
概要 － 人と海に学び，豊かな感性を育てる海洋学習 －
備前市立日生中学校

１ 人と海との出会い … 「アマモ場の再生活動」の始まり

２０１３年は日生中学校にとって大きな転機の年であっ

た。

本校では，毎年１年生は地域学習として日生の地場産

業である「カキの養殖」の体験学習に取り組んできた。

この年で１４年目になる活動ではあったが，いつしか画

一化した単なる「作業体験」に終始していた。

全国的にも有名な地場産業である「日生のカキ養殖」

ではあるが，この活動が，どれほどに生徒の地域に対す

る理解を深めたり，「郷土愛」を育てたりすることにつな

がっているか，あるいは「海洋」や「漁業」に対する興味や関心を高めることに役立っているか，

さらには「日生の海」を教材・題材にしたこの「総合的な学習の時間」（以下，総合学習と略称

する）が他教科・領域の学習と関連した教育的効果を上げているかなど，この活動の意義や目的，

内容も含めて総合学習そのものを見直す時期に来ていた。

そんな時，日生町漁協の天倉専務より「アマモ場の再生活動」に参加しないかという提案があ

った。水質悪化などによりアマモ場が激減し危機的な状況に陥ってしまった日生の海を昔の豊か

な海に戻そうと，日生町漁協が３０数年間に渡って取り組んできたのが「アマモ場の再生活動」

である。（以下は，その活動の歴史的経緯を紹介した海洋劇『海に種まく人々』のナレーション

の一部である）

今から３０数年前，漁師自身，アマモが瀬⼾内海にとってどれほど⼤切なものかわかってはいなかった。

失って初めて気づいた。しかも，失ってしばらくたってからのことだった。

かつては「アマモの森」が瀬⼾内海全域に拡がっていた。アマモは，船の櫓やスクリューにからみついては

航⾏を妨げ，千切れ流れては網に⼤量にたまって漁師を泣かせる存在でしかないと思われていた。漁師た

ちはアマモを「邪魔藻」と呼び，目に敵にして刈り取り，抜き取ってさえいた。

瀬⼾内海が⾚潮だらけの海になっても，⼀時は漁獲量は増えていた。

しかし，ふと気づくと，⾒る⾒るうちに減っていた。あれほど豊かだった海に⿂がいなくなるという異常事態に

直面して，漁師ははじめて事態の深刻さを知ることになった。なぜ，コウイカの仲間や藻エビはいなくなって

しまったのか。

理由がわからないまま，漁師たちは，とにかく「対策」に乗り出した。稚⿂の⼈⼯⽣産と海への放流とい

う⾼度経済成⻑型の⽅法に頼ったのだ。しかし，捕れる⿂は⼀向に増えなかった。そんな中で，⼀⼈の

漁師だけが気づいていた。後の組合⻑，つぼ網の漁師 本⽥和⼠だ。つぼ網漁とは，⽔深２〜３ｍの

浅い海に，道網を張り，その先に⽵竿を⽴てて仕掛けた袋網へと⿂を誘い込む漁である。⿂の習性を利

用するつぼ網の漁師だからこそ海のこと，漁場のこと，海の生態系について熟知していたのだ。

アマモ場は昔から＜海のゆりかご＞と呼ばれてきた。ほと

んどの⿂はアマモ場で産卵し，稚⿂はそこで外敵から守ら

れて育つ。その＜ゆりかご＞がなくなったのだから，魚がい

なくなるのも当然である。

アマモの減少が原因ではないかと思いはしても，どうすれ

ばアマモの森を復活させることができるのか，さっぱり⾒当が

つかず，ただ頭を抱え込むしかなかった漁師たちであった。

そんな彼らの⼀⼈が新聞記事を⾒つけた。そこには県の⽔



産試験場がアマモの増やし方について研究した，その成果が載っていた。アマモは水中でイネのように種を

付ける。その種を取り出して播くことで，アマモ場を再生できるという。本田さんたちは，県の水産試験場に

すぐに電話を入れ，指導をお願いした。こうして，日生での「アマモ場の再生活動」が始まった。

１９８５年，⼤多府島にわずかに残っていた藻場で，種のついた花枝を６⽉に採取した。葉や茎を

海中で腐らせ，１０⽉に陸に上げて家族総出で実の⼊った種を選別した。その種を，あらかじめ漁師た

ちが話し合って決めた３か所に播いていった。かつてアマモがよく茂り，つぼ網の好漁場だった場所である。

⽶⼦湾以外の２か所では，さっそくに翌年から変化が現れた。何もない海底に，３本，５本とアマモ

の芽が生えているのを確認した漁師たちは，「やったらやれるがな，もっとやらんか」と，さらにアマモの種を

播き続けた。しかし，米子湾だけは，播いても播いても一向に芽が出る様子はなかった。

そんな時，岡⼭県⽔産課の若⼿職員だった⽥中丈裕（現⾥海づくり研究会議事務局⻑）さんが本

田さんを訪ねてきた。大学時代にスキューバーダイビングの資格をとっていた彼は，連日ボンベを背負って海

に潜り，海底の観察を⾏った。⽥中さんが⽬にしたのは，分厚く堆積した⿊いヘドロ状の泥であった。海底

は，完全に腐っていた。悪臭を放ち，水も濁り，海底に光がささない。水深２ｍほどなのに。これではアマ

モが育つわけがない。アマモは光合成によって育つのだから。

しかし，⽥中さんは不思議な光景も⽬にしていた。わずかながらアマモの種が芽を出しているところがあっ

たのだ。それはカキ殻が積もっている場所だった。カキ殻などゴミでしかなかったのに。田中さんは，カキ殻とア

マモの関係から，カキ殻がヘドロの粒⼦を舞い上がりにくくすることで，海⾯からの光が海底にまで届き，ア

マモが光合成のできる環境をつくっているのかもしれないと考えた。また，海底近くの水は明らかに澄んでい

たから，カキ殻には浄水効果があるのかもしれないとも考えた。

カキ殻など，ただのゴミであったのに…。こうしてアマモ場再生の第２段階が始まった。漁師たちがカキ殻

を播き始めて５〜６年したころには，米子湾にもアマモ場が生え始め，９７年には７haにまで再⽣した。

その後も，１９９７年７⽉に⻄⽇本に上陸した台⾵９号によってアマモが１本残らず抜けて流されて

しまうなど，多くの試練と苦難，試⾏錯誤の果て，ようやく⽇⽣の海にアマモ場が還ってきた。

かつては日生の海に５９０haも拡がっていたアマモ場がわずか１２haにまで減少していた。そのアマモ

場が，２００７年には８０haに，２０１１年には２００haに，そして２０１５年には２５０haに

まで回復してきた。

しかし，漁師たちにも⾼齢化と後継者不⾜の現実が押し寄せてきていた。次の世代に引き継ぐ時が来

たことを感じて始めていた。

５月，初めて「流れ藻の回収作業」について伝えたとき，生徒の多くは「アマモ」が何である

かさえ知らなかった。知っている生徒も「あんな汚いアマモを取って，どこに捨てるのですか」

「岸壁がきれいになりますね」など，＜アマモ場の再生活動＞を＜アマモの清掃活動＞と勘違い

していた。なぜなら，登下校時など日頃から，岸壁に打ち寄せられて腐敗し，黒く変色して悪臭

を放つ大量の「アマモ」を目にしていた生徒にとって，まさしく「邪魔藻」（邪魔者）でしかな

かったからである。

この生徒たちの反応から，海に対する＜生徒の意識＞に改めて気づかされるとともに，従来の

「体験学習」の問題点が明らかになった。

海辺の町であり，海と共に生きている日生に生まれ育っているにもかかわらず，生徒にとって

「海」は日々の生活とは遠く離れたものになっていた。護岸工事により砂浜の広がる海辺は失わ

れ，海は堤防によって陸と分離され，遊泳は禁止され，いつしか生徒にとっての「海」は「直接

に触れるもの」ではなく「眺めるもの」になっていたのである。

生徒にとっては，「カキの養殖体験」も「魚釣り」に近い感覚でしかなかった。５月頃に日生

町漁協が用意してくれた稚貝の付いたホタテをロープに結び付け，岸壁に横着けされたカキ筏に

括り付ける。数ヶ月後に中間観察を行って成長を確認し，２月に漁師さんがカキ筏から水揚げし

て作業場に山積みにされたカキを洗浄する作業を行う。この一連の体験活動において，直接に生



徒が海に出て養殖作業を行うことはない。収穫されたカ

キを目にし，手で触れるだけである。

このような体験活動においては，「海」を肌で感じる

ことを通して「海」との関わりを実感することは少ない

だろう。まして，日生の海の現状や日生の将来を自分の

問題として認識して考えようとする態度は育たないだろ

う。

(1) 「海」の再認識 … 共存から共生へ

「アマモ場の再生活動」に取り組んだことによる最

大の成果は，生徒が「海」を自分との関わりにおいて

認識できるようになったことである。

５月，１０班に分かれた生徒は日生町漁協の漁師さ

んの船に乗り，アマモの花枝が抜けて海面を漂う流れ

藻を回収し，アマモ場を再生する予定の海に設置され

た「ネットを張ったアマモ場」（アマモ筏）に運び入

れた。このアマモ筏は，ネットの上に集められたアマ

モがやがて腐って種が自然に落ちて海底に根付くよう

に工夫されている。

湾内を漂う大量の流れ藻に驚きつつ，競い合うように

船がアマモで一杯になるまで鈎棒や素手で嬉々として掬

い上げる生徒たちの姿は，まるで海と戯れているかのよ

うであった。そして，アマモ場に寄り集まっている小魚

の群れを目にした生徒たちは，アマモが海を浄化し，豊

かな海を支えていることを実感するとともに，達成感に

満ちた笑顔であった。

９月には「アマモの種の選別と種播き」作業を行った。

