
海洋教育ストーリーマップ 
 

地域の海岸を守る中学生のものづくりを通した海洋教育に関する実践活動 

 

○実践のねらい 

 中学生が海洋についての理解と関心を深めることができるよう，海洋教育の

4 領域（「海に親しむ」「海を知る」「海を利用する」「海を守る」活動）を踏ま

えた実践活動を行う。技術・家庭科技術分野では，「C 生物育成に関する技術」

の内容において，第 1 学年「海の資源を利用したマツ葉堆肥による小かぶの栽

培」，第 1 学年から第 3 学年「マツの苗づくり」を実施し，海岸の環境保全の

学習を通して「海と私たちの生活との関わり」について考えを深める。また，第 1 学年から第 3 学年で総合的な学習の時

間や課外活動をによる「海岸林の現状の理解と海岸清掃活動による環境整備」，「整備された環境による海に親しむ活動」，

「海産物を利用した調理」を繰り返し実施し，3 年間で「海と共に生きる」大切さについて理解し，実践的な態度を育成

する。  

 

○時数 4 月～3 月 （技術・家庭科技術分野 12 総合的な学習の時間 1 および課外活動 3） 

○関連 技術・家庭科技術分野 

○目標（１）第 1 学年「海の資源を利用したマツ葉堆肥による小かぶの栽培」を通して，生物育成の目的を知ることで，

海の資源を利用して生活することが持続可能な社会の構築の一助になることを理解できる。 

   （２）第 1 学年から第 3 学年「マツの苗づくり」を通して，海岸の役割と問題点を知ることで海岸林の現状と課題

を共感的に捉えるとともに，自身の課題として海岸林を再生することができる。 

   （３）第 1 学年から第 3 学年で繰り返し海洋教育の 4 領域の学びを行うことにより，「海と共に生きる」大切につ

いての実践的な態度が育成できる。 

学年 海に親しむ 海を知る 海を守る 海を利用する 

全校 

 

 

 

   

※全校で繰り返し活動し，3 年間で「海と共に生きる」大切さについて理解し，実践的な態度を育成する 

3 年 

    

※マツの植樹を通して，海岸林再生の必要性を再確認し，海と私たちの生活との関わりについて考えを深める 

※「海」に関連したテーマでコンテンツづくりを通して海への理解を深める 

 

【主な連携機関と内容】 

・滋賀大学教育学部：題材開発 

・白山市内の中学校：実践協力 

徳光海岸ボランティア

清掃活動（課外） 

徳光海岸に親しみを感

じる活動（課外） 

「徳光海岸を知る」た

めの講演会（総合） 

海からの資源を利用し

た調理実習（課外） 

海洋エネルギー（技術） 



海洋教育ストーリーマップ 
 

地域の海岸を守る中学生のものづくりを通した海洋教育に関する実践活動 

 

○実践のねらい 

 中学生が海洋についての理解と関心を深めることができるよう，海洋教育の

4 領域（「海に親しむ」「海を知る」「海を利用する」「海を守る」活動）を踏ま

えた実践活動を行う。技術・家庭科技術分野では，「C 生物育成に関する技術」

の内容において，第 1 学年「海の資源を利用したマツ葉堆肥による小かぶの栽

培」，第 1 学年から第 3 学年「マツの苗づくり」を実施し，海岸の環境保全の

学習を通して「海と私たちの生活との関わり」について考えを深める。また，第 1 学年から第 3 学年で総合的な学習の時

間や課外活動をによる「海岸林の現状の理解と海岸清掃活動による環境整備」，「整備された環境による海に親しむ活動」，

「海産物を利用した調理」を繰り返し実施し，3 年間で「海と共に生きる」大切さについて理解し，実践的な態度を育成

する。  

 

○時数 4 月～3 月 （技術・家庭科技術分野 12 総合的な学習の時間 1 および課外活動 3） 

○関連 技術・家庭科技術分野 

○目標（１）第 1 学年「海の資源を利用したマツ葉堆肥による小かぶの栽培」を通して，生物育成の目的を知ることで，

海の資源を利用して生活することが持続可能な社会の構築の一助になることを理解できる。 

   （２）第 1 学年から第 3 学年「マツの苗づくり」を通して，海岸の役割と問題点を知ることで海岸林の現状と課題

を共感的に捉えるとともに，自身の課題として海岸林を再生することができる。 

   （３）第 1 学年から第 3 学年で繰り返し海洋教育の 4 領域の学びを行うことにより，「海と共に生きる」大切につ

いての実践的な態度が育成できる。 

学年 海に親しむ 海を知る 海を守る 海を利用する 

全校 

 

 

 

   

※全校で繰り返し活動し，3 年間で「海と共に生きる」大切さについて理解し，実践的な態度を育成する 

2 年 
    

※「海」に関連したテーマでコンテンツづくりを通して海への理解を深める 

 

【主な連携機関と内容】 

・滋賀大学教育学部：題材開発 

・白山市内の中学校：実践協力 

徳光海岸ボランティア

清掃活動（課外） 

徳光海岸に親しみを感

じる活動（課外） 

「徳光海岸を知る」た

めの講演会（総合） 

海からの資源を利用し

た調理実習（課外） 

コンテンツづくり（技術） 



海洋教育ストーリーマップ 
 

地域の海岸を守る中学生のものづくりを通した海洋教育に関する実践活動 

 

