
2019年度海洋教育パイオニアスクールプログラム
南葛西第三小学校「臨海探検隊」実施報告書

2019年10月15日、29日、12月23日

江戸川区立南葛西第三小学校作成
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目的等

【実施教科】：総合的な学習の時間　理科　社会

【目的】：地域の学習材である「葛西臨海」を活用して、以下の資質・能力を育成する。　　　　　　　　　　　　　　　　　
１．葛西臨海の海洋生物や環境を調べることをとおして、自ら課題をもち、情報を収集・
整理・分析し、適切な方法でまとめ・表現できるようにする。
２．葛西臨海についての探究的な学習に取り組むことにより、互いの良さを生かしながら、
主体的・協働的に学ぶ力を育てるとともに、海洋環境を保全しようとする心情や地域を愛
する態度を養う。　

【期待される効果・学習成果】
１　海洋及び海洋生物・環境への探求的思考と理解の向上
２　葛西臨海を学習材とした課題解決能力及び情報活用能力の育成
３　海洋や地域を誇りに思う心情や大切にしようとする心情の育成
４　地域を生かした特色ある教育活動の創出

【実施予定】
第1回10月15日：「身近な海の生きもの」を学ぶ（チリメンモンスター観察）
第2回10月29日：葛西臨海公園西なぎさでの、海洋生物採集と観察
第3回12月23日：海洋を通じた地球規模課題についての考察
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実施内容
３０年度の活動実績を継承して、３１年度は以下の活動を実施する。
１．６年児童

３０年度の活動を踏まえて、５年児童にどのように活動を継承するかを考える。また、６年
独自に行う発展的な学習の進め方を考える。

２．５年児童　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
葛西臨海たんけん隊の入門編である「チリメンモンスターを探せ」の活動をとおして、葛西
臨海の海洋生物への興味・関心を高める。

３．６年児童から５年児童へ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
６年児童が５年児童を伴い、葛西臨海公園なぎさに出かけ、５．６年混合の小グループ単位
で探究的な学習を行う。その際、東京海洋大学等の専門機関の支援を受けながら、教え合っ
たり協働的な調べ学習をしたりする。

４．５年児童　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
葛西臨海たんけん隊の活動を踏まえ、葛西臨海の海洋生物や環境について自分なりの方法で
まとめ・表現する。

５．６年児童　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
葛西臨海たんけん隊の活動を踏まえ、発展的な学習に取り組む。想定される学習としては、
①開校４０周年事業としての記念誌や資料室に活動の概要を紹介する
②なぎさや湿地での活動をしている学校との交流
③地域の公共施設（葛西臨海水族館等）へ活動を紹介する。

以上のように、３１年度は、３０年度の実績を生かし、開校４０周年にふさわしく、地域や他校
へ積極的に発信する活動を取り入れていきたい。
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実施報告
第1回　2019年10月15日（火）実施　
4年生は各教室で、5年生は理科室で実施
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第1回概要　　
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■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長）、風呂田利夫（東
邦大学名誉教授・元日本ベントス学会会長）、宮嶋隆行（一般社団法人　葛西臨海・環境教
育フォーラム）、村井俊太（社会人ボランティア）、中野航平（東京海洋大学大学院）

■タイトル：身近な海の生きもの

■目的：ちりめんじゃこの中にいる様々な生きものを見つけてもらうことで、生物多様性を
実感してもらうと共に次回（10月29日）の西なぎさ観察への関心を高めてもらう。

■目標：
①ちりめんじゃこの中から3種類以上の生きものを見つけてもらう。
②見つけた生きものがカニや魚の子どもであることを知ってもらう。
③身近な海（葛西臨海公園、谷津干潟など）にもたくさんの生きものがいることを知っても

らう。

■対象：
4年生3クラス、5年生2クラス
4年生1組～3組まで3クラスとも36名
5年生1・2組とも37名　
計182名



進行表

6

所要時間 活動内容

3 講師自己紹介

3

チリメンジャコって知っている？
口頭で質問したのち、スライド投影
これらはイワシの子ども。昔はチリメンジャコの中にはいろいろな生き物が混じっていたよ。でも今はアレル
ギーの問題などがあるのでイワシの子ども以外はあまり見られないね。どうやってイワシの子だけを選んでい
るのかって？
最初に風を当てて軽いものを飛ばして、次に機械で色の濃いものをはじいて、最後に人間がピンセットで余計
なものをより分けているんだ。
今日の教材はイワシ以外の生きものもたくさん混じった状態。見慣れない生き物もたくさんいるので、そう
いった生き物をまとめて「チリメンジャコの中にいるモンスター」、略して「チリモン」と呼んでいるよ。

