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１．学校名 呉市立豊小学校 

２．活動テーマ名 哲学対話と藻塩づくり体験 

３．実践の概要・ねらい 

本校は瀬戸内海のほぼ中央部，安芸灘に浮かぶ大崎下島に位置する。本校には，この島と隣接する豊島 

とから児童が通っている。豊島は，かつてアビ漁が盛んであり現在も漁業関係者が多い。大崎下島は，江 

戸時代の潮待ち港として栄え，古くから商業が盛んな国重要伝統的建造物群保存地区御手洗がある。今年

度は，北前船にゆかりがある「北前船寄港地・船主集落」として日本文化遺産に追加認定された。 

このように，周囲には穏やかな瀬戸内海の風光明媚な景色が広がり，学校前が海に面し，海と生活の関

係が深いにもかかわらず，身近すぎて，あえて意識されていないという現状である。 

海洋教育について，体験学習と海の哲学対話を通して海洋教育の機運を高めていきたい。 

４．実践計画 

① 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 

隣の島にある，県民の浜にある施設から講師を招き，「藻塩づくり」を体験し，古代の塩づくりについ

て学ばせる。 

哲学対話を通して，身近すぎて意識していない海について，改めて深く考え，自分の生活と海の関連

について考えさせていきたい。 

② 実践の評価について 

単なる楽しい体験に終わらせないよう，社会科学習や地域学習と関連させ，児童に目標をもたせ，

終了後に観点を明らかにして感想文や発表資料を作成させた。また，海の哲学対話については，参

観日に保護者や地域に参観していただいたり，共に考えていただいたりした。 

  