○実践のねらい 

 中学生が海洋についての理解と関心を深めることができるよう，海洋教育の

4 領域（「海に親しむ」「海を知る」「海を利用する」「海を守る」活動）を踏ま

えた実践活動を行う。技術・家庭科技術分野では，「C 生物育成に関する技術」

の内容において，第 1 学年「海の資源を利用したマツ葉堆肥による小かぶの栽

培」，第 1 学年から第 3 学年「マツの苗づくり」を実施し，海岸の環境保全の

学習を通して「海と私たちの生活との関わり」について考えを深める。また，第 1 学年から第 3 学年で総合的な学習の時

間や課外活動をによる「海岸林の現状の理解と海岸清掃活動による環境整備」，「整備された環境による海に親しむ活動」，

「海産物を利用した調理」を繰り返し実施し，3 年間で「海と共に生きる」大切さについて理解し，実践的な態度を育成

する。  

 

○時数 4 月～3 月 （技術・家庭科技術分野 12 総合的な学習の時間 1 および課外活動 3） 

○関連 技術・家庭科技術分野 

○目標（１）第 1 学年「海の資源を利用したマツ葉堆肥による小かぶの栽培」を通して，生物育成の目的を知ることで，

海の資源を利用して生活することが持続可能な社会の構築の一助になることを理解できる。 

   （２）第 1 学年から第 3 学年「マツの苗づくり」を通して，海岸の役割と問題点を知ることで海岸林の現状と課題

を共感的に捉えるとともに，自身の課題として海岸林を再生することができる。 

   （３）第 1 学年から第 3 学年で繰り返し海洋教育の 4 領域の学びを行うことにより，「海と共に生きる」大切につ

いての実践的な態度が育成できる。 

学年 海に親しむ 海を知る 海を守る 海を利用する 

全校 

 

 

 

   

※全校で繰り返し活動し，3 年間で「海と共に生きる」大切さについて理解し，実践的な態度を育成する 

1 年 

    

※マツの栽培計画立案を通して，海岸林の現状と課題を共感的に捉え，課題解決法を選択する 

    

※マツ葉堆肥による小かぶの栽培が生物育成の目的を果たすことや海と人との共生につながることを知る 

【主な連携機関と内容】 

・滋賀大学教育学部：題材開発 

・白山市内の中学校：実践協力 

徳光海岸ボランティア

清掃活動（課外） 

徳光海岸に親しみを感

じる活動（課外） 

「徳光海岸を知る」た

めの講演会（総合） 

海からの資源を利用し

た調理実習（課外） 

マツの苗づくり（技術） マツの苗づくり（技術） 

小かぶの栽培（技術） 小かぶの栽培（技術） 小かぶの栽培（技術） 



 



【成果報告書１海洋教育のデザイン】 
１．学校名 
  石川県白山市立北星中学校 
２．活動名 
  地域の海岸を守る中学生のものづくりを通した海洋教育に関する実践活動 
３．実践の概要・ねらい 
   本研究では、技術・家庭科の技術分野を中心とした海洋教育の４領域を踏まえた実践活動を

試みる事で、より多くの中学生に海洋についての理解と関心を深めることを目的とする。これ

まで実践を重ねてきた海岸環境整備で回収したマツ葉堆肥づくりと野菜の栽培、海岸林再生を

目的としたマツ苗づくりと植樹に、流木をエネルギー資源としたものづくり、プログラミング

による海に関する取組の紹介を開発・実施する。さらに、２０１７年度に引き続き、本校を拠

点とした白山市内の中学校で、本校で開発した教材を用いて海洋教育に関する実践活動を行い、

白山手取川ジオパークのフィールドを地域で保護・保全する活動に取り組む 
４．実践計画 
  ①テーマ・概要 
  ア テーマ 

  ＜海に親しむ活動＞＜海を知る活動＞＜海を利用する活動＞＜海を守る活動＞ 
イ 概要・活動計画、教科との関連 
   本事業では中学生が海洋についての理解と関心を深めることができるよう、海洋教育の

指導領域である＜海に親しむ＞＜海を知る＞＜海を利用する＞＜海を守る＞を取り入れて

中学校技術・家庭技術分野を中心としたカリキュラムを作成し、教材開発及び授業実践し

た。 
   本校全校生徒一斉の実践活動は、主に総合的な学習の時間や課外活動で実施する。6 月

には、白山手取川ジオパーク推進を講師として「海と私たちの生活」という題目で講話を

聞き、海洋教育ついて理解を深める＜海を知る活動＞。また、地域の海岸（徳光海岸）の

清掃活動を行う＜海を守る活動＞。8 月の夏休みには、貝殻や流木などを使ったものづく

りや絵画的活動を行う＜海に親しむ活動＞。12 月の冬休みには、海産物を利用した調理を

実施し､私たちが海洋と共生していることを実感する＜海を利用する活動＞。 
 
   本校の技術・家庭科技術分野の授業実践は以下の通りである。 
 
  （１）「マツの苗作り」＜海を知る活動＞＜海を守る活動＞ 
     第一学年「地域の海岸と私たちの生活についての理解」と「栽培計画立案」 
     第二学年「マツの栽培」 

