
アマモ場の再
生活動 
   など 

「聞き書き」活動 
 
        →         → 
 
質問事項などを                         聞き取った内 
まとめたり，役                         容をまとめる 
割分担を決める                         話し合い 

「聞き書き」 事前学習 編集会議 

海洋新聞づくり 
 

①テープ起こし（文字化） 
②要点をまとめる 
③記事作成，レイアウト決め， 
図表，画像の挿入 など 

出前授業 
＜アマモポット＞ 
 
日生西小学校にア
マモの種を持ち込
み，共同作業でポ
ットに植える。 

アマモ場再生活動③ 
 
アマモポット内で発芽したアマ 
モを取り出し，大型水槽に移植 
する。 
その後の生育状況を観察する。 

海洋教育講演会 
 
岡山学芸館高校
生徒による実践
発表を聞く 

展示発表 
＜星輝祭文化部＞ 
 
公民館ロビーに展
示し，活動を紹介す
る。 

海洋レポートの作成 
 
１年間の海洋学習で学ん
だことや体験を通して実
感したことをレポートに
まとめる 

活動のまとめ 
 
１年間の活動
と共同学習の
生花を総括す
る 



（成果報告書２：海洋教育のストーリーマップ） 人と海に学ぶ海洋学習 ２年 
 
【実践のねらい】 
 日生町漁協を中心に３０数年間に渡り，日生の海を再生する目的で取り組んできた「アマモ場の再生活動」であるが，漁師の高齢化と減少から 
次世代を担う若者に引き継いでもらいたいとの願いを受け，活動に参加するようになった。本活動は，生徒が直接に海を五感で体感できるととも 
に，海を再生させ，生まれ育った地域（ふるさと）の活性化につながり，さらに地球環境の保全に寄与していることを実体験を通して理解させる 
ことがきることから，海洋学習を本校の教育活動の中核に位置づけている。 
＜ 具体的ねらい ＞ 
 ①日生の漁師さんが長年に渡って取り組んできた活動を一緒に行うことで，アマモのことだけでなく，海のことや漁業について体験を通して実 
  感させる。 
  昨年度に引き続き「流れ藻の回収」作業に取り組むことで，アマモ場の再生活動を単に「体験学習」として学ぶのではなく，「海の再生」（里海 
 づくり）として活動して継続的に行う必要があることを自覚させ，地球規模の環境問題への対応であることを他教科との関連で理解させる。 
  ②長年継続してきた牡蠣の養殖体験学習を通して，牡蠣の生態や養殖方法を学ぶとともに，日生の漁業や漁師の仕事を実体験させる。 
    また，年によって異なる収穫量（豊漁・不漁）から、環境問題や自然の摂理を実感させ，自然との共生の大切さを実感させる。 
【時 数】 ４月～３月 ２８時間（総合的な時間の学習１６時間・学級活動６・学校行事６）                                                                      
【目 標】                                                                                                                                                          
(1) 漁師から直接に指導を受けながら「アマモ場の再生活動」に取り組むことで，海を身近に体感するとともに，この活動が海を再生させ，地域の活性化につながり，さらに地球環境の保全に寄与しているこ 
  とを実体験を通して理解し考えることができる。 
(2) 地元の基幹産業である漁業，その中心である「牡蠣養殖」について体験活動を通して学ぶことで，地域の特性（日生と漁業の関わりなど）と海洋および漁業の現状を理解することができる。 
  体験を通して勤労の苦労と喜び，大切さを実感することができる。 
 

 

 
【 主な連携機関と内容 】 
 
○NPO 法人 里海づくり研究会議 
〇日生西小学校・岡山学芸館高校       
○おかやま環境ネットワーク       
○おかやまコープ                    
○岡山大学・大学院などの学生       
○立命館大学政策科学部              
○海洋建設株式会社 水産環境研究所  
○ひなビジョン                      

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

体
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的
な
活
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探
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的
な
活
動 

           

表
現
活
動 

           

