
第４学年総合的な学習の時間 学習指導案 

八王子市立由井第三小学校 
４年 1 組、2 組 

授業日 平成３０年１２月１２日 
 
１ 単元名 見つめよう私たちの川 
 
２ 目標 

自分の住んでいる地域の環境問題に関心をもち、よりよい環境にするための地域の取

組について調べるとともに、生活の中で自分ができることを考え、実践する態度を育てる。 
 
３ 評価規準 

評価の観点 知識及び技能 思考力・判断力・表現力 学びに向かう力 

 
評価規準 

 

・体験活動や調査活

動を通して浅川に

ついて関心をも

ち、興味をもって

課題設定を行うこ

とができる。体験

等で得た情報を基

に、整理分析する

ことで、 湯殿川

についての自らの

考えをもち、地域

や友達に表現する

ことができる。 

・湯殿川について関心

をもち、これからの湯

殿川について考えて

いく中で、自らの生活

やこれからの生活に

ついて考えることが

できる。 
・地域を流れる川に対

する愛着をもち、湯殿

川との関わりを見つ

め合い、よりよい関わ

りを見付け出そうと

する。 

・湯殿川について関心を

もち、これから湯殿川

について考えていく中

で、自らの生活やこれ

からの生活について考

えることができる。 

 
４ 指導計画（全５０時間扱い） 
学習過程 主な学習内容と活動 時数 

小 

単 

元 

① 

課 

題 

の 

設 

〈湯殿川ってどんな川？湯殿川探検隊〉 

１「湯殿川」について自由にイメージマップを書く。  

２ 湯殿川を遊歩道から観察する。気付いたことを発表し課題を設定する。 

３ 湯殿川について調べる課題を設定する。 
４ 湯殿川の水質調査をする。 
５ 湯殿川に入り、川の周囲の様子や生き物について調査する。 
６ 体験から分かったことや、感じたことを表現し、学級全体でイメージマ

ップを作り、追究する課題を決める。 

２０ 

① 

④ 

② 

② 

④ 

① 

 



定    

 

７ 課題ごとにグループをつくり、課題について調べる。 
８ 調べて分かったことをまとめ、他のグループに発表する。発表をもとに

小グループで湯殿川のキャッチコピーを考える。 

④ 

② 

小 

単 

元 

② 

探 

究 

 

〈地域の中の湯殿川〉 

１ 小グループで考えた湯殿川のキャッチコピーを発表し、その違いから

新たな課題を見出す。 
２ より多くの地域の人から湯殿川のよさについて調査をする。 
３ ゲストティーチャーを招き、川の水をきれいにしている生き物の働き

について学ぶ。 
４ わかったことを発表し合い、現在の湯殿川のよさや改善点について考

える。 

１５ 

③ 

 

⑩ 

② 

 

② 

小 

単 

元 

③ 

表 

現 

〈湯殿川アピール大作戦！〉 

１ 湯殿川をよりよくするために、自分達ができそうなことは何か考える。 
２ グループごとに湯殿川のよさや改善点をアピールする作戦を実行す

る。 
３ これまでの活動を振り返り、未来の湯殿川の理想の姿についての思い

をまとめ、夢大地発表会の準備をし、発表する。 

1５ 

③ 

⑤ 

 

⑦ 

 

 
５ 本時（ゲストティーチャーをお招きした授業）小単元② 第１４、１５時／15 時間 
（１）ねらい 
・顕微鏡を使って，水中の小さな生物を観察することができる。 
・肉眼では見えない世界の生きもの達が水をきれいにしていることを知り、自分たちも環

境を守っていこうとする。 
 
（２）学習の展開 
 学習内容 指導上の留意点 
導入 ○ゲストティチャーについて知る。 

○アユについて知っていることを発表し合

う。 
 
 

・葛西臨海たんけん隊について紹

介する。 
・アユの生態について映像を用い

て紹介し、意外と身近な魚であ

ることを知らせる。（宮嶋先生） 
展開 ○水を浄化してくれている活性汚泥を顕微

鏡で観察する。 
 
 

・顕微鏡の使い方を指導する。（5
年の学習内容であるので、注意事

項についての指導とする） 
①プレパラートを置いたら、横



 
 
 
 
 