第三学年「海岸への植樹」 
（２）「マツ葉堆肥と野菜の栽培」 

＜海を知る活動＞＜海を守る活動＞＜海を利用する活動＞ 
【白山市内中学校協力依頼、授業実践】 
第一学年「生物育成の目的とマツ葉かきについての理解」 

「マツ葉の回収と堆肥づくり」 
    「小カブの栽培計画立案」と「小カブの栽培」 

「マツ葉堆肥による小カブ栽培の評価・活用」 
    （３）「情報に関する技術」＜活動を広める＞ 
       第二学年「海に関する取組みにおける学校Ｗｅｂページの紹介」 
    （４）「エネルギー変換に関する技術」＜海を利用する活動＞ 
       第三学年「流木をエネルギーとしたものづくり」   

 ②実践の評価について 
海洋教育には＜海に親しむ＞＜海を知る＞＜海を守る＞＜海を利用する＞の４つのキー

ワードがある。本研究における実践において授業後に回収したワークシートの記述を分析

した。中学校技術家庭技術分野の授業においては、観点別の評価を実施した。 



 
５．今年度の実践 
  ①計画からの追加・変更点 

・６月に実施予定であった本校全校生徒一斉の実践活動地域の海岸（徳光海岸）の清掃活動

＜海を守る活動＞は予定されていたが、悪天候のため実施できなかった。    
 
  ②実践の成果 
    今年度の実践後のワークシートの記述を回収し分析した。 

＜海に親しむ活動＞では、地域の海岸（徳光海岸）の絵画的活動や貝殻や流木を利用した製

作ができた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜海を知る活動＞では、例えば 6 月実施した、講話を聞くことで、海洋教育ついて理解を深めた記述

があった。＜海を守る活動＞では、１年生の「マツの苗作り」においてマツが果たしている社会的役割

について理解することを通して、海洋の保全に触れた記述が見られた。＜海を利用する活動＞において

は海産物を利用した調理を通して、海の恵みへの感謝している記述や、海洋環境の保全についての記述

が見られた。海に面していない共同研究校でも、「海からの資源を利用した調理」を実施できないか依頼

したところ、第２学年の中学生が技術・家庭科技術分野の「情報の技術」で制作した Web ページ「海の

資源を利用した料理の紹介」を第１学年の中学生が閲覧し，鮭や海藻，貝といった魚貝類で調理を行う

実践が行われた。そしてこの活動を通して海のすばらしさを感じることで，海や海の生物が持続的に生

存，利用することの大切さを理解させることができた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



本校の技術・家庭技術分野の授業実践（２）「マツ葉堆肥と野菜の栽培」＜海を知る活動＞

＜海を守る活動＞＜海を利用する活動＞授業実践において、白山市内２校の中学校に協力を

依頼し､授業実践して頂き、本校のこれまで積み重ねてきた取組を広げることができた。 
本校の技術・家庭技術分野の授業実践（３）「情報に関する技術」＜活動を広める＞授業実

践において、活動を広めるだけでなく、ワークシートに海洋教育の趣旨について生徒達が再

認識している記述がみられた。また、海洋教育の視点に立って双方向性のデジタルコンテン

ツを製作したりすることができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    本校の技術・家庭技術分野の授業実践（４）「エネルギー変換に関する技術」＜海を知る活

動＞では、海洋に関係したエネルギーについて調べてまとめる学習を通して、これからの海

洋エネルギー開発についての理解を深める記述があった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  ③次年度への課題 
    本教材は、白山市内の中学校に協力依頼して授業実践を行った。次年度も技術・家庭科技

術分野における実践を深め、中学校の海洋活動教育推進していく。 
    ６月に実施予定であった本校全校生徒一斉の実践活動地域の海岸（徳光海岸）の清掃活動

＜海を守る活動＞は予定されていたが、悪天候のため実施できなかったが、本校の学校行事

として次年度も実施する予定である。   
    また、本校の海洋教育における取組で、課外活動で実践している部分や技術・家庭科技術

分野における実践において、教科との関連性を整理した方が無理なく実践が展開できると思

われる。 
    「情報に関する技術」において新しく海洋教育を取り入れた教材開発を行ったが、教材と

して採用したソフトに不具合が生じるなど、トラブルが生じたが、意欲を持って取り組んで

くれた。不具合があった部分においては修正をし、次年度は今年度より効率的に実践できる

ように授業計画を立てる。 
６．主な連携機関及び内容 
  ①白山市白山手取川ジオパーク推進室と全校一斉で実施した６月のジオパーク講演会の取組に

向けて連携した。 
  ②御手洗地区振興協議会と連携させて頂いて３月の「マツ苗木植樹イベント」に参加させて頂

いた。 
  ③白山市内中学校技術・家庭科教員と協力依頼し、「小カブの栽培」の実践において連携して実

践を進めた 


