
海洋教育パイオニアスクールプログラム成果報告１ 
【海洋教育のデザイン】 
１．学校名 岡山県備前市立日生西小学校 
２．活動名 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 
   日生の地域の海（自然環境）や漁業（産業）の視点から学習する「総合的な学習の

時間」のカリキュラムの開発を目的とする。その作成過程で小中高連携及び地域との

つながりを意識した学習形態（アクティブ・ラーニング）を試みる。さらに，「アマモ

の再生活動」も含めた次世代の地域創世の担い手の人材育成に取り組む。 
４．実施計画（どの学年も総合的な学習の時間で実施する） 
➀テーマ・概要･中学校への啓発活動計画・教科との関連 
【３年生】  

１ テーマ  「日生地域を知ろう ～アマモ場の再生活動を知る～」 
２ 概要    総合的な学習の時間と社会科の時間を利用して「日生の町」に

ついて学習を深める。その学習過程で日生の基幹産業のひとつで

ある「漁業」と漁協が取り組んでいる「アマモ場の再生活動」に

ついて学習を深めていく。 
３ 活動計画  ６月～７月 「アマモ場の再生活動を知る」（１２時間） 
４ 他教科との関連  社会科  

【４年生】 
１ テーマ   「日生の海について学ぼう」 
２ 概要    社会科で「日生の海」について学んだ後，ふるさとの自然環境

がどうなっているのか実際に日生の海へ出かけて現地調査を行う。

その活動を通して「日生の海」の現状を見つめ，自分たちに何が

できるか考える。 
３ 活動計画  １月～２月 「日生の海」（８時間） 
４ 他教科との関連  社会科 

  【５年生】 
    １ テーマ   「海の環境を守る活動～アマモポット～」 
    ２ 概要    ４年生で学んだ「日生の海について学ぼう」を発展させて日生

漁協の「アマモ場の再生活動」に日生中学校と共に参加し，海の

環境について学習すると共に漁協の先人の方の偉業を肌で感じる。

また，同じような活動をしている岡山市内の小学校とも交流を行

う。そしてこれからの日生の環境保全を行う地域人材の育成を図

る。 



    ３ 活動計画  9 月～３月初旬（１２時間） 
    ４ 他教科との関連  社会科，理科 
  
  【６年生】 
    １ テーマ 「海から学ぶ地域学習」 
    ２ 概要   日生の昔の写真と現在の様子を比べ，どのように海を利用してき

たか，また，海と共存してきたかを学習する。その学習を通して海

をよりよく利用し地域を活性化していくためには何ができるか考え

させる。 
    ３ 活動計画 ４月～２月 （３０時間） 
           ４月～５月   「日生の昔と現在」 
           ６月～９月   「漁業・海運から学ぶ日生」 
          １０月～１２月 「海から考える環境問題」 

