
 

 
 

成果報告書１：海洋教育のデザイン 

１ 学校名 

港区立青南小学校 

２ 活動テーマ名 

「比べてみよう海の植物・陸の植物 比べてみよう海の動物・陸の動物」 

   ３ 実践の概要・ねらい 

 動物や植物を取り上げる理科の単元において、海藻を海の植物、魚類や貝類・甲殻類及び

「海の哺乳類(イルカやクジラ等)」を海の動物として、陸上の植物や動物と比較して取り上げる

ことで、海洋環境についての考えをもてるようにする。また食育と関連し、資源としての海藻

や海産生物に目を向けることで、海洋環境をくらしにつながる身近なものとしてとらえる。年

間計画に海洋環境を組み込んで実施し、4 年間の理科学習において、海洋環境を視野に入れた地

球上の生物・環境とのかかわりについて考えや生き方を深めることを目的としている。 

４ 計画 
 比べてみよう海の植物・陸の植物 

(１) 第 3 学年  

① 単元名「植物の体のつくり」 

  ア 概要 

根・茎・葉からなる陸上植物を比較しながら、褐藻・紅藻。緑藻を観察し、海藻は、根・

茎・葉の区別がなく全身で栄養を吸収していることを知る。ワカメや天草を用いて、海藻の

特徴を生かした食文化を理解する。 

     イ 活動計画 

       
時間 主な活動内容 支援・留意点 

１ 根茎葉からなる陸上植物の体 

陸上植物の葉や茎を観察する。 

・葉をちぎったりフロッタージュをしたり

して葉脈に気づく。 

・茎をつぶし維管束に気づく。 

〇植物の体の役割について考えさせる。

地面にしみ込んだ水や栄養を全身に運ぶ

管があることに気づかせる。 

・葉脈や維管束がはっきりしている植物を用意

する。 
２ 陸上植物の根を観察する。 

・掘り取った根を洗い観察する。 

・ひげ根や主根・側根に気づく。 

〇広がった根で水や栄養を吸い上げ茎や

葉に伝えていることに気づかせる。 

３ 

 

根茎葉の区別のない海の植物 

海藻を観察する。 

・海藻の色やにおい手触りを調べる。 

・海藻をちぎり葉脈がないことに気づく。 

・茎のような部分をつぶし維管束が見られないことに

〇海の植物は全身が水の中にある

ことから根茎葉の区別がなく付着

器で体を支えていることに気づか

せる。 



 

 
 

気づく。 

・根のように見える部分が小さいことや石のようなも

のが挟まっていることに気づく。 

・海藻の多様な姿を観察しながら標本をつくる。(海藻

コースター) 

４ 資源としての海藻(食育) 

ワカメの原藻を観察する。 

・色形、大きさ、手触り、においを調べる。 

・付着器を調べる。 

栄養士の話を聞く。 

・海藻食の歴史。 

・天草の寒天つくりをする。 

・メカブ、茎ワカメ、葉状部を試食する。 

海洋資源の保全について考える。 

〇海藻はぬめり成分も含め体全体を

特徴に合わせて利用される貴重な資

源であることに気づかせる。 

〇生物を支える海藻を育む海洋環境

に目を向けさせる。 

ウ 教科関連(食育) 

      食育と関連し、天草寒天作りを体験し、試食する。ワカメ葉状部及び茎ワカメ、メカブを

試食し、触感などの違いに気づくとともに特徴に合わせた調理法をしていることを理解する。

給食メニューにワカメの３つの部位を用いたワカメごはんなどを提供し、日本の食文化につ

いての理解を深める。 

    ② 実践の評価 

     ・持ち帰り実験として作成した「寒天つくりキット」を家庭で実践する。 

     ・給食海藻メニュー黒板への関心。  

     ☆第 6 学年の「植物と空気・水・栄養」の単元で本学習を想起し、海中植物の光合成につい

て考えが持てること。 

(２) 第４学年  

① 単元名「植物の四季」 

  ア 概要 

  陸上の自然の四季変化を、山の自然と都会の自然を比較しながら観察する。陸の自然の四季

変化と海の自然の四季変化を水温と海藻の育ちを基に比較する。ノリの養殖の様子を調べ、季

節に応じた海藻の様々な養殖がおこなわれていることを理理解し、海藻の旬を知る。 

  イ 活動計画 

主な活動内容 支援・留意点 

春の高尾山学習 

・春の自然を観察する。 

春の自然観察 

・校内の自然観察をする。 

〇オリエンテーリングの形式で、登山路

を観察させる。 

〇山の自然と都会の自然を比較し春の自

然の様子に気づかせる。 



 