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）哲学対話 

９月１２日（水），山口県から小川先生を招いて，「海」についてとこ    

とん考え，自分と，友達と対話していった。 

まずは哲学対話について学習し，気持ちをほぐすために，いすを円に   

してフルーツバスケットを行った。はじめは「算数が好きな人」等のお題だが，「じっくり考えるこ

とが好きな人」等だんだん哲学的なお題になっていく。次に哲学対話のルールを聞き，「海」につい

て考えたいことをひとりずつが紙に書いて理由付けながら発表していき，みんなでどのお題で対話

していきたいかを決めた。お題は，調べたらすぐに解決しそうなものではなく，答えがないものが

よいと観点を挙げ，考えさせた。 

お題は『海がないといけないのかな？』に決まった。意見を言いたい人が毛糸のボールを受け取

って思いを言い，とぎれることなく，次々と思いを出していくことができた。 

「私は海がないと不安になる。海があると安心する。だから海は必要だ。」「私は魚が好きだ。海が

ないと魚がなくなるから海はないといけない。」等，自分の生活と海を関連付けている意見や，「豊



成果報告書１海洋教育のデザイン_豊小学校 
 

- 2 - 
 

町や豊浜町は海のそばにあって，みかんの栽培が盛んだ。だから海は必要だ。」等，総合的な学習

で取り組んでいる豊町豊浜町の特産物のみかんが，体験しているからこそ出てくる意見が出て，

しっかり考えることができていた。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （ｂ）藻塩づくり体験 

１１月６日（火），県民の浜にある施設から講師を招き，藻塩づくりを体験した。 

     講師からの説明を受けて，藻塩の入った陶器を加熱，    

蒸発させていく作業工程を理解し体験していった。また    

児童は，藻塩といっしょに焼いたじゃがいもに藻塩をつ   

けて食べた。海水を濃縮する古代の製塩法を知ると共に，  

塩作りの大変さ，先人たちの知恵，身近な海から恩恵を 

受けていることを知ることができた。さらに，「藻塩」 

に関わる話を聞き，海の歴史や海と私達の生活について 

の理解を深めることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【児童の哲学対話後の感想より】 

・ 哲学対話をはじめてやったけど，みんなの意見や気持ちが聞けて楽しかったです。 

・ 哲学対話と聞いた時に，どんなことをするのかな，むずかしいことかなと思っていたけど，

以外と楽しかったです。 

・ 哲学対話をはじめてして，とても楽しかったし，自分の意見をもたてからよかったです。 

・ 哲学対話ははじめてやったけど，すらすらと話せました。自分の思っていることが言えた

ので，とっても楽でした。 

・ 哲学対話は，「哲学」とつくから授業みたいなのかなと思ったけど，楽しくてたくさん話

し合えた。海って不思議がいっぱいだと思った。 

・ 「海がなくなると海の魚が食べられなくなる」という意見が心にひびきました。最初は，

川にも魚はいると思ったけど，海の魚しかない栄養がとれなくなると思ったからです。 

【児童の日記より】 

 今日，も塩作り体験がありました。はじめに，

やり方の説明がありました。「ふっとうしたら，

かん水を入れてね。」と言われたので，（ふっと

うしたらいいのか。）と思いながらすわって待

ち，（あついな…。）と思いながらがんばりまし

た。次に，６年生教室に移動し，お話を聞きま

した。ふつうの海水で作ると大変なことなど，

いろいろなことを聞きました。それからまた運

動場に出て，じゃが芋を食べました。も塩をつ

けて，とてもおいしかったです。次にまたやり

方の説明がありました。「器に竹をつけて，１・

２・３で上げて，一てき落としてあげてね。」と

言われて，その通りにずっとやっているとだん

だん塩になってきて，最後には塩になりました。

とてもよい体験ができたなと思いました。 

【児童の日記より】 

 今日，も塩作り体験をしました。まず，も

塩になる塩水をしゃくの中に３分の１入れ

て，ふっとうしたらその塩水を２・３てき入

れます。次に教室でテレビ（写真）を見まし

た。けっこう前にいせきをほり出してうめて

いました。ぼくはなぜうめたのだろうと思い

ました。次に見本で作ってあったも塩をいも

にかけて食べました。いもも も塩もおいし

かったので，合わせて食べるともっとおいし

かったです。次に，しゃくの反対の所でふっ

とうをおさえました。ふっとうし出したらし

ゃくを入れて３秒くらい待ち，その後１・２

てきくらい落とします。いろいろ地道に作業

をしていって，むずかしい所もあったけど，

最後には上手にできたから良かったです。 
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  ③ 次年度への課題 

  今回，初めての海洋教育の取組であったため，海に関する学習や体験活動を教師主導で設定した。

今後は，教師が大きな枠組みを設定し，詳しい内容は児童が複数の項目から選択できるようにさせる

など主体的に探究できるように計画していきたい。 

今後の海洋教育の改善として，総合的な学習の時間を中心として，教育課程（各教科，各領域，行

事等）をどのようにつなぐのかという横のつながりと，１年から６年までの縦のつながりの系統性に

ついて考えていく必要がある。児童に身に付けさせたい資質・能力を明確にし，取り組んでいきたい。 

また，同じ環境にある安芸灘四島の小・中学校との連携を深め，周りを海に囲まれた地域ならでは

の教育内容づくりも協働して展開していきたい。 

  継続した海洋教育を進めるめための諸費用の捻出も課題として大きく残っている。 

 

６．主な連携機関及び内容 

・上智大学文学教授 : 海の哲学対話（児童・保護者・地域の方） 

・宇部工業高等専門学校講師 : 海の哲学対話（児童・教職員） 

               ： 哲学対話について講話（教職員） 

・蒲刈藻塩の会 : 藻塩づくり 

・日本財団「海と日本プロジェクト」： 北前船こども調査団 

・地域ゲストティーチャー : 大長みかん大使（みかん農船） 

             ： 御手洗ガイド（御手洗の歴史） 

・とびしま 4島の小中学校 ：合同学習旅行 

:とびしま検定 
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

体
験
的
な
活
動

探
究
的
な
活
動

表
現
活
動

１． 学校名　呉市立豊小学校
２． 活動テーマ名　北前船航路（御手洗調査）体験や海の哲学対話・藻塩づくり体験を通した海洋教育
３． 実践の概要・ねらい
　　本校は瀬戸内海のほぼ中央部，安芸灘に浮かぶ大崎下島に位置する。本校には，この島と隣接する豊島とから児童が通って
　いる。豊島は，かつてアビ漁が盛んであり現在も漁業関係者が多い。大崎下島は，江戸時代の潮待ち港として栄え，古くから商
　業が盛んな国重要伝統的建造物群保存地区御手洗がある。今年度は，北前船にゆかりがある「北前船寄港地・船主集落」とし
　て日本文化遺産に追加認定された。
　　このように，周囲には穏やかな瀬戸内海の風光明媚な景色が広がり，学校前が海に面し，海と生活の関係が深いにもかかわ
　らず，身近すぎて，あえて意識されていないという現状である。
　　海洋教育について，体験学習と海の哲学対話を通して海洋教育の機運を高めていきたい。
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】
　単元（活動）の目的・ねらい
　　隣の島にある，県民の浜にある施設から講師を招き，「藻塩づくり」を体験し，古代の塩づくりについて学ばせる。
　哲学対話を通して，身近すぎて意識していない海について，改めて深く考え，自分の生活と海の関連について考えさせる。
　　北前船寄港地の見学とともに，地域学習（大長みかんの特徴）と関連させ，みかん農船について地域の施設や人々から学んだ。
　　海の哲学対話については，参観日に保護者や地域に参観していただいたり，共に考えていただいたりして広めた。
　　また，近隣の小中学校と協働して，とびしま検定のテキスト問題の作成と検定実施に取り組んだ。

