
海のない地域にある学校への海洋教育の提供と新たな海洋教育プ
 ログラムの⽴案プロジェクト

 

実施記録：⼋王⼦市⽴由井第三⼩学校

2018年2⽉22⽇（⽔）実施
⼀般社団法⼈葛⻄臨海・環境教育フォーラム事務局作成



はじめに：授業の設計思想（4年⽣）
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■海洋系学会が２０１６年５⽉に⽂部科学省初等中等教育局⻑に対して「⼩学校
 理科第４学年単元『海のやくわり』新設の提案」を⾏ったことを受け、授業原案
 を⼀般社団法⼈

 

葛⻄臨海・環境教育フォーラムより⼩学校に提案した内容を原
 案とする。なお、その際に実際に学校が進めている指導計画との関連性を持たせ
 るためにカスタマイズを⾏った。

同時に、当該授業については「社会科」への落とし込みが可能とする。

■年間指導計画案との関連
（理科）：３学期の単元として⽰されているのは、３⽉３週に「⽣き物の暮らし

 （５）・⽣き物の１年間。

（社会）：同じく３学期の単元「私たちの県」の中に「特⾊ある地域と⼈々の暮
 らし」に対応できないか。「⾼尾⼭」「浅川のアユ」を取り上げることとする。



はじめに：授業の設計思想（6年⽣）
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年間指導計画において３学期の３⽉に「⾃然とともに⽣きる」「⽣物が⽣
 きていくために」「わたしたちのくらしとかんきょう」に合わせ実施。



 

「⾃然とともに⽣きる」では「⾬が川となって海に流れ、また⾬になるま
 で」が導⼊部とされることから、「⽔をはぐぐむ⾼尾⼭」「浅川のアユ」
 （以上⼩会作成資料）、近隣の北野にある下⽔処理場を活⽤する。



 

残りの「⽣物が⽣きていくために」「「わたしたちのくらしとかんきょ
 う」まで含めて実施する。

※「社会科の視点」について。５年⽣であれば３学期に「私たちの⽣活と環
 境」という単元において、「私たちの⽣活と森林」「環境を守る私たち」
 という項⽬がある。しかし、残念なことに６年⽣では３学期に割り振られ
 ているのは「世界の中の⽇本」となることから難しいかと考える。



実施概要

【主催】⼀般社団法⼈
 

葛⻄臨海・環境教育フォーラム
【助成】⽇本財団平成29年度助成
【対象】⼋王⼦市⽴由井第三⼩学校（⽩⽯貴志校⻑）

4年⽣1クラス39名・6年⽣1クラス34名
【実施⽇】2018年2⽉22⽇（⽔）3・4時間⽬（6年⽣）／5・6時間⽬（4年⽣）
【講師】⽯丸隆（東京海洋⼤学名誉教授・元⽇本プランクトン学会会⻑）
古瀬浩史（帝京科学⼤学教授）
坂⽥⼤輔、右⽥裕基（株式会社⾃然教育研究センター）
宮嶋隆⾏（⼀般社団法⼈

 

葛⻄臨海・環境教育フォーラム）
【スタッフ】帝京科学⼤学古瀬研究室⽣6名

※同⼩学校より荒井雄⼀副校⻑にもご登壇いただきました。
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授業上の位置づけ（4年）

【該当教科】
理科・社会の合科として実施
【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。
【達成⽬標等】
主題：⼋王⼦は、海とつながっている。⼋王⼦の川に影響があれば海にも伝わる
⽬的：汚⽔処理場から川に流れる⽔や川の⽣きものについて知ることを通して、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。
（何を持ち帰ってもらうか）
①⾃分たちの⽣活が、周辺の川にどのように影響しているかわかる
②⾁眼では⾒えない世界の⽣きもの達が、私たちの⽣活を⽀えていることを知る
③⾃分たちの⽣活が与える⾃然へのインパクトを考えることができる
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授業の流れ（4年）
項 ⽬ 内 容 ⼤切にしたいこと

葛⻄臨海たんけん隊とは？

 

、スタッフ紹介 葛⻄臨海たんけん隊の趣旨を知る

挨拶、どんな授業？
１．（アユの実物模型orパネル等を出して）この⽣きもの知っているかい？

 