から見ながら対物レンズを近

づけ、接眼レンズを覗きなが

ら離してピントを合わせる。 
 ②レンズ部分に触らない。 

・各班に用意するもの 
 顕微鏡 2 台、光源装置 
 プレパラート 下水処理場の水 
・学生ボランティアが各班につい

て、顕微鏡の使い方を指導する。 
○微生物について知る。 ・代表的な微生物を２，３種類、

テレビ画面で紹介する。（デジタ

ル顕微鏡＋４K テレビの活用） 
（石丸先生） 

○顕微鏡で見ることができた汚泥中の微生

物をスケッチする。 
・各班の学生ボランティアは、必

要に応じて、スケッチの仕方を

教える。 
○それぞれの班で観察できた微生物を共有

する。 
・児童の描いたスケッチを黒板に

貼りクラスで共有化できるよう

にする。 
○学習したことを確かめる。 
・アユが川で暮らすためにはキレイな川にし

か出てこない珪藻が必要。 
・私たちの暮らしの中で出た汚れは、活性汚

泥にいる生きもの達がきれいにしてくれ

ている。 
・下水処理場できれいにしていても、私たち

も汚れを流さないようにすることが大切。 

・汚れがひどかった頃の多摩川の

映像資料を用意しておき児童に

状況をつかませる。 
・「下水処理場があるから汚して

も大丈夫？」と問いかけ、自分

たちが気をつけなければならな

いことに気付かせる。 

ま と

め 
○学習を振り返って感想を書く。 ・活動内容のキーワードを使って

まとめるよう声を掛ける。 
 



第５学年理科学習指導案 

八王子市立由井第三小学校 
５年 1 組 

授業日 平成３０年７月１２日 
 
１ 単元名 メダカのたんじょう（啓林館） 
 
２ 目標 

魚の卵と子どもの誕生に興味をもち，メダカの雌雄を飼育して産卵させ，卵から子メダ

カになるまでの様子を観察して，目立った変化を捉えることができるようにする。また，

魚は水中で何を食べているかに興味をもち，水の中の小さな生き物を観察し，池や川など

の水中にはいろいろな小さな生き物がいて，魚はそれらを食べていることを捉えること

ができるようにする。 
 
３ 評価規準 
自然事象への関心・

意欲・態度 
科学的な思考・表現 実験・観察の技能 

自然事象についての

知識・理解 
○メダカの卵と子メ

ダカの生まれ方に

興味をもち，進ん

で世話や観察をし

ようとしている。 
 
 
○魚の食べ物に興味

をもち，進んで水

中の小さな生き物

を観察して，魚の

食べ物について記

録しようとしてい

る。 

○雌と雄をいっしょ

に飼えば，雌が卵

を産むようになる

と考え，説明して

いる。 
 
 
○観察を基に，水中

の小さな生き物

は，魚などの食べ

物になっていると

考え，表現してい

る。 

○解剖顕微鏡を正し

く操作して，卵の

中の様子を観察

し，記録している。 
 
 
 
○顕微鏡を適切に操

作し，水中の小さ

な生き物の様子を

観察し，記録して

いる。 

○魚には雌雄があ

り，生まれた卵は

日がたつにつれて

変化し，やがて子

魚に成長してかえ

ることを理解して

いる。 
○池や川などの水中

には，いろいろな

小さな生き物がい

て，魚などはそれ

らを食べて生きて

いることを理解し

ている。 
 
 
 
 



４ 指導計画（全 11 時間扱い） 
次 時 主な学習内容 
１ １ ・メダカの雌雄の見分け方を知る。 

・メダカを飼育して卵を産ませる準備をする。 
２ １ ・生まれたメダカの卵を観察し，メダカの卵はどのように変化するか予想する。 

３ ・数日ごとにメダカの卵の中の変化を解剖顕微鏡で観察し，記録する。        
１ ・かえった子メダカを観察し，魚の卵の中の変化をまとめる。 

３ ３ ・水の中には魚の食べ物があるかを話し合い，水槽や池の水を顕微鏡で調べる。    
１ ・メダカの食べ物と水の中の小さな生き物についてまとめる。 
１ ・魚の卵の変化と水の中の小さな生き物についてまとめる。 

 
 
５ 本時（ゲストティーチャーをお招きした授業）第８、９時／11 時間 
（１）ねらい 
・顕微鏡を使って，水中の小さな生物を観察することができる。 
・メダカなどの魚は，水中の小さな生物を食べ物にして生きていることを理解している。 

 
（２）学習の展開 
 学習内容 指導上の留意点 
導入 ○ゲストティチャーについて知る。 

○既習事項の確認をする。 
・葛西臨海たんけん隊について紹

介する。（宮嶋先生） 
展開 ○顕微鏡の使い方を確認する。 

○自分たちの田んぼの水の中にいるプラン

クトンを観察する。 
 
 