 
 

秋の高尾山学習 

・秋の自然を観察する。 

秋の自然観察 

・校内の自然観察をする。秋の陸上植物の

根を観察する。 

〇オリエンテーリングの形式で、登山路

を観察させる。 

・春と比較しやすいようにチェックポイ

ントを設置する、 

〇山の自然と都会の自然を比較し自然の

変化に気づかせる。 

海の四季変化の観察 

・東京湾の海水温度の四季変化と海中の様

子を比較し、大きく変化していることに気

づく。 

〇海中世界の四季変化に気づかせ

る。 

・映像資料を提示する。 

海苔の養殖を学ぶ(食育) 

・海苔の養殖の四季を知る。 

・海苔製品の食べ比べを通して、四季を生

かした海藻の利用を考える。 

〇四季変化に合わせた養殖技術に気

づかせる。 

・取れた時期による違いにより海藻

の旬について気づかせる。 

  ウ 教科関連(食育) 

   食育と関連して、四季を生かした海藻の養殖がおこなわれていることを知らせるとともに    

  海藻も旬があることに気づかせ、食文化への理解を深めるとともにより良い利用法について

考えをもてるようにする。 

 ② 実践の評価 

   ・海苔の利用の仕方に関心をもち、家庭に紹介している。 

   ・海藻黒板に関心を持つ。 

 (３) 第５学年  

① 単元名「花と実」 

  ア 概要 

アマモの発芽実験を通して、海草は陸上植物と同じような受粉の仕組みをしていることを

理解する。海藻の養殖技術に考えを広げる。（食育関連） 

  イ 活動計画 

時間 主な活動内容 支援・留意点 

１ 海草について知る。 

・様々な海草の映像を見る。 

・アマモの受粉の映像資料を見る。 

〇海藻と海草の違いを知らせる。 

〇アマモの受粉映像を用意する。 

２ アマモの植え付け体験 

・アマモの植え付け体験をする。 

・冷蔵庫内でアマモの発芽観察をする。 

〇アマモのペットボトルへの植え

付け方法を紹介する。 

〇アマモの種子の入手 

  ウ 教科関連(食育) 

   4 年時に学習した海苔の養殖を想起させ、海藻の発芽養殖技術について考えをもたせる。 



 

 
 

 ② 実践の評価 

   海苔の学習を想起し、陸上植物と比較しながら記録している。 

   発芽したアマモの回収状況による。 

③ 教科関連(社会・家庭科) 

  社会科にて、水産業を取り扱う際に、海藻及び貝類の栽培について触れる。 

(４) 第６学年 

① 単元名「生物と環境」 

   ア 概要 

  緑藻や紅藻が作るデンプンや褐藻が作る糖を調べ、海藻も光合成をおこなっていることを理

解する。ワカメの食料としての活用及び栄養や効能について理解する。 

  イ 活動計画(※陸上植物と水・空気・栄養についての学習は既習) 

時間 主な活動内容 支援・留意点 

１ 水中の植物と空気の関わりについて調べる。 

・オオカナダモの切り口から出る気体を観察する。 

・オオカナダモから出た気体を集めて線香の火を近

づけ、酸素であることを確認する。 

・地球上の酸素の 2/3 は海中から供給されているこ

とを知る。 

〇海中の植物も二酸化炭素を吸収

し酸素を輩出していることに気づ

かせる。 

・オオカナダモを入れた水に二酸

化炭素を加え光を当てた時と光を

当てていない時と比較できるよう

にする。 

・事前にオオカナダ藻が出す気体

を集めておく。 

２ 海藻の光合成を調べる。 

・緑藻を顕微鏡で観察し葉緑素に気づく。 

・緑藻にヨウ素液をかけデンプンがあることを調べる。 

・紅藻を湯につけ、現れた葉緑素を顕微鏡で観察する。 

・紅藻にヨウ素液をかけデンプンがあることを確認する。 

・褐藻を湯につけ、現れた葉緑素を顕微鏡で観察する。 

・褐藻をミキサーで細かくし、糖検査しで糖を検出する。 

 

