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１． 学校名 呉市立下蒲刈中学校 

２． 活動名 「下蒲刈の海の魅力を知ろう」（海に親しむ）～地元漁師さんとの魚釣り体験を通して～ 

３． 実践の概要・ねらい 

本校は，瀬戸内海に浮かぶ下蒲刈島にあり，安芸灘大橋を渡ってすぐの位置にある全校生徒２９名の小規模

校である。周りが海に囲まれているという恵まれた環境にありながら，海の恩恵について普段はあまり考える

機会が持てていない。しかし，今回の海洋教育パイオニアスクールプログラムに参加させていただき，「海に

親しむ」，「海を知る」，「海を守る」，「海を利用する」活動に取り組む機会を得ることができた。生徒は素直で

あるが，幼少期から小学校，中学校と同じメンバーで育ってきていることもあり，あまり話さなくても思いが

通じる場面が多く，リーダーシップをとって主体的に活動することや，表現力・コミュニケーション力に課題

が見られる。そこで，地域の漁業協同組合に協力していただき，次のような目的で，魚釣り体験を行った。 

目 的 

・ 下蒲刈の海で魚釣りを楽しむことで，郷土の海の魅力を知り，郷土愛や地域貢献する態度 

  を育成する。 

・ 地域の方々・生徒・教職員で共に協力しながら活動したり交流したりすることで，コミュ 

ニケーション力や表現力を高め，地域を発展させる力につなげる。 

４． 実践計画 

① テーマ・概要・活動計画，教科等との関連 

テーマ ：「下蒲刈の海の魅力を知ろう」（海に親しむ） 

活動計画：１０月１８日，事前アンケートを行い，魚釣り体験について生徒の情報を把握するとともに，

体験に向けて参加意識を高める。 

     １０月２６日，事前学習でこの体験のねらいを全参加者で共有し，各グループの係や目標を決

める。 

     １０月２９日，魚釣りの体験活動と魚の捌き体験を４グループに分かれて実施する。 

     １０月２９日，体験終了後アンケートと感想を記入する。 

教科等との関連：総合的な学習の時間「地域探求」，社会科 地理的分野「中国・四国地方の人々の営み」 

 

② 実践の評価について 

事前アンケートを行い，そのアンケート結果を生徒にフィードバックすることで，体験に向けての 

参加意識を高めた。漁業協同組合の方に感謝しながら海の魅力をしっかり感じられる体験になるよう，教 

職員が生徒の活動について肯定的な評価を行った。体験終了後は，観点を示した感想文シートを用意して， 

生徒が記入したことを学校だよりで紹介するなど，生徒の頑張りを評価した。 

  

５． 今年度の実践 

① 計画からの追加・変更点 

・ 総合的な学習の時間において「地域調べ」の単元を学習するときに「魚釣り体験」を追加した。 

・ 地域行事を盛り上げる活動において「とびしまウルトラマラニック2018」にボランティアとして 

参加する 

② 実践の成果 

・ 魚釣り体験について，初めて経験するという生徒もかなりいたが，海の上で魚釣りをすること 

 が新鮮で楽しく感じた生徒が多く，郷土の海の魅力を再発見することができた。また，地元漁師の 
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方とふれあうことができてコミュニケーション力が高まり，うまく釣るにはどうしたらよいか考え 

ることで課題解決の力も高まった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（以下は生徒の感想文） 

 

○下蒲刈の周りの海にはたくさんの魚がいます。下蒲刈の海はきれいです。なのでたくさんの魚がとれるし，

このとった魚はとてもおいしいです。 

○僕が今日魚釣り体験学習を通して学んだことは，下蒲刈にはたくさんの魚がいることです。また僕は，竿で

魚を釣ることしか知らなかったのでああいう物で魚を釣ると知ってびっくりしました。安全に気をつけて魚の

釣りかたについて学べたので良かったです。 

○前までは，下蒲刈の海はそんなに魚は釣れないなと思っていたけど今回の魚釣り体験学習を通して下 

蒲刈の海は思っていたよりもたくさん魚が釣れるんだなと思いました。今度父さんと釣りに行った時には 

今回より多く釣ってみたいです。 

○下蒲刈の海はたくさんの生き物がいてそれにとても新鮮で下蒲刈は本当に良い島だなと思いました。ま 

た，私は海の近くに住んでいてもあまり海とふれあうことがないのでとても楽しかったです。 

○手釣りのやり方を学びました。私のいつもの釣り方は竿にえさをつけて魚釣りをしていたんですが手釣り 

をするのは初めてで難しかったけどこういう釣り方があるのを知ることができました。船に乗るのは楽し 

かったです。 

○この貴重な魚釣り体験で分かったことは思っていたより島の近くでもたくさん釣れたことです。島の海のこ 

とについて新しいことを知ることができました。下蒲刈の海ではたくさんの種類の魚が釣れてサイズも良 

いのが釣れていたのでたくさんの観光客が下蒲刈の海で魚を釣る理由が分かったような気がしました。 

これからもこの島についてたくさんのことを知れるといいなと思います。 

○下蒲刈島にはいろいろな魚がいるのでとても楽しくできました。船で移動していて気付いたことは，とても 

海がきれいだったことです。船で海を渡るというのはとても久しぶりだったけどとても輝いていました。 

○下蒲刈島の人はみんな優しくてすごく子どもたちのことを思ってくれているなと感じました。海はすごくき 

れいで見ていると落ち着く所です。 

○鯛飯がおいしかったです。下蒲刈の海だけでもいっぱい魚がいたので，世界の海にはどんな魚がいるの 

かなと興味が湧きました。 

○漁業組合の皆さんがとても優しく接してくれたのでとてもよかったです。それに魚が釣れた時には自分が 

釣ったように喜んでくれてとてもうれしかったです。そして魚をさばく時は手際がとても手際が良かったの 

でついていけませんでした。でもなんとかさばくことができました。鯛飯は漁業組合の方々が朝早くから 

支度をしてくれていてとてもおいしかったです。 

（以上，生徒の感想文） 
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   ・ ４島共通テキスト「とびしま探訪」の作成について，４島の魅力（人・物・こと）を１冊のテキスト

