
海洋教育パイオニアスクールプログラム成果報告書 
【成果報告書１ ：海洋教育のデザイン】 
 
１ 学校名 島根県益田市立安田小学校 
 
２ 活動名 みつめなおそう 安田の海 つたえつづけよう 海の宝 
 
３ 実践の概要・ねらい 
   学校がある地域は山，海がある自然に恵まれた地域である。しかし，子どもたちの

生活の中では，その恵みを喜んだり，その美しさやふるさとのよさを感じたりする時

間は極めて少ないのが実情である。そこで，ふるさとの自然に目を向け，自分たちの

住んでいる地域のよさをあえて実感させていく必要があると考え，２年間継続して取

り組んできた。その中では，海の生き物を学んだり，海に関する地域の実情を考えさ

せたりするとともに，海を大切にしている方々に出会わせ海への思いや行動，生き方

についても考えさせられるような学びをめざした。 
 
４ 実践計画 

① テーマ・概要・活動計画，教科との関連 
０ 特定非営利法人アンダンテ２１との打ち合わせ  

     年間の計画を話し合う。委託する内容を確認する。 
 

Ⅰ 海を感じよう  ４月～６月 
～①漁船に乗ってみよう(４) 総合～ ５月 

       ・漁船乗船体験をしたり、地元の漁師の話を聞きながら漁港の探索をした

りする。 
  ～②漁港の絵を描こう(６) 図工～ ５月 

       ・漁船体験の様子や漁港の様子を絵に描き、版画で表現する。 
   

Ⅱ 海に親しもう  ６月～９月中旬 
～①海の生き物を探そう(３) 総合～ 
・アンダンテ２１の方の話を聞きながら。海辺を探索する。 

～②海辺の生き物を調べよう(６) 総合～ 
・海辺の探索で見つけたものや聞いたりすることを整理したり、さらに調

べたりする。 
～③調べたことをまとめよう （６） 総合～ 
・調べたことをまとめ、生き物紹介クイズを作る。 



～④調べたことを全校のみんなに伝えよう （３） 総合～ 
・児童の集いで、生き物クイズを発表し、地元の海の生き物ついて紹介す

る。 
   

Ⅲ 海について考える  ９月～１０月上旬 
～① ハマグリやサクラ貝を見つけよう （２） 総合～ 
・ハマグリの稚貝調査をしたり、サクラ貝を探したりする。 

～② ハマグリ・サクラ貝の秘密を探れ！ （２） 総合～ 
・ハマグリやサクラ貝についての話を聞いたり、質問したりする。 

 ～③ 安田の海はきれいかどうか調べよう（７） 総合～ 
・持石海岸や津田海岸の漂着物調査を実施する。 

～④ 安田の海はきれいかな？ （５） 総合～ 
・漂着物調査の結果から、地元の海がきれいなのかどうかを考え、話し合う。 

     ～⑤ 調べたことをまとめよう（５） 総合 （３）国語 （２）図画工作～ 
      ・漂着物調査の結果、考えたことや、調べて分かったことなどをポスターに

まとめ発表し、校内に掲示する。また、ハマグリアートを行い、実際のは

まぐりに触れ、関心を高める。 
 

Ⅳ 海のことを つたえよう １０月中旬～１１月 
～①海への思いを聞こう （２） 総合 ～ 
・1 年間の学習でお世話になったアンダンテ２１の方々に、海への思いや、活

動について話を聞いたり、質問したりする 
     ～②安田の海のよさや安田の海を守っていくためにはどうしたらよいだろう？ 

（４） 総合 （３）国語～ 
・1 年間の学習を振り返り、安田の海のよさや安田の海を守っていくために自

分達にできることは何かを考える。 
       ～③ 自分達にできることを伝えよう（４） 総合～ 

・1 年間の学習を振り返り、安田の海のよさや安田の海を守っていくために自

分達にできることをまとめ、地域に伝えたり、全校に伝えたりする。 
 

② 実践の評価について 
   ・海の生き物探しや漁船乗船体験などの体験活動に、興味・関心をもって取り組ん

でいるか。 
   ・体験したことから課題を見つけ、必要な情報を収集し、計画的に調べているか。 
   ・調べたことや考えたことを、相手意識をもち、分かりやすく調べているか。 
   ・体験活動や、海に関わる方々の思いを聞く活動を通して、地元の海のよさについ



て自分なりに考えることができているか。 
 
５ 今年度の実践 

①計画からの追加・変更点 
   ・ 「Ⅰ 海に親しもう」 と「Ⅱ 海を感じよう」を入れ替え取り組んだ。 
    変更理由 
      漁船に乗るというダイナミックな活動をはじめに持っていくことで、これ

から始まる学習への期待感を高め、児童の意欲を高める工夫とした。結果的

には概論から始まり、各論としての細かな取り組みが計画的に行われ効果的

だった。 
   ・総合的な学習の時間の終始することなく、他教科等も関連付け学習を計画した。 

   ②実践の成果 
   ・漁船乗船体験、海辺の生き物探し等、海での活動により、五感を通した体験がで

き、より地元の海を身近なものと感じることができた。 
   ・１年間を通して講師の方に関わってもらうことで、地域の方や関係団体の方の海

への思いや海を守っていくための活動を知り、自分たちも地元の海を大切にして

いこうという思いが強まった。 
   ・漁船に乗るというダイナミックな活動をはじめに持っていくことで、これから始

まる学習への期待感を高め、児童の意欲を高める工夫とした。結果的には概論か

ら始まり、各論としての細かな取り組みが計画的に行われ効果的だった。 
  ・総合的な学習の時間の終始することなく、他教科等も関連付け学習を計画したこ

とで、この取り組みを深く学ぶことができた。また、関連付けることで、他教科

にも学びの必要感が生まれ主体的に学習に向かう姿が見られた。 
  ③次年度への課題 
   ・海での活動が中心となるため、天候に左右されやすい。講師や漁船の手配など、