〇赤い陸上植物の葉が光合成をし

ていることを想起させ、紅藻や褐

藻の光合成について考えをもたせ

る。 

・陸上植物の光合成学習時にコリ

ウスなど赤い葉も光合成葉緑素を

もっていることを実験を通じて理

解させておく。 

３ ワカメの養殖及び光合成、栄養の利用について知る。 

・ワカメの産地、養殖、加工などについて知る。 

・ワカメの原藻を観察する。 

・ワカメを湯につけ葉緑素を観察する。 

・ワカメのヌメリ成分の効能を知る。 

〇褐藻としてのワカメの作る栄養

が様々に利用されていることを理

解させる。 

  ウ 教科関連(食育) 

    ワカメの食材としての利用方法や栄養及び効能について知らせる。 



 

 
 

     
 ② 実践の評価 

   ・持ち帰り実験として「乾燥ワカメ」を配布し、家庭で調理する。 

・給食用海藻黒板に関心を持つ。 

   ・地球環境と生物の関わりの学習のまとめに、海洋環境及び海藻の記述による。 
比べてみよう海の動物・陸の動物 

(１)第３学年 

① 単元名「身近な自然」 

  ア 概要 

 春の自然を調べる過程で、春の海の食材を紹介し、季節ごとに食卓に上る海の生物から海

にも多くの生物が暮らしていることを知り、関心をもてるようにする。海の生物とふれあい

体験を通して、海藻、珊瑚、貝類、魚、などを知る。(食育関連) 

  イ 活動計画 

主な活動内容 支援・留意点 

春の自然を調べながら、海の生物に関心を持つ。 

・海の生物には食材になるものが多いことに気づ

く。 

・海の中の生物について知る。 

・海の生物の旬について知る。 

〇海洋生物の書籍資料を提示する。 

・朝読書の時間を活用して海洋生物につ

いて紹介する。 

海の中の生物に触れ合う。 

・海中の生物とのふれあい体験を通して

様々な生物について理解を深める。 

・チリメンジャコに混ざる海の生物探しをする。 

・校外学習の機会を生かして体験活動を

取り入れられるようにする。 

・チリメンジャコを用意する。 

  ウ 教科関連(食育) 

  栄養士による旬の食材の紹介に等により、食卓に上る陸上生物と比較しながら、魚や貝

など海の生物の中にも、食卓に上るものもあることを知る。 

 ② 実践の評価 

    ・学習のまとめの記録による。 

    ・給食黒板への関心による。 

 (２) 第４学年 

① 単元名「運動と体のつくり」 

  ア 概要 

    陸上動物と魚及び海の哺乳類の骨格及び筋肉を比較し、海の植物も暮らしや運動に適し

た体のつくりをしていることを理解する。歯鯨、ひげクジラを比較し、海の生物も食べ物の違

いにより歯のつくりが違うことを知る。骨付きの魚の食べ方知る。(食育関連) 

 イ 活動計画(※「動物の体と運動」において魚の体のつくりについて既習) 



 

 
 

時間 主な活動内容 支援・留意点 

１ 海にくらす哺乳類について知る。 

・海の哺乳類の暮らしを知る。 

・海の哺乳類の骨格や歯のつくりを調べる。 

 

〇生態、古生物など海産哺乳類

について専門性を生かした講

演を企画し、興味関心に基づい

て選択できるようにする。 

２ 魚の食べ方を知る。 

・魚の種類や旬について知る。 

・魚の骨格について知る。 

・骨格を考えた丸ごと一尾の魚の食べ方を知る。 

〇骨格を考えればおいしく魚

を食べられることを理解させ

る。 

  ウ 教科関連(食育) 