１月 『人と海に学ぶ海洋学習Ⅳ』の視聴と意見交換 
（幹事校との共同活動） 

            ２月      成果報告会（「シンポジウム」を開催する） 
 
    ４ 関連した教科  社会科，理科 
 ➁実践の評価について 
  【評価方法】  

・児童の成果物や感想などのポートホリオ評価 
・実際のゲストティチャーからの聞き取り評価 

【評価の考え方】  
   「地域を知る学習」の一環として，日生の漁協や日生中が長年取り組んできた「ア

マモ場の再生活動」に参加することにより，地域の人材とふれあい地域のすばらしさ

を実感させることができると考える。さらに「海の大切さ」を知り，将来地域の環境

を守る人材を育成できると考える。このような内容の言葉が，児童の活動記録から読

み取れると今回の学習活動の目標が達成できたと考えられる。 
   また，ゲストティチャーからの聞き取りで児童が真剣に聞き，この学習活動に参加

して良かったと感じてもらえると目標が達成できたと考えられる。 
   
５ 本年度の実践 
 ➀ 計画からの追加・変更点 

本年度は，成果発表会である地域カンファレンスが１月開催となった。そのため６

年生が本来１月に予定していた『人と海に学ぶ海洋学習Ⅳ』の視聴と意見交換（幹事

校との共同活動）ができていない。 



 また，海の利用と漁業や海運業の学習から児童達から「日生の海と地域のＰＲ」し

たいという意見が出てきた。児童の意見から海を観光資源とした地域活性化運動に参

加して「修学旅行」や「日生のカキ祭り」で「観光客に日生の魅力（海の資源利用）」

をアピールした。さらに，備前市の観光協会から「海の魅力を発信する看板」の制作

を委託された。 
➁ 実践の成果 
（１） ３年生での取組 
  「アマモ場の再生活動を知る（町探検を通して）」 
   3 年生の総合的な学習の時間の「町探検（自分の住んでいる町を知ろう）」の学習

で漁協を訪問し地域がどのようにして「アマモ場の再生活動」を行ってきたか，地

域の人の「海への思い」を聞く活動を行った。 
  【子どもの感想】 

アマモ場の再生活動はすごいと思った。また，五味の市ではたくさんの魚が売ら

れていて漁業が盛んなんだと思った。 
 （２） ４年生での取組 
   「日生の海について学ぼう」 

  「海」の環境学習一環として「日生の海について学ぼう」というテーマで学習

を行った。社会科でのゴミのリサイクルや環境問題を既習していたので児童達は

海洋プラスチックの問題や地球温暖化の問題などと「日生の海」を結びつけて考

えることができていた。 
（３） ５年生での取組 
  「海の環境を守る活動～アマモポット～」 
   ○「アマモポットへの播種と生育及び観察記録作成」…日生西小学校・岡山学芸

高校との連携 
    日生中学校の生徒が，流れ藻から採取したアマモの種を本校に持参し，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，

中学生（本校の卒業生）にサポートしてもらいながら，5 年生の児童が，「アマモ

ポットへの播種」活動を行った。その後，アマモポットの観察記録を作成した。

発芽したアマモは２月に水産環境研究所のダイバーによって日生の海洋牧場に移

植してもらった。 
・事前学習 

   何故「アマモ場の再生活動」が始まったかなどを事前に一時間学習を行った。 
 
 
 

              （事前学習の様子） 



・アマモポットの播種 
    １０月４日に日生中学校と合同でアマモポットの播種を行った。今回が３回目とな

る活動だが，本年度も先輩から後輩への「里海をまもる」思いの伝承という意味合い

が強い有意義な活動となった。また，日生漁協の天倉専務のお話も児童の心の中に強

く残った。 
 
 （当日の写真） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
･学習発表会で海洋学習の発表 
 １１月にあった学習発表会で「アマモ場の再生活動」について保護者や地域に向けて

情報を発信した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（観察記録） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 【児童の感想】 
 ・アマモの大切さがよく分かった。 
 ・最初よりどんどん伸びて大きくなったアマモが海でどのようになるか楽しみ。 
 ・漁師さん達の取組に少しでも参加できたらうれしい。 
 
➁ 「岡山市立小串小学校との海の再生活動を通した交流」 
  アマモ場の再生活動を以前から行っている岡山市立小串小学校とのビデオレター

やインターネットを利用したビデオ会議による交流学習を行った。また，次年度は

合同で海の環境保全に取り組んでいくことを約束した。 
 
 
 
 



