
海洋教育パイオニアスクールプログラム 

成果報告書１：海洋教育のデザイン 

 

１学 校 名 ：宮城県水産高等学校 

２活 動 名 ：魚と野菜をともに育てる「アクアポニックス」を教材として活用していく取り組み 

３実践の概要・ねらい 

本校 宮城県水産高等学校は，平成２６年度に学科改編を行い，１科（海洋総合科）５類型（航海技

術類型，機関工学類型，生物環境類型，フードビジネス類型，調理類型）となった。１年生は海洋総合

科４クラスで募集を行い，２学年進級時に各生徒の希望によって類型選択を行い，２，３学年では各類

型で専門的な学習を行う。 

２０１１年３月１１日東日本大震災，本校のある石巻は大きな被害に遭った。特に基幹産業である水

産業への被害は甚大であった。そこで，安全で安心な養殖技術である閉鎖循環式養殖の研究が，水産の

町石巻の復興に役に立つのではないかと考え，平成２５年より閉鎖循環式養殖の一技法である「アクア

ポニックス」を実習の中で実践している。 

アクアポニックスとは，水質を悪化させる飼育生物からの排泄物をバクテリアが分解したあ

と，植物に肥料として吸収させ，飼育水を浄化する循環式の食料生産技術である。生態系での

窒素循環を利用したシステムのため場所を選ばず低コストで制作でき，育てた野菜でも収益を

上げることが出来る。 

また，アクアポニックスは食料生産技術として優れているだけでなく，様々な規模や目的で

行うことが出来るため，無限の可能性を持っている。 

本校生物環境類型では平成２５年度より総合実習に取り入れ，平成

27 年度に本実習を「宮水ユメミタイ project」と名付けてアクアポニッ

クスの可能性を広げ，その存在を広めるために様々な活動を行ってい

る。 

４実践計画 

（１）概要 

・資源増殖（２年） 

 第１章「資源増殖の概要」，第２節「増養殖技術」，第２「養殖」中の閉鎖循環式養殖におい

て，限られた飼育水を循環ろ過して生物を飼育する仕組みを理解させる。 

・海洋生物（２年） 

 様々な海洋生物の特徴や生活史やそれを取り巻く環境について興味関心を持ち学ぶ。 

・総合実習（２年） 

 水槽を２人に１つ持たせ，それを使って興味を持った魚類を飼育する。飼育計画を立てるところから

始め，日常管理，水質検査を行う。また，より効果的な消化作用を実現するために低コストでろ過シス

テムを自作しその効果を検証する。最終的に各自がアクアポニックスを理解し，小規模なシステムを制

作できる技術を身につける。必要に応じて成果発表を行う。 

 また，地域の水産業や海洋環境を理解するために漁業，養殖業等の体験学習も行う。 

・総合実習・課題研究（３年） 



 小グループによる課題解決実習。クラスを６つの班に分けて各班に担当教員がつき，班ごとにテーマ

を決め，様々な実験や実習を行う。成果については様々な機会を利用し発表を行う。テーマには地域貢

献が盛り込まれるケースが多く，「宮水ユメミタイ project」もこの中の１つの班が実践している。 

（２）実践の評価 

 ３年生で例年行われている「宮水ユメミタイ project」では，少人数を対象としたアクアポニックス

の実践であった。そこで今年度は，それにつなげるために２年生でのクラス全員を対象とした生物飼育

からはじまりアクアポニックスの制作を行った。例年，２年生では座学や体験が中心であった専門教育

であった。しかし，水槽を預け飼育生物を選び，責任を持って管理させることで興味関心の向上はもち

ろんのこと，自ら学び，課題を解決していく力を育成できたと考えられる。そして，３年で行われる自

ら進めていく総合実習への動機付けとなった。また，進路意識の向上にもつながり，水産関連産業（特