・顕微鏡の使い方を指導する。 
①プレパラートを置いたら、横

から見ながら対物レンズを近

づけ、接眼レンズを覗きなが

ら離してピントを合わせる。 
 ②低倍率で見つけてから、高

倍率に変える。 
 ③高倍率に変えた後は、ピン

ト合わせは微調整でよい。 
 ④レンズ部分に触らない。 

・各班に用意するもの 
 顕微鏡 2 台、光源装置 
 プレパラート 田んぼの水 
・学生ボランティアが各班につい

て、顕微鏡の使い方を指導する。 



○プランクトンについて知る。 
・プランクトンは「ぷかぷか漂っている生き

物（浮遊生物）」である。 

・メダカの餌として代表的なもの

を２，３種類、テレビ画面で紹

介する。（デジタル顕微鏡＋４K
テレビの活用） 

・紹介の中で、これらの生き物が

プランクトンと呼ばれることを

伝える。（石丸先生） 
○観察する視点を確かめ、海水のプレパラー

トを観察してスケッチを行う。 
・児童がスケッチをしている間

に、黒板に生態系ピラミッドの

図を書いておく。 
・各班の学生ボランティアは、必

要に応じて、スケッチの仕方を

教える。 
○食物連鎖について知る。 
・自分が描いたスケッチを黒板の生態系ピラ

ミッドの適した位置に貼る。 

・児童の描いたスケッチを生態系

ピラミッドに貼り、食物連鎖に

ついてイメージ化できるように

する。 
・映像資料を用意して、淡水だけ

でなく、海の食物連鎖について

も同様であることを説明する。 
ま と

め 
○学習を振り返って感想を書く。 ・活動内容のキーワードを使って

まとめるよう声を掛ける。 
 



第６学年理科学習指導案 

八王子市立由井第三小学校 
６年 1 組、2 組 

授業日 平成３１年２月２１日 
 
１ 単元名 自然とともに生きる（啓林館） 
 
２ 目標 

身近な環境や生物どうしのつながりを調べ、自分たちの生活を見直そうとする態度を育

てる。 
 

３ 評価規準 
自然事象への関心・

意欲・態度 
科学的な思考・表現 実験・観察の技能 

自然事象についての

知識・理解 
○食べるということ

を通して、生物ど

うしのつながりを

調べようとする。 

○生物が、「食べる食

べられる」という

関係でつながって

いたり、動物と植

物が、空気を通し

て関わり合ってい

たりすると考え、

それを表現するこ

とができる。 

○生物の関係につい

て調べ、目的に応

じて整理したり記

録したりすること

ができる。 
 

○生物は空気を通し

て周囲の環境と関

わって生きてお

り、生物の間には

「食べる食べられ

る」という関係が

あることを理解し

ている。 

 
４ 指導計画（全６時間扱い） 
次 時 主な学習内容 
１ ３ 食べ物を通した生物どうしのつながりについて調べる。 
２ １ 空気を通した生物どうしのつながりについて調べる。 
３ ２ 身の回りの生物どうしのつながりについてまとめる。 

 
５ 本時（ゲストティーチャーをお招きした授業）第１、２時／６時間 
（１）ねらい 
・ちりめんモンスターの観察を通して生物どうしの関係性に興味をもち、海の生き物のつ

ながりを身近に感じられるようにする。 
 



（２）学習の展開 
 学習内容 指導上の留意点 
導入 ○ゲストティチャーについて知る。 

 
○海水の中の小さな生き物について既習事

項を確認しながら知る。 
○ちりめんモンスターについて知る。 

・葛西臨海たんけん隊について紹

介する。（宮嶋先生） 
・小さな生き物がプランクトンと

呼ばれることを伝える。（石丸先

生） 
展開 ○ちりめんじゃこの中に入っているちりめ

ん（カタクチイワシ）以外のもの（以下ち

りモンと記載）を探す。 
・見付けたちりモンは、同じ種類ごとに黒画

用紙の上にまとめていく。 
 
 