２．どこにいる⽣きもの？エサは何？→⼤⼈は藻類、⼦どもは動物プランクトン

 

３．アユの⼀⽣は海と川の両⽅が必要になる

・今⽇の授業の位置づけを確認

湯殿川は昔、汚かっ

 

た？

１．30年前はアユはいなかった。なぜ？

 

２．川が汚れていた原因は⼈の⽣活にあった。⾃分たちの⽣活で⽔が汚れそうなものを考える

 

３．⽔が汚れないようにするために、何をしてきたの？

 

４．下⽔処理場と微⽣物による⽔の浄化の話

 

５．荒井副校⻑の体験談（5分以内）

・７⽉に⼦どもが⾏った川の調査の思い出し

 

・川は汚濁から浄化という歴史があったこと、⼈間の⽣活

 

とか変わっていることを動機づける

 

・浅川と多摩川の関係を軽く説明

「アユの⼦どもが⾷

 

べているもの」の紹

 

介
⽯丸先⽣による顕微鏡の実演

 

→アユ透明標本の消化管内のプランクトンをスクリーンに投影
・⾁眼では⾒えない世界の紹介。顕微鏡を使うことの楽し

 

さの導⼊

顕微鏡の使い⽅ 顕微鏡の使い⽅の重要ポイントを簡潔に説明する（低倍率から）

 

※細かいレクチャーは観察がはじまってからスタッフが回って教える 顕微鏡の使い⽅を理解する

１回⽬の顕微鏡観察

 

（付着珪藻の観察）

１．アユが⾷べているものを観察してみよう

 

２．付着珪藻の配布→観察開始

 

３．スケッチをする

 

※より多く発⾒できるように、⼀通り⾃分の分を⾒た後に他の班へ回って⾒ることもOK

⾁眼では⾒えない⽣きものがいることを知る。

 

どんな形をしているのか、よく観察できる。

 

顕微鏡を使うことのワクワク感

２回⽬の顕微鏡観察

 

（活性汚泥の観察）

⽔をキレイにしてくれている活性汚泥を観察する

 

１．活性汚泥の配布

 

２．プレパラートの配布→観察開始

 

３．汚泥中の微⽣物を観察し、スケッチする（ワムシ、繊⽑⾍

 

等）

・付着珪藻との対⽐

 

・微⽣物たちを⾒つけることの楽しさ

 

・他の⽣きものとの違い

 

・⽔をキレイにしてくれている⽣きものたちの存在を確認

まとめ

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？、珪藻と活性汚泥にいた⽣きものの違い等）

 

２．アユが川で暮らすためにはたくさんの珪藻と、キレイな川にしか出てこない珪藻が必要

 

３．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

 

３．今後、もっとたくさんアユが来るような川にするにはどうすればいい？

・発表があることで主体的に授業に参加してもらうこと、

 

仲間の話を聞くことを⼤事にする

 

・きれいな⽔を保つためには、私たちの努⼒も必要である

 

こと、微⽣物たちが頑張ってくれていることを知る

今⽇の活動、学びの

 

ふりかえり
１．今⽇の授業をふりかえる。

 

２．アンケートの内容を簡単に説明し、記⼊してもらう

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。
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授業上の位置づけ（6年）

【該当教科】
理科として実施
【単元】
理科：⾃然とともに⽣きる／⽣物が⽣きていくために／私たちのくらしとかんきょ

 う※中学1年⽣の「⾃然の中に⽣命の営みを⾒つけてみよう」の先⾏学習でもある。
【達成⽬標等】
主題：⼋王⼦は、海とつながっている。
⽬的：アユを通して、⾃分たちの暮らしと川が、川を通じて海と密接に関わってい

 ることを理解する。
（何を持ち帰ってもらうか）
①⾝近な川の始まりと終わりを知る
②海と川をつなぐ⽣き物について知る
③川の⽔質とそこに棲む⽣き物の関係に気付く
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授業の流れ（6年）
内 容 ⼤切にしたいこと

葛⻄臨海たんけん隊とは？

 