3
チリモンのふるさと
今日の教材は和歌山県沖でとれたものだよ。
網で採ったら茹でて、余計なものをとって乾かすんだ。 

20 観察
　□班ごとにチリメンモンスターを観察　□おもしろいチリモンがいたら画用紙に貼り付けよう。

7 どんなものがいたのか共有
　□みんなが分類中に講師が撮影した写真をスライドで共有　※必要に応じてたんけん隊スライドも活用

6

チリモンは大人になったらどうなるんだろう？
このまま大きくなるチリモンもいるし、大きくなると全く違う姿になるチリモンもいるよ。どんなものがどん
な風になるかスライドで見てみよう。
西なぎさにもそんな生きものがすんでいるんだ。10月29日にはこれらの生きもののホンモノを見ることができ
るよ。ちなみにこのでっかいカニの写真は去年君たちが実際に西なぎさで発見したものだよ。

3 質疑
　 終了



はじめに
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今日の授業が全部で3回の第一回目であること、2回目に葛西臨海公園西なぎさでの生き物観察
があることを説明。今日の授業は次回の予習的な位置づけとなります。
そして、今日の教材であるチリメンモンスターとは何かを児童に問いかけた上で解説します。

宮嶋隆行先生（左）
石丸隆先生（右）

中野航平先生（左）
風呂田利夫先生（右）



海の生き物とチリメンジャコ
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今日の教材であるチリメンジャコについて説明します。ただし、いつもみんなが
食べているものとは異なり、様々な生き物が混ざっている点が大きく異なります。
ちなみに今日の教材は和歌山沖で採れたものです。



観察
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班ごとに実際にチリメンジャコを肉眼で観察します。形や色、かわいらしさなど、各自の基準で
分類をします。



マイチリモン図鑑を作成
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自分流の解釈で分類したチリモンたちをセロファンテープで画用紙に貼り付けて「マイチリモ
ン図鑑」を作ります。以下は児童が作ったチリモン図鑑のほんの一部です。
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共有
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見つけた生き物を写真で撮って電子黒板で共有します。次回第2回目は葛西臨海公園でこれらの
大人や実物をみつける予定であることを説明して終了です。
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今日見つかったチリモンたち
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実施報告
第2回　2019年10月29日（火）実施　
於　葛西海浜公園西なぎさの予定でしたが、雨天のため
代替プログラムを学校で実施しました。
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第2回実施概要　当初予定
（雨天のため、後述の代替プログラムに変更しました）
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【対象】4年生3クラス、5年生2クラス
4年生1組～3組まで3クラスとも36名／5年生1・2組とも37名　　　計182名

【時間】9：40～11：30／2時間目・3時間目（9時40分～10時25分／10時45分～11時30分）
※靴のはき替えは別途として、9：30スタート。西なぎさ活動終了11：15。

【場所】4年生は各教室で、5年生は理科室で実施

【講師】　風呂田利夫（東邦大学名誉教授）、石丸隆（東京海洋大学名誉教授）、馬渡和華、星
野七奈（谷津干潟自然観察センター）、村井俊太、中野航平（東京海洋大院）、宮嶋隆行（葛
西臨海たんけん隊）、宮崎奈穂（東京海洋大学助教）

【授業のねらい】
身近な自然である葛西臨海公園の生きものを観察し、自然についての興味関心を深め、地球環
境に関心を持ってもらう。

【目的】
干潟の生きもの観察を通して、西なぎさについて興味・関心を深められるようになる。

【目標】
①西なぎさで生きものが隠れている場所を知ってもらう。
②気に入った生きものを1つ見つけてもらう。
③気に入った生きものの形や動きを観察し、スケッチやメモを取ってもらう。



進行表　西なぎさ版
（西なぎさでの実施の場合でしたが雨天により代替プログラムとなりました）
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時間 活動
9:15 児童到着
9:30 葛西臨海たんけん隊の説明、講師紹介