（４） ６年生での取組 
１．日生の埋め立ての歴史 
【活動内容】 
昔と今の地図を比べて、どのあたりが埋立

地なのかを知った。その埋立地が何に利用

されているのかを知るために、五味の市周

辺を調査した。ここは、漁業組合や、土産

店などの海に関するものしか置くことがで

きないということを学んだ。 
【児童の感想】 
・はじめは歴史を知っても意味がないと思

っていたが、調べる内にだんだんおもしろ

くなってきた。 
・知らなかった日生を知ることができた。 
・地域の人とたくさん話すことができた。 
・埋め立て地がこんなに広いと思っていな

かったから、驚いた。 
 
２．加子浦歴史文化館 
【活動内容】 
日生の町が発展した背景には、「漁業」「海

運」「船」が関係していると考え、それらに

関する情報を収集しに、加子浦歴史文化館

に行った。そして、船の構造や利用目的、

漁業や海運の歴史などについて学ぶことが

できた。ここで収集した情報をまとめ、ゲ

ストティーチャーに向けて発表して、１学

期の学習を終えた。 
【児童の感想】 
・埋め立てや海運など、知らないことに関

する資料がたくさんあった。 
 
 
 
 
 



 
３．日生の魅力写真撮影 

 

 
４．ＰＲグッズの作成 
【活動内容】 
日生の魅力をよりたくさんの人に知っても

らうために、自分達で撮影した写真を使っ

て PR グッズ（ポストカード・シール・マ

グネット・缶バッジ）を作った。 
【児童の感想】 
・勉強したことがグッズにできてうれしい。 
・どうしたら魅力を伝えることができるか

を考えた。 
 
５．複言語学習 
【活動内容】 
日本を訪れる外国人観光客が増えていると

いう情報から、PR 活動の対象を外国人観光

客も含めるようにし、そのためにたくさん

の外国語を学ぶことにした。岩居先生（大

阪大学）のもとの留学生と遠隔授業を行い

ながら、６ヶ国語（ドイツ語・韓国語・中

【活動内容】 
２学期からは、地域の方から昔の様子や日

生の町の未来についての思いを聞くことか

ら始まった。その後、日生の町の魅力をも

っと知ってもらいたいという思いをもち、

PR 活動の計画を立てた。まずは、日生の魅

力だと思うところの写真を撮影し、スライ

ドにまとめる活動を行なった。子どもが魅

力だと感じたのは、海に関係するものが多

く、日生の海は自分達の自慢できるもので

あるということを再確認していた。 
【児童の感想】 
・日生には、私が知らないおもしろいもの

が、まだまだたくさんあった。 



国語・ポルトガル語・インドネシア語・ペ

ルシャ語）で自己紹介ができるようになっ

た。 
【児童の感想】 
・様々な国のこと（言語や文化）をしるこ

とができた。 
・練習するうちに、もっと聞きたくなって、

実際にやってみたくなった。 
 
６．修学旅行のＰＲ活動 

 

 
７．海洋学習発表会（１．２３） 
【活動内容】 
１学期、２学期に学習したことをスライド

にまとめ、発表した。発表後には、海を大

切にする気持ちや、里海という言葉を意識

している子どももいた。 
【児童の感想】 
・特に、中学生の発表がよかった。 
・里海について改めて考える事ができた。 
・自分の里海でもないのに、守ろうと思っ

ている人がいたことにビックリした。 
 

【活動内容】 
金閣寺、奈良公園、大阪城で日生の魅力 PR
活動を行なった。多くの外国人観光客を相

手に、iPad のスライドや PR グッズを使っ

て、日生の魅力を伝えることができた。中

には、「次日本に来るときには日生に行く

ね」と言ってもらえたグループもあり、十

分な成果を感じることができた。 
【児童の感想】 
・日生の海の魅力を PR するという楽しさ

と、外国の方に話をする緊張があった。 
・積極的に話しかけている友達を見て、自

分もがんばることができた。 



 
８．地域の清掃活動 

 

 
９．看板作り 
【活動内容】 
頭島に向かいたくなるような看板をつく

るために、ディスカッション・プレゼンテ

ーションを繰り返し行った。たくさんのゲ

ストティーチャーと交流したことで、活性

化に対する思いに触れることができた。 
【児童の感想】 
・観光客が来たくなるような内容を考えた。 
・頭島のよさを出し合いながら、いいもの

をつくることができた。 
 
 
 
 
 
 