に養殖，海洋系）への就職，進学をクラスの３分の２が希望している。 

５今年度の実践 

（１）計画からの変更点 

 計画では，アクアポニックス実践企業での研修を予定していた。しかし，全国水産海洋高等学校生徒

研究発表会への出場が決まり，変更を検討したが研修をお願いしていた企業との都合が合わず計画を中

止した。それに代わり，２，３年生合同で平成３１年３月２８日に行われる日本水産学会春季大会での

高校生ポスター発表への参加に変更した。 

（２）実践の成果 

①総合実習（２年生） 

 閉鎖循環式養殖のメカニズムや水中環境を理解させる目的で，２人で１つの水

槽を使って生物飼育を通年で行う実習を行った。水槽は４５ｃｍ水槽を用意し，

それを用いた飼育計画を作成させた。そこで飼育したい生物を決め，その生態を

まとめ，必要な器材をリストアップする。また，ただ飼育するだけでなく飼育の

目的（課題）を設定させ，その解決に向けたスケジュールも作成させた。 

 飼育開始から窒素循環を学ぶためにアンモニア，亜硝酸塩，硝酸塩の濃度を定

期的に測定し，各班でまとめた。アンモニアの増加や夏期の水温上昇，魚病等の

自体に対し自ら対策を調べ，考え対応することで飼育技術を深化させていった。

特に窒素循環では，硝化効率を上げるためにスポンジフィルターを始めそれぞれ

の工夫によって，電力を使わないろ過システムがいくつも誕生した。そして最終

的にアクアポニックスにたどり着き，小型なものであれば作成し活用することが

できるようになった。 

 各班の飼育状況や課題に対する成果を文化祭でポスター発表した。 

②総合実習（3年） 

 今年度，本実習で「宮水ユメミタイ project」として活動したのは 4名で

あった。年度最初にアクアポニックスを理解するために昨年度作成したアク

アポニックスシステムを使いナマズ飼育をしながら様々な野菜を栽培した。

約 3 ヶ月栽培し特に順調に収穫できたものがセリ，ジャガイモ，エンドウで

あった。収穫量と一般的な市場価格で換算すると以下の表のようなる。 



 

野 菜 名 収 穫 量 換 算 価 格 

セ   リ 1,536 g 5,069 円 

ジャガイモ 1,128 g 450 円 

エンドウ 360 g 828 円 

 

 一見さほど多くは見えないが，これを農業用ハウスで１年間栽培することを想定すると約４００万円

の売り上げになる。これに気がついた生徒はアクアポニックスの新しい産業としての可能性を感じた。

そこで石巻にこの価値をさらに理解してもらうために海水でのアクアポニックス技術を確立することを

今年度の課題とした。しかし，海水での実践事例はほとんどなく，技術確立の上で

の問題点も見えない状態であったため，本稿実習海面である「万石浦」を調査しそ

の環境をアクアポニックスに再現することで海水アクアポニックス技術を確立して

いくこととなった。 

万石浦について調査すると，古くから地域の生活や産業との繋がりが深く，東日本大震災に

より環境が大きく変化していることがわかった。身近な万石浦，しかし，その地域資源として

の重要性にこの機会で初めて気がついた。おそらく，地域の万石浦への理解もそう変わらない

であろう。そこで，本システムを活用して海水アクアポニックスの基礎データを集めるだけで

なく，地域の子供たちが万石浦について体験的な学習ができる教材として活用する工夫を行っ

た。 

万石浦を体験できる教材にするための工夫として， 

①アマモ場を再現したタッチプール 

②オートサイフォンを利用して万石浦の干潟を再現した水槽 

③地引き網データを反映した魚水槽 

④万石浦の歴史や研究を紹介したパネル展示 

 