「アマモ場の再生」の大切さがわかった生徒にとって，

海に沈められ枯れて黒く変色した泥状のアマモを触ることも，海水で洗い流す作業で服が汚れる

ことも，繰り返し洗い流す作業も，もはや苦にはならなかった。むしろ，夾雑物（アマモの花枝

の腐敗したもの）が洗い流された後の底に残る小さな アマモの種，わずかしか残らない小さな

種に，まるで宝物を見つけたような感動さえ覚え

ていた。もはや，本校には「アマモ」を汚いと思

ったり，「清掃活動」と勘違いしたりする生徒は一

人もいない。

生徒たちの「海」に対する認識は大きく転換し

た。海は「眺めるもの」ではなく，「共に生きるも

の」であり，海は「陸」と同じく「生活の場」で

あることを実感することができた。そして，その

「海」が環境汚染により危機的状況となっている

ことを自分の問題として捉えるようになっていっ

た。



(2) 「聞き書き」による体験活動と言語（表現）活動の融合 … 外部機関との連携

日生町漁協より「アマモ場の再生活動」への参加を提案された同時期に，「聞き書き甲子園」

を主催している『認定ＮＰＯ法人共存の森ネットワーク』から「アマモ場の再生活動」への共同

参加の申し出があった。

「聞き書き」という学習方法は，単なるインタビューではなく「その人の仕事と半生から人生

観や世界観」を学ぶという姿勢を重視し，事前学習から事後学習まで一貫して「言葉を大切にし

た表現活動」に徹する。何を質問するか，聞き取った内容をどのようにまとめていくか，これら

一連の活動は，生徒に「主体的な学び」を体感させ，考えることや表現すること（伝えること）

が自然に身につくプログラムである。

この「聞き書き」を導入することで，「アマモ場の再生活動」という体験活動に「言語（表現）

活動」を融合させることができると考え，「共存の森ネットワーク」に協力を依頼した。

「共存の森ネットワーク」のスタッフおよび「聞

き書き」の経験のある大学生の協力により，日生の

海を知り尽くした「海の先輩」（漁師さん）に「聞

き書き」を試みた。

６月，生徒たちは班に分かれ，５人の漁師さんに

自分たちが生まれる以前の日生の海，日生の漁業や

アマモ場の再生への思いなどを自らの半生とともに

語っていただいた。その後，聞き取りデータをまと

め，資料などで補足しながらレポート（パネル）に

仕上げていく学習に取り組んだ。自らの体験を通し

て語られる言葉は，生徒たちの心に日生の海を愛す

る漁師の生き様とともに，彼らが懐かしがり残念が

る「海の変化」が強く印象づけられることとなり，あらためて「アマモ場の再生活動」の意義を

学ぶことができた。

「聞き書き」は，思考力・判断力・表現力を育成する上で効果的な学習方法であり，生徒の学

習意欲を高め，他教科・領域の学習にも活用できるものであり，体験活動の課題であった「体験

あって学びなし」という危険性を補完するための重要な言語活動として位置づけることができる

ことを確信できた。

２ 全校で取り組む「海洋学習」の確立 … 生徒と教師の意識が変わる

「アマモ場の再生活動」に関して，２０１３年度は２年生のみの試行的な活動であったため，

２年団以外の教員が活動に参加することはほとんどなく，活動内容について直接に知る機会もな

かった。他学年の教員からは何をしているのだろうと不思議がる声もあった。自分の所属する学

年が活動に参加するようになることも予測できるため，よく知っておきたいという声も聞こえて

きた。

そこで，日生中学校の教員とし「日生の海」に関して詳しく知っておくこと，特に「アマモ場

の再生活動」について十分な理解と認識をもつことが必要であると考え，４月当初に日生町漁協

専務理事の天倉さんを講師に校内研修を開いた。

教員が「日生の海・漁業」について学ぶ研修は初めてのことであり，「知らなかったことばか

り」「アマモの必要性や海洋学習についてよくわかった」「海の学習の意義がわかった」「興味が

わきました」等々の率直な感想が聞こえ，説明後の質疑応答も活発であった。何事にも前向きに

取り組もうとする本校教員の良き姿勢の表れであり，それが本校の教育活動を支えている原動力



である。

天倉さんの講話を聞いた他学年の教員から今年は自分の学年でも取り組みたいという意見が出

され，全校で「アマモ場の再生活動」を行うことに発展した。生徒のがんばっている姿，活動を

通した成長，そして活動の目的と意義が本校の教育活動や地域との連携に大きな意味があること

を理解した結果である。

そして，次年度以降，全校で「アマモ場の再生活動」

に取り組むことになった。

６月に学年ごとに曜日を替えながら「流れ藻の回収作

業」を行った。その際，３年生が１年生を指導しながら

活動する協同作業を取り入れ，先輩から後輩へと日生中

の海洋学習を引き継いでいく体制を整えることができた。

３ 先輩から後輩につなぐ … 生徒主体の活動へ

１年目は初めての海洋学習であり，教員も生徒も戸惑いながらも日生町漁協や漁師の方々，外

部関係機関の方々に指導や支援を請いながら取り組んだ。２年目は学校全体としての活動へと広

げ，本校の総合学習の柱に海洋学習を位置づけることができた。そして，３年目は「先輩から後

輩につなぐ」をテーマに取り組んできた。

本校では，生徒の自主的な活動スタイル，すなわち体育祭や文化祭，修学旅行などさまざまな

学校行事や活動においては先輩が後輩を指導するシステムができており，先輩の姿を見て後輩が

学んでいくという意識が伝統として培われている。このスタイルとシステムを海洋学習にも生か

して本校の新たな伝統として定着させる目的で取り組んだ。

(1) 新入生（１年生）へのプレゼン … 先輩から後輩につなぐ

海洋学習のスタートは，日生町漁協組合の天倉専務を講

師に招いて説明をお願いしたり，教員が説明したりしてい

たが，次年度以降は２年生の代表生徒が１年生に本校の海

洋学習を説明することにした。自分たちが１年間，実際に

体験した「アマモ場の再生活動」について振り返りながら

それぞれテーマごとにグループに分かれて，活動の内容，

意義や目的に関してまとめ，１年生にプレゼンを行った。

Ａグループ アマモとは何か（説明） Ｂグループ アマモと漁業の関係（役割）

Ｃグループ アマモ場の変化（減少と再生） Ｄグループ アマモと牡蠣の関係（相補性）

Ｅグループ アマモ場の再生活動Ⅰ Ｆグループ アマモ場の再生活動Ⅱ

１年生にとっては教員から説明を受けるよりも上級生から実際に体験した内容を，その先輩が

写っている写真や動画を見ながら聞くことは海への新鮮な興味と関心を引き出すことになった。

２年生にとっては自分たちの活動を後輩に引き継いでもらいたい思いが，その語り口に表れて力

のこもった説明となり，逆に自分たちも後輩に負けずに取り組もうという自覚が芽生えることに

なった。



(2) 「聞き書き」活動を受け継ぐ … 先輩の活動を学び，深化させる

「聞き書き」活動も３年目以降は，過去の活動を振り返るとともに，先輩の「聞き書き」を受

け継ぎ，さらに深めることを目的として取り組むことにした。

まず，認定ＮＰＯ法人共存の森ネットワークに所属する「聞き書き」の実戦経験をもつ大学生

６人に，以前に行った「聞き書き」をもとに，どの内容について詳しく質問するか，何をテーマ

に聞くか，まとめ方，今回の「聞き書き」の要点と方法などをまとめてもらい，それをもとに「聞

き書き」を行う１年生との打ち合わせを行った。

十分に事前学習を踏まえての「聞き書き」であったこともあり，

漁師さんからは「質問内容が以前より深いことを聞いてくる」「事

前に質問を教えてもらってないと答えられんぞ」など驚きとともに

嬉しそうな声があがっていた。中には，外に飛び出して漁網や道具

を取りに行き，その使い方などを説明する漁師さんの姿もあった。

子どもや孫のような生徒たちが目を輝かせながら質問し，メモを取

りながら聞き入る。説明に熱が入るのも当然で，休憩も取らず，予

定時間を遥かにオーバーした。終わった後，話者の方々は満足そう

な笑顔であった。

以後，生徒たちは担当大学生のサポートを受けながら，

録音テープを文字に起し，要点をまとめ，イラストを描き，

写真を選びながらパネルの原版を作り上げていった。

４ 「海洋学習」のシステム化とプログラム化

(1) 牡蠣の養殖体験活動

今年で1９年目になる牡蠣の養殖体験活動であるが，漁

業およびカキ養殖を家業とする生徒の減少にともない日生

の地場産業が漁業であり，特にその主軸が牡蠣養殖である

ことを実際的に知る生徒は少なくなっている。このことが

海と生徒の関わりをより希薄なものにしている。それゆえ

に，全国的に有名な「日生の牡蠣養殖」を種付けから水揚

げまでの一連の養殖作業を実体験できる活動がもつ意義は

大きい。自分たちが育てた牡蠣が大きく成長する過程を直

接に体験することで，牡蠣養殖に従事する漁師の苦労や喜

び，さらに「アマモ場の再生活動」との相乗効果により，生育や収穫が海洋や気候などの自然に

左右されることを学ぶことができ，生徒にとって故郷である日生と海の関わりをより深く実感す

