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「はじめに」  逗子開成中学校・高等学校の海洋教育 

学校長 高橋 純  

 

 逗子開成中学校・高等学校は、神奈川県逗子市に 1903（明治 36）年に創立された中高一貫教

育の私立男子校です。東京から電車で約１時間の距離にあり交通の便も良く、学校の目の前には

逗子湾が広がるという立地にあります。創立者である田邊新之助校長は、中高時代は人間の一生

の基礎を築く重要な時期と考え、都市の雑踏から離れ、自然に恵まれた環境のもとで青少年を教

育できるように逗子の地を選びました。 

 このような立地のため、学校設立当初から普段の学校生活の中で生徒達は海に親しむ機会を多

くもっており、水泳部や端艇部などの海に関わるような運動部も誕生しています。また、逗子海

岸での全校水泳がこの頃すでに行われていたようです。 

 本校は中高６年間一貫教育の学校ですが、一時期（1973 年～1985 年）中学生の募集が停止さ

れていました。1986 年の中学募集再開にあたり、学校の教育方針についてあらためて検討し、「海

洋教育を通じての健全な心身の育成」を本校の教育活動の大きな柱の一つとして位置づけ、「海洋

教育」がスタートしました。 

 再開した中学校の「海洋教育」の内容は、生徒の体力・興味関心の点から、ヨットの製作・帆

走実習と遠泳とし、中学生全員が中学卒業までにこれらを経験します。この教育活動は中学再開

以来現在まで続いています。現在の生徒達は、自然を相手にしたり体験的な活動を経験する機会

が少なく、学校の目の前にある海を使った教育活動ができるということは、生徒の心身の発達に

良い影響を与えるものと考えられます。 

 ヨット実習では一人乗りの OP ヨットで逗子湾を帆走します。やみくもに進もうと思っても、

なかなかうまくいきません。ヨットの帆走する原理を理解し、風や波の状況を読まなければなり

ません。スムーズに進むには、知識と操船の技術、状況判断など総合的なものが求められます。 

ヨット帆走でも遠泳でもそうですが、一度海に出たら自分が何とかするしかありません。周りに

いる先生方や友人達が励ましたりアドバイスはできるものの、本人が何とかしようとしない限り

戻ってくることはできません。これは普段の学習にも共通することでしょう。一方で生徒たち同

士の協力がなければ、ヨット実習も遠泳も実施することができません。個々の力と協働性が求め

られるのです。 

このように本校の「海洋教育」は、他の学校ではなかなか体験できない教育活動であり、高い

教育効果をあげてきたものと自負しています。ヨット実習や遠泳以外にも海を利用した授業や活

動が行われていますが、単発的で体系的に実施されているわけではありませんでした。海洋教育

には、環境や防災教育などの側面や理科的、社会科的なアプローチ、合教科的な展開などいろい

ろな可能性が考えられます。そこで、本校の海洋教育を充実、発展させるために「東京大学海洋

アライアンス海洋教育促進研究センター」との連携を進め、また中学校が 2015 年度より「教育

課程特例校」の指定を受け、海洋教育を体系的に実施することを目指しています。すでに大学の

先生や研究者の方による講演会や土曜講座、自主的に集まった生徒達による研究など新しい展開

が始まっています。これからさらに本校の「海洋教育」が発展し生徒達の成長に寄与するものと

確信しています。 
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１．本校の海洋教育の歩み 

 

本校は、私立東京開成中学校の分校「第二開成中学校」として 1903（明治 36）年に、神奈川県

逗子市に創設された中高一貫の私立男子校である。創設者である田邊新之助校長は、中学時代は人

間の一生を築く重要な時期であると考え、都市の雑踏から離れ、自然に恵まれた環境のもとで青少

年を教育できるように逗子の地を選んだ。 

本校の教育の原点は、校名の由来となっている中国の古典『易経』の「開物成務」という言葉に

ある。これは、「人間性を開拓・啓発し、人としての務めをなす」「真理を探究し、目標を定め責務

を果たす」と解釈され、これに基づいて教育活動が行われている。現在、本校の教育目標として次

の５つをあげている。①幅広く深い知識と豊かな教養、多彩な表現力  ②豊かで温かい心と逞しく

しなやかな身体  ③自主独立の精神  ④「開物成務」の気概 ⑤時代を切り拓く力  －この教育目

標を具体化するための教育活動の一つが、本校の「海洋教育」である。 

 本校は中高一貫教育であるが、一時期（1973（昭和 48）年～1985（昭和 60）年）、中学生の募

集が停止されていた。1986（昭和 61）年の中学募集再開にあたりその教育方針が検討され、大き

な柱の一つとして「海洋教育を通じての健全な心身の育成」が掲げられた。中学校教育の新たな柱

として位置づけた「海洋教育」の内容は、生徒の体力・興味関心の点から、ヨットの製作・帆走実

習と遠泳実習と定められた。1987（昭和 62）年に一人乗りヨット（OP ヨット）の製作を始めて

以来、本学中学生は中学卒業までに全員がこれらの実習に取り組むことになる。ヨットの製作・帆

走実習と遠泳実習、これらの教育活動は現在まで続いている。 

 これまで海洋教育のカリキュラムとして、主にヨット実習と遠泳実習に取り組んできた。一定の

教育的効果は認められるが、豊かな人間形成のためには海洋教育のカリキュラムの再構築が必要で

あると認識している。2014（平成 26）年に東京大学海洋アライアンス海洋教育促進研究センター

と連携協定を結んだ。同時に、本学の中学校が 2015（平成 27）年度に文部科学省から「教育課程

特例校」の指定を受けたことで、海洋教育の再構築に取り組み始めた。東京大学海洋アライアンス

海洋教育促進研究センターとの連携から進めた新たな取組み（海洋学特別講義、海洋人間学講座等）

と従来からの海洋教育の取組み（ヨット実習、遠泳実習）を融合し、発展させた取組み「海洋人間

学」科を設置した。海洋人間学は「海と人との関係」についての教科横断型の総合的教育活動であ

る。最近では、東京大学海洋アライアンス海洋教育促進研究センターの先進的海洋教育高校生プロ

ジェクトに参加する海洋研究グループが発足し、生徒による自主的な活動が展開している。 

 そして、今後もさらに充実した海洋教育を目指し、現在も作業が進め続けられている。 
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年 月 海洋教育の歩み 

1986（昭和 61） 

1987（昭和 62） 

 

 

中学校再開。ヨットの製作・帆走実習と遠泳実習開始。 

2014（平成 26） 7 東京大学海洋アライアンス海洋教育促進研究センター（Research 

Center for Marine Education）と連携協定を結び、海洋教育推進拠点

校となる。 

 東京大学 海洋教育セミナー＆フォーラム「海の学びの万華鏡」 

・「海洋教育の実践」についてポスター発表。（高橋純・小和田） 

2015（平成 27） 1 RCME との連携事業である高校生向けの「海洋人間学講座」を開講。 

２ 

 

第２回全国海洋教育サミット「海とともに生きる」 

・「海洋教育の実践」実践発表およびポスター発表（小和田・木村） 

４ 文部科学省教育課程特例校となる。「海洋人間学」科を設置。 

7 

 

第 2 回東京大学海洋教育フォーラム「海洋教育の課題と挑戦」 

・「海洋教育の評価の開発」について発表。（小和田・木村） 

10 東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻日比谷紀之教授研究室

訪問 

12 

 

 

第 3 回全国海洋教育サミット「海洋教育の未来」 

・パネルディスカッション（パネラー：小和田・木村） 

＜ポスター発表＞ 

・「60L の地球」 

・「海洋における乱流の発生」 

（先進的海洋教育高校生プロジェクト海洋研究グループ２チーム） 

・「水棲生物を模した船の高速化」 

（物理化学部理科工作班ひれ推進コンテスト分班） 

・「海洋教育実践と評価開発」（小和田・木村） 

2016（平成 28） 6 笹川平和財団 2016年度海洋教育パイオニアスクールプログラム採択校 

 

10 

学校の図書館に海洋学に関するブックリストを作成 

東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻日比谷紀之教授研究室

訪問 

11 

 

 

本校に於いて、教員研修会を実施。 

・日置光久先生（東京大学）「学習指導要領の改訂と教育の未来」 

・鈴木悠太先生（東京大学）「ヨット帆走のパフォーマンス評価」の講

演。 

・本校教員（金子・近藤・日名田）による生徒のレポート分析発表。 

2017（平成 29） ２ 

 

 

第 4 回全国海洋教育サミット「海洋教育の新たな潮流」 

＜ポスター発表＞ 

・「海山模型を用いた乱流による水温分布の変化」 
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・「60 L 水槽を用いた乱流観測法の模索」 

（先進的海洋教育高校生プロジェクト海洋研究グループ２チーム） 

・「『海洋人間学』科の取組み」（木村・内田） 

４ 笹川平和財団 2017年度海洋教育パイオニアスクールプログラム採択校 

 ５ 日本地球惑星科学連合大会 2017 

・先端的海洋教育高校生プロジェクト海洋研究グループがポスター発

表。 

 海洋教育教員研修プログラム参加（風間）8月・10月・11月 

2018（平成 30） 2 

 

 

 

 

 

第 5 回海洋教育サミット「海でつながりうまれる学び」 

・海洋教育教員研修プログラム成果発表（風間） 

＜ポスター発表＞ 

・「乱流の可視化と熱輸送」 

（先進的海洋教育高校生プロジェクト海洋研究グループ） 

・「海洋研究を通じた主体的学びへの導き」（井川） 

４ 笹川平和財団 2018年度海洋教育パイオニアスクールプログラム採択校 

５ 

 

日本地球惑星科学連合大会 2018 

・先端的海洋教育高校生プロジェクト海洋研究グループがポスター発表 

８ 海洋教育教員研修プログラム参加（井川） 

2019（平成 31） ２ 第 6 回海洋教育サミット「海洋教育のこれまでとこれから」 

＜ポスター発表＞ 

・「深層海流から見える世界」 

（先進的海洋教育高校生プロジェクト海洋研究グループ） 

・「かなづちでも泳げるようになる－逗子開成の海洋教育－」 

（遠泳・水泳に関する意識調査・海洋教育研究グループ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海洋人間学科シンボルマーク 

デザイン作成：大村 光（本校元教諭 ） 
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２．本校の海洋教育カリキュラム 

 

＜海洋教育カリキュラム編成について＞ 

 海に面しているという地の利を活かした本校の海洋教育は、海と人間との関係について人文社 

会科学・自然科学を含む総合的な観点からの学びを、広く社会生活を営む基盤に結びつけていく 

ことを求めている。その学びを通じて、習得した知識を活用して活きた技能とし、自立して生き 

抜く力や態度を養うことが肝要である。また、海との関わり方についての能力・態度の形成は、 

海に囲まれた日本においては防災の視点を含めてさらに必要になるであろう。 

 以上のような考えのもと、本校の「海洋人間学」は、海と人との関係についての教科横断型の 

総合的な教育を展開している。現在は、東京大学海洋アライアンス海洋教育促進研究センターと 

の連携を通じて、海洋人間学のカリキュラムやその教育実践について検討を重ねている。 

 

A. 本校の中学校教育課程における「海洋人間学」の位置 

  ①中学校教育課程における「海洋人間学」の授業時数（年間総授業時間数を週あたりに換算） 

 

 

 ②「海洋人間学」と他教科との関係 

                     

                     

   

 

 

 

 

 

   １年 ２年 ３年 

国 語   ５   ５   ７ 

  社 会   ３   ３   ４ 

  数 学   ７   ７    ６ 

  理 科   ４   ４   ４ 

  音 楽 １+特別授業   １    １ 

  美 術 １+特別授業   １ １ 

  保健体育   ３   ３   2.8 

   技術家庭   1.5   1.6   0.8 

  英 語   ７   ８   ７ 

  道 徳   １   １   １ 

  特 活   １   １   １ 

総合学習   ２   ２   ２ 

海洋人間学   0.5   0.4     0.4 
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＜「海洋人間学」年間学習計画について＞ 

