
成果報告書１：海洋教育のデザイン 
１．学校名 
福井県立若狭高等学校 

 
２．活動テーマ 
国際的な海洋教育のネットワークによる教育活動の単元開発（継続） 

 
３．実施の概要・ねらい 
近年の地球温暖化や越境汚染など地球規模の環境問題に対応するには、国際的な視点で、

課題を設定し、主体的、協働的に問題解決していくことが必要性である。本校では、昨年度

からアメリカ、シンガポール、台湾の高校生と連携しながら国際的な視点から海洋教育を実

践してきた。昨年度は連携校との調整に時間がかかり、単元開発に必要な具体的な協議や実

践に十分な時間を取ることができなかった。そこで、昨年度に引き続き、国際的な海洋教育

の単元開発として、実践を重ね、評価方法や中学校も含めたネットワークの構築を行い、海

洋教育の新たな可能性を拓いていくことを目的とした。 
 
４．実施計画 
①テーマ 
 本実践テーマは、大きく三つに分けることができる。 
 （１）国際的なマイクロプラスティックの野外調査を取り入れた授業単元の確立 
 （２）連携校（海外および地元中学校）による生徒同士の情報交換 
 （３）実践後の評価規準の作成・見直し 
概要 

  マイクロプラスティック調査を取り入れた授業を定着させ、アメリカ、シンガポール、

台湾、中国などの学校との連携により“海洋教育グローバルネットワーク”を強固なもの

にしていく。評価では、昨年度、評価規準として検討している「協働する力」や「他の文

化理解し、認める力」を取り入れ、実践を深める。中学校の連携内容に関しては、中学校

の教員との協議を活かし、沿岸域の環境改善と国際的なマイクロプラスチックの取り組

みを合わせて取り入れることでより充実を図る。 
 活動計画 
   ４月 学習目標の設定・評価方法の検討・学習指導計画作成・海外高校と協議 
   ５月 授業開始 総合的な学習に関する教材として 
           中学校技術家庭における実践 課題研究における課題設定として 
  １１月 公開授業 
  １２月 授業実践 
   ２月 生徒発表会 専門家による授業内容の検討・公開授業 



   ３月 学会参加 
 教科等との関連 
  高校においては、科目「課題研究」で主に取り扱い、教科「理科」や「社会」との連携

を行う。中学校においては科目「技術家庭」で取り扱う。 
 
②実施の評価について 
 評価については、高校では、評価規準表を作成し、パフォーマンス評価を用いた評価方法

でカリキュラムの改善を行う。評価方法自体も海外と協議を行いながら実施していく。 
 
５．今年度の実践 
①計画からの追加・変更点 
 本取組みを国内においても充実させるため、国内の高校教員にも研究授業に参加してい

ただき、本単元の理解を深めていただいた。 
 
②実践の成果 
（１）国際的なマイクロプラスティックの野外調査を取り入れた授業単元の確立について 

連携先のアメリカのアニモリーダーズチャータ

ーハイスクール（Animo Leaders Chater High 
school：America Los Angels)においては、本年度、

頻繁に連絡をインターネットを用いて取り合うこ

とで、単元の開発を行うことができた。内容とし

て、砂浜、海水面、海洋生物からのマイクロプラス

ティックを採取し、調査することを目的とした単

元に加え、数を数えるだけでなく、マイクロプラス

ティックを分類することも単元に付け加えること

ができた。（別紙：単元開発１） 
さらに、各地域のプラスティックをどのように

比較するか、協議し、アメリカの生徒からウェブ上

にホームページを作成し、情報を更新していく提

案がなされた。（別紙：単元開発２） 
開発した単元は、アメリカのテラリンダハイスクール（Terra Linda High School：

America San Rafael)で実践いただいた。昨年度作成した単元を用いて、近隣の砂浜から

砂を採集し、マイクロプラスティックを採集する授業を理科の実験として授業の中に取

り入れていただいた。採集して数を数える。顕微鏡で見ることで分類を行い、生徒からは、

マイクロプラスティックの海洋汚染について身近に感じることができたという感想を頂

いた。 



台湾においては、国立台湾海洋大学 Chia-Dai Yen 准教授の助言により、Suao Marine 
and Fishery High School（水産系高校）、Lotung High School、Keelung Senior High 
School、Anle High School、Hsin Tien Senior High School、Badou High School、
Zuanzuan High School（普通科高校）と本格的な連携を行うこととなった。本年の助成