ることができるようになった。



(2) アマモ場の再生活動

今年で６年目をむかえる「アマモ場の再生活動」である。

初年度は２年生の単独活動であったが，翌年より全校生徒

が各学年別に日にちを設定して「流れ藻の回収活動」に取

り組むようになった。今では本校の「総合的な学習」の中

心としてシステム化・プログラム化することができている。

護岸に隔てられた海と陸のように，海辺の町であり，海

と共に生きてきた日生に生まれ育ちながらも生徒と海は遠

く隔てられていた。生徒の意識は「海」は眺めるものでし

かなくなっていた。しかし，この活動により，生徒は漁師

の小舟に乗って海を疾走し，海の飛沫を身体で受け止め，海面を漂う流れ藻を素手で掬い上げる

ことにより海に触り，五感で「海」を実感することができるようになった。

さらに，流れ藻を回収することで海を清掃するとともに，アマモの種を取り出し，その種をま

くことでアマモ場を増やし，アマモの力で海を浄化させ，魚介類の住処を確保していくという「日

生の海」の再生の一翼を担っている（故郷への貢献）という達成感と満足感を実感することがで

きている。この活動を通して，海は「眺めるもの」（共存）から「共に生きるもの」（共生）へ

と生徒の意識は大きく転換されていった。

(3) 「聞き書き」活動 … パネルから新聞へ

初年度の日生の漁師さんから始まり，岡山県水産課の職員や農林水産総合センターの研究員，

ＮＰＯ法人里海づくり研究会議など海洋関係の専門家の方々へと話者を広げていき，さまざまな

立場から日生の海やアマモ場の再生活動に関わっている方々の話を「聞き書き」してきた。

２０１６年度の「聞き書き」活動では，話者を４つのテーマに基づいて選定した。

① 漁師さんを支え，自らもアマモ場再生活動に従事された漁師の奥様

② 日生諸島に居住されている漁師さん

③ アマモ場再生活動に初期から従事されてきたリーダー格の漁師さん

④ 日生外に居住しながら日生の海及びアマモ場再生活動に関わってこられた専門家

日生という地域（ふるさと）に漠然とした親和感は

あっても親密な帰属意識は少なかった生徒にとって，

漁師さんから直接に聞く話は日生が漁業によって支え

られてきた歴史を実感させるとともに，日生の海と漁

業の現状と課題，その解決に向けた「アマモ場の再生

活動」の意義は大きな衝撃となった。

特に３０数年間に渡って漁師さんが取り組んできた

歩みは，実際に自分たちが体験した「流れ藻の回収活

動」と直結し，生徒に日生が故郷であり，その故郷を

守る活動であることを実感させることができた。

また，さまざまな立場の方々が全国的・世界的規模

の見地から里海づくりの必要性やアマモ場の再生活動の先駆的な拠点が日生であることなどを説

明されたことを受けて，生徒は自分たちの活動の意義や重要性に気づいていった。

海洋学習に「聞き書き」という「言語（表現）活動」を取り入れることにより，流れ藻の回収

作業などの「体験学習」との相補的かつ有機的な学びが生まれた。「聞き書き」の基礎的な学習

方法を学んだ生徒は，学校行事だけでなく教科学習にもその方法や技法を応用・活用して，理解

力や表現力を向上させている。



(4) アマモポットの作成 … 小中学校連携の試み

１年生が洗浄・選別した「アマモの種」を学区にある日

生西小学校に持ち込み，岡山県笠岡市神島でアマモ場の再

生活動を行っている市民グループ（寺間・見崎里浜づくり

の会）の方を講師に招き，昨年度に体験している本校２年

生の代表生徒をサポーターにして，小学校６年生に「アマ

モポットの作成」活動を行った。中学生が小学生を指導し

ながら「アマモの種」をアマモポット（播種ポット）に植

えていく活動を一緒に行うことで，小学校と中学校の連携

を深めることができた。その後，小学生はポットの中で発

芽し生長していくアマモを観察していき，２月には成長し

たアマモはダイバーさんの手によって日生の海中に移植された。この活動により，アマモ場の再

生活動を小学校にも広めることができた。

(5) 学びを感性に刻む … 海洋劇を通して

演劇の学習効果は，劇の登場人物（役者）に成り

切って演じることで，その人物の思いや劇を通して

伝えたいメッセージを具現化できることである。そ

して，自らが演じる人物を「体現」することで，そ

の人物の感性と自らの感性が共鳴し，その人物の苦

悩や悲哀，喜び，使命感，願いなどを心身で学ぶこ

とができる。「演劇」を海洋学習に取り入れ，海洋

劇を創作することにした。

２０１５年には漁師さんが３０数年間取り組んで

きた「アマモ場の再生活動」を題材に『海に種まく

人々』を，２０１６年には漁師の後継者問題を題材に『ありがとう』を，２０１７年には日生の

未来像を描く『愚公，山を移す』を創作して演じ，聴衆に大きな感動を与えることができた。

５ 海洋教育の可能性 … 子どもたちが拓く＜地方再生＞の未来

６年間を振り返ったとき，生徒の意識が大きく変容してきたことを強く感じる。海洋教育の発

展と深化とともに，生徒たちの海に対する認識と意識は大きく変わった。もはや「アマモ」や「里

海」の言葉を知らない生徒はいない。そして，生徒の口から伝わる海洋学習の楽しさ，アマモの

大切さ，海の危機と里海の重要性は，保護者や地域住民へと拡がっていき，アマモは完全に市民

権を得るに至っている。学校教育が，生徒の活動を通して「地方再生」の大きな動きとなってい

ることを実感する。

これからの教育あるいは「地方再生」を考えるとき，学校と地域の有機的連携の重要性を痛感

する。地域の「教育資源」を積極的に学校教育に生かすことは，生徒に「人との関わり」や「社

会的視野の広がり」などの深まりをもたらすと同時に，地域の人々から学習活動や学習活動の成

果に対する評価をもらうことが生徒の学習活動への意欲となり、社会の一員としての自覚を促す

ことが期待できる。また，この学習効果が地域社会へと還元されるとき，生徒の社会参加や地域

貢献への意欲が培われることにつながり，地方再生の大きな原動力となるであろう。

さらには，一昨年からは日生西小学校が，昨年からは岡山学芸館高等学校が「アマモ場の再生

活動」を中心とする本校の海洋学習に連携校として協同参画することになり，日生から他地域へ

と一層の拡がりが生まれている。また，備前市農政課において「里海づくり」プロジェクトが始

動するなど，行政にも大きな影響をあたえている。



日生中学校の海洋学習 － ６年間の活動 (経緯） －

＜ Ｈ２５年度（２０１３年４月～２０１４年３月） ＞

月 日 アマモ場の再生活動 「聞き書き」活動 他の海洋関連活動

５月１０日 ○カキの種付け（１年）
ロープに稚貝の付いたホタテの貝
殻を挟み，カキ筏に吊す。

５月２４日 ○流れ藻の回収作業（２年）
班（10班）ごとに漁師さんの船に乗り，
海を漂うアマモ（花枝）を回収する。

６月１７日 ○「聞き書き」の関する講話（NPO法人共存の森ネットワーク 吉野奈保子）
○「聞き書き」学習（２年）

話者：日生の漁師
早川雅清，藤生泰三，磯本実，川渕義徳，

～１１月 天倉辰巳

※ 「聞き書き」のテープ起し ～ まとめ作業
パネル作成 ～

９月２４日 ○アマモの種取り・選別・播種（２年）
海中に吊しておいたアマモを入れた網袋
を引き上げ，夾雑物（花枝が腐敗したも
の）を除去し，種子を選別する。
船で所定の場所に移動し，種子を海中に
播く。

１０月１５日 ○カキの中間観察（１年）
生長の様子を観察する。

１１月 ９日 ◎『全国アマモサミット2013 in みやぎ』に代表生徒が参加

※ 代表生徒２名（２年生）が全体会（パネルディスカッション）および「高校生
サミット」にて実践発表を行う。

２月１２日 ○カキの水揚げ（１年）
カキ筏から水揚げされたカキの洗浄
と選別を行う。



＜ Ｈ２６年度（２０１４年４月～２０１５年３月） ＞

月 日 アマモ場の再生活動 「聞き書き」活動 他の海洋関連活動

４月 ○校内教職員研修
日生町漁協の天倉専務よる「日生の
海と漁業」に関する講話

５月 ９日 ○カキの種付け（１年）

５月１５日 ○「沖縄修学旅行」（３年）にて海洋
学習

※「しかたに自然案内」の協力により，
備瀬崎にて海辺のフィールドワーク
を体験する

５月２３日
２７日 ○流れ藻の回収作業（２年）
３０日 ○流れ藻の回収作業（１年＋３年）

○流れ藻の回収作業（１年＋３年）

※ 「先輩から後輩へ伝統をつなぐ」をテ
ーマに昨年度体験した３年生と１年生
が同じ船に乗り込み先輩が後輩を指導
しながら回収作業を行った。
今年度より全校生徒での活動となる。

１０月１６日 ○アマモの種取り・選別・播種（１年） ○アマモに関する講話（NPO法人里海づくり研究会議 田中丈裕）
○「聞き書き」活動

話者：様々な立場から海洋に関わる人々
田中丈裕，
大塚万紗子（海洋政策研究所 特任研究員）
後藤真樹（岡山県農林水産部水産課振興班）
元谷剛（岡山県農林水産総合センター）
天倉辰巳（日生町漁業組合 専務理事）
木村尚（海辺つくり研究会 事務局長）