カキ養殖① 
＜種付け＞ 
 
カキ筏に稚貝の
付着したホタテ
貝を吊す。 

アマモ場再生活動 
 ＜流れ藻の回収＞ 
 
海を流れるアマモを
掬い上げて保管袋に
詰めて筏から海中に
吊す。 

発表原稿作成 
 
活 動 を 振 り 返
り，活動と学習
内容を整理して
プレゼンを作成
する 

実践発表 
 
「里海シンポ
ジウム」にて
実践発表を行
う。 

カキ養殖③ 
＜水揚げ＞ 
 
カ キ を 洗 浄
し，箱に詰め
て親類に発送
する。 

活動のまとめ 
 
１ 年 間 の 活 動 を ま と
め，新入生に向けた活
動紹介のプレゼンを作
成する。 

カキ養殖② 
＜中間観察＞ 
 
カキ筏から数
本を引き上げ
てカキの成長
を観察する。 

実践発表 
 
「海洋教育シ 
ンポジウム」 
にて実践発表 
を行う。 

発表原稿作成 
 
活動を振り返
り，活動と学習
内容を整理し
てプレゼンを
作成する 



（成果報告書２：海洋教育のストーリーマップ） 人と海に学ぶ海洋学習 ３年 
 
【実践のねらい】 
 日生の海を実践の場として「カキの養殖体験活動」「アマモ場の再生活動」の体験学習と漁師さんや海洋の専門家を話者とする「聞き書き」学習 
の表現活動を融合させることで，「体験あって学びなし」という「総合的な学習の時間」の課題を克服することができた。しかし，海洋学習を通し 
て，生徒の感性を揺さぶり，生徒の心に深く浸透させ，自らの生き方やあり方を考えさせるためには，さらに一歩踏み込んだ学習活動 －主体的・ 
創造的・協同的な活動－ が必要である。３年生は海洋学習の総まとめの学年であり，ほとんどの生徒が地元を離れて高校生活を送るため直接的な 
海洋学習を学ぶ最後の年となることからも，心に深く刻まれるような学習が求められる。 
＜具体的ねらい＞ 
①学校行事である星輝祭（学校祭）文化 の部において海洋劇を創作・上演することで，演じる生徒も観劇する生徒も自らが体験した「流れ藻の回収」 
や「種の選別・播種」活動を思い起こし，活動の中で見聞きした漁師さんの姿と話，「聞き書き」を通して伝わってきた漁師さんの思いを想起し， 日
生の海を守る者への尊敬とアマモ場の再生活動の大切さを再認識させ，豊かな感性を育む。 
②３年間学んできた海洋学習の知識や感性を生かして「地域の活性化」をテーマにまとめ学習を行うことで，海洋学習を通して地域の諸問題を再認 
 識し，地域（地方）再生に役立つ人間になるという目標の達成と将来に向けた自覚をもたせる。 
【時 数】４月～３月 ３２時間（総合的な学習の時間１８時間・学級活動６時間・学校行事８時間） 
【目 標】 
(1) 「沖縄修学旅行」では，「美ら海水族館」での研修や民泊先での「聞き書き」を通して，また直接に沖縄の海洋を見たり泳いだりした体験を通して，日生の海と沖縄の海を比較検証することで，海洋の重要 
 性と課題について理解を深める。 
(2) 「沖縄新聞」や「海洋劇」の創作を通して，海への認識を深め，豊かな感性を身に付けることができる。 
(3) 海洋学習の総まとめを行うことで，アマモが「海のゆりかご」とよばれる意味と海に育まれて生きる生物多様性の世界を再認識するとともに，自分もまた海に育まれて生きていることを実感し，自らの存在 
 の原点が「ふるさと日生」であることを強く心に刻むことができる。また，地域の活性化に向けて課題解決を考えることで，日生の将来への展望や地域への貢献を考えることができる。 
 

 
【 主な連携機関と内容 】 
 
○NPO 法人 里海づくり研究会議 
〇日生西小学校 岡山学芸館高校 
○おかやま環境ネットワーク       
○おかやまコープ                    
○岡山大学・大学院などの学生       
○立命館大学政策科学部              
○海洋建設株式会社 水産環境研究所  
○ひなビジョン                      

 
４月 ５月 ６月 ７・８月 ９月 １０月 １１月 
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月 
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体
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動 
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アマモ場再生活動 
 ＜流れ藻の回収＞ 
 
１年生や連携校と同
じ船に乗船し，指導し
ながら作業を行う 

沖縄修学旅行 ＜日生と沖縄の海洋に関する比較と「聞き書き」学習＞ 
 
        →          →   

沖縄の海などについて調べ、                 見聞してきた内容や資料 
疑問や質問をまとめる。                     を整理する。 

