
成果報告 1：海洋教育のデザイン 
1．学校名 奈良教育大学附属中学校 
 
2．活動名 「海を探究し、私と海のつながりを知ろう②」 
 
3．実践の概要・ねらい 

内陸県に所在する本校で学ぶ子どもたちは、日常生活で海とのかかわりを持つ場面が少なく、自身の暮らしと

海との結びつきへの意識も希薄である。“海のない地域に暮らす子どもたち”と海との「距離」を、様々な学習を

通して縮めていきたいと考えている。世界遺産「知床」で知られるとおり、海・川・山の生態系は、それらのネ

ットワークを維持することによって成り立っている。今回、そのネットワークの保全に努力する人たちの活動に

学び、海の環境の変化が人間の生活にどう影響するのかを、社会科と連携し教科横断的に学習を進めたい。また、

海の生物の観察や探究を通して、その生物の進化や適応、生態を理解し、研究を深めさせたい。 
 
4．実践計画 
① テーマ・概要・活動計画、教科等との関連 
 本校は毎年 2 年生の総合的な学習の時間と取り組みとして、三重県答志島において臨海実習を行っている。そ

の実習では、磯の生物観察や漁村の生活、地域学習を通して、海というフィールドを理科や社会の一方向から見

るのではなく、総合的に考える機会を創っている。しかし、目まぐるしい海の環境の変化により、今まで行って

きた磯の生物観察が難しくなっていることが現在の状況である。そこで、実習を行う磯を変更し、新たな臨海実

習の型を創造したいと考えている。変更先の磯は、昨年度と同様の三重県海の博物館付近の大吉半島周辺で行う

予定である。磯を変更したばかりで、そこで行う生物観察・研究がどのように生徒に影響するのかまだわかって

いないことが多々ある。5 年間は同じ磯で活動を行い、生徒の変容を記録していきたい。昨年度は、生徒の多く

の要望全てに応えられなかった。その要因として、本校で所有している磯観察道具が充実していないことがあげ

られた。また、理科教員自身海での研究や調査の経験が少なく、海洋教育を進めていくにあたり課題が多いため、

専門家の方から海の生物の調査方法や見つけ方などをレクチャーしてもらい、スキルアップをしたいと考えてい

る。 
今年度は事前学習で、潮汐や磯に見られる生物についての基本的な学習や生物の進化・適応について学習を行

った。2 年生は生物分野で“動物のなかま”“生物の移り変わりと進化”について学習を行う。その分野では、軟

体動物であるイカについてはからだのつくりについては触れるものの、ほとんど学習せず、環形動物や刺胞動物

に至っては全く学ぶ機会はない。生徒にとっては、それらの生物の名前は知っているものの詳しくは知らないた

め、この臨海実習を機に生態・進化・適応について学ぶ機会を設けた。その際に、海の生物の魅力や適応などに

ついて海の生物に知見がある方と連携し、学習を進めた。その後、海の生物の見方やスケッチの仕方、観察・研

究する計画を立てる活動を行った。生徒の生物の見方を養うために、似ているが異なる種の標本を用いてどの点

が違うのか、どういったところを見ると良いのか、専門家の方を交えて観察眼を養うことを計画していた。 
本校中学 2 年生、特別支援学級を含む約 156 名の生徒を対象に活動を行った。実施計画を以下に示す。 
 
表 1 海洋教育の実施時期と内容 

実施時期 
実施内容 
（☆：理科、□他教科、●総合的な学習の時間の授業数、記号 1 つ 1 時間） 

４月 
事前学習①「生物のスケッチの方法 1」☆ 
事前学習②「生物のスケッチの方法 2」☆ 
事前学習③④「無脊椎動物の分類～イカの解剖～」☆☆ 



事前学習⑤「潮汐とタイドプール」☆ 

５月 

事前学習⑥「先輩の研究を知ろう」☆ 
事前学習⑦「グループ研究のテーマ決め 1」☆ 
事前学習⑧「グループ研究のテーマ決め 2」☆ 
事前学習⑨「グループ研究の計画立案 1」● 
事前学習⑩「グループ研究の計画立案 2」● 
事前学習⑪「グループ研究の計画立案 3」● 
臨海実習（２泊３日） 
１日目 ・三重県鳥羽市の海の博物館の見学 
               ・答志島にて漁家訪問 
２日目 ・三重県鳥羽市大吉半島にて磯観察 
               ・生物観察・スケッチとグループ研究 
３日目 ・コース別学習（石鏡磯生物採集・食体験コース） 