１１月１８日 ○カキの中間観察（１年）

２月２５日 ○カキの水揚げ（１年）



＜ Ｈ２７年度（２０１５年４月～２０１６年３月） ＞

月 日 アマモ場の再生活動 「聞き書き」活動 他の海洋関連活動

５月１８日 ○カキの種付け（１年）

５月２０日 ○「日生中の海洋学習」を紹介するプレゼ
～６月 ６日 ンを作成（２年）

６月 ８日 ○「日生中の海洋学習」を説明する。
２年生代表生徒が１年生に説明する。

６月１０日 ○流れ藻の回収作業（１年） ○「聞き書き」活動（１年）
話者：１年目と２年目に「聞き書き」を行った方々より選抜

１１日 ○流れ藻の回収作業（２年） 早川雅清，藤生泰三，川渕義徳，田中丈裕，後藤真樹
１２日 ○流れ藻の回収作業（３年） 中力健治（岡山県農林水産総合センター）

※ 一昨年の話者と昨年の話者より選出した 方々に対して先輩が行った「聞き書
き」の内容を事前に学習し，より深めるための質問を考えて「聞き書き」を行
った。（先輩から後輩につなげる）

※ 「聞き書き」のテープ起し
～ まとめ作業 ～ パネル作成

～ １２月

１０月 ９日 ○アマモの種取り・選別・播種（１年）

１０月１０日 ○アマモポットの作成（１年）
※ 採集したアマモの種をアマモポットに

移植し，生長を観察する。

１０月１７日 星輝祭文化の部にて海洋劇を上演

１１月１０日 〇カキの中間観察（１年）

２月１０日 〇カキの水揚げ（１年）

～３月 ◎『人と海に学ぶ海洋学習Ⅰ』作成



＜ Ｈ２８年度（２０１６年４月～２０１７年３月） ＞

月 日 アマモ場の再生活動 「聞き書き」活動 他の海洋関連活動

５月１０日 ○カキの種付け（１年）

６月 ３日 ○流れ藻の回収作業（２年）

６月 ４日 ◎『全国アマモサミット2016 in 備前』に全校
生徒が参加

※ ３年生が昨年度の文化祭で上演した海洋劇
『海に種まく人々』をアレンジして上演する。

６月２２日 ○流れ藻の回収作業（１年）

７月１３日 ○「聞き書き」活動（１年）
話者：本田満寿美（前組合長の奥様），山口清貴（頭島支所長），磯本洋（漁師）

淵本重廣（現組合長），片山貴之（海洋建設研究調査部部長）
森田健二（NPO法人海辺つくり研究会理事）

～ １２月 ※ 「聞き書き」のテープ起し ～ まとめ作業 ～ 「海洋新聞」を作成

９月３０日 ○アマモの種取り・選別・播種（１年）

１０月 ３日 ○アマモポットの作成（２年）

※ ２年生の代表生徒が日生西小学校で「ア
マモポット作成」の出前授業を行う。

１０月１５日 星輝祭文化の部にて海洋劇を上演

１１月１３日 ◎「海の宝アカデミックコンテスト ２０１６」（北海道大学主催）
「おとひめ賞」（優秀賞）・「ちょうちんあんこう賞」（奨励賞）を受賞

１１月２２日 〇カキの中間観察（１年）

２月１５日 〇カキの水揚げ（１年）

◎『人と海に学ぶ海洋学習Ⅱ』作成
～３月 ※ 活動を冊子と映像（DVD）に収録



＜ Ｈ２９年度（２０１７年４月～２０１８年３月） ＞

月 日 アマモ場の再生活動 「聞き書き」活動 他の海洋関連活動

５月 ９日 ○カキの種付け（１年）

６月１４日 ○流れ藻の回収作業
（１年＋３年＋岡山学芸館高校医進コース）
※ 今年度より，岡山学芸館高校と海洋学

習の共同学習に取り組む。

１５日 ○流れ藻の回収作業（１年＋３年）
１６日 ○流れ藻の回収作業（２年）

７月１３日 ○「聞き書き」活動（１年）

話者：藤生喜江子（つぼ網漁師の奥様），天倉辰已（日生町漁協専務理事）
磯本洋（長瀬網漁師），淵本重廣（現組合長），藤生泰三（つぼ網漁師）
早川雅清（底引き網漁師），田中丈裕（里海づくり研究会議事務局長）
古川恵太（笹川平和財団海洋政策研究所 海洋研究調査部長）

※ 今年度より，岡山学芸館高等学校医進コースの生徒と共同学習に取り組む。
※ 「聞き書き」のテープ起し ～ まとめ作業 ～ 「海洋新聞」を作成

１０月 ４日 ○アマモポットの作成（２年）

※ ２年生の代表生徒が日生西小学校で「ア
マモポット作成」の出前授業を行う。

１０月１４日 星輝祭文化の部にて海洋劇を上演

１０月１８日 ○アマモの種取り・選別・播種
（１年＋岡山学芸館高校医進コース）

◎「海の宝アカデミックコンテスト ２０１７」（北海道大学主催）
「いさりび賞」（奨励賞）を受賞

１１月２８日 〇カキの中間観察（１年）

２月１４日 〇カキの水揚げ（１年）

◎『人と海に学ぶ海洋学習Ⅲ』作成
～３月 ※ 海洋劇３部作を収録



＜ Ｈ３０年度（２０１８年４月～２０１９年３月） ＞

月 日 アマモ場の再生活動 「聞き書き」活動 他の海洋関連活動

５月１６日 ○カキの種付け（２年）

６月 ４日 ○流れ藻の回収作業（１年＋３年）
５日 ○流れ藻の回収作業

（３年＋岡山学芸館高校医進コース）
１２日 ○流れ藻の回収作業（２年）

７月１０日 ○「聞き書き」活動（１年）
話者：柳哲雄（九州大学名誉教授）

松田治（広島大学名誉教授）
淵本重廣（現組合長）
山口清貴（頭島支所長）
磯本洋（長瀬網漁師），藤生泰三（つぼ網漁師）
丹波昌弘（海運），山口正志（海運）

※ 海洋研究者，日生の漁師，日生の海運関係者を招いて，海に関係する様々な立
場の話を聞いた。

※ 「聞き書き」のテープ起し ～ まとめ作業 ～ 「海洋新聞」を作成

８月２５日 ◎「『里海』生誕２０周年記念シンポジウム」にて，代表生徒が発表を行う。

１０月 ４日 ○アマモポットの作成（１年）

１０月１６日 ○アマモの種取り・選別・播種
（１年＋岡山学芸館高校医進コース）

１０月３０日 ◎総合学習授業：「日生の社長になろう－地域活性化の応援団－」
３年生が３年間の海洋学習の総括として授業に取り組む。

１月２６日 ◎「海洋教育シンポジウム」にて，代表生徒が実践発表を行う。

２月１３日 〇カキの水揚げ（２年）

２月１６日 ◎「毎日地球未来賞」（毎日新聞主催）
「奨励賞」を受賞し，代表生徒（生徒会）が実践発表を講演する。

３月１４日 ◎海洋学習講演会（岡山学芸館高等学校医進コース生徒による講演）

◎『人と海に学ぶ海洋学習Ⅳ』作成
※ アマモに関する学習をプレゼンにま

～３月 とめた冊子とＤＶＤを作成した。



 
 
 

 

 
１ 単元名 「日生の社長になろう」～地域活性化の応援団～ 
 
 
２ 単元設定の理由 

本校では，日生町漁業協同組合の全面協力の下，「海洋学習」という名称で，地域学習に全学年で

取り組んでいる。主にカキの養殖体験，アマモ場の再生活動などの体験活動を行っており，生徒達

はそれぞれの活動を楽しみ，意欲的に取り組んできた。また，その都度振り返りをする中で，多く

の生徒が日生の海に対する肯定的な感想を述べている。（「日生にとっての『宝』は何ですか」とい

う問いに対し，30 名中 26 名が「海」あるいは「アマモ」と回答した。）しかし，これらの学習は中

学生の期間内での連続性はあるものの，中学校３年間で完結するため，さらに探求したり，その後

の生き方へ生かそうとしたりする生徒は少ない。そこで，３年間の活動を細かく振り返ることを通

して，地域における課題に気づかせたり，その解決の方法について考えさせたりすることを目的に

単元の設定をした。あわせて，本校の「総合的な学習の時間」の各教科との連携等を進めていくた

めに，本単元の指導結果をもとに「総合的な学習の時間」のカリキュラムについて研究し，マネジ

メントしていきたい。単元の概要は以下の通りである。 
＜単元の概要＞ 

本単元の学習は，まず，これまで学習してきた「海洋学習」についての振り返りによる学びの再

認識をする場として考えられる。ウェビングを用いて海洋学習についてのイメージを広げていくこ

とにより，学び取ったことに加え，何かしらの課題を見つけられる生徒が現れることを期待したい。

その課題に焦点を当て，課題解決に向けたアイデアを生み出すため，グループでの対話的な活動を

設定し，話し合うことでアイデアの整理・分析を促したい。また，その結果を発表することで，プ

レゼンテーション能力の向上と，クラス全体への思考の共有化を図る。さらには，日生の将来への

展望や地域への貢献等について考えたり，「今の自分たちにできることは何か」を探求したりする活

動への展開も期待できる。 
 
３ 単元の目標 
 ○ 3 年間の海洋学習を振り返る中で新たな課題を見出し，収集し，それを整理したり分析したり

して，まとめることができる。              （知識及び技能） 
 ○ 多面的な見方で発想を広げ，課題解決に向けた方策を考え出したり，相談しながら集約した

りすることができる。                  （思考力・判断力・表現力等） 
○ 集約した様々なアイデアを取捨選択してポスターにまとめ，聴衆に伝わりやすいようにまと