 ①では，万石浦に流れ着く地下茎のあるアマモをシステム内に作成

した砂地に植え，そこに万石浦のアマモ場にいる生物を飼育している

。②では，作成した干潟でアサリを飼育し干潟とアサリの補食により

高いろ過効率を実現した。③では昨年度地引き網による万石浦の魚類

調査の結果から優占種であったメバルを釣り集め５００尾飼育してい

る。 

 定期的に行った窒素循環の調査では，８４日間でアンモニア，亜硝



酸塩は０であった。これは，再現した干潟の消化能力が高いことが考えられる。しかし，

硝酸塩が減少しつつも出続けていることから，動物に対する植物（アマモ）の量が少ない

ことが考えられる。また，冬期に入るとアマモは地下茎を残し消失するため，年間を通じ

て硝酸塩を吸収する海草，海藻類を組み込む工夫が必要である。 

 このシステムの教材としての効果を検証するために地域の小

学生とその保護者を招いて万石浦学習会を行った。小学生の身

を乗り出して生物にふれあう姿や，高校生を質問攻めにしてい

る様子から教材としての教育効果の高さを実感した。また，学

習会後のアンケートでは，子どもたちからは，「潮干狩りを体

験できて良かった。」，「自分たちでも万石浦や生物について調べてみたい」，「万石浦

に行って釣りや地引き網をしてみたい」という，海洋環境や海洋生物に触れ合う機会を望

んでいる内容が多かった。また，保護者からは「万石浦について知らないことが多いこと

に驚いた」，「子どもたちには必要な郷土教育」というような地域資源である万石浦を子

どもたちに知らせる機会が大切であるという意見をいただいた。 

 これまでの内容をまとめ，「全国水産海洋高等学校生徒

研究発表会 東北地区大会」で発表する機会を得た。その

結果，最優秀賞をいただき「全国水産海洋高等学校生徒研

究発表会」への出場権を得た。全国大会では，惜しくも奨

励賞であったが，多くの方々に発表を聞いていただく機会

をいただけ，また，メディアにも取り上げていただき，アク

アポニックスを広く知ってもらえることができた。生徒たち

も自らの行った研究を多くの方々に伝えることで，自信を持

ち一層自ら学ぶ姿勢を高めていった。平成３１年３月２８日

に行われる日本水産学会でも２年生，３年生合同でポスター

発表を行う予定である。 

 また，意味や技研漁業協同組合石巻湾支所から万石浦に死滅回遊してくるイセエビを提

供していただき，イセエビの閉鎖循環養殖を試験的に行っている。また，石巻市下水処理

場からは，下水処理場のイメージアップにアクアポニックスを活用できないかという相談

も来ていて，今後取り組む予定である。このように着実に地域との連携の輪が広がりつつ

ある。 

（３）次年度への課題 

 ２年生で少人数毎の生物飼育を行い，水産海洋への興味関心が向上し，自ら学び課題解

決に取り組む姿勢を育成できたことだけでなく，水産海洋系への進路希望が増加した。そ

こで来年度も２年生では，飼育実習を継続した。また，さらなる向上に向け飼育管理の先

により明確なテーマを持たせ，研究成果を自ら積み上げる力の育成を行っていきたい。ま

た，その成果を発表できる場をさらに増やしていきたい。 



 今年度飼育実習を行った新３年生は，上級生の「全国水産海洋高等学校生徒研究発表会

」への出場によって研究に対する意欲が向上している。そこで，「宮水ユメミタイproject

」を海水部門と淡水部門に分けて一層地域に浸透し貢献につなげられる取り組みにしてい

きたい。海水部門では，今年度の事業を継続し取り多くの小学生に地域を学ぶ教材として

の活用を広げつつ，産業としての技術向上を目指していく。淡水部門では，野菜の安定し

た収穫や付加価値を目指したより効率の良いシステムを模索していきたい。特にシステム

の弱点である野菜のカリウム不足をいかに解決できるかが大きな課題である。 

６主な連携先とその内容 

（１）石巻市水産総合振興センター 

 ここでは，地域へのアクアポニックス認知向上のため，アクアポニックスシステムの常

設展示を行っている。 

（２）宮城県漁業協同組合石巻湾支所 

 万石浦の観測データや，飼育生物の提供（イセエビ）を提供していただいた。 

（３）石巻下水処理場 

 下水処理場のイメージアップにアクアポニックスを活用したいという相談を受けた。 

（４）石巻市立石巻小学校 

 「石巻の水産業」というテーマで出前授業を毎年行っている。また，万石浦を知る体験

的な学習会を試験的に児童，保護者を対象に行わせていただいた。 

（５）株式会社ルーセントC 

 アクアポニックスを実践する企業。ハイドロボールの提供をしていただいた。 
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（ ）は今年度実践例

２年生「魚と野菜をともに育てる「アクアポニックス」を教材として活用していく取り組み」

【実践のねらい】
　安全で安心な養殖技術の研究により地域水産業の復興を目指し、閉鎖循環式養殖システムを理解し、自らシステムを制作でき、それを用いて生物管
理を行う技術知識を身につける。