・各班に用意するもの 
 チリメン ルーペ人数分 
 ピンセット人数分 黒画用紙 
・学生ボランティアが各班につい

て、見付けたちりモンについて

名前を教えるなど手助けを行

う。 
○ちりめんに混じっている代表的なちりモ

ンを確認する。 
・４K テレビ画面で他のグループが見付けた

生物を見て、自分の班のものと見比べる。 

・テレビ画面で紹介する。（デジタ

ル顕微鏡＋４K テレビの活用） 
・今後大きく成長していく海洋生

物の子供であることを伝える。

（石丸先生） 
○引き続き観察を行い、班でお勧めのちりモ

ンを決定する。 
・何の子供なのか確認しながら分

類する。 
・各班の学生ボランティアは、必

要に応じて助言を行う。 
○他の班のお勧めのちりモンを見る。 
 

・デジタル顕微鏡を使い、必要に

応じて拡大して提示する。 
○東京湾の生き物の関係についてまとめる。 
・生き物カードごとに食べる食べられるの関

係についてまとめる。 

・生き物カードを用意しておく。 
・生き物同士の関係性が分かるよ

うに黒板に板書する。 
ま と

め 
○学習を振り返って感想を書く。 ・食物連鎖、海の生き物の複雑な

つながりについてまとめるよう

声を掛ける。 
 



海洋教育パイオニアスクール実施記録
八王子市立由井第３小学校4年生

2018年12月12日（水）実施

八王子市立由井第三小学校作成



実施概要

◼ 実施日：2018年12月12日（水）

◼ 対象：由井第三小学校4年生2クラス52名

4年1組1・2時間目8:40～10:15

4年2組3・4時間目10:40～12:15

◼ 主催：八王子市立由井第三小学校

◼ 助成：海洋教育パイオニアスクール平成30年度助成事業

◼ 協力：一般社団法人 葛西臨海・環境教育フォーラム

◼ 講師（敬称略）：石丸隆（一般社団法人 葛西臨海・環境教育フォーラム理事
長・東京海洋大学名誉教授）・古瀬浩史（帝京科学大学教授）・宮嶋隆行（一
般社団法人 葛西臨海・環境教育フォーラム理事）

◼ スタッフ：長谷川千晶・本間裕子・帝京科学大学古瀬研究室生7名
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指導計画

【教科】理科・社会の合科

【単元】
• 理科：生き物の１年間（生き物は１年間どのようにくらしてきただろうか／生き物の様子を
まとめて、どんなことがわかるのだろうか）

• 社会：「水はどこから」（復習）、「私たちの県」素材として「アユ」を取り上げる。

【実践のねらい】
• テーマ：八王子は、川を通じて海とつながっている。

• 目的：海と川を行き来する鮎の生活史、水をきれいにする仕組みの学習を通じて自分たちの
暮らしと海が密接に関わっていることを理解する。

• 達成目標：
①自分たちの暮らしが、川を通じて直接海とつながっていることを理解する。
②肉眼では見えない世界の生きもの達のちからを借りて水をきれいにしていることを知る。
③家庭らの排水について意識できるようになる。
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当日の進行

4

所要時間 項 目 内 容

5分 はじめに 葛西臨海たんけん隊とは？ スタッフ紹介

10分 八王子と海のつながり

1.八王子と海はどのようにつながっているか
2.かつて多摩川は汚れていた → 動画 NHK for school
3. 鮎（あゆ）について
4. アユの生活史 石丸先生に

5分
アユの生活史と、鮎が食べてい
るもの

１．アユは何を食べているの（古瀬先生が石丸先生に質問して回答してもらう）
２．川の写真（動画？）

5分 珪藻の観察デモ
石丸先生による顕微鏡の実演
→珪藻をモニターに写す

5分 下水処理場について
汚れていた多摩川は下水処理によって水が綺麗に。下水処理場はどんなところ？
（映像資料）

5分
活性汚泥をみてみよう
顕微鏡の使い方

10分
１回目の顕微鏡観察（活性汚泥
の観察）

活性汚泥を観察する
１．物品の配布
２．プレパラートの配布→観察開始

5分 休憩

10分 微生物についての解説 石丸先生から代表的な生きもの紹介

10分
２回目の顕微鏡観察（活性汚泥
の観察）

汚泥中の微生物を観察し、スケッチする

10分 観察結果の共有
１．班ごとに顕微鏡で見られたものについて発表してもらう
（イラスト、どんな形だったか？ 動きは？）

5分 まとめ

１．アユが川で暮らすためにはキレイな川に生える珪藻が必要
２．私たちの暮らしの中で出た排水は、微生物の働きできれいに
３．「下水処理場でキレイにしているから、どんどん汚れを流しても大丈夫？」
（古瀬先生から石丸先生への問）
４．できるだけ水をよごさないように！

5分 今日の活動、学びのふりかえり １．アンケートの内容を簡単に説明し、記入してもらう

5分 質問タイム アンケートの質問内容から、数人に質問してもらう。

終了



はじめに

5

なぜ海の無い八王子で海の勉強をするのでしょうか？
日本は海に囲まれています。海に面していない場所でも海とは関係があるのだからもっと海のこ
とを学んでほしいという説明を受けます。具体的なつながりについてはこの後に続きます。



八王子と海のつながり

6

学校のすぐ目の前を流れる湯殿川は浅川→多摩川とつながって最後は東京湾に注いでいることを
地図で確認します。その多摩川、昔はとても汚れていて魚が住めないほど汚れていたことを当時
の風景を撮影した映像で見ます。