により、本校教員 3 名が訪問し、今後の連携について協議を行うことができた。 
アメリカ、シンガポール、台湾の学校との連携により“海洋教育グローバルネットワー

ク”を強固なものにすることができた。 
日本においても、神奈川県立海洋科学高校、岩手県久慈東高校の教諭にもマイクロプラ

スティックを題材とした研究授業を行い、本単元の理解を深めることができた。 
（２）連携校（海外および地元中学校）による生徒同士の情報交換 
 スカイプを用いた情報交換は、非常にうまく

いった。ようやく、同じ方法で調査した調査結

果をお互い交換できるようになった。また、ア

メリカをはじめとする海外の生徒や教員は、海

洋教育の単元に対して非常に柔軟に対応し、マ

イクロプラスティック問題解決に向けて社会

学や経済学の視点から学習ができないかと提

案があった。本年度は、リサイクルシステムや

規制のポスター発表にとどまったが、今後は、

授業単元として開発もしていきたい。 
 中学校では、本年度初めて ICT を用いた出

前授業を行い、今後の連携の可能性を模索でき

た。お互いの授業について予定をあわせる必要

が少なく連携が非常にしやすかった。 
 研究会や学会での情報交換を積極的に行い、

単元開発に携わる生徒の学びを深めることが

できた。時間はかかるが、直接、協議すること

も連携校を増やす上で重要であると感じた。 
（３）実践後の評価規準の作成・見直し 

   シンガポールのテマセックジュニアカレッ

ジ（Temasek junior college：Singapore)では、

教員同士が連絡を取り合い、国を超えてどのよ

うに評価していくことができるのか、協議を重

ねることができた。しかし、シンガポールでは、

カリキュラムや評価方法、教育内容についても国が大部分を決めていることから柔軟に

活動できない問題が出てきた。 次年度から実験的に導入してもらう予定だが、今後もサ



ポートが必要と考える。 
  一方、アメリカでは、標準テストをはじめとする評価に関する失望感が少なくとも教員

間にはあるように伺えた。数値がノルマとして与えられ、日本以上に評価に対して協議す

ることに抵抗があった。目標に準拠した評価方法としてパフォーマンス評価を用い、評価

規準表をともに作成しようとしたが、本単元を学習した生徒自身が、どう変化したか、ど

のような学びがあったのか、またその学びが今後どう発展していくのかを素直に受け止

め、評価していくことはできないかと提案があった。 
 
③次年度への課題 
単元開発により、世界各地で、マイクロプラスティクの数やその種類が児童や生徒たちに

よって報告されることが多くなると考える。この学習の大きな魅力、醍醐味となるのが、海

流を通じた国境を越えた繋がりを感じながら問題について考え、交流ができることである。

すでに、私たちの連携校においても今後どのように生徒同士が協議すべきか、場を考える必

要性が出てきている。情報を交換する程度ならば従来のスカイプ等で対応できるが深く協

議したい。ウェブや最新の ICT を用いた方法で会議などが定期的にできないか模索してい

く必要が出てきた。貴財団において、会議を主催していただけないであろうか。ぜひ、今後

ともお力をお借りしたい。 
 評価については、目標に準拠した評価方法としてパフォーマンス評価を用いたが、新たに

本単元を学習した生徒自身に、どのような学びがあったのか、またその学びが今後どう発展

していくのかを素直に受け止め、評価していくことはできないかと提案があった。確かに生

徒たちは、他の海洋分野の教育に比べても本単元の取組みに非常に主体的、自主的に取り組

んでいる。私たちが把握していない学びがあるのかもしれない。 
本年度の助成を用い、東京海洋大学の佐々木剛准教授と協議を重ね、現在、評価について

も再検討している。昨年度本単元を実践した卒業生のインタビュー調査の実施を始めた。海

外教員からの指摘も生かし、今後、本単元を学習した生徒がどのように変化していくのか真

摯に受けとめていきたい。 
 
６．主な連携機関及び内容 
・東京大学海洋アライアンス海洋教育促進研

究センター 
 研究活動の助言および海洋教育サミットな

どでの発表の場の提供をしていただいた。 
・福井県立大学海洋生物資源学部 
 海流を専門とする兼田淳也准教授から小浜

湾におけるマイクロプラスティックの分布に

ついて御助言をいただいた。 



・東京海洋大学海洋科学部 
稲田博史准教授から漁具の漂流や海ゴミの講義、最新の漁具についての講義及び協議を

いただいた。 
 
 