「聞き書き」 
（民泊先） 

事前学習 事後学習 

学年発表会 
 
グループごとに，探
求した課題と解決を
プレゼンにまとめた
り，壁新聞を作成し
たりして，発表する 

展示発表 
＜星輝祭文化部＞ 
 
公民館のロビーに 
展示し，活動を紹介
する。 

「日生の社長になろう」 
－ 地域活性化の応援団 － 

 
３年間の海洋学習を振り返り，地域
の課題解決に向けたアイディアを生
み出すため，グループでの対話活動
を行うことで，日生の将来への展望
と地域への貢献を探求する 

海洋劇の上演 

沖縄新聞づくり 
記事作成，レイアウト決め，画像の挿入 

海洋劇の創作 
シナリオと道具の創作・役作り・練習 

実践発表 
 
「里海シンポジウ
ム」にて実践発表を
行う 



地域カンファレンス報告書 
岡山県 備前市立日生中学校 

 
１ 開催日時    ２０１９年１月２６日（土） 
 
２ 開催場所    オルガ地下ホール 
               岡山市北区奉還町 1-7-7  ℡ 086-254-7244 
 
３ プログラム   海洋教育シンポジウム 
              子どもたちが拓く＜地方再生＞の未来 －海洋教育の可能性－ 
 
【 趣旨説明 】 
 
 日生が「アマモ場再生活動発祥の地」「里海づくりのトップランナー」と呼ばれ，国内はもと

より世界各地からも注目されるようになって久しい。それは，３０数年間の長きに渡り，日生の

漁師たちが決して諦めることなく地道に取り組んできた再生活動の軌跡に対する賞賛の呼称であ

る。年々，その活動とアマモ場再生の実態を視察するために訪れる研究者や漁業関係者は増え，

さらに県内外の市民団体やＮＰＯ法人，大学生などの活動協力も加わり，日生のアマモ場再生活

動は大きな拡がりへと発展している。 
 しかし，ほんの６年前，地元の日生中学校が活動に参加するまで，「アマモ」や「里海」とい

う言葉さえ，ほとんどの地元住民は知らなかった。事実，最初に活動に参加した生徒たちは「ア

マモ場の再生活動」を「アマモ場の清掃活動」と勘違いしたほどである。 
 護岸に隔てられた海は，人々にとって「眺めるもの」でしかなかった。海という自然は生活か

ら切り離され，風景となってしまったのである。住民の多くは，漁師は魚を捕って売る商売人と

認識しており，彼らの海に対する思いや環境悪化に対する危機感など想像さえしない。このこと

が「アマモ場の再生活動」の認知度の低さに表れている。生徒たちもまた，自分たちが日々目に

する海の危機を知る由もなく，関心も皆無であった。 
 
 そして歳月は流れ，海洋教育の発展と深化とともに，生徒たちの海に対する認識と意識は大き

く変わった。もはや「アマモ」や「里海」の言葉を知らない生徒はいない。そして，生徒の口か

ら伝わる海洋学習の楽しさ，アマモの大切さ，海の危機と里海の重要性は，保護者や地域住民へ

と拡がっていき，アマモは完全に市民権を得るに至っている。学校教育が，生徒を通じて「地方

再生」の大きな動きとなっているのである。 
 そして，一昨年からは日生西小学校が，昨年からは岡山学芸館高校が「アマモ場の再生活動」

を中心とする海洋学習に参加し，一層の拡がりが生まれてきている。 
  
 本日の「海洋教育シンポジウム」では，日生に深く関わってこられた３名のパネリストを招き，

それぞれの視点から「日生と里海」「教育と地方再生」について語っていただこうと思います。

また，３校の代表生徒からは，各校が取り組んでいる海洋学習の実践について発表していただき

ます。 
 パネルディスカッションでは，３名の講演者と代表生徒で「これからの海洋教育の可能性」と

題して，会場の皆さんにも参加していただき，追究したいと考えています。 
 



【 日程 】 
 
１３：３０              開会あいさつ  加藤先生（岡山学芸館高校副校長） 
 
１３：４０～１４：００（２０分）   基調講演Ⅰ   松田治 先生 
 
１４：０５～１４：５０（各校１５分） 実践発表（日生西小→日生中学校→岡山学芸館高校） 
 
１５：００～１５：２０（２０分）   基調講演Ⅱ   上原拓郎 先生（立命館大学准教授） 
 
１５：３０～１６：００（３０分）   基調講演Ⅲ   吉野奈保子 さん 
                     （NPO 法人共存の森ネットワーク理事・事務局長） 