本校では、中学において「海洋人間学」を設置し、すべての中学生がそのカリキュラムのもとで

学習している。ここでは、中学における「海洋人間学」の学習内容について紹介する（高校生対

象の「海洋人間学講座」、生徒の自主的な取組みの「海洋自主グループ」については別項を参照）。 

 

◆中学１年～中学３年の学習内容 

 主な学習内容と実施時期 

中学１年 ・ヨット帆走実習（10 月） 

・ヨット製作実習（10 月～３月） 

・海洋講義（10 月～３月） 

・海洋学特別講義（３月） 

中学２年      ・ヨット帆走実習（４月および９月） 

     ・海洋学特別講義（11 月） 

 中学３年      ・海洋学特別講義（６月） 

     ・遠泳のための海授業（６月） 

     ・遠泳実習（７月） 

     ・ヨット帆走実習（９月）  

 

 

中学１年 

①指導目標  

・ヨット帆走実習を通じて、海洋（風や波）を体感し、そこで得られた生徒の個人的体験を 

生徒間で共有し、海洋に対する多様な捉え方を学ぶ。 

・ヨットの仕組みを学ぶことにより、海洋で生きるための道具の意味を理解する。 

・風や波に関する地学的、物理学的知見を学ぶことで、海洋（自然環境）を理解する。 

  ・ヨット帆走実習での海洋体験と海洋に関する知識を結びつけ、海洋を多角的に理解する。 

②指導計画 

 学習活動 留意点 

１ ヨット帆走実習 

～海を体感する 

海上では自ら考え試行錯誤し、他者の帆走を見て学

び、自力でゴールするように促す。帆走実習後のレポ

ート作成を予告しておく。   

２ 帆走実習に関するレポート 

作成～海体験を振り返る 

クラス内で生徒の感想や学びを交換しあったうえで、

レポート作成をすることが望ましい。 

３ ヨットの走る仕組み～ヨット

帆走の原理 

揚力を利用する仕組み、帆走方法の基礎の理解を促し 

今後の帆走実習の基礎をつくる。 

４ ロープワークの学習～ヨット

帆走技術の習得と先人の知恵

に学ぶ安全 

帆走技術の基本となるロープワーク技術を習得する

とともに、先人の知恵に学び実生活にも役立てられる

ようにする。 
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５ ヨット製作① ヨット製作の流れの説明、安全面を含む作業上の注意

点を理解し、手工具の基本的な使用方法を理解する。 

６ ヨット製作② 舵やセンターボード等を組み立て、ヨットを構成する

部品を理解する。接着剤の特性、使用方法を理解する。 

７ ヨット製作③ 木工製品に対する塗装・防水作業の役割を理解する。 

８ 海に関する環境問題の視点～

主に大洋や海流について 

環境問題の個々の事例を詳細に検討するよりも地球

規模で広がる環境問題を捉え理解に努める。 

９ ヨット製作④ 仕上げ塗装の役割、手法について理解する。研磨につ

いても理解する。 

10 東京大学海洋アライアンスの

先生による特別講義 ※ 

興味をもったこと、わかったこと、質問したいことな

どをメモする。 

11 上記の特別講義に関するレポ

ート作成 

メモにもとづき、講義から学んだことなどを整理し文

章化する。 

12 竹トンボづくり～揚力に関す

る実習 

揚力発生の原理について実体験をもとに学習する。こ

の学習をもとにヨット帆走の原理を理解する。 

13 ヨット製作⑤ 安全な刃物の扱い方を理解する。 

  ※近年の主な講義内容 

    「パンダを食べますか？～海の生き物を知り、獲ることの難しさ～」 

    「深海底から噴き出す温泉をめざして」 

    「食卓に迫る危機～次世代に海を引き継ぐために～」 

 

中学２年 

 ①指導目標 

  ・ヨット帆走実習を通して、風や波の動きを把握しながらヨット帆走技術を高める。 

  ・地球規模変動による生物の生態への影響や沿岸地形への影響など、現在の海洋に関する問 

題を知ることで、海洋に関する学問的関心や海と人との関係について関心を持つ。 

  ・ヨット帆走実習で体感した海洋把握と、講義を通して得た海洋に関する知識や関心を結び

つけることで、海洋に関する理解を深める。 

 ②指導計画 

 学習活動 留意点 

１ ヨット進水式・帆走実習（春） 準備から片づけまで相互協力を意識づける。帆走時の

風や波の状態や艇の操作について、海上の他艇の生徒

と情報交換してもよいとする。 

２ ヨット進水式・帆走実習に関す

るレポート作成 

クラス内で生徒個人の感想や学びを交換しあったう

えで、レポート作成するのが望ましい。 

３ ヨット帆走実習（秋） 準備から片づけまで相互協力を意識づける。帆走時の

風や波の状態や艇の操作について、自分で把握するよ

うに努める。 
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４ ヨット帆走実習に関するレポ

ート作成 

今回の帆走実習の振り返りにとどまらず、前回の実習

時のレポートをふまえて今回の実習成果を捉えるよ

うに努める。 

５ 東京大学海洋アライアンスの

先生による特別講義 ※ 

興味をもったこと、わかったこと、質問したいことを

メモする。疑問点は先生に直接質問するようにする。 

６ 上記の特別講義に関するレポ

ート作成 

メモにもとづき、講義から学んだことなどを整理した

うえで文章化する。 

  ※近年の主な講義内容 

    「豊かな三浦の海のしくみと多様な生物を活用する生物学」 

    「海が作った逗子の地形」 

    「日本の国境離島と太平洋の島々」 

 

中学３年 

 ①指導目標 

  ・遠泳実習においてヨット帆走とは異なる側面から海を体感し、ヨット帆走実習と合わせて

人間にとっての海洋のあり方を考察する。 

  ・深層海流循環など海洋力学に関する問題を学ぶことで、海洋に関する学問的関心や海洋と

人間の関係について関心を高める。またその関心をもとにさらなる探究活動へと促す。 

 ②指導計画 

 学習活動 留意点 

１ 東京大学海洋アライアンスの

先生による特別講義 ※ 

興味をもったこと、わかったこと、質問したいことを

メモする。疑問点は先生に直接質問するようにする。 

２ 上記の特別講義に関するレポ

ート作成 

メモにもとづき、講義から学んだことなどを整理した

うえで文章化する。 

３ 海での水泳授業 プールでの泳ぎと比べて海での泳ぎはどんな点が異

なるのかを自分なりに把握する。 

４ 海での遠泳実習 海上での自分の位置を把握できるよう隊列を崩さな

いように努める。 

５ 海での水泳授業。遠泳実習に関

するレポート作成 

ヨット帆走時とは異なる海の様相、海での水泳実習時

と遠泳実習時での体験の違いなどに留意する。 

６ ヨット帆走実習 中学最後のヨット帆走実習であり、準備・片づけ等を

迅速に行うよう努める。風や波の状態や艇の操作につ

いて把握・確認したうえで他者と協力する。 

７ 中学３年間のヨット帆走実習

に関するレポート作成 

中学３年間のヨット帆走実習をもとに、海に関する理

解や自分の成長についてもふりかえり、文章化する。 

  ※近年の主な講義内容 

    「ウナギの大回遊の謎」 

    「月が導く深海の流れ～地球を巡る深層海流の謎への挑戦」 
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３-１．「ヨット製作・帆走・講義」の取り組み 

 

＜ヨットに関する講義＞ 

 中学１年「技術」の授業において、ヨットが進む原理を学ぶ。ヨットは風をセイル（帆）に受

けることで進む。飛行機が飛ぶのと同じ原理だ。前方から風を受けても前に進むのは、揚力が作

用しているからである。その他にもヨットを海に出すために必要なロープの結び方（エイトノッ

ト、クリートヒッチ、ボーラインノット）、安全にヨットに乗る知識などを学ぶ。 

 

＜ヨット製作＞ 

「自分たちの作ったヨットで海に出よう」というスローガンのもと、ヨット製作が始まった。

1986 年の製作開始から現在まで２０３艇のヨットが完成している。中学１年生の 10 月から３月

まで、週１回の「技術」の授業で製作する。学年 280 名で毎年５艇のヨットを完成させている。

その作業は、クラス 35 名を７人ずつのグループに分けて行なう。中学１年は８クラス編成なので、

１つのヨットに 60 名近くの生徒が携わることになる。完成したヨットは翌年の５月に進水式で披

露され、そのとき実際に生徒が自ら製作したヨットを操縦する。 

 使う工具はプラスドライバー・ステンレス製のヘラ・刷毛・C 型クランプ、作業内容は組み立

て・磨き・パテ埋め・塗装である。ティラー（舵）やパドル（櫂）などのヨットの小物類の製作

から始まる。パーツを切り出す作業は危険なので、教員が事前に準備をしておく。生徒が使う工

具は尖ったものもあり、使用する際はより真剣な態度が求められる。 

 

 

 

 

 

 

 そしてヨット本体の組み立て作業に進んでいく。ニス塗りも完成までに６回行い、部品の腐食

を防ぐ。最近は温暖化の影響からか木材の成長が早く割れやすくなっている。年輪の幅が広くな

るので木材の目が粗くなるためである。こうしたことを理解すると、環境問題を考えるきっかけ

にもなる。ペンキの塗り方は将来ＤＩＹなどで役立つかもしれない。生徒はこれらの過程で様々

なことを学んでいくが、ヨット完成の際には、自分の手がけた作業によって命を預けることので

きるものをつくりあげたという大きな学びに至る。また、多くの仲間と協力することで大きな目

標が達成できることも、ヨットを完成させることで実感しているところである。 

 

 

 

 

＜ヨット帆走＞ 



9 

 ヨットを操縦することを帆走と呼ぶ。出来上がったヨットと、先輩たちが完成させたヨットを

使って海に出る。ヨットは重さ 80 キロとも 100 キロともいわれているので１人では運べない。

仲間と協力してヨットを波打ち際まで持っていく。ヨットに乗り込むと、仲間が「行ってこいよ」

と海上に押し出してくれる。こうした生徒達の光景は教員にとって嬉しい瞬間である。仲間が、

一歩踏み出そうとする生徒の勇気を後押しするように、教員の目に映るからだ。１人乗りのヨッ

トなので海上で生徒は自力で何とかしようとする。風がどちらから吹いてくるのかを感じとり、

ロープで帆の張り具合を調節する。進むべき方向は、舵を操作して自分自身で決定しなければな

らない。このとき舵が海水を切るので手にブルブルとした振動が伝わってくる。五感を総動員し

て自然と対峙するのである。海という刻々と変化し続ける対象を、自分の力で乗り越えた経験を

通して、変化し続ける時代を切り開いていく生きる力と度胸を養っている。 

 

 

  

 

 

 

