
 

成果報告書１：海洋教育のデザイン 

 

１. 学校名：呉市立豊浜中学校 
２．活動名：海とつながる～悠久なる海の恵みのもとに～ 
３．実践の概要・ねらい 

本校は瀬戸内海の中央部に位置する島にあり，周囲には穏やかな瀬戸内海の風光明媚な景色が広が
る。保護者の中にも漁業関係者がおり，近くには広島商船高専という船舶職員育成を目的とした学校も
ある。そのため，以前は漁業や海運関係の仕事に進む者も多かったが，近年は少子化のため，そのよう
な進路を目指す者は激減している。海洋教育についても，そのような環境が身近にありすぎて，あえて
意識されていないという現状である。また，以前はボート部など海に親しむ活動があったが，現在はそ
のような施設設備や環境も無くなっている。 
自然に触れ海に親しむための体験活動，またそれらを組み合わせた探究活動によって，総合的な思考

力や判断力を養っていく。また，体験活動を通して，海に対する豊かな感受性や海に対する関心等を高
め，海に親しみ，海に進んで関わろうとする生徒の育成を目的とする。 

４．実践計画 
  ①テーマ・概要・活動計画，教科等との関連 
    対象科目：第１学年「総合的な学習の時間」 

地域の教育資源（施設や人）を活用し，海洋教育の４分野「歴史・民族」，「文化・芸術」，「生活・健
康 安全」，「観光・レジャー スポーツ」に関わる体験・学習活動を展開する。 
となりの島にある松濤園では，主に，朝鮮通信使の歴史を紹介した資料館等の見学を通じて，島の文化
と歴史について学びを深める。 

また，蘭島閣美術館では，広島の日本画について鑑賞するなかで，生徒が作品を比較したり，思考す
るための工夫を凝らしたワークシートを用いたり，実際に画材に触れたりすることで，芸術に関する関
心を高める。 
三ノ瀬御本陣芸術文化館では，展示「海を渡った画家たちースペイン・フランス・イギリス」を鑑賞さ

せる。海外渡航も容易ではなかった時代に海を渡り，画家としての気概をもってそれぞれの画風を見つけ
た画家たちの渡欧作，帰国後の作品に触れるなかで，海と人とのつながりについて思いを馳せたり，他者
（画家）と対話したり，他者の生き方や自らの在り方・生き方について考えさせることにつなげる。 

県民の浜のシーカヤック体験では，生徒がライフジャケット着用の意味，用具の操作の仕方や，安全に
ついてインストラクターの方から指導していただくことで，生徒は「環境・生命・安全」を意識させ，海
を利用活用させる。 

   
  10 月 15 日（月） 
  ８：１０ 朝の会（健康観察） 
  ８：３０ 豊浜中学校バス停出発 
  ９：００ 下蒲刈島松濤園，蘭島閣美術館， 

三ノ瀬御本陣芸術文化館見学 
 １１：２０ 出発 
 １１：３０ 蒲刈島県民の浜蒲刈着 
       昼食 
 



 

 １３：００ シーカヤック体験 
 ～１５：００ 
 １５：２５ 県民の浜蒲刈出発 
 １５：４０ 豊浜中学校着 
 １６：４５ 解散 
②実践の評価について 

総合的な学習の時間，美術科，国語科と連携して，活動計画・実施を行った。 
 
５．今年度の実践 

①計画からの追加・変更点 
 ＊特になし 
②実践の成果 

    (a)海洋教育の改善の視点から 
    学習素材を近隣の施設に焦点化して体験活動を行うことで，日頃意識することのない眼前に広が

る海の恵みや海と人間（自己）とのつながりを体感させることができた。これらの活動を通して，
海を題材や舞台にした文化や芸術に関する学びを深めたり，暮らしと海のかかわりや海にかかわる
余暇使用について学んだりすることができた。 

(b)生徒の変容の視点から 
       活動後，思ったことや考えたことを発信する機会を設けたことで，思考力・表現力を高めることに

つながった。海洋教育を通して，生徒と地域とのかかわりを深め，海とともに生きる島の生活を学
び，考えることができた。 

    (c)教職員や保護者の変容や地域との連携の視点から 
       かねてより，本校の海洋教育について学校のホームページ，地域のケーブルテレビ等で発信してい

たため，保護者や地域の方は，関心をもってくださっている。地域の公民館や商船高校も本校の海
洋教育の活動を理解してくださり，連携もスムーズにでき，ねらいを明確にした学習活動を展開す
ることができた。 
また，本学習を通して，生徒と保護者との会話も深まったようである。 

「地域の特性を生かした大変素晴らしい教育活動である。来年度以降もしっかり取り組んでいただき
たい。」と保護者の期待も大きい。 

③次年度への課題 
今年度は支援を得て可能となった活動で充実していたが，継続して海洋教育を進めるにあたって，諸

費用の捻出が今後の課題である。地域の協力や保護者の理解等の必要が出てくる可能性がある。   
  また，本中学校区の「育成すべき資質・能力」を海洋教育のどの単元で育むのかを再度見直していく必