多摩川・浅川と東京湾とを行き来する魚であるアユ。少し前まではあまり多摩川で見ることがで
きなかったのに、近年急激にその数を増やしていることをグラフで確認します。さらにアユが川
でどのようなものを食べているのかを、古瀬先生が撮影した川の中の映像を見て確認します。



アユが食べているもの

7

アユが川で食べているのは珪藻（ケイソウ）と呼ばれる「藻（も）」の一種。汚れた水の中では生
物は生きにくくなるだけでなく、アユのエサとなる珪藻が生えにくくなることから、川が汚れてい
るとアユが生きていけなくなってしまうのです。



珪藻を顕微鏡で拡大

8

古瀬先生が前日に川でとってきた珪藻を石丸先生の顕微鏡で拡大して、モニターに投影してみ
ます。



下水処理場について

9

汚れていた川がきれいになった理由の一つが下水処理です。宮嶋先生が近くにある北野下水
処理場に取材してくれました。微生物たちが汚れた水をきれいにする水槽の動画とそこから
水を採集する動画を見ます。

そして、実際に北野下水処理場で活躍していた微生物を顕微鏡で観察します。この微生物た
ちは授業当日の朝、下水処理場の方が学校まで届けてくださったものです。ついさきほどま
で水槽で活動していた微生物を観察できるのは下水処理場の皆さんのおかげです。



顕微鏡の使い方

10

正式に使い方を学ぶのは5年生になってから。初めての顕微鏡なのでしっかりと使い方を理解
してから、下水処理場の微生物の観察となります。



11



12



石丸先生の顕微鏡で見てみる

13

自分たちで観察をしばらくしたら、今度は石丸先生の顕微鏡で見つかった微生物をモニターで拡
大してみんなで見てみます。



スケッチ

14

見つけた微生物をスケッチします。



15



まとめ

16

スタッフが板書した今日の授業内容を使って振り返りをしたり、石丸先生への質問を受け付
けて授業は終わります。



海洋教育パイオニアスクール実施記録
八王子市立由井第３小学校5年生

2018年7月12日（木）実施
由井第三小学校作成



実施概要

主催：八王子市立由井第三小学校
助成：海洋教育パイオニアスクール平成30年度助成事業
協力：一般社団法人 葛西臨海・環境教育フォーラム
講師（敬称略）：石丸隆（一般社団法人 葛西臨海・環境教育フォーラム理事長・
東京海洋大学名誉教授）・宮嶋隆行（一般社団法人 葛西臨海・環境教育フォーラ
ム理事）・熊谷香菜子（帝京科学大学非常勤講師）・小玉敏也（麻布大学教授）
サポートスタッフ：酒井卓（東京海洋大学大学院修士課程在学）・
麻布大学小玉研究室より：荒巻浩奈・鈴木淳太・関根瑞希・桑島茉優

対象：由井第三小学校5年生1クラス38名
5・6時間目 13:35～15:10

2



指導計画
【授業の位置づけ】 教科：理科 指導項目：メダカの誕生

【実践のねらい】
メダカの観察から、メダカの住む環境、メダカの食べ物などについて学び、淡水と海水やプランク
トンを観察する等の体験的な活動を行い、海や川、田んぼなどにもプランクトンがいること、それ
が食物連鎖のボトムラインを形成していることで、それらを含めた生き物とのつながりによって私
たち人間が生かされていることを理解する。また水産業の学習から、自分たちの生きる地域と海と
のかかわりを深く見つめ、主体的に学び自分たちにできる事は何かを考えさせ実践させる。

【目標】
淡水、海水のプランクトンの観察等を通し、環境について学び、小さな生き物（プランクトン）を
含んだ海の食物連鎖について理解する。水の循環の学習から海の無い地域からの水が海を守ること
に大切な役割を担っていることを知り、環境について学び実践することができる。

■メッセージ：水中の小さな生きものとのつながりによって、私たち人間は生かされている。
■目的：海洋プランクトンの観察を通して、海の中にも小さな生きものがたくさんいて魚などの
食べ物になることを通じて、人間の食べ物ともつながっていることを理解する。
■達成目標：
①身近な水の中にいる小さな生きものがメダカなどの魚のエサとなっていることを確認する。
②海にも様々な小さな生きものがいることを観察から理解する。
③小さな生きものを含んだ海の食物連鎖を説明できるようになる。

3



当日の進行

4

5分 葛西臨海たんけん隊とは？

2分 これまでの授業のおさらい
１．メダカについて習ってきたよね。
２．メダカはどこにいる生きもの？→池や川、場所によっては田んぼにもいる
（３．エサは何だったろう？→小さな生きものを食べているんだよね）