 休憩（１０分） 
 
１６：１０～１７：１０（６０分）   パネルディスカッション 
                    ３人の講師＋各学校代表生徒 
                    コーディネーター（日生中学校教諭 藤田孝志） 
 
１７：１０～１７：２０（１０分）   閉会（総括）  柳哲雄 先生 
 
【 講師・パネリストの紹介】 
 
 ○ 松田治  広島大学名誉教授・NPO 法人里海づくり研究会議理事長 
 
  プロフィール 
      広島大学で 1971 年から瀬戸内海や閉鎖性海域の研究と教育に従事，専門は物質循環論， 

  沿岸環境管理や自然再生などです。フィールドワークでは，北極海，南極海，熱帯マング 

  ローブ域から南北太平洋などを幅広く経験。著書に「瀬戸内海を里海に」（編著，恒星社 

  厚生閣），「森里海連環学」（共著，京大学術出版会），「海洋問題入門」（共著，丸善） 

  など。かがわ里海づくり協議会アドバイサー，志摩市里海創生推進協議会委員なども務めて 

  います。 
 
    「基調講演」概要  … 演題 「里海と地域振興をつなぐ」 
      全国的な拡がりをみせている里海づくりは，多様 

  な人々が連携して地域に豊かな海を実現する取組 

  みでもあり，環境，景観，生態系や水産資源状況 

  の改善などが期待できる。このような成果は，水 

  産関連産業やツーリズムなどに関係が深く，地域 

  振興や地方再生にもつながっている。特に，人口 

  減少が進む地方では，里海活動による地域の賑わ 

  いと新たなきずなが強く求められている。取り組 

  み事例を紹介しながら，このような活動の持続の 

  ために必要な，次世代に向けた海洋教育の重要性について考えたい。 



○ 上原拓郎  立命館大学政策科学部准教授  
 
  プロフィール 
   米国ポートランド州立大学で博士号（PhD in Systems Science: Economics）を取得し，

現   在は主に，経済学や環境政策を教えている．環境・資源に関する諸課題は社会と生態系

の   つながりの中で生じているという考えから，社会と生態系を一体として捉える「社会生

態   系」の観点から諸課題に取り組んでいる．これまで，社会生態系モデリング・シミュレ

ー   ション手法の開発，自然が人々にもたらす価値の評価，社会生態系のレジリエンス（回

復   力）の評価，里海を実現するための沿岸域サステイナビリティ評価手法の開発等に取り

組   んでいる． 
 
  「基調講演」概要  … 演題 「海洋学習がつなぐ生徒と海と地域社会」 
   海洋学習は生徒の学びの機会としてだけではな 

  く，地域にとっても重要であると考えられます。 

  本講演では日生中学校の海洋学習を事例とし  

  て，（１）生徒と海，生徒と地域とのつながり 

  の醸成に果たす海洋学習の役割，そして（２） 

  つながりを醸成する機会としての海洋学習に対 

  する地域住民の評価，について解説します。 
 
 
 
○ 吉野奈保子  NPO 法人共存の森ネットワーク理事・事務局長 
 
  プロフィール 
   東京生まれ。出版社勤務の後，民族文化映像研究所所員として，日本各地の農山漁村の生 

  活文化を調査，映像で記録する。2002 年より NPO 法人樹木・環境ネットワーク協会のス 

  タッフとして「聞き書き甲子園」の運営を担当。2007 年に，この活動に参加した学生た  

 ちと NPO 法人共存の森ネットワークを設立。本年，第 17 回開催を迎えた「聞き書き甲子園」 

  は，農林水産省，文部科学省，環境省等ともに同 NPO が主催する。 
 
    「基調講演」概要  … 演題 「子どもたちは地域をつなぐ」 
   全国の高校生が参加する「聞き書き甲子園」の 

  活動を通して，「聞き書き」という手法は，単 

  に記録を残すためにあるのではなく，人と人と 

  の信頼関係を醸成するコミュニケーション・ツ 

  ールであると気づく。「聞く」という行為を通 

  して，子どもは，地域社会や大人たちとの接点 

  を得る。子どもたち自身が地域をつなぎ，地域 

  を変える原動力となり得ることを，日生中学校 

  の海洋学習などを事例に話す。 
 
 