１年生「国際的な海洋環境問題への興味関心と自主的主体的な態度の育成」 
【実践のねらい】 
日本近海および世界の海域の海流についての知識技術を習得するとともに海流の影響によって生じる 

生物生産や生物の多様性について基礎的基本的内容を理解する。応用的内容として海流によって生じる 

環境問題を理解し、上級学年の研究発表、研究者の講義を聞き、生徒自らが、課題設定能力の育成、協 

働する姿勢や問題解決の能力の育成をする。 
○時数 ９〜３月 
○関連 社会、理科、水産 
○目標 （１）日本近海および世界の海域の海流についての知識技術を習得する。 

（２）海流の影響によって生じる生物生産や生物の多様性について基礎的基本的内容を理解する。 

（３）海流によって生じる環境問題を理解し、生徒自らが、課題設定能力の育成、協働する姿勢や問題解決の能力の育成をする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

主な連携機関と内容 
・福井県立大学 
・東京大学海洋アライアンス海洋教育

普及促進研究センター 
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・日本近海および
世界の海流につ
いて知識と（２）の
内容の関連を持
たせる。
・海流によってど
のような現象が
起こるか考察す
る。

社会（１）日本近海および世界の海域の海流についての知識技術を習得
する。
・実験「海流について温水を用いた実験」
・実験「生分解性プラスティックを用いた漁具作り」

社会・理科・水産（３）海流に
よって生じる環境問題を理
解し、生徒自らが、課題設
定能力の育成、協働する姿
勢や問題解決の能力の育
成をする。

社会・理科・
水産（２）海流
の影響によっ
て生じる生物
生産や生物
の多様性につ
いて基礎的基
本的内容を理
解する。
・班別で学習
・各班の競技
結果を報告



成果報告書２：海洋教育のストーリーマップ 

２年生「国際的な海洋環境問題への実践」 
【実践のねらい】 

海洋の人間活動の影響や国際的な環境問題となっているマイクロプラスティックについて，主体的、 

自主的、協働的な姿勢、態度で国を超えて生徒同士が連携しながら、課題を設定し、問題を解決する。 

マイクロプラスティックの現象を目標に他の文化を理解しつつ、自国の文化や社会情勢を考え、問題解 

決への対策を思考する。表現活動では、他国と意見交換することで自らの結果や考察について意見を交 

換する。活動を通じて思考力、判断力、表現力を育成する。 

○時数 ４〜３月 
○関連 理科、水産 
○目標 （１）海洋の人間活動の影響や国際的な環境問題について主体的、自主的、協働的な姿勢、態度を育てる。 

（２）国を超えて生徒同士が連携しながら、課題を設定し、問題を解決する。 

（３）問題解決への対策を思考する中で、課題設定能力を育成する。 

（４）他国と意見交換することで自らの結果や考察について意見を交換し、表現力を育成する。 

 

 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

                       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　探究のサイクルを循環

（２）国を超えて生徒同士が連携しながら、課題を設定し、問題を解決する。
・砂浜・海水面・生物ノ班にわかれて調査

（３）問題解決への対策を思考する中で、課題設定能力を育成する。
・課題の再設定

（４）他国と意見交換することで自らの結果や考察について意見を交換し、表現力を育成する。
・調査内容を比較。
・ICT等を用いて、海外と情報交換
・学会等に参加

（１）海洋の人間活動の影響や国際的
な環境問題について主体的、自主的、
協働的な姿勢、態度を育てる。
・先行研究の発表会
・専門家の講演

体
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動
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な
活
動

表
現
活
動

Plan
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See

Check

主な連携機関と内容 
・福井県立大学 
・東京大学海洋アライアンス海洋教育

普及促進研究センター 