3分 田んぼの水を見てみよう 本当に池や川、田んぼに小さい生き物がいるのかな。田んぼから、水をすくって来たから、見てみよう！
→各班に田んぼの水入りビーカーを配る →虫眼鏡で見る

5分 顕微鏡の使い方 １顕微鏡を使うための準備をする。
2．顕微鏡の使い方の重要ポイントを簡潔に確認する。

7分 淡水プランクトンの観察
プレパラートを配布し、各自顕微鏡観察を行う
基本的に、自分の班の顕微鏡から動かずに観察してもらう
観察しづらいプレパラートの場合は、スタッフに声をかけるように伝える

5分
淡水プランクトンの紹介
メダカがプランクトンを食
べる

１．メダカの餌として代表的なものを２，３種類、テレビ画面で紹介する
紹介の中で、これらの生き物がプランクトンと呼ばれることを伝える（石丸先生）

２．メダカに田んぼの水から得られたプランクトン（またはミジンコ）を与えて、食べる様子を肉眼で観察する
３．メダカとミジンコ、植物プランクトンを生態系ピラミッドに当てはめ、食べる食べられるの関係を確認する

3分 プランクトンってなんだ
１．今見てきたものはプランクトンだと紹介があったが、プランクトンは微生物とはちがった意味がある。何だと思う？
→３択クイズ 体が透明な生き物／子どもの生き物／ぷかぷか漂っている生き物
２．プランクトンは「ぷかぷか漂っている生き物（浮遊生物）」 である

5分 身近な水辺から海へ
１．水があって生きものが暮らしている場所は、川や田んぼだけではない。海もある。プランクトンは海にもいる。海のプランクトン
はどんな姿をしているだろう？
２．採取方法の紹介

10分 プランクトンの観察
１．「より多くを発見」するように伝える。そのために、他の班も見て回って良いことを伝える

観察しづらいプレパラートの場合は、スタッフに声をかけるように伝える
２．プレパラートを配布→観察開始
観察が上手くできているかフォロー、子どもの発見を受け止める

5分 休憩 観察を続けても構わないが、次の時間も観察ができるので休憩をきちんととるように伝える

7分 顕微鏡の映像による
プランクトンの紹介

１．テレビに石丸先生の顕微鏡の映像を映し出す
・実物を見ながら「動物プランクトン」「植物プランクトン」を解説
・おもしろいプランクトンをピックアップして紹介

3分 観る視点を入れたことで、
もう一度観察

植物と動物プランクトンを意識して、もう一度観察する
※この後にスケッチをすることを伝え、書きたいものを探す時間。

10分 スケッチ
１．スケッチの説明：お気に入りを１つ決めて、１枚にしっかり描く。裏に名前を書く
２．カードを1人1枚配り、各班を周り、描き方などをフォロー

※生態系ピラミッドの図を黒板に書いておく

10分 食物連鎖について

１．子どもたちを前に集める。
２．生態系ピラミッドに登場する生きものを紹介
３．ピラミッドでの食べる食べられるの関係を紹介しながら魚のイラストを貼る
４．自分が持っているスケッチはどこに入るかを考えて貼ってもらう
５．みんなが貼ったスケッチを確認しつつ、海の「食物連鎖」を確認する
６．海のピラミッドの横に人間の絵を描く。人間はどういう関わりをしているか聞く

7分 アンケート、学びのふりか
えり

１．活動内容のキーワードをやりとりしながら確認
２．アンケートの内容を簡単に説明し、記入してもらう

8分 質問タイム アンケートの質問内容から、数人に質問してもらう
修了



はじめに

5

葛西臨海公園を主な舞台として活動してきた一般社団法人 葛西臨海・環境教育フォーラム（葛西
臨海たんけん隊）が、なぜ東京湾から遠く離れた海のない八王子市で出前授業を行うのかを解説し
ます。

続いて講師紹介です。東京海洋大学名誉教授で元日本プランクトン学会会員である石丸隆先生と、
元日本科学未来館で科学コミュニケーターをされていて、現在は帝京科学大学で講師をつとめてい
る熊谷香菜子先生、葛西臨海・環境教育フォーラム理事の宮嶋隆行先生、麻布大学の小玉敏也先生
と研究室の皆さん、サポートとして東京海洋大学大学院で魚類学を専攻する酒井卓さんです。