めて発表することができる。               （思考力・判断力・表現力等） 
 ○ 自他のグループの発表を受けて，それぞれのグループの思考を共有することで，その良さを

他の学習に役立てようとしたり，現在の自分の生活を見つめ直そうとしたりすることができる。 
         （学びに向かう力，人間性等） 
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４ 単元の評価規準 
評価の 
観点 知識及び技能 思考力・判断力・表現力等 学びに向かう力・人間性等 

 
評 
 
価 
 
規 
 
準 

 
 

○ 集めた情報を整理した
り，分析したりして，ま
とめている。 

○ まとめた内容を，相手
に分かりやすく伝えるた
めの工夫と準備をしてい
る。 

○ ウェビングの手法を用
いて，発想を広げている。 

○ グループで各の考えを
共有しながら，よりよい
解決方策に集約する活動
に，意欲的に参加してい
る。 

○ 発表の際に聴衆を意識
して発言している。 

○ 各グループの発表を受
けて，学んだことを何に生
かすことができるか考え
ようとしたり，現在の自分
と照らし合わせようとし
たりしている。 

 
 
 
５ 指導と評価の計画（全３時間） 

 主な学習活動
 

評価規準（○）及び評価方法（●）
 

１ 
 
 
 

・スライドによる海洋学習の振り返り 
 
・ウェビングの手法を用いて学んできたことをでき
るだけたくさん記入する。 
 
・自他のワークシートを用いて思考を共有する
。 
 

 
 
○ウェビングの手法を用いて，発想

を広げている。 
●ワークシート 

２ 
 
 

・ウェビングにより課題解決のためにたくさん
のアイデアを出す。 
 
 
・グループでアイデアを共有し，話し合いなが
ら集約していく 
（グループで一つの会社をつくる。社名・会社
のコンセプトを相談して決める。） 
 

○ウェビングの手法を用いて，発想
を広げている。 

●ワークシート 
 
○ 集めた情報を整理したり，分析

したりして，まとめている。 
○ グループで各の考えを共有しな

がら，よりよい解決方策に集約す
る活動に，意欲的に参加している。 

● 話し合いの様子の観察 
 

３ 
 
 
 
 
 
 
 

・発表の準備をする。 
 
 
 
 
・各グループの発表をする。 
 
 
 
 
・発表を受けて感想や意見を述べ相互評価をする。
  

○まとめた内容を，相手に分かりや
すく伝えるための工夫と準備をし
ている。 

●ポスターの工夫 
 
○ポスター発表の際に聴衆を意識し

て発言している。 
●ポスターを使った発表による表現

の観察 
 
○各グループの発表を受けて，学ん

だことを何に生かすことができる
か考えている。 

●意見発表の様子の観察 
 

 
 
 
 
 
 



６ 本時案（第３時） 
目標 ○ 集約した様々なアイデアを取捨選択してポスターにまとめ，聴衆に伝わりやすいよう

にまとめて発表することができる。        （思考力・判断力・表現力等） 
○ 自他のグループの発表を受けて，それぞれのグループの思考を共有することで，その

良さを他の学習に役立てようとしたり，現在の自分の生活を見つめ直そうとしたりす

る。                     （学びに向かう力，人間性等） 
学習活動 教師の指導・支援（☆特別支援の視点） 学習評価 

 
１ 前時の内容を振り

返り，本時の学習活
動を知る。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
・前時までに，グループを「会社」と見立て，以下 

の内容について話し合い活動をしている。 
○社長の決定 
○会社名 ○会社のコンセプト（ミッション） 
○具体的な課題解決の手立て 

 
 
 
  
 
 

 
本時は，Ｔ２と 
連携して活動へ 
の助言をし，そ 
の様子を観察す
る。 

 
 
 

２ 発表準備をする。 
 (1)ポスターを制

作する  
(2)発表の分担を

する。 

 
・ポスター内に必ず掲載することがらを確認する。 

○会社名 ○コンセプト ○事業内容  
 
☆考えの持ちにくいグループには助言する。 

○まとめた内容
を分かりやす
く伝えるため
の準備をして
いる。 

●ポスターの工
夫 

３ 発表する。 
  質疑応答する。 
 
 
 
 
 
 

・それぞれの「会社」の良いところを探しながら発
表内容を聞くこと，良い点は記録することを確認す
る。 
（記録用ワークシートの配付） 
 
・机間巡視により，発表を聞きながら生徒が記録し
ている内容を把握しておく。 
・発表中の質疑応答はそれぞれの会社（社長等）が
行い，教師が主導しないようにする。 
 
☆ワークシートは一見して記入する箇所が分かる
よう配慮する。 
 

○ポスター発表
の際に聴衆を
意識して発言
している。 

●発表・表現の観
察 

 

４ 本時のまとめを
する。 

「お互いの会社の良かった点を実現したとき，日生
はどうなっているだろうか想像してみよう。ワー
クシートに，想像した将来の日生の姿を書きまし
ょう。」 

・数名の生徒の考えを紹介してする。 
☆想像しにくい生徒には，感想を書いても良いとい
うことを伝える。 
・日生町漁協専務の天倉さんの言葉を引用して，本
時のまとめとする。 
 
 
 
 
 
※制作したポスターは校内掲示をして他学年へ紹 
介することで，次年度に向けて後輩達がより深 
い学びに向かうよう働きかける。 

 

○各グループの
発表を受けて，
学んだことを
何に生かすこ
とができるか
考えている。 

●ワークシート 
 
 
 

◎「おおむね満足できる」状況（B）と判断する生徒の姿の例 
 ・ ポスター制作に積極的に参加することができる。 

・ ワークシートに，他のグループの良い点を記入し，自分にできることを考えている。 

目標 お互いの会社の良いところを探し，将来の

日生の姿について考えよう。 

まとめ 「中学生のみんなには『日生の応援団』

になってもらいたい。」 



    

  

  
    

２ 目標を実現するにふさわしい探究課題 

１ 目標の設定 

各学校における教育目標 総合的な学習の時間の第１の目標 

学校において定める総合的な学習の時間の目標 

 探究的な見方・考え方を働かせ、横断的・総合的な学習を行い、地域（ふるさ
と）や社会のすばらしさを体験的に学ぶことを通して、主体的に学習活動に取り組
み、課題を解決していく力を身に付けさせて、自らの生き方や地域の将来について
創造的に考えていくための資質・能力を次のとおり育成することを目指す。 
(1)  探究的な学習の過程において、課題の解決に必要な知識及び技能を身に付け、

自分の住む地域（ふるさと）や社会の良さと課題を知るとともに、探究的な学習
のよさを理解するようにする。 

(2)  自分の住む地域（ふるさと）や社会の中から問いを見いだし、自分で課題を立
て、情報を集め、整理・分析して、相手や目的に応じてわかりやすくまとめ・表
現することができるようにする。 

(3)  自分の住む地域（ふるさと）や社会についての探究的な学習に主体的に取り組
むとともに、多様な人々と協働しながら、将来を考え、夢や希望をもち、自己実
現をはかり、積極的に地域や社会に貢献しようとする態度を養う。 

総合的な学習の時
間の目標は、各学
校で策定している
「学校教育目標」
等と学習指導要領
記載の第1の目標
とを踏まえて、各
学校で作成します。 

３年間の海洋学習（地域学習）の振り返りから、新たに地域の課題を見出し、その課題解決のために自らが社長
となり、町の活性化をミッションとして掲げる「地域の社長になろう～地域活性化の応援団～」の取組を通して、
自らが地域に貢献できることを考えたり、自己を見つめたりする単元である。 

「 地域学習を将来へつなげる ［第３学年］」 

新学習指導要領の趣旨を
踏まえた授業実践事例集 

中学校総合的な学習の時間    

© 岡山県マスコット 
ももっちとうらっちと仲間たち 

３ 単元を通して育成を目指す資質・能力 

生徒が自分の事として学びを進
められるように実社会や実生活
の問題を取り上げたり、振り返
りでは、文章やレポートに書き
表したり、口頭で報告したりす
ることなどを行いましょう。 

身に付けた知識や技能を使って
相手に説明したり、他者からの
多様な情報を収集したり、情報
を可視化・操作化したりしなが
ら、他者とともに課題解決する
学習場面を設定しましょう。 

探究的な学習の中で、「情報収
集」や「整理・分析」「まと
め・表現」をする際に、各教科
等で身に付けた資質・能力をど
のように活用するか、生徒が考
える場面を設定しましょう。 

授業づくりのポイント 

Point 

地域（ふるさと）の良さや課題を改めて知るとともに、課題解決のための情報を収集
し、それを整理・分析したり、まとめたりする技能を身に付けることができる。 

３年間の海洋学習の振り返りから新たな課題を見いだし、多面的な見方で発想を広げ
たり、解決の方策を考えたりし、意見を集約したポスターにまとめ、聴衆に伝わりや
すいように発表することができる。 

それぞれの班の思考を共有することで、地域や自己を見つめ直し、日常の学習や生活
に生かそうとする。 

知識及び 
技能 

思考力、判断力、 
表現力等 

学びに向かう力、 
人間性等 

授業実践事例 

総合的な学習の時間を核に、他
教科で身に付けた資質・能力や
教科を超えた全ての基盤となる
資質・能力をどう活用するのか
を考えながらすすめましょう。 
 

学習活動を「①課題の設定→②
情報の収集→③整理・分析→④
まとめ・表現」の一連の探究の
プロセスとなるように単元を構
想しましょう。 

探究的な学習を充実させるため
に、課題解決につながるように
体験活動を意図的・計画的に位
置づけたり、「考えるための技
法」を様々な場面で活用させた
りしましょう。 