要がある。その際，各教科との関連の明確化・焦点化を行い，系統化し，これからも本校の特色を最大
限生かしたものとなるよう，検討していく必要がある。 

海洋教育の４つのコンセプト「海に親しむ」「海を知る」「海の利用」「海を守る」学習活動の創造やカ
リキュラム開発を行っていきたい。 

６．主な連携機関及び内容 
下蒲刈島松濤園，蘭島閣美術館，三ノ瀬御本陣芸術文化館：学芸員の方にワークシート等を用いて，専
門家の立場から，詳しく説明していただいた。 
蒲刈 B&G 海洋センター：センターのシーカヤック施設を使い，一人に一艇用意していただき体験を行
った。 



成果報告書２　海洋教育のストーリーマップ_豊浜中学校
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１． 学校名　呉市立豊浜中学校
２． 活動テーマ名　海とつながる～悠久なる海の恵みのもとに～
３． 実践の概要・ねらい
　本校は瀬戸内海の中央部に位置する島にあり，周囲には穏やかな瀬戸内海の風光明媚な景色が広がる。
保護者の中にも漁業関係者がおり，近くには広島商船高専という船舶職員育成を目的とした学校もある。
そのため，以前は漁業や海運関係の仕事に進む者も多かったが，近年は少子化のため，そのような進路を目指す者は激減している。
　海洋教育についても，そのような環境が身近にありすぎて，あえて意識されていないという現状である。
　また，以前はボート部など海に親しむ活動があったが，現在はそのような施設設備や環境も無くなっている。
　自然に触れ海に親しむための体験活動，またそれらを組み合わせた探究活動によって，総合的な思考力や判断力を養っていく。
また，体験活動を通して，海に対する豊かな感受性や海に対する関心等を高め，海に親しみ，海に進んで関わろうとする生徒の育成を目的とする。
４． 実践計画
　 テーマ・概要・活動計画，教科等との関連
　単元（活動）の目的・ねらい
　【特別活動・総合的な学習】
　・「とびしま小中合同学習旅行」・・・近隣の小中学校と協働して，昔の北前船の瀬戸内海航路をたどる金比羅参り体験を行うことで，海のこと，人間関係を学ぶ。
　・「松濤園」「蘭島閣美術館」「三ノ瀬御本陣芸術文化館」見学・「シーカヤック体験」・・・近隣や隣の島にある施設を利用し，海と親しみ五感を伴って海の自然，産業，文化を学ぶことで，豊かな情操を涵養する。
　・「伝統料理」・・・地域の方に，地域の海産物を利用した料理を教えていただくことで，海の恵みに感謝するとともに，先人達の知恵や海と深く関わり，産業を発展させてきた自分たちの地域について考える。
　・「進水式見学」・・・人やものの海上輸送について調べ，海上交通網が日本各地の結び付きや日本と世界との結び付きに深く関わっていることを理解する。
　・「クリーン作戦」・・・清掃活動を通して，海洋環境の保全について考えたり，地域や社会と共に取り組めることを考えたりする。
　・「わくわく大先生に学ぶ」・・・海に関する伝統と文化について調べ，先人と海のつながりや文化の継承等について思いを馳せる。

クリーン作戦

・海岸を中心に地域の方と

清掃活動を行いう。

・ごみの状況や地域の方の

話を伺いながら，環境につ

いて自分たちができること

を考える。

海の生物調査

(1年生)
水族館の方およ

び理科の教員で，

学校近くの海岸で

生物の状況を観

察している。

(今年度は西日本

豪雨災害により

中止。)

文化祭(地域公開)
体験したこと，学んだこと，そして考

え，伝えたいことをまとめ，発表資

料を作成し，保護者・地域に発信す

る活動を行う。

進水式見学

船の構造や造船に

にかかわる仕事につ

いて話を聞き，進水

式を見学する。

1年間の海洋学習のまとめ

・海洋学習を通して学んだことを

感想文にまとめ，新聞に投稿し

たり，文集にまとめたりする。

伝統料理

地域の海産物を

利用した料理を

地域の方と一緒

に作り，食す。

とびしま小中

合同学習旅行

とびしま海道で

つながる４島

の３小学校の

児童（５・６年）

と３中学校生

徒で昔の北前

船の瀬戸内海

航路をたどる

金比羅参り体

験を行う。

美術館等見学

シーカヤック体験

（１年生）

体験活動を通して，海に

対する豊かな感受性や

海に対する関心等を高

める。

わくわく大先生に学ぶ

・地域の船大工の方から，

地域の伝統漁法や船の

仕組み等の話を聞く，

「とびしま検定本学習」 とびしま4島の自然や特産物，人について調べ，地域のことを知ると共に自分たちが出来ることを探究する。



 