    骨格の違いを理解し、骨のつくりを考えた上手な魚の食べ方を学ぶ。 

 ② 実践の評価 

  ・提示した書籍利用状況による。 

  ・骨格を考えて魚を食べている様子。 

  ・家庭での骨つき魚の活用へとつながるか。 

(３) 第５学年 

① 単元名「動物の誕生」 

  ア 概要 

メダカの雌雄や受精、産卵を調べ、魚の誕生を理解する。メダカに似た魚を比較し、魚類

検索により仲間わけをする。魚の標本を用いて鰭のつくりを知り、棘や軟条による分類体験

をする。似たような魚も違う仲間であることを知り、魚類の分類の仕方に関心を持つととも

に海の生物の多様性に気づく。 

  イ 活動計画 

   
時間 主な活動内容 支援・留意点 

１ 魚の雌雄の違いのいろいろについて知る。 

・魚の雌雄をくらべる。 

魚の各部の名称を知る。 

・魚の各部の名称をワークシートに書き込

む。 

〇メダカと比較しながら様々種類に

ついて知らせる。 

２ 魚の分類をする。 

・魚の標本を調べる。 

・検索図鑑を用いて分類する。 

〇検索図鑑の使い方を知らせる。 

・標本を用意しておく。 

・検索図鑑を用意しておく。 

３ ウニの受精の観察をする。 

・自然の中でのウニの受精の様子を知る。 

・ウニの卵と精子を顕微鏡で観察する。 

〇メダカの誕生と比較しながら調べ

させる。 

・ウニの卵、精子を用意しておく。 



 

 
 

・精子と卵を混ぜ、受精卵の観察を行う。 

 ウ 教科関連(食育) 

   食材として食卓に上る魚を用いた標本を用意し、魚の観察の機会を増やす。魚卵の栄養に

ついて触れる。 

② 実践の評価 

メダカの雌雄の違いとその理由を理解している。 

メダカの各部の名称を理解している。 

検索図鑑の簡単な使い方を理解し観察の際の手立てとしている。 

ウニの誕生の観察記述による。 

   (４) 第６学年―活動１ 

① 単元名「ヒトの体」 

  ア 概要 

人の体のつくりと魚の体のつくりを比較し、鰓や消化管のつくりから、その巧みさを理解す

る。海の哺乳類について呼吸のしくみを知り、環境に適応した海の生物に関心を持つとともに

これらを食料資源として大切に利用している日本の文化に触れる。 

  イ 活動計画(※「人の体」について既習) 

主な活動内容 支援・留意点 

動物の器官について人と比較しながら調べる。 

・魚の消化管調べる。 

・魚の鰓を調べる。 

〇呼吸効率に触れ、魚類の鰓の巧みな

つくりを実感できるようにする。 

・鰓の付いた魚を用意する。 

海の哺乳類の呼吸について理解する。 

・映像資料により海の哺乳類の呼吸のしくみを

理解する。 

・映像資料を用意する。 

 

  ウ 教科関連(食育) 

     魚の下ごしらえの様子を紹介する。 

 ② 実践の評価 

   魚の呼吸のための機関が暮らしに適したものであることをとらえた記述による。 

   第６学年―活動２ 

① 単元名 「大地のつくり」 

 ア 概要 

貝化石の発掘体験により、生命の歴史が海から始まることや大昔の生物を調べる方法につい

て知る。数多く産出する貝化石の観察の良さを理解させる。 

イ 活動計画(※「大地のつくり」については既習) 

主な活動内容 支援・留意点 

化石の定義及び地球の歴史について理解する。 

・化石のでき方や意味を理解する。 

・地球の歴史について知らせておく。 

・陸上植物や琥珀調べを体験させておく。 



 

 
 

・貝化石から当時の様子を知る方法を理解する。 

貝化石から環境を推論する。 

・貝化石の発掘及びクリーニング体験をする。 

・図鑑を用いて名前及び生息域を調べる。 

・見つけた貝類の情報から環境を推論する。 

〇化石を読み取ることを目的とした活

動となるようにする。 

〇博物館の仕事に触れるようにする。 

鰓や消化管のつくりを人と比較し、その巧みさを実感する。 

 ウ 教科関連(社会) 