連絡を頻繁にとる必要がある。年度当初の十分な打ち合わせ、スケジュール調整が

欠かせない。 
   ・児童の体調面での配慮、安全面での事前指導を十分に行う必要がある。 
   ・この一連のプログラムは、本校児童に必要なものとして定着してきた。この活動

が、この事業に頼らずにアンダンテ２１と協力して持続できるように検討してい

く必要がある。 
６ 主な関連機関及び内容 
  特定非営利活動法人アンダンテ２１：海辺の生き物探し、漁船乗船体験 

ハマグリ・サクラ貝調査、漂着物調査 
     
  島根県環境生活部廃棄物対策課：漂着物調査 
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【主な関連機関と内容】

・　特定非営利活動法人アンダンテ21：海辺の生き物探し、漁船乗船体験,ハマグリ・サクラ貝調査、漂着物調査
・  島根県環境生活部廃棄物対策課　　：　漂着物調査

○　関連　　　国語　　　図画工作  
○　目標　(１)安田の海に関する探究的な学習を通して、安田の海の生き物やそれを取り巻く環境、人々との関わりについて理解する。

4年生「みつめなおそう　安田の海　つたえつづけよう　海の宝」
【実践のねらい】

　学校がある地域は山，海がある自然に恵まれた地域である。しかし，子どもたちの生活の中では，その恵みを喜んだり，その美しさやふるさとのよさを感じる時間は極めて少ないのが実情である。そこで，
ふるさとの自然に目を向け，自分たちの住んでいる地域のよさをあえて実感させていく必要があると考え，３年間継続して取り組んできた。安田の海の生き物やそれを取り巻く環境を学んだり，安田の海に関
する地域の実情を考えさせたりするとともに，海を大切にしている方々に出会わせ海への思いや行動，生き方についても考えさせられるような学びにしていきたい。

○　時数　5月～2月　　６１時間（総合的な学習の時間　５３　　国語１１　　　図画工作８　）

　　　　　　（２）体験的活動から、課題を見出し、解決に必要な情報を収集し、解決にむけて何ができるかを考え、まとめ、表現する力を育てる。
　　　　　　（３）海に関わる人々や、生き物に進んで関わったり、生き物が暮らしやすい環境に改善したりしようとする態度を育てる。

Ⅱ 海を感じよう Ⅲ 海について考える Ⅳ 海のことを つたえよう
① 漁船に乗ってみよう （４） 総合

・漁船乗船体験をしたり、地元の漁
師さんのお話を聞きながら漁港の
探索をしたりする。

① ハマグリやサクラ貝を見つけよ

う （２） 総合
・ハマグリの稚貝調査をしたり、サ
クラ貝を探したりする。

③ 安田の海はきれいかどうか
調べよう（７） 総合

・持石海岸や津田海岸の漂着物

調査を実施する。

② ハマグリ・サクラ貝の秘密を探
れ！ （２） 総合

・ハマグリやサクラ貝についての話を

聞いたり、質問したりする。

① 海への思いを聞こう （２） 総合
・1年間の学習でお世話になったア
ンダンテ２１の方々に、海への思い
や、活動について話を聞いたり、質
問したりする。

② 安田の海のよさや安田の海を
守っていくためにはどうしたらよいだ
ろう？
（４） 総合 （３）国語
・1年間の学習を振り返り、安田の海
のよさや安田の海を守っていくため
に自分達にできることは何かを考え
る。

③ 自分達にできることを伝えよ
う

（４） 総合
・1年間の学習を振り返り、安田
の海のよさや安田の海を守って
いくために自分達にできることを
まとめ、地域に伝えたり、全校に
伝えたりする。

④ 安田の海はきれいかな？ （５）

総合

・漂着物調査の結果から、地元の海
がきれいなのかどうかを考え、話し
合う。

⑤ 調べたことをまとめよう

（５） 総合 （３）国語 （２）図画工作

・漂着物調査の結果、考えたことや、調べて分かったことな
どをポスターにまとめ発表し、校内に掲示する。また、ハマ
グリアートを行い、実際のはまぐりに触れ、関心を高める。

Ⅰ 海に親しもう

① 海辺の生き物を探そう（３） 総
合
・アンダンテ２１の方の話を聞きなが
ら、海辺を探索する。

② 海辺の生き物を調べよう （６）

総合

・海辺の探索で見つけたものや聞い
たことを整理したり、さらに調べたり
する。

④調べたことを全校のみんなに伝え
よう （３） 総合
・児童の集いで、生き物クイズを発
表し、地元の海の生き物ついて紹介
する。

③ 調べたことをまとめよう （６）
総合

・調べたことをまとめ、生き物紹介ク

イズを作る。

② 漁港の絵を描こう
（６） 図工
・漁船体験の様子や漁港の様子を
絵に描き、版画で表現する。