 中学１年生は 10 月に初めての実習を行う。海上で止まったり、ぐるぐる回ってしまったり苦戦

する生徒が多いが、学年を重ねると乗りこなせるようになっていく。２年生は４月と９月に２回

実施する。４月の実習では自分たちの作った新しいヨットの進水式も行う。このとき、安全祈願

のためにシャンパンをかける。３年生は 10 月に実施する。帆走実習の集大成としてレース形式で

行う。こうして中学卒業までに４回の帆走実習を経験するのである。 

 ３学年に共通して、実習後はレポート課題がある。１年生のときは自分の感情を表現する記述

が多い。「怖かった、死ぬかと思った」、「面白かった」など。２年生になると「富士山が見えた」、

「風が心地良かった」など周りに目を向けられるようになり、３年生になると「仲間と協力した

ことが良かった」、「支えてくれた先生に感謝！」など他者との関わりに目を向けるようになって

いく。このレポートはポートフォリオとして保存していくので、学年が上がるにつれて自分の視

野が広がっていくなど成長が追えるところも魅力である。 

 当日実習をサポートするヨット部員の役割を紹介しよう。当日

の朝集合して準備を行う。実習では 30 艇程のヨットを使い、素

早く丁寧に浜辺に並べていく。安全に帆走出来るかどうか備品の

チェックも同時に行う。開会式では、一般生徒のために模範帆走

を行う。実習中は、波打ち際で他の生徒の乗り換えに対応したり、

救助艇から声かけをしたりして、仲間の帆走を助けている。転覆しそうなヨットがあればすぐに

サポートに向かう。一般生徒らが風呂に入っているときも健気に後片付けをしてくれている。現

状復帰まで片付けられるのはヨット部員だけなのだ。ヨット部員の協力なくしては生徒全体の安

全な実習は行えず、ヨット部員たちの責任感と奉仕的態度は本校の誇りでもある。 
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３-２．「ヨット帆走実習」における中学生の学び 

 

＜はじめに＞ 

中学 1 年から 3 年で実施するヨット実習では、生徒は、毎回ヨット実習を終えての振り返りを

書いている。その記述をもとに、学年毎の生徒たちの意識や学びの変化について述べていく。 

 

＜中学 1 年＞ 

中学 1 年生の記述では、帆走前の「海へ出ることの不安」が、帆走を通して「海そのものへの

興味、もしくは楽しむ場所としての海」へと海に対する捉え方の変化が見られた。 

「僕は一番最初にヨットに乗ったので、かじの取り方や進み方などを見よう見まねでやって

みたら意外とできたので楽しかったです。これは同じ班と協力して準備、実行を行ったから

だと思います」 

ある生徒は上のように記述し、初めてでよく分からないヨットの操作に対して、他人の真似を

してヨットを操作してみたり、ヨット操作ができるようになって「楽しかった」ということを「同

じ班（の人）と協力して」行うことができたからだと理由づけ、周りの人との関係の中で体験し、

学んでいることがわかる。これは学習形態が集団で行われることや机上で得られる知識とは違っ

た、身体を使ってヨットを操作するという学びの特性が表れたものといえる。 

先の生徒以外にも「協力」・「みんなと」という単語が目立った。ヨット実習を通して、協調性

や仲間意識を育んでいるとも言えるだろう。また、海やヨットに対する不安について言及し、そ

れが払拭されないままの生徒も多く見られた。これは日常とは違った、危険と隣り合わせの状況

であり、かつ、不慣れな海とヨット操作によりもたらされた心情であろう。 

 

＜中学 2 年＞ 

中学２年生になると海やヨットに慣れ、客観的に周りを見たという記述が増える。  

「風が気持ち良かったです」、「風が無い」、「海って汚いな…」 

といった言葉が多く見られた。不慣れな海やヨット操作への不安が次第に解消され、冷静に自身

の置かれている環境を把握している様子が感じられる。また、以下の記述からも、不安な気持ち

が軽減されたことで、ヨット操作へと集中することができたとも考えられる。 

「昨年よりは速くなった。風の強さや向きなどを感じて操作したらうまくいった。ヨットが

止まっても一回冷静になって風の向きに帆を向けていたらすすんだ」 

「陸へかえるところですごい時間がかかってしまった。たぶん理由はじぐざぐ走行をせず、

まっすぐ行こうとしてしまったからだと思います」 

海やヨットといった本校に入学しなければ体験することが難しい非日常的な状況も、不慣れな

要素が少しずつ取り除かれることで、ヨット実習という体験的学習が、より具体的で技術的な学

びへの意識に焦点が絞られていることがわかる。 

 

＜中学 3 年＞ 

中学 3 年生の記述からは、ヨットを操作する知識や技術が身につき、自然やヨットをこれまで

以上に活用しようという志向がうかがえる。また、ただ単にヨット操作ができるようになっただ
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けでなく、自身の力が及ばないこととできることを明確に区別して認識していることがわかる。 

「風がなくなったり、風の方向が変わったりしたときなど忍耐強く待って、ラダーをまっす

ぐにし、風の向きを考えるとしっかり進んだ。第一ブイと第二ブイの間は陸風がかなり強く

快適に帆走できた」 

「忍耐強さ。辛抱強さ。ヨットは自然を相手にするスポーツで、（中略）風を待つことが大切

だと思う。昨年の短気な僕は無風になったときに立ったり帆をバタバタさせたりラダーをい

じったりなど『耐える』ということをできなかったが、今回は冷静に対処することができて、

順位もとても良かった」 

「ラダーをむやみに動かすのではなく、風が吹いてくるまで待つことが大切だと思った。セ

ールは風がなくてもピンと張っていればちょっとの風でもよく進むと感じた」 

「自然は常に動いていて、その動きは自分の思い通りにはならず、しかも不規則で全く予測

できなかったから焦ってしまうことがよくわかった。だからなんらかの障害に直面しても落

ち着いて何をすればいいのかをしっかり考えてから行動する力が自分にとって必要だと学ん

だ」 

ヨット実習で得た体験や技術を通じて、ヨットを航行させるさいに用いる用語や方法を具体的

に理解し、ヨットでしか味わえない爽快感を得ている。また、「忍耐強さ・辛抱強さ」が身につい

たと、具体的に自身の変化を理解し評価することもできている。 

 

＜最後に＞ 

3 年間を通したヨット実習は本校の学習活動の中でも特徴的である。それは、教員が意図せず

とも、自然や同じ班員という他者と出会えることにあるだろう。意のままにならない自然は、何

かしらの不安で胸がいっぱいのままではつかみきれない。ましてや海の上で命の危険と隣合わせ

の状況では不安になるのも当然である。そこから次第にヨットに慣れ、操作技術が向上すると不

安が少しずつ解消され、自然を客観的に捉えられるようになる。しかしそれでも、ヨットの航行

は決して思い通りにはいかない。どんなにできること、わかることが増えても、それはあくまで

自然を活用するレベルだ。ヨットに乗るということは、自分自身がどこまで、何ができるかとい

う志向性をもたらす。外から与えられた知識だけではなく、文字通り身体の全てを使って身につ

く体験学習こそがヨット実習の特徴といえる。 
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４-１．「遠泳（水泳）」の取り組み 

 

 本校では、中学３年時に逗子湾内を 1500ｍ泳ぐという学年行事を 1988年から行っており、2018

年で 31 回を迎えた。毎年全員が完泳を目指す。この遠泳では潮や波に影響されることなく約１時

間泳ぎ続けることが求められる。足の蹴りが非常に重要となるが、泳力を養うために段階的な指

導を行っている。 

 

＜中１の水泳授業＞ 

 1500ｍ遠泳の準備は、中学１年生から始まる。5 月から 10 月まで体育の授業で水泳を行う。１

年生は“25ｍ平泳ぎ”を目標とし、最大で週に４時間泳ぐ。入学した生徒の中には小学生のとき

にプールの授業が無かった生徒もおり、泳げない新入生は毎年 100 人ほどいる。そこで、５つの

グループに分かれて、達成度別の授業が展開されている。平泳ぎがすでに完成している生徒の班

から、水中で上手く息が吐けない生徒の班まである。それぞれの班に教員がつき、生徒のレベル

にあった班で練習させて上達を促す。１回の授業で上級の班に昇格する生徒もいれば、教員とマ

ンツーマンで息の吐き方・足の動かし方を教わる生徒もいる。各生徒に適切なアドバイスが出来

るのは、本校の体育科教員の見識の広さと指導力の高さだと自負している。水泳シーズンが終わ

る頃には、足の蹴りがまだ不十分な生徒が 10 人程いるものの、全員が 25ｍ平泳ぎを達成してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜中２の水泳授業＞ 

 中学２年生ではクロールと“顔上げ平泳ぎ”の完成が目標である（遠泳本番の際は、顔を水面

から出したまま泳ぐ）。“10～20 分間泳”にも取り組むので、生徒たちにとってはかなり辛いよう

だ。生徒アンケートで中２生だけ水泳に対するモチベーションが下がるという結果があらわれる

のは、練習がハードになってくるためであろう。 

       ＜泳ぎが苦手な生徒の練習メニュー（一例）＞ 

 

 

 

 

 

 

ウォーミングアップ（２往復） 

ビート板バタ足キック練習（２往復） 

クロール息つぎ無し練習（12.5ｍ） 

クロール（１往復） 

平泳ぎ＆顔上げ平泳ぎ練習 
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＜中３の水泳授業＞ 

 いよいよ遠泳本番を迎える学年になる。最初の 3 回ほどの授業では、プールで平泳ぎの確認を

行い、それ以降は海での水泳授業になる。足のつく深さでビート板を使って海に慣れる練習、足

のつく深さで海岸線に並行して泳ぐ練習、足のつかない沖まで泳ぐ練習というように段階的に本

番に近づけていく。いざというときのために避難訓練も必ず実施している。10 回程度、海での水

泳授業を行い、本番を迎える。プールで泳ぐよりも海で泳ぐ方が楽だという生徒もいる。海水で

は体が浮くからだ。また、今までヨットに乗って慣れ親しんだ海が怖い存在になる生徒もいる。

海の上は平気だが海の中は彼らにとって未知過ぎるようである。遠泳直前には水泳補習も行い、

全員が遠泳実習に必要な泳力を備えて本番に臨めるように準備していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜遠泳本番＞ 

 当日は仲間と隊列を組んで泳ぐ。5 人×18 列の 90 名ずつ３団に分かれて遠泳を行う。お互い

大きな声で励ましあって泳ぐ。生徒たちの周りには高校水泳部員が水に浮くチューブを持って泳

ぐ。その外側をレスキューボードに乗った教員とライフガードの方が並走する。そしてエンジン

付きの救助ボートが隊列を囲むような陣形で中学３年生の完泳を見守るのだ。陸ではすでに遠泳

を終えた仲間、保護者の方が応援してくれている。ひとかきひとかき自分の力で 1500ｍを泳ぐ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 仲間と共に苦難を乗り越えた達成感、それを仲間と共に分かち合う充実感など、多感な時期の

生徒にとって遠泳の経験は精神的に大きく成長するきっかけになる。泳げなかった生徒にとって

は大きな自信になるだろう。遠泳が終わると、中学生が高校生の顔つきになるのは不思議だ。こ

の先の人生において苦しいことに直面したとき、遠泳のことを思い出して乗りこえていってほし

いものである。 
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４-２．「遠泳（水泳）」における中学生の学び 

 

第 29 回遠泳（平成 28 年）と第 30 回遠泳（平成 29 年）の２学年におけるレポートの分析を行

った。ここでは、特に生徒の成長の様子に重点をおいて分析結果を示す。 

 

＜遠泳実施時の概要＞ 

第 29 回の遠泳大会は途中から水温が低下した。波も高くなり、コンディションとしては良くな

い状況下での実施であった。そのため数名の生徒がリタイアをすることになったが、普段泳ぎな

れている水泳部員にもリタイアする生徒がいたほどであった。体温を奪われ筋肉が硬直したこと

がリタイアの原因と考えられ、その際の生徒は、体が震えて唇の色も青くなっていた。気持ちは

続けたいが体がいうことをきかない、そんな印象であった。 

一方、第 30 回の遠泳大会は日差しもあり、海水も温かく、穏やかな環境での実施であった。こ

こ 10 年で一番良いコンディションで、全員が完泳した。 

 