  

１ 目標の設定 

各学校における教育目標 総合的な学習の時間の第１の目標 

学校において定める総合的な学習の時間の目標 

 探究的な見方・考え方を働かせ、横断的・総合的な学習を行い、地域（ふるさ
と）や社会のすばらしさを体験的に学ぶことを通して、主体的に学習活動に取り
組み、課題を解決していく力を身に付けさせて、自らの生き方や地域の将来につ
いて創造的に考えていくための資質・能力を次のとおり育成することを目指す。 
(1)  探究的な学習の過程において、課題の解決に必要な知識及び技能を身に付

け、自分の住む地域（ふるさと）や社会の良さと課題を知るとともに、探究
的な学習のよさを理解するようにする。 

(2)  自分の住む地域（ふるさと）や社会の中から問いを見いだし、自分で課題
を立て、情報を集め、整理・分析して、相手や目的に応じてわかりやすくま
とめ・表現することができるようにする。 

(3)  自分の住む地域（ふるさと）や社会についての探究的な学習に主体的に取
り組むとともに、多様な人々と協働しながら、将来を考え、夢や希望をもち、
自己実現をはかり、積極的に地域や社会に貢献しようとする態度を養う。 

総合的な学習の時間の
目標は、各学校で策定
している「学校教育目
標」等と学習指導要領
記載の第1の目標とを
踏まえて、各学校で作
成します。 

Point 

授業実践事例 

知識及び 
技能 

思考力、判断力、 
表現力等 

学びに向かう力、 
人間性等 



 
 
 
 

 
 
 
 

主体的・対話的で深い学びを実
現するために 

教師は、生徒の思いや願いを聞きな
がら「探究のプロセス」を進めます。 
その中で、主体的な学び（自分事と
して、絶えず状況を振り返るなど）、
対話的な学び（説明したり、情報を
可視化したり）を通し、深い学び
（資質・能力を活用・発揮し質的向
上を目指す）といった視点を取り入
れます。 

生徒の思いや願いと
つなげて探究のサイ
クルを回しましょう。 

伝えたいことを論理
的に表現させ、自分
の考えを一層確かな
ものにさせるように
しましょう。 

Check □ 

Check □ 

学びの質を高める 
ために・・・ 

・集約した様々なアイデアをまとめたポスターを用いて、聞く人に伝わりやすいように発表する。 
・自他の班の発表を受けて、それぞれの班の思考を共有することで、その良さを他の学習に役立 
 てようとしたり、現在の自分の生活を見つめ直そうとしたりすることができる。 

 
 
 
 
生徒の気付きや新た
な発想を表現するこ
とができるように、
丁寧に取組（学び）
を振り返らせましょ
う。 

Check □ 

中学校保健体育科     

本単元の流れ 子供の学びの姿 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ◎班で一つの会社をつくり、社名・会社のコンセプト、課題 
  解決の手立てを集約する。 
 ・人に着てもらうにはどういうことをすればいいのかな？ 
 ・ＳＮＳも活用できないかな？ 
 ・アマモ再生活動を体験してもらったらいいな。 

 ◎ウェビングを用いて、３年間の海洋学習を振り返り、新た 
  な課題を見いだす。 
 ・後継者不足などまだまだ課題があるな。 
 ・地域の良さを日本中に発信したいな。 

本時 

４ 単元のデザイン  全５時間 

 ◎ウェビングにより課題解決のためのアイデアを個人で考え、班で共有する。 
 ・どうやったら地域が活性化するかな？ 
 ・こんなところも地域の良さだな。 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

・ポスターを用いて、聞く人に伝わりやすいように発表する。 
・それぞれの班の思考を共有することで、その良さを他の学習に役立 
 てようとしたり、現在の自分の生活を見つめ直そうとしたりする。 

学習の流れ 子供の学びの姿、教師の手立て 

◎前時の学びを振り返り、本 
 時のめあてをつかむ。 
・地域を活性化するために、  
 色々な考えを聞いてみたい。 

◎聞く側を意識して課題解決 
 の手立てなどを発表し、そ 
 れぞれの「会社」の良い所 
 を探しながら発表を聞く。 

◎それぞれの発表や地域の方 
 の思いも意識ながら、学び 
 を振り返る。 
・「中学生のみんなには地域 
 の応援団になってもらいた 
 い」に対してどう答えてい 
 けるかな。 

○まとめで用いたウェビング 
 図をもとに、これまでの学 
 びを振り返らせる。 

生徒の思いや願いと
つなげて探究のサイ
クルを回しましょう。 

振り返りでは、音声言
語、文字言語それぞれ
の意義があります。振
り返りの時間を確保す
るとともに、児童の思
考に寄り添い、単元の
流れも柔軟に変更しま
しょう。 
 

○身に付けた技能などを使っ   
 て説明させたり、他者から 
 の多様な情報を収集できる 
 ようにさせたりする。 

思考を促すツール等
を使い、考えるため
の技法を教え、活用
するなど、意図を
持ったワーシートを
作成しましょう。 

Check □ 

Check □ 

Check □ 

第５時／全５時 ５ 本時の展開 

主体的な学びの手立て 

対話的な学びの手立て 

めあて 
お互いの会社の
良いところを探
し、将来の地域
の姿について考
えよう 

前時までの学習
を想起し、本時
のめあてをつか
む 

各班の発表と
質疑・応答を
繰り返す 
 
発表について
全体でまとめ
る 

学習を振り返
り自己を見つ
める 

学びの質を高める
ために自分の授業
づくりと比べて
Checkしよう！  

本時のねらい 

◎課題解決に向けた考え方を 
 深める。 
・「クーポン配ったら赤字に 
 なるのでは？」 
 「経済の循環が起きて町の  
 活性化につながります」 

○実現可能であるか等の視点 
 で、他教科での学びを生か 
 し、多様な見方・考え方で 
 考えさせる。 

○海洋学習でお世話になった  
 方からの言葉をもとに、地 
 域の一員として自己を見つ 
 めるようにする。 

【まとめ・表現】 
課題の解決策をまとめ、
表現する 

 ◎班の考えをポスターにまとめ、発表し、お互いの会社の良さに気付き、将来の 
  地域の姿を考える。 
 ・どのようにまとめたらみんなに伝わるのかな。 
 ・地域の応援団としてどんなことができるかな。 

【課題の設定】 
３年間の地域学習を振り返
り、課題の設定を行う 

【整理・分析】 
課題解決に向けて、収集
した情報（アイデア）を
整理し、分析する 

【情報の収集】 
課題解決のための情報（ア
イデア）を収集する 

 
 
 
生徒の思いや願いと
つなげて探究のサイ
クルを回しましょう。 

Check！□ 

 
 
 

Check！□ 

自分の考えを一層確
かなものにさせるた
めに、伝えたいこと
を論理的に表現させ
ましょう。 

 
 
 

Check！□ 

丁寧に取組（学び）
を振り返らせ、生徒
の気付きや新たな発
想を表現することが
できるようにしま
しょう。 

深い学びの手立て 

地域に愛着をもって、自分の
将来について真剣に考えてい
いこう 

自分の将来を真剣に考えて、
積極的に地域や者会に貢献し
ていこう 
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総合的な学習の時間ＷＳ ６

「海洋学習② 聞き書き１ 説明」

（ ）組（ ）番（ ）

１ 私たちはなぜ「海」について学ぶのか？ ３年間の海洋学習の目的

○地域の大人と関わることで、見識を広げる（地域）

○人の生き方を見聞きして、自分の今後の生き方を考える（キャリア）

○地域の資本となる「海」の利点、弱点、経済活動との関わり、環境保全などについて

考える。今後の「日生」と「自分」はどうあるべきかを考える（環境）

２ ３年間の海洋学習を通じて考えること

○「日生」、「日生の海」のこれから

地域はどう元気になっていくか。地域の宝を大切にするには。そのために必要なこと。

○自分の生き方

自分はどう「日生」に関わるか。自分は今後どうなっていきたいか。理想の自分とは。

３ １年次の活動

日程・予定 学習活動 詳細 具体的活動イメージ

６／２０（水） 事前学習 説明・調査 資料、タブレットを使って調査

６／２１（木） 質問考える １人１０個の質問を考える

６／２７（木） 質問完成 重なっていれば、変更、削除

７／５ （木） インタビュー練習

７／１０（火） 聞き書き インタビュー活動 ８グループにわかれる

高校生・大学生も １人の大人にインタビューする

新聞づくりを目的とする

７・８・９ 「日生海洋新聞」新聞づくり 夏季休業中３回13:00～16:00

１０／～ 作成 ２学期総合３回14:00～15:50

１０/１３（土）文化の部 展示（１次完成） 聞き書きのまとめをする。自分

１２／～ 修正 が感じたこと考えたことを書く。

新聞コンクール 出品（２次完成）

１０／４（木） アマモポット 西小に行く 小学校に行ってアマモポットを

？未定 作成 つくる

４質問のつくり方

【事前調査の仕方】

①配付資料を活用する。 目を通す

・配付資料については、グループごとに変えています。テーマごとにこれまでの聞き書

きのインタビュー内容や、過去の新聞例があります。余裕があれば、他の人に断って

資料を見せてもらうとよいでしょう。
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②タブレットを活用する。 キーワードから、ＨＰなどを検索、目を通す