地域カンファレンス報告書 

１ 開催日時・場所 

  日 時 平成３０年１２月１７日（月） １３：３０～１６：３０  

場 所 呉市立豊小学校 広島県呉市豊町久比２４１１－１  

２ プログラム 

(1) 豊小学校授業公開(５年生)「海の哲学対話」  

(2) 瀬戸内海の魅力再発見「北前船(西回り)航路で金比羅参り  

①とびしま小・中学校合同学習旅行の報告  

②地域展開部門参加校 学校別実践報告  

・ 呉市立下蒲刈小学校  

・ 呉市立下蒲刈中学校  

・ 呉市立蒲刈小学校 ・ 

・ 呉市立蒲刈中学校  

・ 呉市立豊小学校  

・ 呉市立豊浜中学校  

  指導助言 「海の哲学対話」宇部工業高等専門学校講師 小川 泰治 先生 

３ 参加者数 40 名 

４ 発表内容 

１）学校（団体）全体における海洋教育の取組の概略   

瀬戸内海の島嶼部にあるという同じ環境の各学校が共通活動としてチャーター船で瀬戸内海を渡り「北

前船（西回り）航路で金比羅参り」を体験するという活動を通して海洋教育に取り組む。 

２）単元（活動）の目的・ねらい 

瀬戸内海の島嶼部における「金比羅参り」の歴史や訪れる場所のことを各学校で調べ，分担した箇所を発

表させる。 

各中学校で「海洋教育」をテーマに共通の課題や各校が工夫した課題を持ちより，情報交換会などを通し

て交流を進める。 

その後，各学校別に瀬戸内海の魅力を再発見する取組を行い，それをまとめ発信していく活動につなげる。 

 また，学校間，小中の枠を超え，小中の縦割り班を編成し，一緒に活動に取り組ませる。 

 このような活動を通して，海洋教育をテーマに小・中一貫教育を行う。 

３）実践内容・実践の流れ・スケジュール 

４月 実行委員会(教職員) 

６月 保護者説明会 

    探究学習(各学校) 

7 月 リーダー研修会(中学校 3年生生徒) 

7 月 教職員打合せ 

9 月 研修旅行実施 

10 月 旅行のまとめと各学校の取組 

12 月 地域カンファレンス 



 

４）実践の成果 

 ① 海洋教育の改善の視点から 

   これまでは，豊浜中学校だけで取り組んでいたが 

  同じ瀬戸内海の島嶼部にあるという立地環境から各学校も「海洋教育」に注目し取り組みを始めるきっ

かけとなった。 

② 児童生徒の変容の視点から 

   毎日，見ている島からの海であるが，今回の海から自分たちの島を見るという新しい体験によって，

改めて自分たちの故郷の自然の美しさに感動していた。 

   瀬戸内海地域の方の「金比羅参り」を追体験することで，その行程やその意味などの探究学習を通し

て知ることが出来た。 

   また，地域を対象に調べ学習をすることで，地域の方々と新たな関係を持つことが出来た。 

 ③ 教職員や保護者の変容や地域との連携の視点から 

   地域を超えて各学校が取組み，それぞれの地域や保護者への理解，協力をお願いする中で，各学校で

のこれまでの取組の様子を交流し，各学校間で新しい関係や協働ができるようになった。 

   各学校で行ってきた「郷土調べ」「故郷学習」や「哲学対話」などを海洋教育の視点で見直し，幅広く

取り組めるようになった。 

 

５）本実践で特に工夫した点、特筆すべき内容や方策 

   同じ環境に立地する学校であるが，それぞれの地域の歴史・風土が少しずつ違っている。 

 また，小・中で生徒の活動に対する教職員の考え方の違いなどがあった。 

 そんな中で，共通に取り組める，最適・最善の活動は何かとお互いに協議し協働することが出来たの

は大きな成果である。 

 また，哲学対話や，地域の施設の情報などを共有できたことは，今後の活動につながる。 

６）実践から得られた教訓や克服すべき課題や困難 

   予定していた日を前に西日本豪雨があり，また度重なる台風の接近や猛暑の心配もあり，開催が危ぶ

まれた。安全第一はもちろんであるが，自然災害への対応なども考えて行かないといけない。 

   今回は海洋教育パイオニアスクールの援助を得ながらの取組であったが，単発的な取組みではなく，

保護者や地域の理解や協力を得ながら，体験学習を進められるようにしていきたい。 

７）今後に向けた改善や展望 

   海洋教育の取組を Web ページや他の学校との交流を通して発信したところ，隣の島にある広島商船高

専をはじめ，海星高等学校や東京海洋大学などからも海洋教育に関する協力や情報が寄せられるように

なった。 

   地域も生徒も自分たちの住む瀬戸内海の島という環境を世界に向けて発信したいと意欲を持っている。 

   これからも「海洋教育」の視点を持って色々な活動につなげていきたい。    

 