   歴史学習を想起させ、貝塚との違いに触れるとともに歴史の事実を知る手掛かりとしての

化石の役割を理解させる。 

 ５ 今年度の実践 
   「比べてみよう海の植物・陸の植物」  

（１） 第 3学年 単元名「植物の体のつくり」 

    ① 追加変更 

   計画通り実施 

 ② 成果 

   家庭での天草寒天つくりの報告があった。給食黒板に集まって内容を確認する姿が多

くなった。 

 ③ 課題 

   紅藻や緑藻など協力機関により入手しているが、独自に入手することが難しい。 

   海藻に付着する甲殻類について、アレルギー児童への対応が課題である。 

 （２） 第４学年 単元名「植物の四季」 

 ① 追加変更 

    海苔の旬及び海苔製品については、理科公開講座の講演の一環として、「焼き海 

苔」体験を実施した。海苔の収穫時期の違いによる利用の仕方の違いを知らせた。持 

ち帰り実験として「焼き海苔」「おにぎらず」「手巻きスプーン」を配布した。 

② 成果 

   家庭で「おにぎらず」を利用した献立の報告がよせられた。理科公開講座により保 

護への啓発となり、学習と関連した家庭での海藻の利用が期待される。 

 ③ 課題 

    保護者の参観を得るためには土曜日の実施が効果的であるが、昨年実施した、給食

時の「手巻き」献立は実施できなくなるため、全ての児童の食体験は難しくなること

が課題である。また関連機関の提供に頼らなければ、食材、資料を用意することが難

しい。予算の確保が課題である。 

（３） 第５学年 単元名「花と実」 

     ① 追加変更 

   今年度も、アマモの種子を入手することができなかったため、映像資料によりアマモ



 

 
 

の種子の採集及び受粉発芽の様子を紹介した。一昨年度の実践の様子を画像資料で示すと

ともに 4年時の海苔の養殖を映像を用いて想起させた。 

     ② 成果 

      海草に加えて海藻類の発芽について紹介した。生物の誕生についての児童の興味関心

を高めることになった。5年時の「動物の誕生」の学習への期待感をもたせることができ

た。家庭科で「飾り巻」体験授業が実施された際に学習を生かすことができた。 

  ③ 課題 

   海草及び海藻の発芽にかかわる教材について、準備を進めてきたが、入手できなかっ

た。時期が限られること、海から離れていることが原因として挙げられる。あきらめず

引き続き入手方法を検討したい。 

（４） 第６学年 単元名「生物と環境」 

     ① 追加変更 

        事前実験で、褐藻オオバモクからは糖が検出されずデンプン反応が見られたため、

褐藻についても緑藻・紅藻同様のデンプン反応を調べることとした。 

        「乾燥ワカメ」を持ち帰り、家庭での実践の様子を報告(任意)させた。 

  ② 成果 

     家庭での実践を紹介しあう時間をもつことができたことで関心が高まった。 

3 年時の学習が生かされ、海藻は全身で栄養を取り入れていることから、「光合成を

する必要はない。」「どの海藻も光合成をして全身栄養を作っている。」などの考えが

出され、対話的学習により学びを深めることができた。学習のまとめには、すべての

児童に海草の記述があり、海洋環境への視野を広げることができた。 

  ③ 課題 

     褐藻の種類によって、糖を作るものとデンプンを作るものがあり、貯蔵デンプン

との違いも明確ではない。あくまでもイメージとしての学習としている。実施に光

が当たることで栄養を作っていることまでは実験で確かめることができない。光合

成実験として整備する必要を感じていろ。また褐藻についても種類を特定して実験

に臨めるようにしていくことが課題である。 

(１)第３学年 単元名「身近な自然」 
① 追加変更 

   校外学習での実施がバスの手配などにより実施できなかった。書籍の提示により様々

な海の生物の紹介にとどめた。予定していたチリメンジャコを扱う内容については、甲

殻類アレルギー児童がおり、4年生での実施に変更した。 

 ② 成果 

    数人ではあるが、学習のまとめには、海の生物の紹介が見られた海の生物について

の書関を閲覧する姿が見られ興味関心を向けることができた。低学年での経験を想起

する場面が見られた。 



 

 
 