・資料にある言葉や先生方のアドバイスから、キーワードを絞りましょう。これもテー

マや仕事内容、研究内容で異なります。ただし、自分で終わりを決めないと、「調査

してたら質問が考えられなかった…」「当日質問０個…」ということになりかねませ

ん。気をつけましょう。できれば、調べてわかるようなことは質問しない方がよいで

よう。

【質問の方向性】

①その人の生き方、考え方 その人のことがわかるように、新聞にその人年表ができるくらい

ただし、その人が答えづらそう、つらそうであれば、個人情報なので、新聞には載せないこと

・人生について ・生まれはどこか ・中学生の時の夢は何か

・カキは好きか ・日生に育って感じることは何か

・中学生たちへのメッセージは何か

・なぜその仕事に就いたのか ・その仕事の魅力は何か

・研究するようになったきっかけは何か ・研究していてつらいことはあるか

②「日生」「日生の海」「仕事内容」「研究内容」 できるだけ具体的な質問を

・日生が元気になるにはどうしたらよいか

・日生の海では今後どのような産業が発展するか

・アマモが増えて、変わったことはあるか ・漁師の仕事のおもしろさは何か

・中学生が海について勉強するのにはどんな意味があると思うか

・今後、カキの養殖は広がるか、漁獲量は今どれくらいで、将来はどうなるか

・漁協では、普段どんなことをしているか

・五味の市の来客数は多いときでどれくらいか

・海運の主力荷のケミカルとは何か ・日生港はどんな役割をしているか

・「里海」は今どれくらいの団体が実践しているか

・海外で「里海」が進んでいる地域はどこか

【追加質問について】

○用意してある質問だけでは、ただ答えをメモする、という活動になります。そのため、

答えをもらったあと、さらにつっこんだ質問が１つ、２つできるようにしましょう。２

年次では広島の戦争体験、３年では、沖縄の戦争、平和、海とインタビューの課題の範

囲が広がります。用意しておいてもいいし、その場で考えてもいいです。ただし、追加

の質問をするには、事前調査で、その方のことや仕事・研究内容をよく知っておく必要

があります。事前調査でよく見ておきましょう。
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総合的な学習の時間ＷＳ ７

「海洋学習② 聞き書き２ 調査用紙」

（ ）組（ ）番（ ）

１ 配付資料を読んで メモ

○質問したいこと、調査するための検索キーワードを挙げましょう。

２ タブレットで検索して メモ

○質問したいこと、今後さらに調査したいキーワードを挙げましょう。
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３ グループで共有しましょう メモ

○質問したいことの観点を絞り込んだり、役割分担しましょう。

○調査してみて、互いにわかったことを共有しましょう。

○できるなら、次回調査する内容などを分担しておきましょう。
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総合的な学習の時間ＷＳ ８

「海洋学習② 聞き書き３ 質問下書き用紙」
（ ）組（ ）番（ ）

○質問したいことの候補を挙げましょう。この時間中に１０個考えましょう。

「この質問で知りたいこと」の欄は、聞きたいことの観点を絞るためのものです。でき

る人は書きましょう。

①その人の生き方、考え方 その人のことがわかるように、新聞にその人年表ができるくらい

ただし、その人が答えづらそう、つらそうであれば、個人情報なので、新聞には載せないこと

例 ・人生について ・生まれはどこか ・中学生の時の夢は何か

・カキは好きか ・日生に育って感じることは何か

・中学生たちへのメッセージは何か

・なぜその仕事に就いたのか ・その仕事の魅力は何か

・研究するようになったきっかけは何か ・研究していてつらいことはあるか

質問１

この質問で知りたいこと

２

３

４

５
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②「日生」「日生の海」「仕事内容」「研究内容」 できるだけ具体的な質問を

例 ・日生が元気になるにはどうしたらよいか

・日生の海では今後どのような産業が発展するか

・アマモが増えて、変わったことはあるか ・漁師の仕事のおもしろさは何か

・中学生が海について勉強するのにはどんな意味があると思うか

・今後、カキの養殖は広がるか、漁獲量は今どれくらいで、将来はどうなるか

・漁協では、普段どんなことをしているか

・五味の市の来客数は多いときでどれくらいか

・海運の主力荷のケミカルとは何か ・日生港はどんな役割をしているか

・「里海」は今どれくらいの団体が実践しているか

・海外で「里海」が進んでいる地域はどこか

質問６

この質問で知りたいこと

７

８

９

１０



- 1 -

総合的な学習の時間ＷＳ ９

「海洋学習② 聞き書き４ 質問、インタビュー清書用紙」
（ ）組（ ）番（ ）

○質問を決め、１０個書きましょう。

○インタビュー中はその人の目を見て話しましょう。テープ レコーダがあるので、全部

聴き取ろう、メモしようとしなくても構いません。簡単に、新しい事実や驚き、予想し

ていなかった答えがあったときだけ、メモしましょう。

①その人の生き方、考え方 その人のことがわかるように、新聞にその人年表ができるくらい

ただし、その人が答えづらそう、つらそうであれば、個人情報なので、新聞には載せないこと

質問１ この質問で知りたいこと 聞き取りメモ

２

３

４

５
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②「日生」「日生の海」「仕事内容」「研究内容」 できるだけ具体的な質問を

質問６ この質問で知りたいこと 聞き取りメモ

７

８

９

１０
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総合的な学習の時間ＷＳ １０

「海洋学習③ 海洋新聞を作ろう」
（ ）組（ ）番（ ）

１ 配付物

○「総合的な学習の時間ＷＳ１０」 →このプリント

○「新聞レイアウト、書き方について」 →閑谷新聞の際に配付したもの

２ 条件

○すべて手書き

○Ｂ４サイズ（閑谷新聞はＡ４）

○見出しの文字の大きさ、字体はおまかせ

○決められていること、記事文字の大きさのみ

○自分で決めるもの

・レイアウト ・記事内容 ・見出し ・記事見出し 新聞のほぼすべて

３ 記事内容と新聞レイアウトの決定（本日１２木＆次回１８水の課題）

○聞き書きのメモ「総合的な学習の時間ＷＳ９ 海洋学習② 聞き書き４ 質問、イ

ンタビュー清書用紙」から、記事内容を決めましょう。

○レイアウトは、別紙レイアウト用紙に記入しましょう。

【トップ記事】

●見出し（タイトル）

●記事内容（語ること、伝えること、書きたいこと）

●必要となるデータ、資料、図、写真（検索したいこと）
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【記事②】

●見出し（タイトル）

●記事内容（語ること、伝えること、書きたいこと）

【記事③】

●見出し（タイトル）

●記事内容（語ること、伝えること、書きたいこと）

【記事④】

●見出し（タイトル）

●記事内容（語ること、伝えること、書きたいこと）

４ 夏季休業中８／６（月）までの準備（宿題）

○できる人は、８／６（月）までに記事内容を文章化しておく。（この用紙）
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総合的な学習の時間ＷＳ １０ 別紙２

「海洋新聞③ 海洋新聞を作ろう１：別紙２（記事の文章化）」

（ ）組（ ）番（ ）

○できる人は、８／６（月）までに記事内容を文章化しておこう。

【トップ記事】

【記事②】
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【記事③】

【記事④】
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総合的な学習の時間ＷＳ １０ 別紙１

「海洋新聞③ 海洋新聞を作ろう１：別紙１（レイアウト）」

（ ）組（ ）番（ ）

○発行日は、「平成３０年１０月１３日」
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総合的な学習の時間ＷＳ １１

「海洋学習④ 海洋新聞の１次完成」

（ ）組（ ）番（ ）

１ 配付物

○「総合的な学習の時間ＷＳ１１」 →このプリント

○「清書用紙」 →もらってない人は、本日もらう

○「海洋新聞 本文の書き方」 →７／１８水給食時間に配付済

２ 夏季休業中の活動と目標

８／６ （月） 記事の半分完成、貼付写真＆データ決定

【海洋新聞】 目標：①記事書きが半分終わる

②使う写真・データの検索と決定をする

：（個人）記事内容について、相談・指導を１回受ける

●ＷＳ１０「海洋新聞を作ろう」（記事内容の箇条書き、イメージ）

別紙１：レイアウト

別紙２：記事内容の文章化（８／６月までの宿題）

別紙３：海洋新聞 本文の書き方

清書用紙（１５人くらいに配付済み）

ＷＳ１１「海洋新聞の１次完成」（個人フォルダの使い方）

８／２０ （月）記事の完成、貼付写真＆データ個人ファイル保存完了

【海洋新聞】 目標：①記事書きが終わる

②使う写真・データを個人フォルダに保存する

：（個人）記事内容について、相談・指導を１回受ける

８／２６ （月）海洋新聞清書 １次完成

【海洋新聞】 目標：①清書が提出できる

②使う写真・データを貼り付ける

：（個人）自分で添削、修正ができる
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３ 各種データについて