６月 
事後学習①「グループ研究の追加実験」☆ 
事後学習②「ポスター作製について」● 
事後学習③「グループ研究まとめ・ポスター作製」● 

7 月 

事後学習④「グループ研究まとめ・ポスター作製」● 
事後学習⑤「ポスター発表の方法について」□ 

事後学習⑥⑦「アメフラシの解剖」☆☆ 
事後学習⑧⑨「グループ研究の研究発表会」●● 

 
② 実践の評価について 
 実践の評価は、臨海実習前後の生徒の興味関心をアンケートで収集した。1～5 段階でアンケートを取り、臨海

実習前後での変化をみるために、ピアソンの、χ2検定により検定を行った。なお、5 はポジティブな意見、1 は

ネガティブな意見とした。その結果から質問項目を以下に示す。 
・海に関する興味はありますか。 
・海の生物に対する興味はありますか。 
・研究することに対する興味はありますか。 
 
5．今年度の実践 
①計画からの追加・変更点 
 理科に関する内容はおおむね実行することができた。しかし、生物の見方を養うために昨年開発した買いの分

類教材については、学習を行うことができなかった。 
しかし、当初社会で、「海のない自地域での学習に引きつける内容」については、奈良時代の貢納における伊勢志

摩と大和朝廷との関わりを手がかりに、両地域のつながりについて考えさせる学習を計画していたが、この学習

には多くの時間を割く必要があり、それができなかったため断念した。 
 
②実践の成果 
 主な実施期間は 4～7 月で、総合的な学習（以下、総合。）の時間、理科授業、他教科授業を利用して行った。

表 1 に示すように学習を進め、事前学習 11 時間（理科 8 時間）、事後学習 9 時間（理科 3 時間）を用いた。これ

以外にも、社会や総合の時間を用いて、漁家訪問の質問項目づくり、答志島の漁業、海女文化などの学習や作業



を行った。 
 事前学習①～⑤では、生物のスケッチをはじめ、潮汐のしくみ、磯の生物

の紹介や生態などを学ぶ機会を持った。伊勢の海との文化的なつながりであ

る、熨斗アワビの紹介などを交えて海とのつながりについて学習を行った。

海洋教育と学習指導要領を結びつけるために、無脊椎動物の進化の学習やイ

カの解剖などを行った。実習も含めて、本校教員が下見などで得た知識や体

験をもとに授業を進めた。また、大吉半島で見られる生物を採集し、学校の

廊下に展示して、生物に対する興味を持つような工夫を行った。事前学習⑥

では、昨年行った研究のレクチャーを上級生から受ける授業を取り入れ、研

究に対する意欲を引き立てる工夫を行った（図 1）。 
 事前学習⑦～⑪では、班研究に関する内容を取り扱った。テーマ決定の際

には、事前に書いた海に関するマインドマップから、自分がどの分野や生物

に興味を持っているのかによって班を決めた。班で対象生物を決め、その生

物の生態などをネットや図鑑で調べさせた。テーマは、疑問に思っているこ

とを付箋に列挙させ、グルーピングし、明らかにしたいことを絞り込ませる

ようにして決めさせた。研究の具体的な仮説や方法を決める際に、外部講師

を依頼し、仮説の立て方や合理的な実験方法を考えることをサポートしてい

ただいた（図 2）。例年、生徒が疑問に思ったことを、教員と話し合い、方法

や計画を立てていた。しかし、1 学年で 30 班以上の研究を指導しなければな

らず、時間が短く探究するための丁寧な指導に欠けることがあった。今年度、

研究計画を立てるにあたり 3名体制になったことから 1班あたりの相談時間

が長くなり、より丁寧な指導を行うことができた。 