【活動内容】 
日生に来た観光客が気持ちよくなるように

という思いから、清掃活動を行った。清掃

活動では、たくさんのゴミを拾うことがで

き、それらの分類を通して、生活ゴミがた

くさん放置されているという課題をつかん

だ。その後、自分達の生活を見直したり、

ゴミ箱の設置を計画したりと課題解決に向

けて考えた。 
【児童の感想】 
・これからは家族にも言っていこうと思う。 
・普段あまり見ないところを探してみると、

思った以上に多くてびっくりした。 
・もっと清掃活動をしたい。 
・日生はゴミが多く、それを見て見ぬふり

をしている人も多いと感じた。 



 
１０．日生牡蠣祭り（２．２４） 
【活動内容】 
西小伝統の法被を着て、PR 活動を行った。

来場者からの質問に応答しながら、日生の

魅力や自分の思いを伝えることができた。 
【児童の感想】 
・説明するときには、分かりやすくアドリ

ブをたくさんいれながら、できるだけ分か

りやすく伝えた。 
・今までで 1 番の大きな声でよびかけた。 
 

 
５ 次年度に向けて 
 本年度の活動を終えて各学年とも「日生の海」を守り育てたいという思いを持つことが

できた。子ども達は地域を愛し，地域に貢献したいと願うようになってきている。次年度

も引き続き活動を続けていき，より地域に密着した学習を続けていきたいと考えている。

また，持続可能な社会を目指して教育を行っていきたい。 
 次年度は，本年度の研究実践を元に作成したカリキュラムを実践し検証・改善を行って

いく。さらに日生の地域の海（自然環境）や漁業・海運業・観光業（産業）の視点から学

習する「総合的な学習の時間」のカリキュラムの開発を行っていく。その作成過程で小中

連携及び地域とのつながりを意識した学習形態（アクティブ・ラーニング）を試み，「アマ

モの再生活動」も含めた次世代の地域創世の担い手の人材育成に取り組む。また，海洋資

源による漁業と観光業の町という地域性に気付き，持続可能な海洋資源の活用を考えると

共に「海の魅力」を中心に日生のＰＲ活動も行いたいと考えている。 
 
 
 
 
 



３年生「アマモ場の再生活動を知る ～日生の漁業を中心として～（町探検を通して）」 
【実践のねらい】 
 3 年生の総合的な学習の時間の「町探検（自分の住んでいる町を知ろう）」の学習で漁協を訪問し 
地域がどのようにして「アマモ場の再生活動」を行ってきたか，地域の人の「海への思い」を聞く 
活動を行うことで地域への愛着や「公共の財としての海」を守ろうとする態度を育成する。 
○時数 ５月～７月 １２時間（総合的な学習の時間９ 社会３） 
○関連 社会科 
○目標 （１）漁協の方からのお話を聞いて地域の漁師さんがどんな思いで「アマモ場の再生活動」に取り組んできたか理解する。 
    （２）「海」の環境保全の先進的な活動が行われていることを知り自分自身も参加していきたいという思いをもつ。 
    （３）「五味の市」で日生の海の幸の豊かさに気付く。 
 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 
             

             

             

○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 

○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 

社会科（身近な地域） 

・地域にはどんな産業が

あるだろう 

総合的な学習の時間 

・アマモ場の再生活動につ

いて聞き取り調査する 
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現 

活 

動 

総合的な学習の時間 

調査のまとめをしてお世話

になった人に発表する 



４年生「日生の海について学ぼう」 
【実践のねらい】 
 ４年生の総合的な学習の時間で「日生の海について」学ぶ。社会科でのゴミのリサイクルや環境問題 
と関連づけて「海の環境問題」について考えさせる。「海洋プラスチック」などにも目を向けさせてい 
き，「公共の財としての海」を守ろうとする態度を育成する。 
○時数 １月～２月 ８時間（総合的な学習の時間） 
○関連 社会科 
○目標 （１）漁協の方から海の環境特にプラスチックなどのお話を聞いて現状を知る。 
    （２）「海」の環境汚染の現状から自分達ができる環境保全を考えようとする態度を育成する。 
     