宮嶋隆行先生熊谷香菜子先生石丸隆先生



田んぼの水を見てみよう

6

校舎から歩いて数分の距離にある学校の田んぼから水を採ってきます。その水の中にはどんな生き
物がいるかを観察します。



7

田んぼだけでなく、学校にある池からも水と採ってみました。



8

児童の顕微鏡に加えて石丸先生の顕微鏡で見ると、アオミドロやカイミジンコなどがたくさんい
ました。他にはケンミジンコなども。



メダカはプランクトンを食べるか？

9

クラスで飼っているメダカにプランクトンをあげて、実際に食べるかどうかを観察します。この
プランクとは石丸先生が飼っているミジンコです。



田んぼの中の「食べる食べられる」の関係

10

メダカを頂点として、動物プランクトン、植物プランクトンがどのような関係にあるかを
ピラミッドで示します。



プランクトンとは何か？

11

よく使う「プランクトン」という言葉。実際にはどのような意味なのかをクイズ形式で確認。そ
の答えは「水の中をただよう生き物」です。実は大きさは関係がなく、大きなクラゲもプランク
トンなのです。
同じ生き物でも、赤ちゃんの時はプランクトンで、大きくなるとそうではなくなるものもいます。



海のプランクトンを観察する

12

水の中の生き物は田んぼや川だけでなく、八王子にはあまり縁がない海にもいます。その海に
住むプランクトンの実物を観察します。このプランクトンは当日の朝、石丸先生が東京海洋大
学の前にある東京湾で採ってきてくださったものです。
最初は虫眼鏡で、次に顕微鏡で観察します。



13

すべて児童の顕微鏡で見えたものです。



石丸先生の顕微鏡でも見てみる

14

自分たちの顕微鏡だけでなく、石丸先生が使っている顕微鏡をテレビモニターに映し出して解説
をしていただきます。



プランクトンをスケッチ

15

自分のお気に入りのプランクトンをスケッチします。



16



海の中の「食べる食べられる」の関係を理解する

17

ピラミッドの形で示した「食べる食べられる」の関係の中に、自分たちがスケッチしたプランク
トンがどこに位置付けられるかを学びます。この図に人間を加えることで、人間と海の中の世界
が無縁でないことを理解します。



海洋教育パイオニアスクール実施記録
八王子市立由井第３小学校6年生

2019年2月21日（木）実施
由井第三小学校作成



実施概要

主催：八王子市立由井第三小学校
助成：海洋教育パイオニアスクール平成30年度助成事業
協力：一般社団法人 葛西臨海・環境教育フォーラム
講師（敬称略）：石丸隆（一般社団法人 葛西臨海・環境教育フォーラム理事長・
東京海洋大学名誉教授）・宮嶋隆行（一般社団法人 葛西臨海・環境教育フォーラ
ム理事）・高橋麻美（海洋研究開発機構）
サポートスタッフ：本間裕子（一般社団法人日本インタープリテーション協会）、
酒井卓（東京海洋大学大学院修士課程在学）・村井俊太（社会人ボランティア）
対象：由井第三小学校6年生2クラス 60名
4人×7班＋2人×1班 計8班

2



指導計画

3

【教科上の位置づけ】 教科：理科 単元：生きもの同士のつながり
【ねらい】ちりめんモンスター（チリモン）の観察を通して生物どうしの関係

性に興味を持ち、海の生きもののつながりを身近に感じてもらう。
【目的】「ちりモン」の観察を通じて「プランクトン」を認識し、海には多く

の種類の生き物がいることを把握する。
【テーマ】
①海には多様な生物がいる（多様性）
②多くの海洋生物は、子どものころはプランクトン（生活史）
③多くの生き物がプランクトンを食べている（食物連鎖関係）

【達成目標】
①「ちりモン」のソーティング（仕分け作業）を通じて、海の生物の多様性
を実感する。

②一般的によく知られている海洋生物（カニ、魚など）の幼生プランクトン
を２種類以上見つけ出し、多くの海洋生物が生活史の中でプランクトン
の時代を持っていることを知る。

③小さな生物の観察を通じて食物連鎖をイメージする。



当日の進行

4

配分 項 目 内 容
5 1．葛西臨海たんけん隊とは？

2．メンバーの紹介

5

テーマの提示
「海の中には、小さな生きものが食
べている、「もっと小さな生きも
の」がいるはず・・。それがプラン
クトン

1）質問１「海の生きものと言えば？」
2）質問２「ではその生物が食べているのは？」「そのまた生物が食べているのは・・」⇒1）、2）
の生徒の発言＆石丸先生の解説を板書
3)多くの海の生物が「プランクトン」 。「プランクトン」とは浮遊生物。今日はそれを見ていこう。