にまとめ，生徒，地域・保護者，教職員がとびしま４島についてよく知るための資料とした。テキスト

を島内の施設に展示させていただき，島内外に広めることができた。 

   ・ 下蒲刈地区で毎年行われる，地域を挙げての行事「朝鮮通信使再現行列」について歴史や航路，おも

てなし等を学習し，太鼓演奏等でステージ発表を盛り上げた。また，地域行事「とびしまウルトラマラ

ニック２０１８」では，ボランティアとして生徒が参加し，ゴール付近で参加者を温かく迎えることで

貢献した。 

   ・ 地域行事「梶ヶ浜ビーチフェスタ」（海開き）に向けて，梶ヶ浜海水浴場の小中合同清掃活動を，下蒲

刈小学校と下蒲刈中学校が共働で行った。小学校児童会と中学校生徒会が中心となって行う恒例の行事

となっている。（今年度は，梶ヶ浜ビーチフェスタは残念ながら西日本豪雨災害で中止となった） 

 

③ 次年度への課題 

・ 今年度海洋教育パイオニアスクールプログラムに参加させていただいて，生徒たちは海や海に関 

連する多くのことを学ぶ機会を得ることができた。この貴重な体験を次年度に活かしていくため， 

現在の活動をもう一度「海を知る」「海に親しむ」「海を利用する」「海を守る」という４つの視点で 

見直し，生徒に活動の目的を意識させて取り組ませたい。郷土がかけがえのない海に囲まれた，す 

ばらしい環境にあることを生徒が誇りに思い，海を次の世代に引き継いでいくことに貢献できる生 

徒を育てていきたい。 

 

６． 主な連携機関及び内容 

① 下蒲刈漁業協同組合：魚釣り体験において，船４艘や魚釣りに必要な道具，魚を捌く体験や昼食（鯛飯

等）の準備をしていただいた。 

② 下蒲刈市民センター：梶ヶ浜の清掃活動において，移動手段の手配やゴミ袋の提供等をしていただいた。 
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１． 学校名　呉市立下蒲刈中学校
２． 活動テーマ名　「下蒲刈の海の魅力を知ろう」（海に親しむ）～地元漁師さんとの魚釣り体験を通して～
３． 実践の概要・ねらい
　本校は，瀬戸内海に浮かぶ下蒲刈島にあり，安芸灘大橋を渡ってすぐの位置にある全校生徒２９名の小規模校である。
周りが海に囲まれているという恵まれた環境にありながら，海の恩恵について普段はあまり考える機会が持てていない。
そこで，地域の漁業協同組合に協力していただき，魚釣り体験を企画した。
　ねらいの一つは，下蒲刈の海で魚釣りを楽しむことで，郷土の海の魅力を知り，郷土愛や地域貢献する態度を育成する
ことである。また，もう一つのねらいとして，地域の方々・生徒・教職員で共に協力しながら活動したり交流したりすることで，
コミュニケーション力や表現力を高め，地域を発展させる力につなげたいという思いもある。

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
　【総合的な学習の時間】
　　下蒲刈漁業協同組合と連携し，生徒たちに島の重要な産業の一つである漁業を体験させた。
　　社会科の授業として，全校で「港に関する出前授業」を受け，呉や下蒲刈について，歴史的背景や現代の港の役割について学んだ。
　　毎年，下蒲刈市民センターと連携しながら，下蒲刈島の梶ヶ浜海水浴場の「クリーン作戦」を小中合同で取り組んでいる。
　　近隣の小中学校と協働して作成したとびしま検定の問題に取り組むこともできた。

[主な連携機関と内容」

・下蒲刈漁業協同組合:魚釣り体験学習

・呉市港湾漁港課：「港に関する授業」

・呉市役所下蒲刈市民センター:クリーン作戦

・とびしま4島の小中学校:とびしま検定

クリーン作戦

今年のスローガン 「レッツクリー

ン！ 浜も心も ピカピカに」

・海開き間近の地域の海水浴場を

小学生と中学生が縦割班に分かれ

て清掃し，地域の海を愛し守る気

持ちを育む。

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。

とびしま小中合同旅行
・北前船の航路をたどる旅を行い，
瀬戸内海航路の繁栄を歴史的に考
察するとともに，現代の生活におけ
る重要性を考えさせる。

国語科

「海」に関する作品をつくろう

・海洋学習新聞づくり

・四行詩・短歌・俳句づくり

体験したことにもとづく作品づく

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

を感想文にまとめる。

社会科
「港に関する出前授業」

・呉市港湾漁港課の方による出前
授業を通して，呉港や下蒲刈の港
の役割や歴史，現在の姿を学ぶ。

下蒲刈の海の魅力を知ろう（海に親
しむ）
・地元漁師さんとの魚釣り体験を通し
て，体験の機会に恵まれなかった生
徒たちに海に親しむ機会を与える。

「とびしま検定」 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。
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