＜遠泳実習を終えた生徒の感想＞ 

 以下に、遠泳実習を経験した 2 名の生徒の感想を掲げる。元々泳ぎが得意であった生徒の取り

組みと、中学入学時には泳げなかった生徒の取り組みを紹介する。 

・泳ぎが得意だった生徒の感想 

僕は遠泳の前日、「海」という未知の領域で未知の時間、距離を泳げることにとてもわくわ

くしていました。そして当日実際に泳いでみると泳いでいる途中は楽しくありませんでした。

「早くあの赤いコーン(※)みたいな所に着かないか」ということばかりを考えていました。し

かし僕は赤いコーンの島に着く直前から発想を変えて「こんな苦しいことばかりを考えてい

てはもたない。もっと楽しいことを考えよう」と思い、自分が毎日見ている画像や写真集を

妄想して、少しにやけながら泳いでいました。そうすると、少し気が楽になって「まだ陸に

着かない」という発想から「もうすぐ陸に着ける、自分、頑張れ」というポジティブ思考に

なりました。ときに現実から目を背けることも大事だなと思いました。僕は今までの人生で

最も有意義な１時間だったと感じています。泳ぎ切ったときは最高の一言でした。またそん

な場所を提供してくれた先生や保護者、ライフセーバーの方、高校水泳部・ヨット部のみな

さん本当にありがとうございました。 

苦痛な遠泳を通じてストレスとの付き合い方を学んでいる。泳げる生徒も 1500ｍ完泳は達成感

が大きいようである。また、泳ぎ切ったのは自分自身の力だが、他者への感謝の気持ちも芽生え

ている。彼は海という環境が苦手な生徒であるのだ。 

（※）赤いコーン … 葉山港の防波堤突端に建っている赤灯台のこと。遠泳では、まずそこを目

標に直線的に泳ぐ。 

・泳ぎが苦手だった生徒の感想 

 僕は大の水嫌いで小学校のときは５ｍしか泳げませんでした。しかし逗子開成に来て１年

生のとき平泳ぎで 25ｍ泳げるようになるという快挙を成し遂げました。２年生のとき 100ｍ

泳げるようになり、３年生ではずっと補習にかかっていたのに何と補習から脱却し、しかも  



15 

15 分間泳は余裕でこなすようになりました。遠泳時には水温がかなり下がっていましたが、

これまでやってきたことのすべてを出そうと頑張った結果、見事完泳することが出来ました。 

３年間水泳をやってきて僕の水嫌いが改善されたと思う。これからもしっかり水泳をして頑

張っていきたいと思う。 

 自分の出来なかったことを克服することに成功している。文面からも興奮している様子が伺え

る。普段の彼は割と大人しく冷静な生徒である。遠泳がゴールではなく、その先の水泳に向けて

の意欲も感じ取れる。 

 

＜３年間の水泳（遠泳）を通して、自分が成長できたと思うのはどんな点か＞ 

 海のコンディションに違いがあった平成 28 年と平成 29 年の生徒に対して、遠泳実習の後に 

「３年間の水泳（遠泳）を通して、自分が成長できたと思う点」を振り返ってもらった。そのレ

ポートから特徴的な点をあげてみたい。 

コンディションの過酷だった平成 28 年の実習は、穏やかだった平成 29 年に比べ、海に対する

意識（“怖さを感じた”など）に関する感想の割合が５倍（5 件に対し 27 件）になった。“辛かっ

た”、“寒かった”というワードも圧倒的に多かったが、過酷な環境下で遠泳を成し遂げたことで、

達成感はより大きいようであった。“悔しい、やり直したい”という感想も平成 28 年にはあり、

全員が完泳した平成 29 年にはそのような感想は 1 件もなかった。コンディションのよくなかった

ときの生徒は現在高校２年生（2018 年度）になり、遠泳での経験をバネに学校生活を送っている。

コンディションの良し悪しに関わらず、生徒にとって成長のきっかけになっている。 

 元々泳げる生徒や水泳部員の生徒よりも、全く泳げなかった生徒の感想の方が、中身が濃い印

象を受けた。彼らの感想において特徴的なのは、入学当時から遠泳のときまでを思い返して自分

の成長をたどる感想が顕著に多かったことである。より困難な経験を積んだ方が、学びが深いと

感じた。泳力のある生徒の感想には、“富士山が見えた”“海底まで透きとおっていてキレイだっ

た”など広い視野をもち余裕をもって泳いでいたことがうかがえた。 

 “泳げなかったが泳げるようになった”、“体力がついた”などの感想は両年ともに 40％程度。

“仲間と協力して泳げた”、“みんなと声をかけあって諦めずに出来た”など協調性に関する感想

は 15%程度。“我慢する”、“辛くても耐えた”という感想は、意外にもコンディションの良かっ

た平成 29 年の方が多い結果が得られた。割合はともに 10％前後。“無理だと思っても逃げずに挑

戦する”、“海に対する恐怖に打ち勝った”など何かを克服したという感想も平成 29 年の方が多か

った（13 件に対して 31 件）。一方で、両年ともに精神面に関する感想で最も多かったキーワード

は「努力」に関連するものであった。３年間の水泳授業でこつこつ続けたことが成功につながる

のだということを多くの生徒が実感したようであった。 

 

＜まとめ＞ 

逗子開成中学校の遠泳実習は、生徒にとって楽しいだけの行事では決してない。楽しみに思っ

ている生徒は 60％程度だが、それでも不安で、出来れば避けたいものと捉えている。しかし、知

らず知らずのうちに遠泳に対する思いが洗練されていくことも事実である。水泳の授業を義務と

して感じる１年生、先輩の続けてきた完泳を目指すという使命感に駆られ顔上げ平泳ぎをマスタ
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ーする２年生、そしてたくさんの人に支えられ、完泳への責任感がより一層増す３年生というよ

うに。 

実習当日は不安を感じている生徒が意外に多いこともレポートから分かった。同じ不安を抱え

ながら協力して泳ぎ、1500ｍを一緒にゴールするというように、遠泳実習を同じ学年の生徒たち

と共有体験することで、より個人としての成長と集団の中の自分の存在を再確認するきっかけに

なっていると感じた。 
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５．中学３年生の「開成祭」の取り組み 

 

本校の中学 3 年生は毎年 10 月に開催される「開成祭」（文化祭）において、2015 年から「海」

をテーマに組み込んだ学習発表を行ってきた。年度ごとに何を調べ、どのように発表するかを決

めており、その内容は以下の通りである。 

2015    

 年 

① 海洋の科学・サイエンス 

② 海洋の文化・カルチャー 

③ 海洋に関する芸術・アート 

④ 海洋に関係する進路・キャリア 

2016   

 年 

① 津波 

② 深海・深海生物 

③ 海の環境問題 

④ 「海の家」規制問題 

⑤ 漂流について 

⑥ 逗子湾の水質調査 

⑦ 海流について 

⑧ 水族館取材 

⑨ 海に関係する職業体験・取材 

⑩ 漂流物アート 

2017 

 年 

① 逗子市海岸付近ハザードマップ 

巨大ジオラマ製作 

② 逗子開成の海洋教育１  

OPヨット製作・帆走実習  

③ 逗子開成の海洋教育２  

遠泳 

④ 逗子開成の海洋教育３ 

東京大学海洋アライアンスとの提携

による授業等の紹介 

⑤ 逗子海岸のごみはどこから来るのか

の研究  

2015 年の学習テーマは大まかなものであったが、翌年からはテーマがより具体的になっている

ことが目につく。2015 年では 4 つのテーマごとに学年の生徒を分け、生徒の興味関心に応じて、

より具体的な内容を決めて活動した。 

2016 年の活動の始まりは、教員から海に関するいくつかの話題が提供され、生徒がそれらを踏

まえた上で活動内容を決めている。その内容は教員が生徒につけたい力を具体的に想定した上で

各項目を設定したもので、「人の話を聞く力をつけたい」、「何度もチャレンジする忍耐力をつけた

い」、「口頭で発表する力をつけたい」などといった視点から項目が挙げられた。まさに海が多様
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な学びの糸口となっている。 

2017 年では生徒自身が行ってきた学習活動

を振り返ったということが特徴的である。2015、

16 年は海をもとにして外に向けていた視点を、

生徒自身がそれまでの海洋教育における学習が

どのようなものであったのかを自分達自身で改

めて見直すものであった。特に遠泳に関しては

中学 1 年のときから中学３年に至るまでの自分

達の意識をアンケート調査し、その意識の変化

を統計的に、客観的に示したことで、生徒自身

が変化や成長を深化させたことはもちろんのこ

と、他人の声を聞くことで考えの及ばなかった

ことを事後的に学び、経験することにもつなが

ったのではないだろうか。 

 

＜活動内容＞ 

2015 年からの 3 年間を活動内容ごとに見ていくと、中学生が教員や保護者以外の大人と交わる

機会があったという点が授業とは違う学びである。特に 2017 年に関しては、漁師の方々に取材

したり、水族館に足を運んだりしたことで、普段接している人とは違うつながりができた。家庭

や学校生活とは異なる立ち振る舞い、社会人としての言動というものを生徒達は否が応でも意識

せざるを得なかったであろう。また、漁師という職業を取材するという発想は、海と共にある本

校ならではのものであった。将来どのような仕事をするのか全く見当がつかない中学生である。

だからこそ、義務教育を終えるにあたりそれぞれの職業観に揺さぶりを与えたい。生徒にとって

仕事のイメージはできるが具体的にはどのようなものか分からない漁師という職業は、その目的

に最適なものと言える。生徒自身が、今後自分達はどのように社会に貢献するのかという視点を

持つことで、今の自身のあり方を少しでも客観的に捉えることができれば、中学生としては十分

であろう。 

また、今回あげた 3 年間に共通する点として芸術的な活動がある。文化祭での活動という前提

からすると当然のことかもしれないが、ただ海を描くというだけではなく、モザイクアート、漂

流物アート、巨大ジオラマの制作は、非日常的な視点をもたらし、芸術的な感性を育むことがで

きる点に、海の持つ教育資源としての可能性が見られるものであった。 

最後に、東京大学海洋アライアンスの先生方に監修していただきながら、学習活動が進められ

ることは貴重な機会である。先に述べたように、生徒にとっては外部の大人と関わる機会だけで 

も重要であるが、専門的に調査・研究を進めていこうという志向性や問題を考え解決するため 

の方法を学べたことが、幅広い可能性を持った生徒たちにはとても有意義なものであった。 
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＜最後に＞ 

 文化祭で海をテーマに組み込んで４年が経った。今年度（2018 年度）も、社会科学・自然科学

等の学問領域を越えた研究発表が展開されている。普段の授業では捉えきれない「海」を、今後

も豊かな教育資源として生かせるよう努めていきたい。 
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６-１．「海洋学特別講義」の取り組み 

 

＜海洋学特別講義＞ 

 従来から行われてきた OP ヨット実習と遠泳実習に加えて、海についての知識や教養などをさら

に深めるために、平成 27（2015）年より開始した海洋人間学科の中の１つの実践である。 

その目的は次の通りである。 

（１）ＯＰヨットや中３で遠泳を行う海に対する興味や関心を持たせる。 

（２）海を通じて、歴史・地理・地学・生物など様々な知識を統合させ、探究するきっかけとする。 

（３）学問や研究の面白さや奥深さ、スケールの大きさを知ってもらい、学習の視野を広げる。 

中学３年では、さらに１つ加わる。 

（４）知的好奇心を刺激し、将来の進路などに役立てる。 

 

＜中学生の取り組みの現状＞ 

実施形態は、中学各学年で年１回、学年全体の講義形式で行われている。東京大学海洋アライ

アンス海洋教育促進研究センターの協力を得て、主に東京大学海洋アライアンスから講師を招い

ている。中学生は徳間記念ホールにて一流の研究者に直に触れ、ホームルーム等でレポートを書

いている。生徒の書いたレポートは、東京大学海洋アライアンス海洋教育促進研究センターとも

共有し、次年度へとつなげるための参考にしている。 

生徒にとってややレベルの高い内容ではあるが、中学生という多感な時期に少し背伸びをさせ

ることは教育的な意義があると考えられる。実際に生徒の中には、この講義がきっかけとなり、

プロジェクト（先進的海洋教育高校生プロジェクトに参加する海洋研究グループ）を立ち上げ、

全国海洋教育サミットへ参加している生徒もいる。 
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＜これまで実施した「海洋学特別講義」一覧＞ 