9:35

4年生と5年生に分かれてレクチャー
　「干潟の生きものの探し方」／「干潟の生きもの観察時の注意」
　　※危険生物、行ってはいけない場所
　「生きものをじっくり観察する」※ワークシートの書き方／※軍手をつける

9:45

班ごとに干潟に入って活動開始
→クラスがひとかたまりになるよう誘導
☆探すポイント
・コメツキガニゾーン、貝・ヤドカリ探し
・魚はとれたらとる。
・東側の護岸ゾーン（タカノケフサイソガニ、ヤドカリ他）

10:30

集めた生きものを持ったまま干潟から上がる
干潟から上がった後の行動を子ども達に案内
・手洗いをする。足は洗わない
・ワークシートに生きものの記録をする

10:50
・手洗いを終えた子たちから班ごとに採集した生きものの中から1つ選んでもらい、ワークシートに
メモを取ってもらう。
・ワークシートを書いている間、先生に生きものの写真を撮ってもらう。

11:05 ・ワークシートで書いたことを数名に発表してもらう
・10月5日の図鑑作りでワークシートを使うことを連絡（5年生）

11:10 質疑応答

11:15 終了、生きものを大きなバケツに集める
子ども達足洗い



実施プログラム（雨天時代替）
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【時　間】
2019年10月29日（火）4年生2時間目～4時間目、5年生2時間目～3時間目　
（2時間目：9時40分～10時25分／3時間目：10時45分～11時30分／11時35分～12時20分）

【授業のねらい】
本来は小学校の眼前にある葛西臨海公園にて身近な自然の生きものを観察し、自然について
の興味関心を深め、地球環境に関心を持ってもらうことを目的としていた。
今回はそれが叶わなかったため、前回のチリメンモンスターの観察でプランクトンとは何か
を学んだことを受け、さらにミクロの、目に見えない世界にも生命が満ちていることの驚き
を通じてより海洋と自身との関連に思いをはせてもらうことを目的とする。
今回観察するプランクトン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し、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
実践させたい。

【目標】
東京湾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wo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。



進行表（雨天時代替）
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項　目 内　容
3 葛西臨海たんけん隊

とは？ 講師紹介と今日の目的

7 前回の振り返り

前回見たのはチリメンモンスター。どんな生き物を見つけた？
このちりめんモンスターって何て呼ばれていたっけ？➡プランクトン
プランクトンって何だっけ？➡水の中をプカプカ浮かんで生きているもの（大きさは関
係ないよ）
前回のチリメンモンスターたちはどこで採られたんだっけ？➡和歌山沖
海と言ったら君たちにとってはもっと身近な海があるよね？➡葛西臨海公園。
ではその葛西臨海公園って何て言う海？➡東京湾
じゃあ今回はその東京湾のプランクトンを観察してみよう。

7 プランクトン採集法
１．採集場所の紹介
２．プランクトンネットの紹介（実物を見せる）
３．採取方法の紹介。（動画使用）

15 プランクトンの観察
プランクトンの映像を別のPPTに切り替えて投影
動物プランクトン（終生プランクトン）
動物プランクトン（一時プランクトン），親との関係，チリモンに結びつける
植物プランクトン（珪藻と鞭毛藻）

8 食物連鎖について

１．もとのPPTの続きにもどる
２．食物連鎖→植物はどのように生きているかの説明
３．ピラミッドの上から下までの生きものの特徴を紹介
４．昨年の干潟の採集生物を投影
５．「チリモンと海の生き物たちと人間のつながり」について，植物プランクトンー動
物プランクトンーチリモンから高次の消費者，さらに人間との関係について説明→人間
はさまざまな海産生物を消費している。プランクトンは直接食べないが，海産生物の餌
として間接的に利用していることになる
６．人間と海や地球との関係を意識させる

5 質問タイム 　
　 終了 　



前回の振り返り

22

海の中の小さな生き物＝チリメンモンスター。前回の授業ではどんな生き物がいた
のかを振り返ります。
45分という短い時間でしたが、みんなとてもたくさんの生きものを見つけてくれま
した。
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前回観たチリメンモンスターはみんな「プランクトン」。では「プランクトン」と
はいったい何だったでしょうか？

前回は目に見えるチリモンを観察しましたが、今日は目に見えないプランクトンを
観察します。石丸先生や風呂田先生が撮影した映像や動画が中心となりますが、そ
のプランクトンたちは、石丸先生が勤める東京海洋大学の中にある船着き場で採ら
れたものです。