、スタッフ紹介 葛⻄臨海たんけん隊の趣旨を知る

みんなの⾝近にある川がどこから来てどこへ⾏くのか。私たちや⽣き物がどのように関わっているのかを考える ・今⽇の授業の位置づけを確認

学校の前の湯殿川からはちょっと離れているけど、⼋王⼦市内を流れている浅川、そして浅川が合流する多摩川に

 

ついて考えてみよう。

 

「⽔はどこから来たか？」4年で奥多摩に⾏った事は覚えてる？
・多摩川のはじまりはどんなだった？

今⽇はこの多摩川や浅川でも⾒られるアユが主役です。アユという⿂は知っているかな？→⼀⽣が海と川にまた

 

がっている。清流にしか住めない。今では毎年100万匹も遡上してくるアユはかつて多摩川から殆ど姿を消した事が

 

あります。→1960年代の⽔質汚染が原因

 
アユが戻ってきたのは、川や海の環境がよくなったから。それには、プランクトンやバクテリアというとっても⼩

 

さな⽣き物たちが関係してみます。今⽇は鮎とその⾷べ物を⾒てみよう。

親鮎（アルコール標本）と稚鮎（透明標本）を⽰す

 

→それぞれの姿をよく観察

 
稚鮎の消化管にプランクトンが⼊っている様⼦を⽯丸先⽣が投影

 

→稚鮎の⾷べ物「プランクトン」を⾒てみよう

観察が段階的におもしろくなるための最初のステップ。⾁眼で

 

⾒て次への期待。

顕微鏡の使い⽅の重要ポイント簡潔に確認をする。（低倍率から） 顕微鏡の使い⽅について理解する

１．海の動植物プランクトンを観察→固定標本の配布→観察開始

 

※「より多くを発⾒」できるように、

 

①他の班も⾒て回って良いことを伝える。②プレパラートを違うものに交換してよい（スタッフの確認の下）

・プランクトンには、「動物プランクトン」と「植物プランク

 

トン」がいることを知る。

 

・⾒ることと知識を⼊れることで、愛着（強い感情）を持てる

 

ようになる。

観察したプランクトンをスケッチ 絵を上⼿く描く事ではなく、よく⾒る事が⼤事
親鮎の「はみ痕」写真を⽰す

 

→親鮎の⾷べ物「珪藻」を⾒てみよう

 

→付着珪藻の配布
稚鮎の⾷べ物との違いを意識しながら

観察した珪藻をスケッチ。 絵を上⼿く描く事ではなく、よく⾒る事が⼤事

鮎は成⿂と稚⿂で暮らす場所と⾷べ物が違う。それぞれどこだったかな？

 

⽔が汚いと鮎の体に悪影響を与えたり、川で珪藻が増える事が出来ない。 観察で昂った感情を落ち着けて思い出してもらう

川の⽔がきれいになったり、餌が増えたりしたのは勝⼿になったわけではない。

 

アユなどの⽣き物がいなくなって、環境が悪くなったと気付いた⼈たちが下⽔処理場を作ったり、⽔源林を守った

 

りしたから。⻑い年⽉をかけて少しずつ昔のきれいな川に戻っていったんだ。
⼈の⼿によって容易に環境は悪化するし、⼤変な労⼒は必要だ

 

がそれを改善する事も出来る。

１．今⽇の授業をふりかえる。

 

２．アンケートの内容を簡単に説明し、記⼊してもらう 今⽇何を学んだか確認することで、学びが染み込む。

アンケートの質問内容から、数⼈に質問してもらう。 88
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実施記録６年⽣

9



はじめに
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• 葛⻄臨海公園（東京都江⼾川区）を
 拠点とする団体がなぜ海のない⼋王
 ⼦の学校で出前授業をするのかにつ
 いて解説をします。

• ⼭と川は海とつながっていること、
 だから海がない場所に住んでいるか
 らといって海とは無縁ではないこと
 などを理解してもらいたいと述べま
 す。

• また、今⽇のメインの講師である⽯
 丸隆先⽣（東京海洋⼤学名誉教授）
 の紹介も⾏います。



導⼊：「海とつながる⼋王⼦」
 「海と⼭・川をつなぐ⿂」
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• ⼋王⼦は川を通じて海とつながって
 いることを理解します。由井第三⼩
 の6年⽣は4年⽣の時に多摩川の⽔源
 である奥多摩に「⽔源林調査」に