年度 年 月 講座名 講師（敬称略） 
対象

学年 

H26 H26 6 ウナギの大回遊の謎＊1 青山 潤（東京大学） 中３ 

H27 H27 6 月が導く深海の流れ―地球を巡る深層

海流の謎への挑戦― 

日比谷 紀之（東京大学） 中３ 

11 豊かな三浦の海のしくみと多様な生物

を活用する生物学 

赤坂 甲治（東京大学） 中２ 

H28 3 パンダを食べますか？―海の生き物を

知り、護ることの 難しさ―- 

青山 潤（東京大学） 中１ 

H28 6 月が導く深海の流れ―地球を巡る深層

海流の謎への挑戦― 

日比谷 紀之（東京大学） 中３ 

11 海が作った逗子の地形 茅根 創（東京大学） 中２ 

H29 3 深海底から噴き出す温泉をめざして 蒲生 俊敬（東京大学） 中１ 

H29 6 月が導く深海の流れ―地球を巡る深層

海流の謎への挑戦― 

日比谷 紀之（東京大学） 中３ 

11 日本の国境離島と太平洋の島々 茅根 創（東京大学） 中２ 

H30 3 食卓に迫る危機―次世代に海を引き継

ぐために― 

八木 信行（東京大学） 中１ 

H30 6 九州西方沿岸域を襲う「サイレント津

波」の正体をとらえる 

日比谷 紀之（東京大学） 中３ 

11 海底の穴掘り船とともに 木戸 ゆかり（JAMSTEC*2） 中２ 

H31 3 うなぎと海と希望の学校―これまでと

これから― 

青山 潤（東京大学） 中１ 

＊１海洋アライアンス海洋教育促進研究センターとの連携協定前に、東京大学海洋アライアンスの出前授業として 

「総合的な学習の時間」に実施した。 

＊2国立研究開発法人海洋研究開発機構（Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology：JAMSTEC ジ 

ャムステック）は、平和と福祉の理念に基づき、海洋に関する基盤的研究開発、海洋に関する学術研究に関する 

協力等の業務を総合的に行うことにより海洋科学技術の水準の向上を図るとともに、学術研究の発展に資するこ 

とを目的とした組織です。（JAMSTEC ホームページより抜粋） 
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６-２．「海洋学特別講義」における中学生の学び 

 

＜レポート分析について＞ 

 海洋学特別講義は、東京大学海洋アライアンスの協力を得て、中学生の間に合計 3 回（年 1 回）

行われる特別講義である。海についての知識や教養を高めるために実施しており、日頃の学びの

先に広がる、学問の世界や社会とのつながりを生徒たちに意識させる場としている。ここでは、

講義後に課される生徒の振り返りレポートを紹介した上で、今後の課題について述べたい。 

 

＜レポート紹介＞ 

 各回のレポートでは、「講義において学んだこと」「海についてさらにどのようなことを知りた

いか」等を問うている。また、中 3 時には 3 年間の講義をふまえて、「海についてさらにどのよう

なことを知りたいか」「海は君にとってどのような存在か」を問うている。以上の 4点の問いに対

する生徒の考えをレポートから紹介したい。 

 

A.「講義において学んだこと」 

 各講義の内容は、中学生にとって少し難しめの内容である。そのため、「分からなかった」点を

明記する生徒もいるが、ほとんどの生徒は講義から新たに得た知識について記している。また、

得た知識をもとに新たな疑問を記すレポートも多く見受けられる。率直な疑問が多く、講義を通

じて「探究」のスタート地点にいることを予感させるレポートが多い。あわせて、研究に真摯に

向き合う先生方の姿を目の当たりにして、学問の世界への関心を記すレポートも目立つ。 

  「地学の授業で表層海流をやっていたので知っていたが、深層にも流れがあり、それが一周

するのに 2000 年もかかることを初めて知った」 

  「一番はじめにあくまで挑戦であると言い、今どこまで研究が進んだかを伝える形になると

言っていて、先生の話を聞くとすべて解明されたように思えたが、まだわかっていないとこ

ろがあるので、もっと詳しくクローズアップした乱流のしくみや動き方を知りたいと思った」 

  「地球温暖化によって深層海流がこわれることが予想されると思った」 

  「授業の中で知識として聞いていたものがストーリーとしてつながった」 

 

B.「海についてさらにどのようなことを知りたいか」 

レポートの内容は、主に２つにまとめることができる。１つ目は講義内容の一部分を手がかり

に、さらに知りたいと考えた新たな関心を記すものであり、２つ目は講義とは全く異なる視点で

の関心を記すものである。ここで注目したいのは２つ目である。本講義はスタートして 5 年が経

つ。毎年試行しながら振り返りシートを作成しており、レポートの体裁に若干の違いがあるため、

単純な比較は慎まざるを得ないが、2015 年・2016 年・2017 年の３つの学年の「海について知り

たいこと」のレポートを比較してみると、学年が海の問題とどのように向き合ってきたのか、と

いう点が浮かびあがるように思われる。深海生物、化石、塩分濃度、透明度、異常気象など多く

の問題群が記されている。これは、生徒たちのもともとの問題関心に加えて、開成祭（文化祭）

時の探究学習や学年各教科の授業等が大きく関わっているように思われる。 
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また、講義とは全く異なる視点から関心を記したレポートのうちには、もう一つ特徴的なこと

を記すものがある。こちらは、各学年に共通して指摘できることであるが、遠泳や海授業の体験

を元にして記されたレポートである。 

「海が作りだしている地球の環境について今の海とは違う条件の海だったら地球はどうなっ 

ているのか」 

「遠泳をしていて感じたことで、一歩進むだけで体感温度がガラリと変わる。という体験を 

よくしていて、ほぼ同じ場所にある海水に温度の差が生まれることを知りたい」 

 

C.「海は君にとってどのような存在か」 

 ヨット帆走や遠泳をふまえた上での意見であることをうかがわせるものが多い。また海が持つ、

恵みをもたらす一面と災害など危険をもたらす一面とを意識したレポートが多く見受けられる。 

「大きくて偉大な存在であり、身近だけど怖くなる存在」 

「“母なる海”と崇めつつ、生命を簡単に奪うこともある二面性を持つもの」 

「とにかく「未知」であり、ときに怖い一面を見せる。しかし逗子開成での何回かの講義を

受けたり、体育で海授業を経験したりして少しは知識を増やすことができた。また、自分た

ちがよく分かっているのは逗子湾だけなので、その向こうに計り知れないほど巨大な海が広

がっていると思ってもスケールが大きすぎて考えられない」 

 

＜まとめと今後の課題＞ 

ヨット製作・帆走実習や遠泳実習が、生徒自身の身体を通じて、海という存在と向き合い、さ

まざまな気づきを得る機会であるとすれば、海洋学特別講義は生徒たちの目の前にある「海」の

存在をより深め、社会と海との関係・学問と海との関係に気づく機会である。生徒たちには少し

背伸びをしてもらい、第一線の研究者による話を聞くことで、日頃学ぶ教科教育が社会とどのよ

うに関わっていくのかを体感するまたとない機会となっている。すでに、特別講義をきっかけに

探究学習をスタートさせ、大きな成果を残してきた取り組みがある。こちらは、「海洋自主グルー

プ」の項を参照されたいが、海洋学特別講義をきっかけに、「探究」活動がもっと多くの生徒たち

によって深められていくことがこれからの大きな課題である。しかし、私たちはすでにヒントを

得ている。一つのレポートを紹介したい。それは、中 1 における「うなぎ」に関する特別講義後

の生徒レポートである。 

「日本ウナギの稚魚が数千㎞もおよいで日本まできていることをはじめて知った。日本でと

れるけれど生まれたのが赤道付近なら、日本の文化になるのが不思議だった。小４の教科書

で読んだのを思い出した」 

文尾に彼が記す小４の教科書とは、塚本勝巳「ウナギのなぞを追って」（『国語 4 年下』光村図

書出版）であろう。小学校時代のウナギに関する記憶が、講義を通じて呼び起こされたことが想

像される。この「つながり」こそ、逗子開成の海洋教育各プログラムに求められているものであ

ろう。生徒たちの発達段階にあわせた海洋学特別講義と各実習がつながることで、より良い「海」

を通じた学びにつながっていくように思われる。 
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７．「海洋人間学講座」の取り組みと高校生の学び 

 

＜海洋人間学講座＞ 

高校生を対象にした海洋に関する講座で、土曜日に年３回実施している。中学校の「海洋人間学」

科（OP ヨット、遠泳（水泳）、海洋学特別講義など）で学んだ内容をさらに発展させ、海に関す 

る学びをさらに深めたい生徒を対象にしている。2015（平成 27）年より東京大学海洋アライアン

ス海洋教育促進研究センターとの連携事業として開始し、講師は主に東京大学から派遣して頂い 

ている。 

その内容は、海と人とのつながりを模索するもので、自然科学的・社会科学的、さらに海に関 

する文学・思想にまで至る。2017 年より鎌倉女学院の生徒も参加している。 

 

＜これまでに開講した講座一覧＞ 

年度 年 月 講座名 講師（敬称略） 

H26 H27 1 海洋学と社会との接点 保坂 直紀（東京大学） 

  1 数値シミュレーションで学ぶ津波の物理の基礎 丹羽 淑博（東京大学） 

H27  12 海洋学と社会との接点 保坂 直紀（東京大学） 

 H28 1 数値シミュレーションで学ぶ津波の物理の基礎 丹羽 淑博（東京大学） 

  2 ヨットのテクノロジー 早稲田 卓爾（東京大学） 

H28 H29 1 海洋学と社会の接点 保坂 直紀（東京大学） 

  2 数値シミュレーションで学ぶ津波の物理の基礎 丹羽 淑博（東京大学） 

  3 東京湾の環境変遷から学ぶ人と海のかかわり 野村 英明（東京大学） 

H29  H30 1 実験と数値シミュレーションで学ぶ津波の物理の基礎 丹羽 淑博（東京大学） 

  2 東京湾の環境変遷から学ぶ人と海のかかわり 野村 英明（東京大学） 

  3 海について学ぶこと、伝える意味を考える 加藤 大貴（東京大学） 

H30  12 分類学入門～生物の分類とその意義について 田中 隼人（葛西臨海水族

園） 

 H31 2 海について学ぶこと、伝える意味を考える 加藤 大貴（東京大学） 

 3 東京湾の環境変遷から学ぶ人と海のかかわり 野村 英明（東京大学） 

 

＜講座内容の紹介＞ 

『海洋学と社会の接点』 

大きな２つのテーマ「なぜ科学を社会に伝えることが必要なのか」と「科学を伝えるのはなぜ、

どのように難しいのか」についての講義。事例として魚類やサンゴ、海流といった海の問題だけで

なく、「原発安全宣言」を扱った新聞記事やアメリカのインフルエンザ感染性研究停止問題を扱っ

た新聞記事、あるいは日本における自動車交通事故の死傷者数の推移統計データ、それに東宝映画

『ゴジラ』（1954 年版）等。これらを紹介しながら、科学と社会（市民）の関係性をめぐる現状に

ついて、様々な観点から生徒に考えさせた。 
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『数値シミュレーションで学ぶ津波の物理』・『実験と数値シミュレーションで学ぶ津波の物理の基

