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⒈ 学校名 

 北海道教育大学附属函館中学校 

 

⒉ 活動テーマ名 

 輸送手段が多様化する現代における海上輸送の役割や可能性を追究する単元の開発 

 

⒊ 実践の概要・ねらい 

 本実践では，とくに海上輸送の特徴を既習事項や地域の状況などの視点から検討する単

元の開発を通して，様々な輸送手段が発展していく中で，生徒が海上輸送の特徴を的確に

把握し，今後の海上輸送の役割や可能性を追究し続けることのできる生徒の育成をねらい

とする。また，2017年度の実践研究の成果を踏まえた単元の指導計画を改善することをね

らいとする。 

 

⒋ 実践計画 

①テーマ・概要・活動計画，教科等との関連 

１）テーマおよび実践の背景 

 本校が位置する地域は，2016年３月に北海道新幹線が開業したことによって，陸（高速

道路，鉄道）・海（フェリー等）・空（航空機）という３つの輸送手段が並存する地域と

なっている。今後は，人やモノの移動に関して，各輸送手段の特徴や強みを把握した上

で，いずれの輸送手段をどのように活用していくかを考え，判断していくことが求められ

る。とくに本校が位置する函館は古くから海上輸送の要所として発展し，諸外国との貿易

や青函連絡船の航路等の重要な拠点となってきた。そのため，本実践では，国際海洋都

市・函館に位置する中学校で学ぶ生徒として，とくに海上輸送に注目して，海上輸送の役

割や可能性を追究することのできる単元の開発に取り組むこととした。 

 特に2018年度は，2017年度実践に対する評価・改善に基づいた単元の再開発・実践に取

り組むことによって，他地域においても広く実践可能な単元の指導計画および教材の開発

が実現できるものと考え，実践を行なった。 

 

２）活動計画 

 2018年４月に策定した活動計画は以下の通りである。 

月 活動計画 

４ ・2017年度実践に関する評価及び改善策として2018年度の単元の指導計画の作 

成 

５ ・海上・航空・陸上の各輸送手段の関係者への協力依頼・調整及び打合せ 

・開発単元や教材への協力校（開発単元や教材を実践し本項に助言を与える公 

立中学校）の募集・依頼 

６ ・外部講師による単元及び授業に関する指導・助言 

７ ・（第１週）希望生徒９名による青森市へのフェリー乗船体験等による調査活 

動の実施 
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・本単元の授業実施 

８ ・本単元の授業実施 

９ ・本校学校祭でのポスター発表の実施   

※以降，発表の機会を積極的に活用し成果発信に取り組む。 

・協力校における実践及びヒアリング調査 

 

 また，2017年度実践を踏まえて，2018年４月に立案した単元の概要は以下の通りであ

る。 

 本単元は，全７時間扱いとし，本校社会科が2015年度より研究実践に取り組んでいる

「単元を貫く学習課題」による単元構築を行う。なお，「単元を貫く学習課題」について

は，５②１）において詳述する。 

本単元では，単元を貫く学習課題を「海上輸送にはどのような役割と可能性があるの

か？」と設定し，以下のような構成で取り組むこととする。なお，「単元を貫く学習課

題」は，単元前，第１時，第５時，単元後の計４回取り組むこととする。 

時数 学習内容 

単元前 単元での学習前に既有の知識や生活経験等から「海上輸送にはどのような役

割と可能性があるのか？」に対する考えを記述する。 

１ 本時の学習課題を「世界と日本，日本各地を結び付けている主な輸送手段は

何か？」として，主に授業者による説明を通して，交通網・情報通信網の拡

大・発達の現状や，外国や日本国内での人・モノの移動の活発化について理

解する。 

２〜３ 本時の学習課題を「それぞれの輸送手段の強みと弱みは何か？」として，航

空輸送及び海上輸送に関する授業協力者による特別授業を通して，各輸送の

特色を理解する。 

４〜６ 全３時間は本単元の「単元を貫く学習課題」に正対し，学習者が各自で考え

を記述した後，４人１グループによる「海上輸送の役割や可能性」に関する

整理・検討を経て，ポスターを作成する。 

 

３）教科等との関連 

 教科等との連携として，ポスター作成における美術科教諭からの助言，数値に関する処

理における第１学年数学科での学習内容，総合的な学習の時間におけるChromebook（本校

において2017年度より一人一台常時所持しているノートパソコン）の活用（webページ閲

覧やメールによる情報収集，シートの共同編集等）などが挙げられる。 

 