 ③ 課題 

    臨海公園等の体験施設への校外学習を期待しているが、学年の予定との調整が難し

い。低学年時の校外学習とリンクさせて実施するように再検討したい。深刻な甲殻類

アレルギー児童への対応が課題である。 

 (２) 第４学年 単元名「運動と体のつくり」 
    ① 追加変更 

       海産物市場改善協会の協力を得て、魚の食べ方教室を実施。アジ丸ごと一尾の提供

をうけ、給食に提供することができた。給食にはスタッフが指導助言にあたり、児童

一人一人へのアドバイスがなされた。さらに授業及び給食については学年担任の協力

をえて、保護者の参観を促した。 

    ② 成果 

   海の哺乳類について専門家の違った視点からの学習を体験し、教室に戻った児童の間

で情報交換がなされたことで学び合いにより学習を深めることができた。 

   自分の手で魚をほぐして骨を観察し、安心して魚を食べられたことから魚食への関心

が高まった。参観した保護者から、家庭で魚一尾の献立を用意することの意義について

理解が得られ、すべての学年で実施してほしいとの要望があった。 

③ 課題 

   給食室との連携が欠かせないこと。アレルギー児童への対応について考慮が必要にな

ること。家庭によっては魚の骨の安全性について抵抗があるため、すべての家庭に理解

を得ていくことが課題である。 

 (３) 第５学年 単元名「動物の誕生」 

   ① 追加変更 

計画通り実施 

   ② 成果 

魚の標本を用いて、検索図鑑使った分類体験により魚を見るときの視点が広がり、興味関心

も高まった。メダカの雌雄についてもより詳しい観察が可能となった。 

     ウニの受精体験は感動をよび、生命誕生が陸上及び海洋で変わりなく続いていることが印象

付けられた。学習時期をウニの採集に適した時期に設定したので入手がスムースであった。 

    ③ 課題 

      魚卵アレルギーの児童への対応が課題である。 

 (４) 第６学年―活動１ 単元名「ヒトの体」 
    ① 追加変更 

    計画通り実施 

 ② 成果 

     家庭での食卓で魚料理の経験を紹介した児童が見られた。魚の鰓を観察した経験がない児

童が多く、良い体験となった。庭のコイなどを観察する児童が増えた。 



 

 
 

 ③ 課題 

   4 年時の学習成果が見とれる場面である。今年度の 6年生は経験がないため、次年度以

降に期待したい。 

(５) 第６学年―活動２ 単元名「大地のつくり」 

① 追加変更 
計画通り実施 

   ② 成果 

    貝化石のクリーニング体験により、海から始まる生命の歴史についての考えを深めること

ができた。貝以外に珊瑚やカニの爪の発見があり児童の興味関心が高まった。また、地層に

含まれる貝の種類から、地層ができた時の環境を推論する活動により化石の役割を理解する

ことができた。博物館との連携を継続したい 

   ③ 課題 

    博物館とのより一層の連携を図り、本活動を継続していくことが今後の課題である。 

 

６ 関連機関及び内容 

〇 海苔で健康推進委員会           ：第４学年 海苔の生活史 海苔やき体験 

〇 城西大学 大石化石ギャラリー 

   理学博士 宮田 真也先生        ：第５学年 魚の見分け方 

                       ：第６学年 化石に学ぼう・貝の化石発掘体験 

〇 リケンビタミン株式会社          ：第６学年 ワカメの秘密 

〇 秀明大学 助教 村上 瑞希先生      ：第4学年  骨から学ぶ～クジラとイルカ～ 

  千葉県立中央博物館 研究員 丸山啓志先生 ：第4学年  骨から学ぶ～クジラとイルカ～ 

  東京海洋大学 助教 中村 玄先生     ：第4学年  骨から学ぶ～クジラとイルカ～ 

〇 お茶の水女子大学湾岸生物教育研究センター 
          吉田 隆太先生      ：海藻及びウニ資料提供 

〇 丸幸水産(株)               ：ワカメ食材提供 

〇 水産物市場改善協会            ：第4学年  魚の食べ方教室 

                     

 

 



  

「くらべてみよう海の植物・陸の植物」「比べてみよう海の動物・陸の動物」 

(活動のねらい) 

動物や植物を取り上げる理科の単元において、海藻を海の植物、魚類を海の動物として、陸上の植物や動物と比較して取り上げ、海洋環境についての考えをもてるようにする。また食育と関連し、資

源としての海藻や魚類に目を向け、海洋環境をくらしにつながる身近なものとしてとらえることができるようにする。これらの内容を小学校４年間の理科学習の年間計画に組み込んで実施し、自らがか

かわる自然環境について、海洋環境を視野に入れた環境と生物とののかかわりととらえられるようにすることを目的としている。 
 ３年 ４年 ５年 ６年 
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海苔やき体験 
アマモの映像資料 

チリメンジャコの観察 