礎』 

「講義」と「パソコン実習」の２時間の授業。内容は、①津波の物理的な特徴、②津波を支配す

る物理法則、③津波の数値シミュレーションの基礎、④Excel VBA プログラム、⑤津波の数値シミ

ュレーションの実践。津波と普通の波の違いから始まり、津波の伝わり方や速度などを学習した。

偏微分や流体など高校では扱わない高度な内容も、高校の数学や物理の内容と結びつけて考え、受

講した生徒はイメージしやすかった様子であった。「観察（観測）」→「理論」→「現象の視覚化」

という研究の流れを学ぶことができた。平成 29 年度は水槽を使った実験も行い、さらに理解を深

めた。 

 

『ヨットのテクノロジー』 

「講義」と「陸上で走るヨット模型の作製」の２時間の授業。講義は、グローバル海事社会にお

ける課題に、高騰する燃料費削減と二酸化炭素排出削減による地球温暖化防止の二つがあることを

学んだ。二酸化炭素排出削減のための代表的な技術ウィンドチャレンジャー計画に関する映像を鑑

賞。風の動きや正確な天気予報をもとに、将来的には風だけを利用した航海も可能性があることを

学んだ。陸上で走るヨット模型は、三輪の台車、木棒 40 ㎝ 1 本に加えて、A3 程度の厚紙 1 枚と

道具類が渡され、厚紙を使って帆を完成させ、実際に陸上で走らせた。 

 

『東京湾の環境変遷から学ぶ人と海のかかわり』 

「講義」と「講義で出された課題をグループで話し合い、発表」の２時間の授業。冒頭、①自分

はどんな海が望ましい海だと思うのか？②東京湾を「豊かな海」にもどそう！③「豊かさ」「もど

す」の基準は？の 3 つの課題が提示された。講義では、沿岸の海の生態系のエネルギー効率の高さ、

流域環境が海に及ぼす影響（物質の循環）、人間活動が及ぼす影響（開発の歴史）等。最初に示さ

れた課題について各自の考えをまとめ、さらにグループ内で考えをまとめ、グループ発表を行った。 

 

『海について学ぶこと、伝える意味を考える』 

「哲学対話」を行う授業で、生徒の中からファシリテーターを予め数名決めておき、各ファシリ

テーターが、各グループ内で対話を進めていく。まず、アイスブレイク（自己紹介・お題トーク「学

校生活で好きなシーン」）から始まり、次に哲学対話のための問い出しを行う。問いは①「学校」

をテーマに、みんなで考えたいこと、不思議に思っていることなど、問いを短い疑問文のかたちで

集める。できるだけ＜答えのない問い＞に価値がある。さらに②「海」をテーマにして、同様に行

った。最後に振り返りを行い「この問い、この考えが面白かった」というものを 1 つか 2 つグルー

プで決め、他のグループと共有する。 

 

『分類学入門～生物の分類とその意義について』 

 「講義」と「実習」の２時間の授業。講義では、「分類学」とは何か、「生物を分類する」こと

の目的や面白さ、学名の付け方、標本を保管しておくことの意義、進化、津波フィッシュ、非公

開の深海調査の映像など盛りだくさんの内容。実習は、アルコール漬けの小さな貝形虫の解剖を、
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顕微鏡を見ながら行った。微細な生物の解剖を体験し、発見されていない新種はたくさんいるこ

とや、新種は身近にもいるということを学ぶ。 

 

＜レポート分析＞ 

１．生徒にとっての講座の意義 

海洋人間学講座は、高校生を対象にした海洋に関する講座で、その内容は、海と人とのつなが

りを模索するもので、自然科学的・社会科学的、さらに海に関する文学・思想にまで至る。中学

校の「海洋人間学科」（OP ヨット、遠泳（水泳）、海洋学特別講義など）で学んだ内容をさらに発

展させ、海に関する学びをさらに深めたい生徒を対象にしている。参加した生徒には、次のよう

な効果があったと考えられる。 

・ 専門家に直接に触れ、専門的な内容を深めることができた。研究手法をなぞることができた。 

・ 海洋に関する知識だけではなく、これまでに自分の中になかった考え方や発見があり、視野

が大きく広がった。 

・ 学校の授業内容と大学や実社会で利用されている技術や知識との関連性に気づけた。 

・ 社会に存在する問題に目を向ける手がかりやきっかけになった。新たな発見があった。 

・ 自分の将来に展望を開くきっかけになった。 

以下に、生徒が書いたレポートの一部分を取り上げた。なお、近年、この講座は鎌倉女学院に

も参加をよびかけており、参加した鎌倉女学院の生徒のレポートも含んでいる。両校の生徒とも

に上記のような効果が見られる。 

 

２．生徒のレポート例 

（1）『海洋学と社会の接点』（平成 26、27、28 年度実施） 

・ 政治的決定に科学が絡むときの科学者と政治家、市民の立ち位置や責任など今まで考えも

しなかったことだったので、社会と科学の接点について新たな視点を持つことができた。 

・ 科学技術の発展にともない、テロや犯罪に技術が流用されるデュアルユースの問題にはと

くに興味をもった。今後の社会では科学と政治が絡むことが多くなり、それをどう解決する

かが大きな問題となると思った。 

・ 人にものを伝えるときの段階的な正確さ（正確ではないが、間違えているわけでもない）

をどうするかということが参考になった。 

・ 学校の授業では教わることのない、科学の重要性について学ぶことが出来ました。文科系

の人や海に興味のない人にも勧めたい内容です。 

 

（2）『数値シミュレーションで学ぶ津波の物理』（平成 26、27、28 年度実施）、『実験と数値シミ

ュレーションで学ぶ津波の物理の基礎』（平成 29 年度実施） 

・ 津波のデータをもとに、物理法則に従って次々と計算し、現象を視覚化するという方法を

知ることができた。数学が他の分野にどのように役立つのかを知ることができた。 

・ 津波を理解するには、たくさんの要素があり、予想するのは大変だと思っていた。ところ

が、現象自体のメカニズムは単純で、多くの計算をしなくても、かなりの正確さをもって津 
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波の予測ができてしまうことに驚いた。 

・ 私の自宅は鎌倉の海のそば海抜 5 m くらいなので、津波の情報はきちんと収集しています

が、今日の授業のように物理的に考えたことがなかったのでとても新鮮でした。途中、数式

の考え方は難しかったが、実験やコンピューター実習ができて楽しかったです。（鎌倉女学院） 

 ・ 水深と波の速さに関する実験では、実際に具体的な数値から関係を理解することができ、

平方根の関係に気付けたときは良い気持ちでした。プログラミングによって、目に見える形

で波の動きが表せることは興味深いものでした。（鎌倉女学院） 

 

（3）『ヨットのテクノロジー』（平成 27 年度実施） 

・ 今回の講座を通じてヨットという乗り物を異なる視点から見ることができた。二酸化炭素

の排出量において船舶が大きな割合を占めていることを知り、その削減のために貨物船にセ

ールを使うという斬新な発想には驚いた。一見原始的に見える様な帆船でも、現代の技術を

用いることによって、地球温暖化を解決することができる可能性があることが分かった。 

・ 日ごろあまり意識せずに、セールを使っていたが、流体力学的に見たセールの表面の空気

の流れが良く分かった。またランドヨットでは、実際のヨットのセールを考えてやってみた

が、うまく走らず、実際に試行錯誤を行ってよく走るセールを作ることができた。そして風

の角度が異なるだけで、紙のセールは走らなくなり、普段使っているセールがいかによくで

きているかが分かった。 

・ 講義では、自分の知っているスポーツとしてのヨットではなく、貿易の場等で利用される

実用的なヨットという、ヨットの新たな一面を知ることができた。ランドヨットを使った実

習は、想像以上に難しかったが、模型を利用したことでヨットが走る原理を体感できて良か

った。セールの形を少し変えただけでスピードが大きく変化したので、セールの形の大切さ

やヨットがいかに精密なシステムでできているかを感じられた。また、他の組を見て全く違

うアイデアにふれることもできた。もっと時間をかけて多くのことを試したいと思った。 

 

（4）『東京湾の環境変遷から学ぶ人と海のかかわり』（平成 28、29、30 年度実施） 

 ・ 今まで東京湾の汚染について学ぶ機会はありましたが、今回のように自分で意見を考えて

述べるといったことがなかったので、とても良い経験になりました。実際に考えてみて、人

間と動物がどこまでお互い妥協し合えるかが難しいと思いました。人間はどうしても目先の

利益を追い求めてしまうので、もう少し視野を広く未来を見据える力が必要だと思いました。

（鎌倉女学院） 

 ・ 自然が失われつつある、ということは色々なところで聞いたことがあるし、その度にそう

いったことをいう方々は結末に「人間が悪い」というようなことをくっつけることが多かっ

たのですが、今回の授業ではそういったことはなく、より自由度が高い視点から理想の東京

湾について考えることができ、視野の広がりを感じました。（鎌倉女学院） 

 ・ 一見相反するような意見でもそれぞれ正しい根拠があるので、人の意見を聞いていて面白

かった。東京湾の現状についてのデータを読むときには、自分はグラフから何を問題にすれ

ばよいのかということを考えがちだったが、その前に事実を正確に把握することが大切だと 
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  いうことにこの講義で気づかされた。 

 ・ この講座を受け、何よりも驚いたことは、東京湾は栄養分が多すぎるせいで汚くなってい

るということだ。栄養分が少なく、人間が出したゴミなどで汚くなっていると思っていたの

で、僕にとってとても意外だった。また、自分はヨットをしているので近辺の海の汚さを少

しは理解しているつもりなので、専門家の方々がウナギやアユが育つような環境を目指して

いると知り、とても嬉しくなった。 

 

（5）『海について学ぶこと、伝える意味を考える』（平成 29、30 年度実施） 

 ・ 「学校」がテーマの時も、「海」の時も、皆それぞれ目の付け所や意見が大分違っていて、

意見を聞くのも、意見を考えるのも、とても楽しかった。まとめの所で、「大人げなくても、

しつこく『なぜ』と問い続けることが大事」というようなことを聞いて、最近「なぜ？？」

と考えることが自分の中で減ったということに気づいたので、これからは「なぜだろう」と

思い、考える機会を増やしていこうと思った。（鎌倉女学院） 

 ・ 今回の講座を通して、そもそも哲学に対する見方が変わった。哲学は一人で自分の心の中

で物事の真理を突き詰めていくものだと考えていたが、他人の意見を聞き、取り入れること

で、従来とは異なる新しい見方、考え方を持つことができることがよく分かった。 

 ・ 哲学対話というものをしたことがなくて初めての試みだったのですが、とても新鮮でタメ

になりました。相手を論破することや１つの答えを出すことが目的ではなく、というか目的

などはない。この話し合いは、ただ自分の意見を言って、他人の意見を聞くだけなのにすご

く楽しかったです。自分の思ったことを伝わる言葉にするという作業もとても楽しかったで

す。（鎌倉女学院） 

 ・ 今まで、堅苦しく難しいと考えていた学問である哲学を、講義を聞いた後に実践してみる

と、実際にはテーマについて自分で考えた事や思いつきなどについて、より深く考えていく

活動であるという事が実感できた。また、一人で考えているとまとまらない考えでも、実際

に話をしたり、意見を聞いたりするうちに、まとまったり、新しい事を考えつくなどして哲

学対話というものの価値を理解できた。「海」というものの存在を普段深く考えたことは無か

ったが、自分の考えをまとめていくことにより深い理解を得られた。 

   

（6）『分類学入門～生物の分類とその意義について』（平成 30 年度実施） 

 ・ 今日何よりも驚いたことは、新種を見付けることは密林に入るような大がかりなことをし

なくてもできるということです。また、生物は海洋のような開けた場所にいるものばかりで

なく、砂や土の中の間の水分がある所に大量に生息していて、その中に時々新種がまぎれ込

んでいるとすれば、僕たちの思っていた以上に新種がいるかもしれないということが分かっ

た。 

 ・ 分類学は、生物を種ごとに細かく分類することで、私達の身近なことにも使われているこ

とを初めて知った。分類を通して生物の多様性や進化・生態まで幅広く知ることができると

感じた。もし、分類学がなければ、私達はみんな同じ生物だと感じていたかもしれないし、 

食べている生物ももっと少なかったかもしれない。私達は何気ないところで分類学を利用し、 
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生活に応用していると感じた。（鎌倉女学院） 