②実践の評価について 

 本実践によって期待される成果・学習効果は，以下の通りである。 

 １）教科書等における記述が少ない海上輸送に関して，具体的な地域と関連させた考察 

      を行うことを通して，その重要性や果たしている役割の大きさを理解することがで 

      きる。また，世界や日本における海上輸送の課題等に興味を持ち，その解決のため 

      に追究し続ける態度を育むことができる。 

 ２）海上輸送の要所として地域を素材として扱うことができ，郷土に対する一層の理解 
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      や愛情を育むことができる。 

 ３）海上輸送の役割は，歴史的分野（海運等）においても重要な視点であり，その理解 

      を通じて歴史的事象に対するより深い理解をもたらすことができる。 

 

  上記の「期待される成果・学習効果」に関する評価は，本実践における「単元を貫く学

習課題」に対する生徒の記述状況及び単元末に作成を行うポスターの内容等に基づいて評

価を実施する。なお，「単元を貫く学習課題」については，５②１）において詳述する。 

 

⒌ 今年度の実践 

① 実践の概要 

 
 

②実践の具体的な内容 

１）単元の指導計画の立案・作成（４〜５月） 

 本実践に関する単元の指導計画の立案にあたって，2018年度に引き続き，本校社会科が

2015年度より実践研究に取り組んでいる「単元を貫く学習課題」の設定を軸とした単元構

成とした。「単元を貫く学習課題」とは，「問題解決的な学習を意図的・計画的に展開す

るためと，単元の指導目標を達成するために，学習者が単元を通して追究し続ける学習課

題」であり，生徒は，単元前，単元を構成する単位時間の授業末，単元の学習後に取り組

むものである＊。 

  本単元では，単元の指導目標である「世界的視野から日本と世界との交通・通信網の発

達の様子や物流を理解するとともに，国内の交通・通信網の整備状況を取り上げ，日本と

世界の結び付きや国内各地の結び付きの特色を大観することができる。」を達成するため

に，「海上輸送が果たすべき役割とこれからの可能性にはどのようなものがあるか？」

を，単元を貫く学習課題として設定した。なお，この学習課題設定のためには，本単元前
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の授業において，授業者と学習者との間での，これまでに利用したことのある輸送手段と

その状況に関する問答を行い，これまでの生活経験に基づいた輸送手段の選択に意識を向

けさせる。この際，特に「人」の輸送に学習者の意識が向くことが予想されるため，「モ

ノ」の輸送や，「自分」以外の多様な人々についても考えることを促す等の手立てを講じ

た。これらの手立ては，2017年度実践を踏襲したものである。立案した2018年の単元の指

導計画は，以下の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊北海道教育大学附属函館中学校「思考力・判断力・表現力等の育成を目指した単元構成 

の工夫・改善〜「単元を貫く学習課題」の設定に基づいた指導方法等の工夫〜」，文部 

科学省『中等教育資料 平成 29 年８月号 第 975 号』，2017 年，pp.36-39 

 

２）各輸送手段の授業協力者の依頼・調整，打ち合わせ（５月） 

 開発する単元において２〜３時に実施する「海上輸送，航空輸送それぞのれ特徴や強み

について（各輸送手段に関わる企業からの講師による特別授業）」への授業協力者への依

頼・調整・打ち合わせを行った。なお，2017 年度に引き続き，航空輸送は日本航空株式

会社函館空港所，海上輸送は津軽海峡フェリー株式会社に授業協力者として依頼した。 

 

３）希望生徒によるフェリー乗船等体験（７月７日） 

 開発する単元において海上輸送の役割と可能性を検討する際に，自らの体験に基づいて

考察したり，自らの体験を伝えながら他者とともに検討したりすることができる生徒を育

成するために，希望生徒のよるフェリー乗船等の体験学習を実施し，函館市から青森市へ

フェリーで移動する学習活動を設定した。フェリー乗船時には津軽海峡フェリー株式会社

の協力を受け，ブリッジ見学等を実施した。また青森市では，青函連絡船メモリアルシッ

プ八甲田丸を，元機関士の方にご案内いただいた。なお復路は，北海道新幹線に乗車し，

フェリーとの比較を行った。 

 