石丸先生が実際にプランクトンを採集する様子を動画で見て、本物のプランクトン
ネットをみんなで触って網目の細かさを体感します。



プランクトン観察
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チリモンたちよりも小さく、目に見えない世界に住むプランクトンたちの様子を顕
微鏡を通じた動画や映像で学びます。0.2ミリや0.5ミリといった生き物ばかりが続き
ます。最初は動物プランクトン、次いで植物プランクトンと続きます。
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大きくなったら何になる？

26

最初に大きくなった姿を見せてから子どもの時代を見てみたり、逆に、子どもの時
代を見てから大きくなった姿を見てみたり。どちらの場合もとても大きく姿が変
わっていることにみんな驚いていました。
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海の生きものの「食べる食べられる」の関係

29

動物プランクトンは植物プランクトンを食べ、動物プランクトンはより高次の生物
に食べれられる。そして食物連鎖の一番下に位置する植物プランクトンは日光で増
えます。
動物プランクトンはより高次の捕食者に食べられることを学んだあと、そして人間
はそれらすべてを食べていることを確認しました。



2019年度海洋教育パイオニアスクールプログラム
南葛西第三小学校「臨海探検隊」実施報告書
第3回
2019年12月23日（月）実施
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第3回実施概要
■対象：江戸川区立南葛西第三小学校　 6年生3クラス93名18班　
■教科：6年生総合「葛西臨海探検隊」海洋のプラスチックゴミと私たちの関係
■日時：2019年12月23日（月）２−４限　（２時間目：９時４０分～１０時２５分／（２
０分休み）／３時間目：１０時４５分～１１時３０分／４時間目１１時３５分～１２時２
０分）
■場所：南葛西第三小学校　オープンスペース
■講師：石丸隆（東京海洋大学名誉教授）、宮嶋隆行（葛西臨海たんけん隊）、高橋麻美
（科学コミュニケーター）
■授業の目的：海洋の地球規模課題を身近な問題としてとらえ、関連する事象に疑問を抱
き、自分で調べる
■目的達成のためのステップ（出前授業で押さえる内容）：
1．海洋プラスチック問題の輪郭と、具体的な影響を知る（講義）
2．日本のプラスチックゴミの処理、海洋プラスチックの発生原因を知る（講義）
3．世界の排出量、日本の排出量、自分の使用量の規模感を把握する（ワークシート）
4．プラスチックゴミを不用意に出さないためにできることを考える（ポストイット）
5．考えたことを調べて、まとめ始める（壁新聞）
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当日の進行

32

配分 項目 内容

10
開始 たんけん隊挨拶、講師紹介
アイスブレイク 環境問題のイメージをあげてみよう

40

環境問題の大枠と温暖化の原因 温暖化の原因は二酸化炭素の増加、それによって様々な影響が出ている

海洋プラとは 海洋プラスチックゴミ（マイクロプラスチック）にはどのようなものがあ
るか知っていますか？

マイクロプラスチックの影響（大型生物） マイクロプラスチックは生き物にどのような影響を与えるか知っています
か？

マイクロプラスチックの影響（目に見えな
いもの）

マイクロプラスチックの目に見えない影響は知っていますか？
マイクロプラスチックに含まれる毒

マイクロプラスチックの発生 マイクロプラスチックはどのようにしてできるか知っていますか？

日本（江戸川区）のゴミ処理、リサイクル 日本のゴミ処理、リサイクルシステム、それでも海にゴミが出るのはなぜ
でしょうか？

講義のまとめ・質問
石丸先生の講義で出てきた、それぞれの問いへの答えをホワイトボードか
模造時に書き出して、児童が見える形にしておく。（ワークの際に講義内
容を振り返るため）

20 　 　

35 プラスチックゴミの種類の整理

Q1身の回りのプラスチック製品を洗い出そう（個人→班で共有）
Q2プラスチック製品を「繰り返し使うもの」「一度しか使わないもの」に
分けよう（班）
Q3「一度しか使わないもの」のうち「絶対必要なもの」と「代わりがきく
/無くてもいい」ものにわけよう（班）
【ポイント】
・家庭のプラスチックごみの８割は使い捨て
・海に流出するプラスチックを減らすには、きちんと回収するか、そもそ
も作らないことが重要