 臨海実習 1 日目は、海の博物館で、鳥羽・伊勢の海について生物の生態や

文化、歴史などについて学習を行った。その後答志島に渡り、班ごとに漁師

さんのお宅を訪問させて頂き、島の生活や漁についてなどのお話を直接伺う

活動を行った。2 日目は、鳥羽市の大吉半島に移動し、磯観察を実施した。

磯観察では、Zakko Club 代表の佐藤達也さんの協力のもと、生き物を探す

活動を行った。砂地やタイドプールなど、環境が異なる場所には異なる生き

物が分布していることを学んだ。生徒は生物を見つけると図鑑で探す一方、

見たこともない生物だと佐藤さんに話を聞き興味を持つ場面が多々あった。

班研究では、事前学習で立てた計画をもとに対象となる生物について実験・

観察を行った（図 3、4）。3 日目は、海の恵みを楽しめるような内容でコー

スをつくり、希望調査の結果にもとづいてグループ分けをして体験学習を実

施した。あるグループでは、指導者のもとで磯の生物を採集し、食すという

体験学習を行った（図 5）。日頃、海に行くと生き物という視点でしか見てい

なかった生物を、食料として視点が変わる貴重な体験であった。 
事後学習①～⑨では、臨海実習で行った班研究や漁家訪問での聞き取り内

容をまとめる作業を主に行った。研究内容をまとめた後は、学級内でポスタ

ー発表を行い、学習内容の共有を図った。また、採取したアメフラシの解剖

と観察を実施し、理科の学習内容である軟体動物の体のつくりの学習の接続

を図った。 
 これらの学習を行い、臨海実習前後で自身の海に関する興味などが変化し
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たかをアンケート調査した（表 2）。臨海実習前後の変化に関連があるかを調べるためにχ2検定を行った。その

結果、海に関する興味は臨海実習の前後で差異があることが分かった（χ2=52.2、p<0.05）。この学習を通して、

漁家の暮らし、海女文化、鳥羽の海の文化に興味を持つ生徒がみられた。一方、タイドプールの生物多様性、海

の環境、海の生物などといった理科的なことに興味を持つ生徒が見られた。海の生物に対する興味も臨海実習の

前後で差異があることが分かった（χ2=67.5、p<0.05）。長い期間かけて準備を行ってきたことや今までにない

じっくり研究をする機会を設けたことにより大きく上昇したものと思われる。また、イカやアメフラシの解剖を

通して、生物の内部を初めて見て面白さに気づく生徒もいた。小中と生物の外部形態の観察は良く行うが、実際

に解剖をして内部形態を観察することは非常に稀である。そのため、授業内で積極的に生物を取り入れていくこ

とも生物に関する興味を向上させるための一つであるだろ。生物のどのようなことに興味を持つようになったか

という質問をしたところ、敵から身を守るために行う行動、長い時間をかけて変化したからだ、人間との感覚器

の違いなどを挙げていた。研究することに対する興味も臨海実習の前後で差異があることが分かった（χ2=49.7、
p<0.05）。 
 本校での海洋教育の取り組みである、課題を解決する班研究が海、海の生物、研究に対する生徒の興味を向上

させられたと考えている。自分たちで対象生物を決め、調べ、実際に取り扱うことで愛着や興味を持ったものと

思われる。一方で、今後何かを研究したいと思うようになったかという質問に対しては、半分以上が 3 以下であ

った。そのため、研究をすることの楽しさを学習の中で取り入れていくことが今後の課題である。 
 
表 2 アンケート調査結果 

 
 