①各種データのある場所

タブレットデスクトップ → ＰＣ → Ｈ３０ １年 →０１聞き書き資料

②各種データの種類

フォルダ名 内容

H30 海運 資料 １・４班「海運」に関連する資料

H30 聞き書き 音声データ 各班の音声データ

H30.6.4 流れ藻の回収写真 流れ藻の回収活動の写真

H30.7.10 聞き書き写真 聞き書き当日の話を聞いている様子などの写真

H30 アマモ 「アマモの生活」「アマモ場の役割」「アマモ場の生き物」

過年度プレゼン 過去の先輩方の作成したもの 写真多数あり

人権劇用画像１ 過去の先輩方が演じた劇で使用した写真

人権劇用画像２ 過去の先輩方が演じた劇で使用した写真

※上記写真は、個人の顔が写ったものが多数あります。個人情報ですので、特に自分たち

が活動したもの以外は、使っていいか先生に確認をすること。

③各種データの保存場所・方法

ＰＣ → Ｈ３０ １年 →０００ 海洋新聞個人フォルダ

②の各種資料・写真または、インターネット上の写真、データを自分の個人フォルダに

保存すること。

貼り付けるときの写真、データの大きさの指定は、のちに指示する。

【インターネット上の写真、データを取り込むときの注意】

１著作権が発生する場合は、使用しない！

著作権フリーとあっても、実際はダメな場合もあるので、先生に確認する

２検索ワードを絞る

アバウトに検索すると、サーフィンするだけで時間がかかる

３データの種類は、ＪＰＥＧ形式やスクリーンショットの形式で必要なところだけを保

存する

プリントアウトしたものを、一部分切り取って貼るというアナログな方法もある



- 1 -

総合的な学習の時間ＷＳ １２

「海洋学習④ アマモポット アマモの種取・播種」

（ ）組（ ）番（ ）

【ＷＳ１０より】

１ 私たちはなぜ「海」について学ぶのか？ ３年間の海洋学習の目的

○地域の大人と関わることで、見識を広げる（地域）

○人の生き方を見聞きして、自分の今後の生き方を考える（キャリア）

○地域の資本となる「海」の利点、弱点、経済活動との関わり、環境保全などについて

考える。今後の「日生」と「自分」はどうあるべきかを考える（環境）

２ ３年間の海洋学習を通じて考えること

○「日生」、「日生の海」のこれから

地域はどう元気になっていくか。地域の宝を大切にするには。そのために必要なこと。

○自分の生き方

自分はどう「日生」に関わるか。自分は今後どうなっていきたいか。理想の自分とは。

１ ２学期の総合的な学習の予定

日程・予定 学習活動 具体的活動イメージ

１０／４（木） アマモポットの ・小学校で、小学生と協力（教えてあげる、見守

⑤⑥ 作成 る）して、アマモポットを完成させる

１０／１６（火） アマモの種取 ・種を選別する

⑤⑥ アマモの播種 ・船に乗ってアマモの種をまく

１１／１６（金） 福祉体験学習 ・福祉に関するお話や車いす体験、アイマスク体

①～⑤ 験などを予定

１２／ （ ） 海洋新聞２次完成 ・大学生による添削、アドバイスを生かしてより

⑤⑥×２ 良い新聞を作成する

・高校生による「聞き書きテープ起こし」も活用

２ 配付物

○「総合的な学習の時間ＷＳ１１」 →このプリント



- 1 -

総合的な学習の時間ＷＳ１３

「海洋学習④ アマモポット１０／４（木）⑤⑥

アマモ種取・播種１０／１６（火）⑤⑥」

（ ）組（ ）番（ ）

１ アマモポット１０／４（木）⑤⑥日程

※４校時国語：１５分早く給食開始、１年清掃なし、準備

13:15 玄関前集合

13:20 ～ 13:40 移動

13:40 ～ 13:45 西小集合、入室（図工室）

13:45 ～ 14:35 アマモポット作成

○播種ポットを布袋に入れ、その中に海砂を入れる。

○アマモポットに海水を約８分目まで入れる。

○播種ポットにアマモの種子を１５粒ほど播く。

○アマモポットの中に播種ポットを沈めて蓋をする。

14:35 ～ 14:40 帰校の準備

14:40 ～ 15:00 移動

15:00 ～ ６校時 アマモポット作成の反省→できた人から、文化の部練習

２ 服装

・制服

３ 交通手段

・全員自転車（自転車で登校すること）

ナップは背負う

４ 持ち物（ナップの中身）

① 水筒（お茶か水）

② タオル

③ 総合ファイル



- 2 -

１ アマモ種取・播種１０／１６（火）⑤⑥日程

給食は早めに食べ終えること

13:25 ～ 13:35 更衣（男子：教室，女子：体育館更衣室） ※１年清掃なし

13:35 玄関前集合

13:35 ～ 13:40 連絡・諸注意

13:40 ～ 14:00 移動

14:00 ～ 14:10 作業の説明・準備

14:10 ～ 15:30 アマモの種取り・播種

○船でアマモ筏に行き、アマモの網袋を持ち帰る。

○パレットに網袋から夾雑物を入れ、海水を満たして洗浄

作業を繰り返し、種を取る。

○網袋をきれいに洗浄する。

○播種：船で所定の場所へ移動し、種子を散布する。

15:30 ～ 15:40 お礼・連絡

15:40 ～ 16:00 移動

16:00 ～ 16:15 更衣 → 帰りの会

２ 服装

・体操服上下（半袖・長袖・ハーフパンツ）

３ 持ち物（ナップの中身）

① 軍手

② タオル

③ 体操帽子

④ 水筒（お茶か水）

⑤ カッパ（雨天時）

⑥ 長靴

⑦ 着替え（濡れたときの下着）
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４ 感想

アマモポット作成、アマモの種取・播種を経験して

○例えばこんな書き方で

・～に行く前は、～について～と思っていたが、経験すると、～

・～をしたとき、今までは～と感じていたことが、～ （気持ちの変化）

・～という経験をして、～を学んだ気がする （学び、得たもの）

・～に気づいたので、これから～に生かしたい （今後の生活）

キーワード：ポット・小学生・アマモ・日生の海・種・流れ藻・筏・網袋・船 など

枠一杯書いて、１７（水）朝の会で提出すること
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総合的な学習の時間ＷＳ １５

「海洋学習⑤ 海洋レポート 説明・レイアウト」
（ ）組（ ）番（ ）

１ 海洋レポート計画・活動

日程・予定 学習活動・場所 具体的活動・目標

１１／２９（木） レポート作成準備 ○説明を聞く。

⑥校時 ＰＣ教室 ○大学生による海洋新聞の添削結果を見る。

○データの場所を確認する。

目標：ＰＣの使い方を知る。

データフォルダを確認する。

１２／６ （木） レポート作成 ○文字（レポート記事）を打つ。

⑤⑥ ＰＣ教室 ○写真フォルダを確認する。

目標：文字（レポート記事）を完成させる。

（できる人）写真を選択する。

１２／ レポート完成 ○写真を貼り付ける。

１０か１１ ＰＣ教室 ○体裁を整える。

（月・火） ○レポートを完成させる。

①～④のうち

２時間続き 目標：レポートを完成させる。

２ 配付物

○「総合的な学習の時間ＷＳ１５」 →このプリント

○海洋レポートレイアウト見本

３ 使用するデータフォルダ

○「ＰＣ」→「校内共有」（あるいは「share」）→「Ｈ３０ １年」

① →「０００ 海洋レポート個人フォルダ」 提出用レポート（Word）

② →「０１ 海洋レポート写真」 各種写真一覧

③ →「０２ 海洋新聞・聞き書き」 海洋新聞で使った写真（個人フォルダ）

●レポートデータは、基本的に「上書き」でよい。

●レポートが完成しなかった人は、冬期休業中に登校となる。



（日生中学校第１学年総合的な学習の時間）

海洋学習（研究発表）：「課題研究発表会」（中高連携として）

１ 目 的

(1) 高校生が行った課題研究の発表を聞き、効果的な発表の手法や資料活用の仕方などを学ん

で、今後の学習活動に生かす。

(2) 海洋学習におけるこれまでの活動から発生した自分なりの疑問や感想などを高校生に質問

することで、考えながら聞くことの大切さに気づく。

（3）この活動を通して、中学校と高校の有機的・効果的な連携を深める。

２ 参 加 者 日生中学校 １年生徒３９名 教員３名（坪井・岡﨑・桒原）

岡山学芸館高校 ２年生徒２０名 教員 名

３ 期 日 平成３１年３月１４日（木） ５・６校時

４ 場 所 備前市立日生中学校 フューチャールーム（南棟２Ｆ）

５ 当日の予定

13:50 中学生入室完了

13:58 高校生入室完了

14:00 開会 校長あいさつ・坪井から諸注意

14:05 ～ 13:45 高校生の発表４班を予定（発表５分、質疑３分）

14:50 ～ 15:00 閉会 中学生代表生徒あいさつ（お礼・今後）

15:00 ～ 高校生退室

15:10 ～ 中学生退室・１０分休憩

15:20 ～ 15:50 ワークシート記入

６ 持ち物 ワークシート、バインダー、筆記用具

７ 学年団教員役割 生徒指示・質疑（岡﨑・桒原） 渉外・計画（坪井）
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総合的な学習の時間ＷＳ２２

「海洋学習 高校生による課題研究発表会」

（ ）組（ ）番（ ）

１ 質問を考えながら聞く

○発表会で質問できなかったとしても、質問を必ず３つ考えること。

【質問例】

・現在の海が抱える問題点は何だと思いますか。

・日生の海がよりよくなるために、私たち中学生ができることは何でしょうか。

・聞き書きや海洋学習をしていく上で、私たちが持っておくべき視点や姿勢は何だと思

いますか。

・課題研究をされていた中で、難しい、大変だと感じたことを一人ずつ教えてください。

・将来、海や環境にどう自分が関わっていくことができると思われていますか。

【自分が考えた質問】

１

２

３

ウラに「感想」あり
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２ 感想を書く

①今日の発表会を聞いて、あるいは質問をして（考えて）感じたことを書きましょう。

②「これまでの海洋学習」や「今後の海洋学習」、「今後の自分の海洋学習に対する姿勢、

考え方」などを書けるとよいでしょう。

○例えばこんな書き方で 今回から具体的な書き出しは載せません。自分で考えよう。

・気持ちの変化

・学び、得たもの

・今後の生活（姿勢・考え方など）

枠一杯書いて、この授業終了時に提出すること
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