 ⾏ったことがあります。今⽇の講師
 の⼀⼈坂⽥⼤輔さんは実はその時

 「⼭のふるさと村」で当時の4年⽣を
 ガイドしてくれた先⽣でもありまし

 た。
• また、多摩川で⾒ることができるア

 ユは、海と川を⾏き来する回遊⿂で
 あることも説明します。

• ⽯丸先⽣が作ってくれた親のアユの
 標本と、東京海洋⼤学の⿂類額の河
 野博先⽣が作ってくれたアユの⼦ど
 もの「透明標本」を観察します。
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アユの標本をルーペと顕微鏡で観察した後は、
 ⼦どものアユの標本を⽯丸先⽣の顕微鏡でスク
 リーンに投影します。

消化管の中に未消化の珪藻が⾒つかりました。



アユのえさの観察
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• アユが川に戻ってきたのは川がきれ
 いになったから。汚い⽔では住めな
 いこととだけでなく、アユのえさで
 あるプランクトンや珪藻（けいそ

 う）がなくなるからです。アユが⾷
 べる川の珪藻やプランクトンを顕微
 鏡で観察します。

• 川だけでなく、⽯丸先⽣がその⽇の
 朝東京湾でつかまえてきたプランク
 トンを観察します。⾃分たちの顕微
 鏡だけでなく、⽯丸先⽣の顕微鏡は
 スクリーンに投影してみんなで⾒ま
 す。
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スケッチ
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先⽣からアドバイスをもらいながら、海のプランクトン、川のプランクト
 ンをそれぞれ1枚ずつスケッチします。



川の⽔はきれいになったのかな？
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• ずっと湯殿川のそばに住んでいる荒
 井副校⻑からお話をいただきます。
 荒井先⽣が⼩学⽣のころには湯殿川
 はとても汚かったそうです。それが
 今ではアユが戻ってくるくらいにき
 れいになりました。

• 私たちが出す⽣活排⽔がきれいに
 なったこと、下⽔処理場が頑張った

 ことなどがその理由です。



実施記録4年⽣

17



はじめに

18

葛⻄臨海たんけん隊がなぜ海のない
 ⼋王⼦の学校で出前授業をするのか
 について宮嶋事務局⻑から、そして
 具体的にどんな授業をするのかを右
 ⽥先⽣から説明してもらいます。



川と海を⾏き来する⿂：アユ

19

• 親アユと⼦供のアユをそれぞれ観察
 します。このアユという⿂は川と海
 を⾏き来している⿂です。きれいな
 ⽔にしか住めないので、川が汚いと
 ⽣きていけません。



湯殿川の今と昔
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• 学校の前を流れる湯殿川（ゆどのが
 わ）。今は都内でも有数のきれいな
 川ですが、昔はとても汚れた川でし
 た。副校⻑の荒井先⽣から、先⽣が
 ⼩学⽣のころの湯殿川のお話を伺い
 ます。昔の湯殿川はとてもきたなく
 て、川であそぼうという気持ちには
 ならなかったとのことです。



アユの⾷べているもの
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古瀬浩史先⽣が授業の前⽇に川で採集した珪藻（アユのえさ）を顕
 微鏡で観察します。



⽔を汚さないようにする⼯夫

22

• 川の⽔をきれいにするためにどのよ
 

うな努⼒・⼯夫がなされてきたのか
 

を学びます。⽣活排⽔をきれいにす
 

る努⼒、下⽔を直接川に流すのでは
 

なく、きれいにして川に流すための
 

⼯夫などを学びます。
• 特に、今回は⼋王⼦市のご協⼒で、

 
隣町にある下⽔処理場のバクテリア

 
（よい細菌）を観察することができ

 
ました。（下⽔処理場の皆さんがわ

 
ざわざ当⽇の朝、学校まで配達して

 
くださいました。ありがとうござい

 
ます！）

• この貴重なバクテリアを⾃分たちの
 

顕微鏡だけでなく⽯丸先⽣の顕微鏡
 

を使ってスクリーンに投影したりし
 

ました。



スケッチ

23

下⽔処理場のバクテリアや珪藻を顕微鏡で観察し、⾒つけたものをスケッチします。
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