5 ・ちりモンについて（採集地と加工
過程） パワーポイントを使用して、チリモンの産地等を解説

15 観察
テーブルの中心に置かれたトレーにちりモンを配布
１）自分の色画用紙にちりモンを一掴み取る、２）肉眼とルーペで観察

似たものをグループに分けて、黒画用紙大の上でまとめる

10 代表的なちりモン紹介
顕微鏡で数種類を画面に映し出して解説
＞無脊椎動物の幼生プランクトン、魚類など数種類

黒画用紙にまとめたチリモンを白ペンで囲い、分類名を書き込む

5

観察継続
ワークシート：
１．イチオシちりめんモンスターを
探せ！

・班で相談して、気に入ったもの”班のオシモン”を一匹選び、シャーレに入れるよう伝える
※形が綺麗に残っているもの、珍しい種類のものなど、どんな基準で選んでも構わない
・”班のオシモン”について、特徴や選んだ理由を後で発表してもらうことを伝え、班で相談しなが
らワークシートを埋めるよう伝える

5 休み時間

5
観察継続
ワークシート：１．イチオシちりめ
んモンスターを探せ！

オシモンを選び、ワークシートの記入を続ける

5 オシモンの共有 各班のオシモンを教卓のモニターに投影しながら、クラスで共有する。

10 ワークシート
２．マイちりもん図鑑を作成せよ！

・木工用ボンドで、各自のワークシートにチリモンを貼る（魚、エビ・カニ）
・空欄には自分で好きな分類を作って、該当するチリモンを貼る

5 チリモン図鑑の共有 ・空欄に書いた分類を数人に発表してもらう。
・魚、エビ・カニ、生徒が発表した分類を板書する。

5 まとめの解説
・プランクトンとは何か
・海洋生物の生活史の解説「海の生きもの、小さい時はプランクトン」
・食物連鎖、海の生き物の複雑なつながり（ここに人間も関係している）

15 アンケート及び質問 アンケートを書く／アンケート内の質問をピックアップし、先生が質問に答える



海洋教育を行う意義

5

海に囲まれた日本では、海に接していなくとも海とは無縁ではいられません。そこで、八
王子でも他の都市に先駆けて海洋教育を進めていこうとしていることを説明していただき
ます。
6年生は5年生の時に石丸先生と宮嶋先生の授業を受けているので、ちょっとだけ復習も行
います。「プランクトン」とはどのような生き物なのかなどが中心です。

宮嶋隆行先生 石丸隆先生（左）と高橋麻美先生（右）



今日のテーマ

6

「海の生きもの」と言えばどのような生き物を思い出すか、から始まり、授業の初めに少し復習
した「プランクトン」とはどのような生き物かなどを確認します。
「微生物」という答えが多かったのですが、正解は「水の中を漂う生き物」。つまり大きさは関
係が無いのです。
さらに海の中の「食べる食べられる」関係についても復習します。



チリメンモンスター（チリモン）とは？

7

今日の教材である「チリメンモンスター（チリモン）」とはいったい何の生き物なのか。どこで
どうやって採集され、どうやって加工されたのか。
ちなみに今日のチリモンは和歌山沖で採られたものです。私たちの食卓に並ぶにはいくつもの工
程を経て「不純物」を取り除くのですが、チリモンはこの「不純物」を取り除かずに教材化した
ものです。この場合の「不純物」というのはカタクチイワシ以外の生物のこと。これらを総称し
て「モンスター」と呼んでいるのです。



観察

8

実際にチリモンを観察します。画用紙にちりモンを一掴み取って肉眼とルーペで観察し、似
たものをグループに分けて、黒画用紙の上でまとめます。



9



10



代表的なチリモン紹介

11

石丸先生やスタッフが見つけた代表的なチリモンをモニターに映し出します。



おススメチリメンモンスター（オシモン）を選ぶ

12

↑レプトケファルス（アナゴやウナギの子ども） ↑ウミノミ

↑カワハギ ↑ヨウジウオ



レア（珍しい）チリモン

13

左）クチキレウキガイ。10年近い葛西臨海たんけん隊のチリモン歴でも初めての発見です。
ほんの１～2ミリ程度の大きさなので、よく見つけることができました。

右）レプトケファルス。アナゴやウナギの稚魚です。これもたんけん隊チリモン史上3匹目な
のですが、今回は2匹も見つけることができました。レプトケファルス大漁の日でした。



14

↓メイタガレイ。カレイそのものは珍しくはないのですが、形がきれいなものはそこそこ珍し
いです。

↑カメガイ
「貝」という名前が付きますが、クリオネなどの仲間です。これも相当珍しい生き物です。



見つかったチリモン

15



ワークシート記入

16

木工用ボンドで、各自のワークシートにチリモンを貼ります。空欄には自分で好
きな分類を作って、該当するチリモンを貼ります。



17



まとめ

18

海の中の「食べる食べられる」の関係、さらにはそれらと人間との関係を学びます。
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