[主な連携機関と内容」
・上智大学文学 :海の哲学対話

・宇部工業高等専門学校

:海の哲学対話（児童・教職員）

：哲学対話について講話（教職員）

・蒲刈藻塩の会 : 藻塩づくり

・日本財団「海と日本プロジェクト」

：北前船こども調査団

・地域ゲストティーチャー

:大長みかん大使（みかん農船）

・とびしま4島の小中学校 ：合同学習旅行

:とびしま検定

【大長みかん大使】【「北前船」調査】

○学習発表会で大長みかんの特徴についてや御

手洗の特色を劇化し，保護者・地域に発信する。

【大長みかん大使】

○地域ゲストティーチャーから大長みかんの輸

送に使った「みかん農船」の特色について学ぶ。

【「北前船」調査】【とびしま合同学習旅行】

○北前船の瀬戸内海航路について調べる。

【藻塩づくり】
○海の仕事や資源について学ぶ。

【「北前船」調査】

○御手洗と他の

寄港地の比較

【大長みかん大使】【「北前船」調査】

○みかん農船や御手洗地域の特色・

海洋学習を通して学んだことを感想

文にまとめる。

【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できることを探究する。

【海と哲学対話】

○自分と海に関わりについて考える。

（学級での対話，親子対話）

【「北前船」調査】

○御手洗地域を見学する。

【とびしま合同学習旅行】

○北前船の瀬戸内海航路を見学する。
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

体
験
的
な
活
動

探
究
的
な
活
動

表
現
活
動

１． 学校名　呉市立豊小学校
２． 活動テーマ名　北前船航路（御手洗調査）体験や海の哲学対話・藻塩づくり体験を通した海洋教育
３． 実践の概要・ねらい
　　本校は瀬戸内海のほぼ中央部，安芸灘に浮かぶ大崎下島に位置する。本校には，この島と隣接する豊島とから児童が通って
　いる。豊島は，かつてアビ漁が盛んであり現在も漁業関係者が多い。大崎下島は，江戸時代の潮待ち港として栄え，古くから商
　業が盛んな国重要伝統的建造物群保存地区御手洗がある。今年度は，北前船にゆかりがある「北前船寄港地・船主集落」とし
　て日本文化遺産に追加認定された。
　　このように，周囲には穏やかな瀬戸内海の風光明媚な景色が広がり，学校前が海に面し，海と生活の関係が深いにもかかわ
　らず，身近すぎて，あえて意識されていないという現状である。
　　海洋教育について，体験学習と海の哲学対話を通して海洋教育の機運を高めていきたい。
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】
　単元（活動）の目的・ねらい
　　隣の島にある，県民の浜にある施設から講師を招き，「藻塩づくり」を体験し，古代の塩づくりについて学ばせる。
　哲学対話を通して，身近すぎて意識していない海について，改めて深く考え，自分の生活と海の関連について考えさせる。
　　北前船寄港地の見学とともに，社会科学習や地域学習と関連させ，児童が御手洗ガイドとして現地で案内をした。
　　海の哲学対話については，参観日に保護者や地域に参観していただいたり，共に考えていただいたりして広めた。
　　また，近隣の小中学校と協働して，とびしま検定のテキスト問題の作成と検定実施に取り組んだ。

[主な連携機関と内容」
・上智大学文学 :海の哲学対話

・宇部工業高等専門学校

:海の哲学対話（児童・教職員）

：哲学対話について講話（教職員）

・蒲刈藻塩の会 : 藻塩づくり

・日本財団「海と日本プロジェクト」

：北前船こども調査団

・地域ゲストティーチャー

:御手洗ガイド

・とびしま4島の小中学校 ：合同学習旅行

:とびしま検定

【御手洗ガイド】

○御手洗の特色についてまとめたことを他校の

児童にガイドする。

○学習発表会で御手洗の特色を劇化し，保護

者・地域に発信する。

【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できることを探究する。

【御手洗ガイド】

○地域ゲストティーチャーから御手洗地域の特

色について学ぶ。

【「北前船」調査】

○御手洗地域を見学する。

【とびしま合同学習旅行】

○北前船の瀬戸内海航路を見学する。

【「北前船」調査】【とびしま合同学習旅行】

○北前船の瀬戸内海航路について調べる。

【藻塩づくり】
○海の仕事や資源について学ぶ。

【「北前船」調査】

○御手洗と他の

寄港地の比較

【海と哲学対話】

○自分と海に関わりについて考える。

（学級での対話，親子対話）

【御手洗ガイド】【「北前船」調査】

○御手洗地域の特色や海洋学習を

通して学んだことを感想文にまとめ

る。