③次年度の課題 
 2 年間本助成を受け、本校での海洋教育の物品などが整ってきた。また、外部機関との連携も増したため、そ

の学習を学外で生徒もしくは教員が発表する機会を設けることが必要である。また、新たに学内でできる海に関

する学習と学習指導要領を関連させた学習を進めていくことも課題の一つである。2 年生では心臓の学習を行う

ことから、海洋生物を用いた心拍の変動を学ぶと、さらに海洋生物に対する興味を増加させられるものと考える。 
 
6．主な連携機関及び内容 
 昨年度から本校の海洋教育に協力していただいた Zakko Club 代表の佐藤達也さん、鳥羽市水産研究所の岩男

豊紀さんと生徒の事前学習をサポートした。臨海実習における班研究のテーマ設定や合理的な実験方法を生徒と

ともに考えていくサポートをしていただいた。また、臨海実習当日の磯観察では、生物の紹介、班研究のサポー

ト、磯の生物の調理に関してもサポートしていただいた。 
 海の博物館とは、博物館の見学に加え、大吉半島にて磯観察を行った際のトイレなどの施設の利用面で協力し

ていただいた。 
社会科では、答志島の答志漁協と連携し、漁家訪問を実施し、漁協内の見学をさせていただいた。 

質問項目 臨海実習前後 1 2 3 4 5 χ2値 ｐ値

前 19 31 51 21 21
後 5 10 27 63 38
前 17 38 44 29 15
後 4 6 25 72 36
前 20 32 54 29 8
後 4 13 37 46 43

今後何かを研究したいと思う
ようになった

6 17 52 38 30

海に関する興味

研究することに対する興味

海の生物に対する興味

49.7

52.2

67.5

***

***

***



「海を探究し，私と海のつながりを知ろう！」 

【実践のねらい】 

内陸県に所在する本校で学ぶ子どもたちは，日常生活で海とのかかわりを持つ場面が

少なく，自身の暮らしと海との結びつきへの意識も希薄である。“海のない地域に暮ら

す子どもたち”と海との「距離」を，様々な学習を通して縮めていきたいと考えている。

世界遺産「知床」で知られるとおり，海・川・山の生態系は，それらのネットワークを

維持することによって成り立っている。今回，そのネットワークの保全に努力する人た

ちの活動に学び，海の環境の変化が人間の生活にどう影響するのかを，社会科と連携し

教科横断的に学習を進めたい。また，海の生物の観察や探究を通して，その生物の進化

や適応，生態を理解し，研究を深めさせたい。 

 

〇時数 4 月～2月（総合的な学習の時間：9，理科：11，社会：15） 

〇関連 実施教科：理科・社会・総合的な学習の時間 

連携教科：数学・美術・国語 

〇目標 （１）海の自然に触れ，海を生業とする人との出会いを通して，自分と海とのつながりを多様な視点から捉えることができるようになる。 

（２）海の生物を観察・研究することを通して，食物連鎖や生物の進化，生態について深く理解するとともに，探究のプロセスを習得する。 

 

4月 5月 6月 7月 ～ 2月
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班研究の計画・準備
・先輩の研究を知る活動
・班分け、テーマの選択
・研究テーマ決め
・研究仮設の設定と計画

漁家訪問の準備
・漁家訪問のねらいや意義の学習
・漁家訪問時の質問

海洋学習と学校授業
・動物の分類と進化
・潮汐とタイドプール
・生物のスケッチの仕方、見方
・磯に生息する生物の基礎学習
・無脊椎動物のからだのつくり
・海洋汚染について

生物のからだのしくみ
・アメフラシの解剖、観察
・脊椎動物の消化器官のしくみ

臨海実習
・鳥羽市海の博物館見学
・答志島漁家訪問インタビュー活動
・磯観察と班研究
・コース別学習（磯の生物を食す）

班研究追実験とまとめ作業
・追加の実験、観察
・発表の仕方、データのまとめ方
・ポスター作りの手順・方法

漁家訪問インタビューまとめ
・質問内容と回答の仕分けとまとめ
・新聞づくり

班研究発表会
・グループ研究のポス
ター発表

漁家訪問に向けての学習
・答志島の漁業
・漁業が抱える問題
・答志島の文化的学習

プロローグ学習
（春休み課題）
①海の生物調べ学習
②海に関するマインド
マップ作製

文集作成
・理科ポスター、社会漁
家新聞、国語俳句、美
術切り絵

成果発表
・行事報告会で
保護者、下級
生へ発表

海の学習まとめ
・これからの海洋学習に
ついて

【主な連携機関と内容】 
・鳥羽市海の博物館：施設・磯の利用，事前学習での指導助言 
・鳥羽市水産研究所：班研究計画の補助と具体的研究方法の提案 
・ざっこ Club：班研究計画の補助と具体的研究方法の提案 
・鳥羽磯部漁協石鏡支所・答志島漁業組合：漁家訪問，磯の活用 