 ・ 講師の先生は、東京大学にこの前までいて、最近、葛西臨海水族園に移ったと言っていた

が、僕は生物好きなので羨ましい。昔は葛西臨海水族園に行っていたが、最近は葛西どころ

か水族館にすら行かなくなったので、久々に行ってみたいと思う。貝形虫は小さいから、あ

まり長い距離を移動できないと言っていたが、地球温暖化によって住めなくなってしまった

貝形虫はいるのだろうかと疑問に思った。 

 ・ 分類学とはだだ、生物を分類するだけではなく、様々なことをする学問だということが分

かった。今まで考えたことは無かったけど名前がそれぞれあるというのは大事だと思った。

また、新種というのは、なかなか見つからないものだと思っていたので驚いた。今回は 2 時

間という短い時間だったのに、沢山のことを知れて、貴重な海の中の映像も見られて、解剖

という体験もできて、とても有意義な時間になって良かった。（鎌倉女学院） 
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８．「海洋自主研究グループ」の取り組み 

 

＜活動の経緯 ＞ 

本校が 2014 年 7 月に東京大学海洋アライアンス海洋教育促進研究センターと連携したのち、

2015 年 6 月から中学生を対象に「海洋学特別講義」が実施されることとなった。 

最初の海洋学特別講義は当時の中学３年生全員に対して行われた。東京大学大学院理学系研究

科の教授であり東京大学海洋アライアンス機構長を兼任されている日比谷紀之先生にご講演（演

題“月が導く深海の流れ～地球を巡る深層海流の謎への挑戦～”）いただいた。この聴講を機に、

海に強い関心を示したおよそ 10 名のメンバーが、有志で「海洋物理プロジェクト」を立ち上げる

こととなった。2015 年７月のことであった。彼らは、東京大学海洋アライアンスが結成した全国

規模の「先端的海洋教育・高校生プロジェクト（AMOE-HI；Advanced Marine/Ocean Education 

For High School Students）の一員として現在も活動を続けている。 

現在までの主な研究内容は、海の深層循環の駆動について

である。海の深層循環は現在の地球環境形成に大きく寄与し

ていると言われている。本研究では、およそ 2000 年かけて

世界を駆け巡る海流が担う熱輸送の仕組みの解明に迫る。市

販の観賞用水槽で海を疑似的に再現し水の流れを観測・記録

するとともに、熱輸送の証拠をおさえることが最大の目的で

ある。限られた設備の中でいかに工夫をして水の流れを観測

するかという難題に対し、水温条件の最適化や密度の異なる液体を利用した手法など、生徒たち

は日々精力的に研究を続けている。研究活動における時間対効果は決して高くない。だが、失敗

はその一つ一つに価値があり、彼らは手探りで実験の方向性を模索している。何より印象的なの

は、与えられたものではなく、自らのアイデアを試しているときの生徒たちの表情や積極性であ

る。課題解決力が求められるこの時代、まさにこういった探究的活動の必要性を強く感じる。 

また、研究活動とともに力を入れているのは発表活動であ

る。専門家による研究会や全国の児童・生徒による海に関す

る研究発表会にも積極的に参加を促してきた。各々の生徒が

自らの研究に責任感をもつことで知識や理解のアウトプッ

トはもちろん、コミュニケーションスキルをも養うことがで

きた。 

海洋国家に生きる日本国民が海に関する知識と理解を広

げることは、グローバルな観点から国や社会の未来を考え、

新しい概念・技術・産業を創出するとともに、関係する学問

分野を統合して新たな学問領域を拓いていくことにつなが

る。第１期生の生徒たちは、水槽内でオリジナルの海山模型

を動かすことによって月が生み出す潮汐流の再現を行い、疑

似的に乱流を発生させるという新たな発想を生み出した。水

温分布の変化から見る熱輸送の解析や流れの可視化につい
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てはまだまだ工夫すべきところがあるものの、彼らは失敗を繰り返しながらも結果と向き合って

きた。この経験は研究活動の場のみに留まらず、社会に出ても生きる力を彼らに与えるだろう。 

 

＜生徒による活動の振り返り＞ 

これまでこの研究活動を継続してきた第１期生の生徒たちに、“海”に関わったことで得られた

学びと価値について、振り返ってもらった。彼らが記した記述の一部を以下に紹介する。 

 

(1)研究に取り組んだ理由について 

「海の生物や生態系にもともと興味があり、その事について調べていく中で、環境を形成し

ている源である海洋の循環について知りたくなったため。特に、初めて参加した海洋教育サ

ミットで聞いたサンマやアカイカの回遊と海流の関係の話は興味深く、海流を理解すること

は非常に重要だと感じた」 

「日比谷先生の講演をお聞きし、深層海流の成り立ちや乱流が果たす役割に興味をもち、自

らの手で研究してみたいと思ったからです。また、理系の学生として研究の方法を心得てお

く必要があると考えました」 

(2)研究に取り組んだ感想について 

「やってみると意外とうまくいったり、目的を見失ってつまずくなど、いい経験ができた。

研究の奥深さを垣間見た気がします」 

「人の身では到底及ばないようなスケールで起きている自然現象の一つである深層循環を研

究できてとても嬉しい。研究し、乱流の再現への道を探るうちに、その難しさにも同時に気

づかされた。しかし、全く想像がつかず、目に見えない乱流や深層循環がだんだんと想像の

つく範囲へ近づいてきたことには驚いた」 

(3)研究の改善点や今後の課題について 

「すぐにのめりこんでしまったので、大局を見る力があるとよいと思いました。また、手法

を分かりやすく伝えられるようにできればと思います」 

「乱流を数値的に情報にするには基準の改善が必要だ。また、乱流の可視化についても、世

界中の様々な海洋環境についても、それぞれ違いがあることから、どんな条件でどこの海洋

を再現するのかについて具体的に検討したい。課題としては、今見ている乱流を別の側面か

ら見るとしたら、いったいどんな見方があるのか考えることだ」 

(4)海洋教育が目指す「海と人との共生」と自らの研究との結びつきについて 

「より深く海を知ることは、現在の大陸配置と合わさることで、個々の気候や文化と結びつ

くと思います」 

「私たちの研究をきっかけにして、海に興味がなかった人たちが興味を持つようになったと

したら、それは研究が“海と人との共生”の第一歩になったことになる」 

「深層循環の一因となっているであろう乱流の研究そのものが、天気予報の予測並びに範囲

の精度向上に貢献すると思う。なので、深層循環についての研究というよりは、乱流という

他分野との関わりも見られる研究が、先に挙げた例のように人の生活そのものをより便利に

するように結びつくと思う」 
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(5)自らの研究をふまえて考える「海と人との共生」に必要なことがらについて 

「現在もっている海洋に関する知識を積極的に使っていくことで、海洋環境の破壊を止める

ことができるはずである。例えば、海流の流れや終着点を知ることで、海洋の変化を予測し

たり、集まった海洋のゴミを回収することなどができるようになると思われる」 

「第一に人が海を知ることだと思います。海から人に歩み寄ることは考え難いが、人は意識

や興味しだいで海との距離を縮めることができると考えるからです。海の知り方は２種類あ

ると考えています。一つは、実際に海へ足を運んで海とふれあったり、環境保護の活動など

を通じて海を知る方法である。二つ目は、サイエンスの視点からデータの解析やシミュレー

ションを用いた津波被害の予測などによって海を知る方法です。私たちは後者の方法を選択

しましたが、どちらにも常に視野を広げておくことは非常に重要であると思ったからです」 

 

なお、本研究活動は※読売オンラインにも取り上げられ、メディアで紹介された。 

 読売オンライン（2018 年 09 月 10 日）“海の「深層循環」の謎、僕たちが解くぞ...逗子開成”

https://www.yomiuri.co.jp/kodomo/jyuken/information/CO028233/20180906-OYT8T50003.html 

 

＜研究発表の記録＞ 

この研究グループの生徒たちは、これまで数々の“海”に関する研究発表の場に参加してきた。 

以下に、これまで参加してきた主な研究発表の機会をあげる。 

★2015 年 12 月. 第 3 回全国海洋教育サミットにてポスター発表。 

      発表タイトル①「海洋における乱流の発生」 

      発表タイトル②「60 L の地球」 

★2017 年 2 月.  第 4 回全国海洋教育サミットにてポスター発表。 

          発表タイトル①「乱流観測法の模索」 

発表タイトル②「乱流による水温分布の変化」 

★2017 年 5 月.  日本地球惑星科学連合大会 2017 にてポスター発表。 

          発表タイトル①「水槽を用いた乱流観測法の模索」 

発表タイトル②「海山模型を用いた乱流混合による水温分布の変化」 

★2018 年 2 月.  第 5 回全国海洋教育サミットにてポスター発表。 

発表タイトル「乱流の可視化と熱輸送」 

★2018 年 5 月.  日本地球惑星科学連合大会 2018 にてポスター発表。 

          発表タイトル①「乱流の可視化と熱輸送」 

発表タイトル②「人工乱流による熱輸送」 

★2019 年 2 月.  第 6 回全国海洋教育サミットにてポスター発表。 

発表タイトル「深層循環から見える世界」 

★2019 年 5 月.  日本地球惑星科学連合大会 2019 にてポスター発表予定 
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９．海洋教育における教員の取り組み 

 

 海洋教育を進めるなかで、教員も海洋と関わる機会を大切にし、海洋教育に関するさまざまな

研究や実践に取り組んでいる。ここでは、「教員の取り組み」としていくつかの事例を紹介したい。 

取組みの様子や感想を含めて、実際に参加したある教員の「声」を聞いていただきたい。 

 

＜外部機関主催の教員研修プログラムへの参加＞ 

東京大学には、海洋アライアンスという日本の海洋教育・研究のための組織があります。その

海洋アライアンスが主催する教員（小学校～高校）対象の研修は、2017 年から始まりました。 

2017 年８月に行われた第１回目の研修は２泊３日でした。全国から、海洋教育をすでに実践し

ている学校やこれから本格的に取り入れたいと思っている学校の代表者が集まりました。研修を

きっかけに、全国の教員とネットワークを広げられたことは収穫の１つでした。九州から参加し

た学校の先生によれば、この研修をきっかけに学校同士の交流も始まったそうです。 

座学のみならず干潟にフィールドワークに行って実際に生き物を採取することも行いました。ま

た東京の地形の成り立ちなどもバスツアーで紹介していただきました。実践を体験したうえに紹 

介もしてもらえたので、記憶に留まりやすかったです。 

 2017 年 10 月の１泊２日の研修は、“海洋教育促進拠点”校の実践例の紹介でした。その取り組

みから学ぶことをグループで話し合いました。また各学校の実践から良い点を吸収し、お互いに

改善点を議論しました。本校の取り組み（ヨット実習、遠泳、特別講義）は、内容的には洗練さ

れていて素晴らしいが、目新しさが無いというアドバイスもいただきました。新しいことにチャ

レンジさせる学校方針でありますから、教員も新しい取り組みをしていきたいものです。 

2017 年 11 月の１泊２日の研修では、三浦市の初声（はつせ）小学校で海洋教育の授業参観を

しました。小学生たちがプレゼンテーションする姿は頼もしい限りでした。 

三浦市では教育委員会主導で市内すべての小・中学校で海洋教育を実践しています。２年目の

教員が主幹教員となって指導案の作成や他校との情報交換をします。３年目の教員が主幹教員の

アドバイザーとしてサポートする仕組みが構築されています。いずれ三浦市の全ての教員が海洋

教育に携わることが出来るようになります。「みうら学」海洋教育研究所の Facebook では各学校

の取り組みが頻繁に更新されています。 

2018 年２月３日、４日に開催された「第５回全国海洋教育サミット」へ参加しました。研修に

参加した学校のみならず、全国で海洋教育を実践している学校が一堂に会して報告をします。本

校の生徒も研究成果をポスター発表しました。 

海は好きですか？―10 代の半数は海を好きではないというアンケート結果があるそうです。海

外では地球規模で海を捉えさせている国があるそうです。日本は世界でも海洋教育においてリー

ドしている国です。ですから今の子供たちに海とかかわる機会を与えるべきです。その上で好き

ではないと言えるならよいのではないでしょうか。先生がわくわくすることを大事に、子供たち

への教育を進めていってほしいということが印象に残りました。 
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＜ヨット実習における教員の救助訓練＞ 