【 各学校の実践発表 】概要 
 
〇 日生西小学校 
 
 本校の海洋学習は「総合的な学習の時間」を中心

に実施している。 
 ５年生では，日生中学校と連携して「アマモポッ

トの作成」を「アマモ場の再生活動」の一環として

実施している。さらに，アマモ場の再生活動を行っ

ている岡山市立小串小学校と交流学習を行ってい

る。 
 ６年生では，１学期に「町の歴史と海の産業」について，日生の埋め立ての歴史から始まり，

漁業や海運がどのように発展していったのかについて学習した。２学期からは，地域の方との交

流会や国語の学習を通して，現在・未来の日生の町を考えていく。さらに自分たちが考える日生

の魅力を「地域のイベント」や「修学旅行」でＰＲする活動を行う。この学習活動により「日生

の歴史」「日生の海の魅力」や問題を再認識し，「海と地域産業・地域振興」について児童は考

え「地域の一員」としての自覚が育ち始める。これら一連の学習活動の実践発表を行う。 
 
 
〇 日生中学校 
 
 本校の海洋学習は「体験と学びの融合」をモチー

フに，体験活動としては「アマモ場の再生活動」「カ

キの養殖体験」を，学習活動としては漁師さんを中

心に海洋関係者への「聞き書き」を中心に，年度ご

とに生徒の実態に即して改良を重ねながら進化と発

展を積んできた。 
 本発表では，６年間の歩みを振り返るとともに，先輩から受け継いできた海洋学習を通して成

長してきたこと，後輩に託したい思い，さらに生まれ育った「日生」を再生するために何ができ

るかを提起したい。 
 
 
〇 岡山学芸館高等学校 
 
 海洋学習２年目。日生中学校と協同して，１年生

は「アマモ場再生活動」「聞き書き」，２年生は「カ

キ養殖体験」を行っている。また，それらの成果を

パワーポイントでまとめ，授業で活用できる教材開

発に取り組んでいる。さらに，日生鹿久居島などを

フィールドとした干潟ベントス調査に継続的に取り

組み，生物多様性に関する課題研究をカリキュラム

として位置づけている。新しい学習指導要領が求める学力観に対応しつつ，主体的な学びの場と

して瀬戸内海の里海に学ぶこと。生徒たちの変容を感じてください。 



【 パネルディスカッション】概要 
 
 ３名のパネリストがそれぞれの活動や研究を通して提起されたことを基に，また各校の代表生

徒が発表した，それぞれの学校が取り組んでいる海洋学習，その活動を通して自分たちが何を感

じ，何を学んだか，将来に向けて何ができるかなどの意見を多面的に検証していきたい。 
 
 特に「地方再生」ためには，各地方独自の教育資源（里海・里山・人材など）を十分に活用す

ることが効果的である。そのために，教育（学校・生徒・保護者）と行政（国・地方公共団体），

外部関係機関（漁業組合・森林組合・NPO 法人・企業など）の３者が有機的につながっていくこ

とが求められる。 
 
 パネルディスカッションでは，各パネリストの視点から考察した３校の実践活動の「成果と課

題」を提示していただき，それを踏まえて今後の１０年間を見据えた「海洋教育の可能性」をテ

ーマに＜拡がりと深まり＞を目指して，活発な討議を展開していきたいと考えている。 
  

 
４ 参加人数   約１００人 
 
５ 成果    
 ① 各校の実践を発表することで，活動内容を検証し合うことができたとともに，今後の課題 

 や展望を確認することができた。また，相互の連携の重要性を再認識でき，さらに連携を深 

 めるための方策を確認できた。   
 ② 生徒や教員にとっては，会場からの高評価や，次年度以降の開催を望む声の多さから，自 

 分たちの実践に自信と意欲をもつことができた。 
 ③ 開催のテーマであった「地方再生」に関して，学校における海洋学習が果たす役割の大き 

 さを実感することができ，それぞれの地元の（海や山などの立地条件に合致した）独自性を 

 活かした教育を展開していく必要性を実感することができた。 
 ④ 外部関係機関との有機的な連携が生み出す教育効果が証明された。協力や支援を受けるこ 

 とで，学校だけでは不可能な諸活動に取り組むことができ，教育効果も絶大である。 
   特に，外部関係機関からの検証・分析・評価は，内部にあっては気づきにくい成果や課題 

 を提示してもらえるため，教育活動の充実に活かすことができる。 
 ⑤ 来場者からの意見 （アンケート集計を参照） 


