
琉球大学学術リポジトリ

学校給食から海洋県沖縄の食文化を伝える研究(2) :
学校教育計画における海に関わる指導内容の実態

言語: 

出版者: 琉球大学教育学部附属教育実践総合センター

公開日: 2015-02-17

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 森山, 克子, Moriyama, Katsuko

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

http://hdl.handle.net/20.500.12000/30374URL



-*íTl')~~主総合七ンター紀~ ~'i 21~;- 2014 iド3JI 

学校給食から海洋県沖縄の食文化を伝える研究 (2)

~学校教育計画における海に関わる指導内容の実態~

森"I .!/~ f 

Research on informing the marine food culture of Okinawa 

through school lunch program(2) 

-The state of the lesson contents in school education plan 

related to marine ingredients .......... 

Katsuko iVJoriyama 

.i7iEJ::!<大学教f{学部

要約

学校給食から海洋県れl'純の政文化を伝えるため、 ill ' #~~V，~内の小 'I~学校の学校教育日十両における泌に|民l

わる指咋l人j作をぷoL'iをしたところ、者1¥市地区より民村郊の学校でれl'純の食文化に|弘jわる内谷があった。.1ヒ

却の本百11111 1 や雌J与の1'i~llIjI床村、 ~:;f ，~i島市では、 ill'純の食文化のベースとなる餌節づくりに|刻する|人l脊が

あったことから海洋県れ11純の食文化の伝承が今後も "1能であることがわかった。i!Jj:産物では「もずく」

の 1I'rl:J!数がld も多く 、 給食n)~llの献なから伝jf，し幼い illt.の食ずt#x材は、 「もずく」であった。これらの

ことから、 1"1語、理Jl利 、中1:会f+、家出手1.の数字|・やj出也、総令学習之f{でイt校}，!x有;ili11ij全体で材'iliJf的に桁税

しつつ 、 給食から illj:ii('.~hll'KJ~の食文化を伝承できることが示l唆された。

I はじめに しめる何 らかの内作で指叫が行われていること

マ:校給食からi1if.洋りんがl'制の食文化を伝えるた が分かった。教科における海洋に問する |人j作は、

め、";t:校教TJ，illllijとの|品1:i!li'1恨の研究は、今まで 小学校 l8.4%、小学校 3.9%である。約 116の小

のところほとんど報告されていない。そのため、 年:校では、各教科の*.rttを大切にしつつ、海i:'(o

許行は、 ill'制叫 |人l における~... ;!.:校教行計四で、食 に|弘lする指導が尖践されていた。

とifij:に|刻わる指導|人l作を，JI，11i:した。その結来、 統合的な学習の|時1111(以下、 総介学科)は、

/t校教f了，i!iIIII全体におけるi1lj:作に|則する内容で ;11'純の行事「浜|、・り (1113月 3日海浜遊び)J、

は、放it，ili1liiの'-1'で、i!，j:i下に|対する|人J'r手をあげ や小学校では、「ダイビングJ等雄々な]限り組み

て!.I~，iI'したところ 、小か校 52.1%、'-j-'学校 16.7% が行われている。小'下校 16.5%、rl'年:校 8.4%で

であった。 県|人jの学校では、ほほ半数で泌に淵 あった。教科の'1'では、社会科が最も II¥JJ!掠が
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日かった。r!if，洋に閲する内符は、小学校 5.(I'.r水
産業の伐んな地域J等があった。小'ア:校 9.2%、

rl'学校 3.3%であった。

道徳は、学校において、学校教育庁li!!!iに基づき

学校教育活動全体の中で体系的組織的に実践され

ている。そのrl.'で海洋に|刻する|人j符は、小学校

12.6%、'1'学校 5.2%であった。食に|射する指滋・

栄後教育において、海洋に|刻する内#は、 小学校

13.0%、rl'学校 7.9%であった。学校における食育

般進の食に|対する指導の全体計酬が策定される必

裂がある。その計画に基づき学校教育前励金体の

".，で体系的組織的に実践されている。その'1'で彬

洋に|刻する内容は、小学校 12.6%、'1'学校 5.2%

であった。首iJ幸11では、県内では食T1ーと海洋との問

辿ttを示す内作は、総合学習の次に食T7の~fIi進に

|測する計illiてF のIL¥現率が高かった 1)。

そこで本幸flでは、学校給食から rlif， iね!;~.ilj哨日の食

文化を伝える方法を研究するための資本|として、

iljl純UL内の教育計画から食と淘に|見lする|人l符が記

載 されている学校を各教育事務所りIJに縦十itするこ

とを III'I(Jとした。

E 方法

1. 制究対象 :ilj'縄県内全小学校 271校、rll学

校 155校の教育計画

2 訓森内容教育計画で記11長されている海i午.