４）本単元の授業実施（１０〜１１月） 

 本単元の授業は，以下のように実施した。 
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＜単元前＞ 

本単元前の授業では，１）で述べたように，授業者と学習者との間での，これまでに 

利用したことのある輸送手段とその状況に関する問答を行い，これまでの生活経験に基 

づいた輸送手段の選択に意識を向けさせた。その後，本単元の「単元を貫く学習課題」 

である「海上輸送が果たすべき役割とこれからの可能性にはどのようなものがあるか？」 

について，単元の学習前の段階での自らの考えや判断を記述させた。 

 ＜第１時＞ 

  第１時では，主に教科書の記述に基づいて，交通網および情報通信網の拡大・発達の 

現状や，外国や日本国内での人やモノの移動の活発化について，講義を行った。 

＜第２〜３時＞ 

第２時では，日本航空株式会社 函館空港所の方々（グランドスタッフ及び整備士） 

を講師としてお招きし，特別授業として航空輸送の強みや特徴について，画像や映像な 

どの豊富な資料や具体例に基づいたご講義を行なっていただいた。これは，７月に実施 

したフェリー乗船等体験の復路での北海道新幹線利用と同様に，海上輸送の強みや可能 

性を検討するためには，他の輸送手段に関する十分な理解が不可欠であると考えたため 

である。 

第３時では，津軽海峡フェリー株式会社の方々を講師としてお招きし，特別授業とし 

て海上輸送の強みや特徴について，画像や映像などの豊富な資料や具体例に基づいたご 

講義を行なっていただいた。 

なお，第２時及び第３時については同日に実施することとし，海上輸送と航空輸送の

両者の特徴の把握や比較をより行いやすくするよう工夫した。  

＜第４〜６時＞ 

４人１組のグループを結成し，これまでの講義や特別授業，調査等を活用して，単元 

を貫く学習課題に対するこれまでの生徒それぞれの記述を互いに交流するとともに，グ 

ループとしての議論を行い，「海上輸送が果たすべき役割や可能性」について考察を行 

った。そして，その成果をポスターを作成した。なお，ポスターの作成にあたっては， 

本校生徒が一人一台有しているChromebook及びGoogleスライドを活用し，同時編集によ 

って作成した。 

また，１つの学級につき９つのグループが構成されるこため，全２７のポスターが作 

成された。このうち，内容及び構成等の観点から生徒相互による評価活動を行い，多く 

の支持を得た上位３グループの作品を選出した。 

 

５）発表 

 生徒相互による評価活動によって最も多くの支持を得たグループのポスターについて，

2019年２月９日（土）に東京大学安田講堂で開催された全国海洋教育サミットにおけるポ

スター・セッションにて発表を行った。 

 

② 実践の成果 

・大量輸送によって安価での輸送が可能となる海上輸送の特色や，世界の物資輸送での海

上輸送の重要性について，生徒自らの探究的な学習活動によってより深く理解させるこ

とができた。また，そうした特色等を踏まえた上で，航空輸送や陸上輸送との使い分け

の在り方，環境保護などの持続可能な海上輸送の在り方や可能性を具体的に検討し提案



【成果報告書１：海洋教育のデザイン】  

する姿が見られた。さらに，それらを検討する際には，資料集やインターネットなどを

適切に活用して，自らに必要な情報を収集し選択する姿が見られた。 

・単元前にフェリー乗船等体験に参加した生徒は，フェリーの快適性や安全性確保のため 

  の取組について，自らの体験に基づいて理解したことによって，単元の授業における生 

  徒同士での検討の場面では，自らの体験に基づいて役割や可能性を積極的に考案し，と 

  もに検討する他者に伝える姿が見られた。 

・2017 年度実践によって明らかとなった，中学校社会科（地理的分野）での交通に特化し 

た学習内容がきわめて少ないという課題に対する「海を使う」という視点に立った海洋 

教育の実践について，さらなる改善を図ることができた。とくに，単元を貫く学習課題 

の整理と単元の時間数の縮減によって，より汎用的な実践となるための一方策を示すこ 

とができた。 

・本単元の指導において，授業者が海洋教育の視点を有することによって，海上輸送の役 

  割や可能性を生徒が追究する際，単に輸送手段としていかに「海を使う」のかという視 

  点だけではなく，「海に親しむ」等の海洋に対する様々な視点や幅広い資料の提供や助言・ 

  指導等を行うことができた。 

 