2018 年９月には、海洋教育運営副委員長主導のもと、ヨット実習における教員のより実践的な

救助訓練を実施しました。今までの訓練は、救助艇の基本動作の確認に留まっていました。交代

でボートを操縦し、浮き輪を落水者に見立ててすくいあげるというものでした。今回実施したの

は、実際に生徒が乗っているヨットが転覆したときに、救助艇が安全に近づき、生徒を救助し、

実習が再開出来るようにヨットを現状復帰するという流れです。この訓練に対する教員の評判も

よく、さらに発展させていきたいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜本校教員と生徒が参加した外部の海洋教育プログラム＞ 

東京大学の早稲田教授が主催している「ヨットのテクノロジー」（毎年 10～11 月実施）に生徒

とともに参加しました。昭和島のヨットハーバーで開催しています。家族で参加される方、我々

のように課外授業の一環として参加される方、老若男女さまざまです。午前中は希望者対象に東

京湾をクルージングします。クルージングしながら、教授から船の歴史などアカデミックな話が

聞けます。少人数で乗るので気軽に質問も出来ます。 

 午後はヨットが進む原理を勉強します。その後ランドヨットという車輪の付いたヨットの模型

を使ってレースをします。どのような帆を立てれば速く進むのかを班で試行錯誤しながら学びま

す。オリンピック選手よりも幼稚園児の作った模型の方が速かったりして、大人も夢中になりま

す。本校でもヨット部で試験的に行う予定で機材を集めています。早稲田教授から模型の設計図

も頂戴し、アドバイスをいただいています。ヨット部員から一般生徒へ、そして地域の方々に、 

という流れで発展的に紹介が出来ればと考えています。異世代が同じ土俵で競えるところが魅力

的です。 
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＜まとめ＞ 

海には資源が豊富にねむっていると期待されています。資源の中には「教育」も含まれている

ことを、研修を通して学びました。教員も主体的に学ぼうとすると自然と楽しくなります。子供

たちにも同じ気持ちを味わってもらいたいです。 

海を使った教育を通じて生徒が笑顔になってくれれば、こんな幸せなことはないと考えるよう

になりました。急速に発展することは難しいですが、一歩一歩確実にすそ野を広げていきたいと

考えています。海に行くと癒されます。自然は情感に訴える何かを持っているということが根幹

にあると教えていただけました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

[特別寄稿]  「海洋人間学講座」からみる逗子開成の海洋教育 

                                 東京大学海洋アライアンス海洋教育促進研究センター

特任研究員  加藤 大貴 

 

 東京大学海洋アライアンス海洋教育促進研究センター（以下、センター）は、現在（2019 年 1

月）まで全国に「海洋教育促進拠点／研究拠点」を形成し、各地域や学校、施設の特徴に応じた

海洋教育を実践するための活動を展開している。その中でも逗子開成は、眼前の逗子海岸を活か

した遠泳や OP ヨット実習を長らく続けており、海洋教育における先輩格の存在といえる。 

 ところで、もうひとつ「逗子開成の海洋教育」の特徴をあらわすものがある。それが「海洋人

間学講座」である。高校生を対象として 2015 年 1 月にスタートした同講座は、毎回異なる学問

分野とその方法論に入門しながら、「海と人とのかかわり」の探究を目指す講座である。遠泳や

OP ヨット実習が、自らと海とを身体感覚や感情によってつなげようとするものである一方で、

海洋人間学講座は、自らと海を、人類が多様に発展させてきた知的な営みの蓄積を借りることに

よって、つなげようとするものだといえる。この両輪によって「実感の伴った海の探究」が全て

の生徒と教職員に対してひらかれている点に、逗子開成の海洋教育の最大のポイントがある。同

時に、逗子開成が備えてきたこの両輪こそが、「海洋と人類の共生」という海洋教育の目的に迫る

ために、立ち返るべきスタンスを示している。 

どういうことか。単に海と情念的にかかわるだけに留まるとき、私たちは海に対していま以上

に洞察を深めることはできない。人間は、海やそこで生じるできごとに対して受け身にならざる

を得ず、私たちは海という存在に日々怯えて暮らすしかなくなるだろう。しかし同時に、単に海

を科学的探究の題材や、介入し治めるべき対象としてのみ扱うとき、海と人間の関係は隔てられ、

よそよそしいものになるだろう。そのとき海は、人間が向ける探究の目や介入の手に対して、受

け身にならざるを得ない。私たちは海を、常に操作可能で自らの理解の範疇に留まる存在と見な

し、その思い違いのうえに関係を築くことになる。 

 とはいえ、このいずれかの極にかたよった「海と人とのかかわり」は、人類が過去実際に通っ

てきた道ではないか。技術を手にする前の人間は、海の変化やその災禍に抵抗する術を持たず、

それに従うほかなかったであろう。他方、手に入れた自らの技術を過信した人間は、海の資源を

過剰に収奪し、乱開発や汚染によってその環境を不可逆的に損なってきた。そうした歴史は、海

洋と人類の共生が容易ならざるものであることを、直截に示している。 

逗子開成が講座で掲げる「海洋人間学」は、この歴史的な経過を引き受けつつ、新たな「海と

人とのかかわり」を作り出そうとする。そこでは、「海を学ぶ」ことに加え、「人を学ぶ」ことを

その体系の中に取り込むことが、ますます必要となってくるだろう。「人間の存在やその営みにつ

いて掘り下げていたら、いつの間にかそこには海での経験、海から得た学びと結び付けて考える

人間―ほかならぬ自分―がいた」…そのような学びの道筋がひとりひとりに生じるとき、海洋人

間学は逗子開成のアイデンティティとして、かかわる全ての人を豊かに支える学となるだろう。

そしてその学の広がりは、海洋と人類の共生を目指すうえでの、根源的な力となるだろう。 

今後も、この海洋人間学という壮大な、しかし欠かすことのできないプロジェクトに伴走し、

その行く先をともに描いていけることを願うばかりである。 
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10．本校の海洋教育における展望 

 

 ヨット実習や遠泳実習を軸に海洋教育をスタートさせて、30 年以上の月日がたった。2015 年

に本校の海洋教育は「海洋人間学」の名称でカリキュラムに位置づけられるようになったが、そ

れは、本校の取り組みがまさに「海と人とのかかわり」の探究・理解に焦点を定めたことを意味

するものであった。同時に、海洋教育カリキュラムの充実も図られた。カリキュラム全体を通じ

て、生徒が海を体感的に理解する、海のなかで自分の持てる力を発揮する、海の存在や海におけ

る人類の営為に関する学術的な知を獲得する、といった様々な側面から生徒の成長を捉え、将来

にわたり生徒が海と人との共生をめざす構えをつくりあげていく道筋を描いてきた。 

 ところで、国や社会が海洋の課題として対応策を要請しているのは、海洋資源の消費や利用に

関する問題、海洋環境の開発・整備に関する問題、海洋生態系の保全に関する問題、海洋におけ

る防災に関する問題などである。これら海洋に関する課題は、即効的な解決策を見いだしがたい

問題であり、現在から未来へ持続的に取り組むべき課題である。だからこそ、「教育的」な性格を

おびた課題となるのであろう。今の子ども世代にとって、これらの問題は自分たちの将来にまで

ついてまわる問題である。そうであるならば、問題解決のための具体的な政策案を講じる基盤と

して、人間にとっての海の存在とは何かという問題に取り組むことがますます肝要になってくる

と思われる。本校の海洋教育は、こうした考えをふまえて展開している。 

本校における海洋教育の今後のあり方を考えたとき、以下の４つの項目に尽力していきたい。 

(1) 海と人とのかかわりを考察する機会を増やす～海洋教育カリキュラムと教科学習の連関 

(2) 海に対して科学的に探究する姿勢を養う～海洋学習の振り返り・課題等の学習方法の充実 

(3) 海洋教育における個々の成長を客観的に捉える～海洋学習の評価方法や成果分析法の研究 

(4) 海洋教育活動を反省的に検討し活動状況を発信する～海洋教育の教員組織・統括部署の充実 

 海を眼前に６年間の学校生活をおくる本校の生徒には、「海とともに生きている」という根源的

な認識を深める教育活動を展開していく。海洋教育を通じて、海を人間の操作対象としてではな

く人為を超える存在だと実感し、畏敬のまなざしで海の存在を受け入れること、そしてそのうえ

で海に働きかけること。こうした視座から日本や世界各地における海の問題と向き合うことで、

問題の捉え方が違ってくるのではないか。この意味において、今後はこれまで以上に海とのかか

わりを考察する機会を増やしていくことになるだろう。さらに言えば、海洋人間学の枠にとどま

らず、理科や社会科など教科の学習においても積極的に海の存在をとりあげ、海の問題をより身

近に捉え海洋に関する理解を深めていきたい。 

 本校の海洋教育は、ヨット帆走や遠泳実習など、体験的な学習の機会を大事にしている。この

ことは、前述のとおり、海の存在を体感的に理解する意味があるのだが、一方において、体験的

な学習をもとに海を科学的に捉えて理解しようとする姿勢を養う意味もある。実習のなかで生じ

た海に対する驚きや疑問をきっかけとして、海に関する科学的（人文科学・社会科学・自然科学）

な知識を獲得していく場面がある。また、講座や授業で得た知見を実習で活用していこうとする

場面や、実習で直観的におこなった自分の行為を後に論理化し意味づけようとする場面などがみ

られる。科学的にアプローチしていくことで、海洋の体感的な理解にとどめず、より客観的で広

い立場から海の存在をより精緻に捉えられるようになる。今後、こうした経験をより一層積み重
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ねていくことで、生徒は自らの資質（価値）を高めるだけでなく、社会的な価値の認識に導かれ

るであろう。そしてこの先、国や社会が要請する海洋の諸問題を考える基盤をつくりあげていく

ことを期待する。このことを踏まえて、実習の仕方、実習のレポート課題の内容、実習後の生徒

間での振り返りの方法など海洋教育の研究を今後も精密に続けていく必要がある。 

教員の役割も重要である。生徒の取り組んだ個々の活動（例えば帆走実習と海洋学特別講義の

内容）を相互に有機的に結びつけられるような教員の支援アプローチは、生徒の探究的態度の育

成や海の多角的な理解にとってますます大きな役割を担うと考える。また、なによりも教員も海

といかに向き合い、その存在をいかに感受するかということも、子どもたちの海に関する取り組

みや今後の海洋教育活動の内容等に大きな影響を与えていくであろう。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

  

  

 

 

 

 

 

 

2018 年５月に行われた“教員ヨット研修”の風景 

教員もヨットの艤装や帆走を体験し海と向き合う。 
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    本報告書は、海洋教育パイオニアスクールプログラム 助成活動の一環として 

編集・発行されました。 

 

2019 年３月 

逗子開成中学校・高等学校 海洋教育委員会海洋学担当 
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