 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 
             

             

             

○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 

○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 

社会科（ゴミ問題） 

・ゴミ問題とリサイクル

について知る。 

社会科 

・ゴミのリサイクル施設を

見学する。 

 

体
験
的
な
活
動 

探
求
的
な
活
動 

表 

現 

活 

動 

社会科 

調査のまとめをしてお世話

になった人に発表する 

総合的な学習の時間 

日生の海のゴミ問題に

ついて知る。 

総合的な学習の時間 

どのようにしたらゴミを減

らせるか考える。 

 

総合的な学習の時間 

調査のまとめをしてお世話

になった人に発表する 



５年生「海の環境を守る活動 ～アマモポット～ 」 
【実践のねらい】 
 ４年生の「日生の海について学ぼう」を発展させ，日生漁協の「アマモ場の再生活動」に日生中学校 
と共に参加し，海の環境について学習する。そして漁協の先人の方の偉業を肌で感じる。また，同じ活 
動を行っている小学校とも交流を行う。「公共の財としての海」を守ろうとする態度を育成する。 
○時数 ９月～３月 １２時間（総合的な学習の時間） 
○関連 社会科 
○目標 （１）漁協の方からのお話を聞いて地域の漁師さんがどんな思いで「アマモ場の再生活動」に取り組んできたか理解する。 
    （２）実際に「アマモ場の再生活動」にさんかして「公共の財としての海」を自分たちで守ろうという意識をもつ。 
    （３）「アマモ場の再生活動」を行っている他の小学校と交流してみんなで「海環境保全」の大切さに気付く。 
 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 
             

             

             

○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 

○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 

総合的な学習の時間 

「アマモポット作成」 

 

総合的な学習の時間 

・アマモポットの観察 

環境について調べる 

体
験
的
な
活
動 

探
求
的
な
活
動 

表 

現 

活 

動 

総合的な学習の時間 

調査のまとめをしてお世話

になった人に発表する 

総合的な学習の時間 

他の地域の「アマモ場の

再生活動」を知る。 

総合的な学習の時間 

お互いのアマモ場の再生活

動をまとめよう 

 

総合的な学習の時間 

お互いの活動を教え合おう 

（遠隔授業） 



６年生「海から学ぶ地域学習 ～日生の漁業と海と観光～」 
【実践のねらい】 
 ６年生の総合的な学習の時間で日生の昔の写真と現在の様子を比べ，どのように海を利用してきたか，また，海と共存してきたかを学習す

る。その学習を通して海をよりよく利用し地域を活性化していくためには何ができるか考えさせる。 
この活動を通して地域への愛着と「海」を利用した地域再生の人材を育成する。 
○時数 ４月～２月 ３０時間（総合的な学習の時間９ 社会３） 
○関連 社会科 
○目標 （１）漁協と海運組合の方から「日生の海の利用」のお話を聞いていかに日生が海とともにあったか知る。 
    （２）「海」を中心とした日生の活性化対策を考える。 
    （３）色々なところで「日生の海と漁業，観光などの魅力」をＰＲ使用とする態度を育成する。 
 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 
             

             

             

○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 

○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 

社会科（身近な地域） 

地域の昔を調べよう 

総合的な学習の時間 

・漁業や海運業ついて聞き

取り調査する 

 

体
験
的
な
活
動 

探
求
的
な
活
動 

表 

現 

活 

動 

総合的な学習の時間 

調査のまとめをしてお世話

になった人に発表する 

総合的な学習の時間 

日生の魅力を考えよう 

総合的な学習の時間 

海と観光・漁業などについ

て聞き取り調査する 

 

総合的な学習の時間 

修学旅行で日生の海をＰＲ

しよう 

総合的な学習の時間 

・地域の活性化を考えよ

う 

総合的な学習の時間 

日生の観光大使として日生

の魅力を発信しよう 

総合的な学習の時間 

日生ＰＲを漁協や観光協会

と行う 