5 　 　
10 対策のアイディア出し Q4それぞれのプラスチックゴミに対して、対策のアイディアを出そう（個

人→班）
5 　 壁新聞の組み立て方を説明
5 疑問を洗い出す 壁新聞をまとめるに当たってわからないことを書き出す

30 　 　



葛西臨海公園と葛西臨海たんけん隊

33

今日の授業はオープンスペースに6年生3クラスが集まって、同時進行での実施です。
この6年生は過去2年にわたって葛西臨海公園で葛西臨海たんけん隊の行う参加体験型学習プログ
ラムに参加してきました。児童たちにとって身近過ぎて、そのありがたさがわかりにくい葛西臨
海公園。すぐに海に入ることができて、しかも海の生物と直接触れ合うことができる場所が、都
会の中心にあることが世界的にみても稀有であることを教わりました。



アイスブレイク～「環境問題」とは？

34

「環境問題」と聞いた時に思い浮かぶ言葉を言ってもらいます。さすがは6年生、実に様々な環
境問題を挙げてくれました（写真左）。
石丸先生からはそれらに加えて、「温暖化」とその影響として「海面上昇」「干ばつ」「山
林・森林火災の多発」「サンゴの白化」などを教わります。
さらに「地球温暖化は大気中の二酸化炭素濃度の上昇」が原因と考えられていること、産業革
命以降爆発的に二酸化炭素濃度が増え続けてきたことをグラフで理解します。



まだまだある地球規模課題～海のプラスチック

35

地球温暖化はその名の通り地球規模で考え、地球規模で解決が求められる課題です。ですが、そ
れ以外にもたくさんの「地球規模課題」があります。その一つが海洋のプラスチックごみの問題
です。
「海洋のプラスチックごみ」と聞いてどんなことを知っているかを石丸先生が尋ねます。漁網が
絡まった海獣や、ストローが鼻に刺さったカメ、海辺に打ち上げられたプラスチックごみの写真
がでてきました。
海辺のプラスチックもよく見るとものすごく細かくなったものがあるのです。5ミリ以下になっ
たものを「マイクロプラスチック」と呼びます。今、このマイクロプラスチックが問題になって
います。



海のプラスチック、
特にマイクロプラスチックの何が問題なのか？

36

石油から作られるプラスチックには、それ自体に生物にとって悪い影響がある物質が含まれていま
す。さらに、海中では汚れた成分を引き付けやすいという特徴もあるのです。
プラスチックは海の中でどんどん細かくなってマイクロプラスチックになると、小さな魚などが食
べてしまい、体の中に蓄積されていくのです。
そして、あまりに細かくなるとゴミとして回収することができないという問題があります。だから
こそプラスチックのゴミは細かくなる前に回収すること、それ以前にそもそもゴミを海に捨てない
ことが求められるのです。



捨てられたプラスチックはどこからくる？

37

そもそも捨てられるプラスチックはどこから来るのでしょうか。
家庭と会社・工場がおよそ半々とのことです。しかも家庭から出るプラスチックごみの8割近く
が使い捨て製品とのこと。一方で会社・工場から出るプラスチックごみのうち使い捨ては2割ほ
どでした。



石丸先生のお話のまとめ

38



班ごとに書き出し

39

それでは壁新聞づくりに向けて班単位で模造紙に書き込んでいきます。質問は以下の３つ。1
Q1身の回りのプラスチック製品を洗い出そう（個人→班で共有）
Q2プラスチック製品を「繰り返し使うもの」「一度しか使わないもの」に分けよう（班）
Q3「一度しか使わないもの」のうち「絶対必要なもの」と「代わりがきく/無くてもいい」もの
にわけよう（班）



40



対策は？

41



壁新聞製作！

42

今日学んだことを壁新聞にします。ただのまとめではなく、今日学んだことをまとめた上で、
「もし総理大臣だったらどうするか」「都知事だったら？」「学校の校長先生だったら」「担任
の先生だったら」といったように、「もしその立場ならばどのようなルールを決めるか」を壁新
聞形式でまとめてもらいます（場所はオープンスペースから各教室に変わります）

壁新聞の基本的な枠組みは学校の先生が作りました。



壁新聞完成作品（のごく一部）
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