○時数　4月～3月　85時間（総合実習：70、資源増殖：15）
○関連　海洋環境　海洋生物
○目標　（1）閉鎖循環式養殖を理解し、その技術に興味関心を持ち、自ら学び実践しようとする姿勢を身につける。
　　　　（2）水生生物に興味関心を持ち、その生態や飼育管理方法を自ら調べその知識を班で共有する態度を身につける。
　　　　（3）班で協力し生物飼育を行いながら、窒素循環を理解し、それを管理するシステムを自ら試行錯誤し制作できる技術、知識を身につける。

調
査
的
な
活
動

探
求
的
な
活
動

【主な関連機関と内容】

桃浦夏期生産者合同会社：カキ養殖体験

山根漁業部：定置網漁業体験

北上川サケ孵化場：サケふ化条件学見学

美ら海水族館：閉鎖循環システム見学

1、環境、水生生物の生態を学ぶ
（海洋生物、海洋環境）

・水中環境の特性を理解する。
・水生生物の生態を理解する。

２、閉鎖循環式システムの活用と飼育管理
（総合実習）

・各班で立てた計画に沿って飼育管理を行う。
（給餌、水替え、水質調査、観察）

・各班ごとに高い硝化効率を目指し、ろ過システムのバージョンアップ
（止水→スポンジフィルター作成、底面ろ過→アクアポニックス）

・問題解決、課題解決
（管理上発生する問題を各班ごとに解決する。各班ごとに設定した課題を検証する）

・行ってきた実践を発表する。
（文化祭、日本水産学会）

・地域の漁業、養殖、増殖等を見学、体験する。

1、水生生物の飼育管理を理解す
る

（総合実習）
・各班で飼育する生物を決定し、
その飼育管理方法を調べる。
・飼育に必要な機材を調べる。
・飼育システムを設計する。
・研究課題を設定する。
・問題が生じたらその対策を調べ、

1、閉鎖循環式養殖を
学ぶ（資源増殖）

・窒素循環を理解する。
・システムを理解する。
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（ ）は今年度の実践例

３年生「魚と野菜をともに育てる「アクアポニックス」を教材として活用していく取り組み」

【実践のねらい】
　アクアポニックスシステムを理解し、自ら設計、メンテナンス、栽培管理を行える知識、技術を身につける。
　アクアポニックスを用いた地域貢献を考えて実践する。

○時数　4月～3月　150時間（総合実習：140、課題研究：10）
○関連  課題研究
○目標　（1）アクアポニックスを理解し、その技術に興味関心を持ち、自ら学び実践できる知識と技術を身につける。
　　　　（2）地域産業の課題を見つけ、解決方法を考え自ら解決する姿勢を身につける。
　　　　（3）地域貢献を行いながら職業観、賃置換を身につける。

調
査
的
な
活
動
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求
的
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動

【主な関連機関と内容】

石巻市水産総合振興センター：システム展示

石巻市立石巻小学校：万石浦学習会

宮城県漁協石巻湾支所：情報の提供

1、アクアポニックスを学ぶ
（総合実習）

２、アクアポニックスを用いた地域貢献を考える
（総合実習・課題研究）

・アクアポニックスシステムを
管理し、栽培を行う。
・自らシステムを設計、製作す
る技術を身につける。
・アクアポニックスの産業的価
値を検証する。

・地域の課題を調査し、アクア
ポニックスで解決できるかを検
討する。
（海水でアクアポニックスがで
きれば、安全で安心な養殖がで
きるのでは）

・地域にあったアクアポニック
スシステムの制作
（海水アクアポニックスシステ
ム
どうつくるか）

・地域にアクアポニックスを使ってもらう
（万石浦がモデルのアクアポニックス完成）
（万石浦を学ぶ教材にしたらどうか）
（小学生、保護者を招いた学習会実施）
（アンケート結果を受けて改善）
・研究結果をまとめ発表
（東北水産海洋高等学校生徒県境発表会）
（全国水産海洋高等学校生徒研究発表会）
（宮城水産高課題研究発表会）