③次年度への課題 

・特別な地域で実施できる実践事例の一つとしてではなく，他地域でも実践することが可   

  能な単元に本実践を再開発していくことが必要である。そのため2018年度実践では，開 

発単元や教材への協力校（開発単元や教材を実践し本項に助言を与える公立中学校）の 

募集・依頼や，ヒアリング調査等を計画した。しかし，実際に公立学校と協働して取り 

組むことは難しく，実践できていない。今後は，本校が開発した単元等をいかにして他 

校や他地域でも実践可能なものへ改善していくかが重要な課題である。 

・海上輸送の役割や可能性を考察した際，効率性や公正さ，実現可能性などを十分に考慮 

  していない案が見られた。この課題は，2017 年度実践でも見られた課題である。この点 

を克服するために，2019 年度第３学年では，「現代社会をとらえる見方や考え方」や企 

業，財政などの学習の際において，２学年で検討したものを再度検討する学習活動を計

画している。 

 

⒍ 主な連携機関および内容 

・津軽海峡フェリー株式会社 

・日本航空株式会社 函館空港所 



　○目標

 

  

体
験
的
な
活
動
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究
的
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動

表
現
活
動

中学２年「輸送手段が多様化する現代における海上輸送の役割や可能性を追究する単元の開発」

（１）教科書等における記述が少ない海上輸送に関して，具体的な地域と関連させた考察を行うことを通して，その重要性や果たしている役割の大きさを
　　　理解することができる。また，世界や日本における海上輸送の課題等に興味を持ち，その解決のために追究し続ける態度を育むことができる。
（２）海上輸送の要所として地域を素材として扱うことができ，郷土に対する一層の理解や愛情を育むことができる。
（３）海上輸送の役割は歴史的分野（海運等）においても重要な視点であり，その理解を通じて歴史的事象に対するより深い理解をもたらすことができる。

８〜９月

【実践のねらい】

　本実践では，とくに海上輸送の特徴を既習事項や地域の状況などの視点から検討する単元の開発を通して，様々な輸送手段が発展していく中で，生徒が海上輸送の特徴を的確に把握し，
今後の海上輸送の役割や可能性を追究し続けることのできる生徒の育成をねらいとする。また，2017年度の実践研究の成果を踏まえた単元の指導計画を改善することをねらいとする。

　○時数　　　７月〜２月（希望生徒９名による体験学習を7月7日（土）に実施、授業は10月〜11月の６時間（社会科）、発表を２月に実施（社会科））

【主な連携期間と内容】
・津軽海峡フェリー株式会
  社：フェリー乗船等体験
  における船内見学及び特
  別授業講師
・日本航空株式会社 函館空
  港所：特別授業講師

１２〜２月

　○関連　　　社会科、ポスター作成に関して美術科，数値に関する処理に関して数学科など

７月 １０〜１１月 ２月

開発する単元において海上輸送の役割と可能性を自らの体験に基づいて考察した

り、自らの体験を伝えながら他者と検討できる生徒の育成

②希望生徒によるフェリー乗船等体験学習

・津軽海峡フェリーのブリッジ等の見学

・青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸の見学

（元

①参加生徒それぞれが追究する

テーマの設定

・９名の生徒が「青函連絡船」や

「青函トンネル」「北海道新幹

線」「函館市と青森市」「津軽海

峡を通る船」「函館空港と青森空

港」というテーマから課題を設定

③追究するテーマについ

ての整理・分析

・①と②で収集した情報

を整理・分析。

④追究するテーマについ

てのレポート作成（まと

め・表現）

・①〜③を踏まえたレ

ポート作成

海上輸送の特徴を的確に把握し、今後の海上輸送の役割や可能性を追究し続けることのできる生徒の育成

①「単元を貫く学習課題」

への自らの考えの表明

②各輸送手段の特徴等に関

する情報の収集（１〜６）

・陸上、海上、航空の各輸

送手段の強みや特徴等を講

義や資料等から収集

③特別授業の実施（２〜３）

・海上及び航空の各輸送手段に関わる企業を講師

に

④「単元を貫く学習課題」

への自らの考えの表明（継続）

⑤海上輸送の役割や可能性に関

する考察及びポスター作成
（４〜６）

・４人で構成するグループごと

に、海上輸送の役割や可能性

に関する考察を行い、その結

果をポスターに作成する。

・フェリー乗船等体験に参加し

た生徒のレポートを参考にす

る。

・完成したポスターに関する相

互評価を行い、学年上位３グ

ループを選出する。

⑥発表準備
⑦全校海洋教育サ

ミット ポスター・

セッションでの発表
（１）

・作成したポスター

を発表