や食T3.に快1~主する指導内特

3 澗ヲ帳場所並び期間

(ア ) 匡liJJ'1教育事務所:

主F成 2211三10月20n、21LI 

(イ) 斗l顕教育事務所

IÎ  Ij.x: 22 il-=' 11 月 10日、 IIn、

(ウ) 郎新教育事務所 目

平成 22if 8月261:1、 271-1、 11)J 17円

国頭地区(小学校) (18校/51校中)

(エ) 山J克放Tf郁務所:

三11.成 22イr'-lOtJ27日、 28日

(オ) 古i_fi数千P.Ji.;(:ガ所:

平成 22年9月29日

(カ) 八重山数行事務所

平成 22il~ 9 )"1 30日、 10月1日

E 調査結果(各教育事務所別内容)

1 .国頭地区の特徴

総合学科や学校行中でのlj¥(り組みは海に閉まれ

た環境を析かしたいl容が、多く見られた。この地

区の特徴は、#lfと直接的な食体験活動を通した内

容が、古1¥市地医と比べてとても多い。

また、地元の海産物の記il夜が多い。C小学校の

「総合 (3-61r) 6 n r魚、さばき体験JJ、iく小

学校の学校行中「海洋体験Jrタコ布liりJr!ii: iJi，泣

足 「 しかけ~liJi.((I.J r JIIエピ主liり」ウミガメ 卯の放

流 「総合 ・子i寸前Jがあった。

これらのことから、地j必の海産物を円11¥・的に教

材化していると察することができた。A小学校は、

「地場産物のii引rJJと記il従されていた。

教科では、凪~~~'*~I・や社会科での記述はなく 、 家

庭科で、 B小学校で記載があった。

理科は、 51r': f.(，~や人の誕生J で P小学校、 R

小学校、 Q小学校で指導されていた。また、ill'縦

県内遠洋漁業で態i.iDを製造しているのは、本音1¥llfj

と伊良部町である。訓Jl11学的視点からみる H小学

校の 「本部のカツオ漁魚類の燃製作り 海辺の

生 き物 地域 j也JJ)i産物市JfJJなどは、興味深い。

ill'純の海洋文化と食Tfを融合した教材として「本

部のカツオj魚、 f(tmの燃製作り」の価値はおいと

思われる。

学校名 教育内科における海洋教育に|則する内容

1. J¥小学校 全体;H-u1ITJ山lJ/}P{物のがiJH方針(シイラ、イカ)

数手1.~1; (特別1i行動、る〈低利)
2. B小学校

-語:の食べ物(f.{l)のl政り)i .冬の食べ物(f.(t)のl伐り方

3. C小学校 総介(3-6{1三)6nrf.{lさばき体験j
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全体立|・同教科的 (i主役i6:(1三)rサケの一生J
4. D小学校

地1波 j也IDili長物の活iJfI(海産物)

5. E小学校 栄養指)t~ ';91の抗)1:;r 1.(( ili場j

6. Fノト学校 総合ふるさと学習、体験学習

7. G小学校 総合 ，U，'，Iべ学t旬、 I~I 然!);VJW.'J 1':f. (近くの海や川)

総合海傑検(例)本官官のカツオi，~\ 魚類(かつお)の服製作り
8. H小学校

海辺のやき物 j也l成地場産物活用「かつおJ

9.1小学校
総合「海の生き物J学校安全計画「イカダ競争Jrt(ifは友述j

学技行 :J~ rrflH1k美化活動j

10. J小学校 総合(3・4年)r悔の必み(.:.J'.!.~謝しようJ (6年)r海の向然J

11. 1く小学校
学校行'JnrtlJ(.字体験 Jrタコ布IiりJ ・ウミガメ卵の放流「総合.j::.Tif;J 

-村正浜辺uuしかけj倒的Jr川エピ主Iiりj

12. L小学校 年111m陪i(3・t1{1三)r伐を食べようj

13. 1VI小学校 性教育 (3イ I~足時1. ) r-f.(lやlfVJ物の発達J

14. N小学校 給食指導~FIII I計画 II~り入れたい食品月別 など

15.0小学校 総合 (3~p) r海の雪巨大好き大作戦J

教科勾，;(湖!科)r -f.((や人の誕生J環境教育
16. P小学校

( (，f>:育)rrtlt遊びJrrtlii!;;;1<泳指議J

教科等 (5~ 1主 .rm科)r魚や人の誕生J
17. Q小学校

特別百'i!f9JYUi"(会rtfijJ.計j'Hii}活!fVJJ総合「怖の恵みに感謝しよう」

教科等 (5{f:'.J'!!¥科)r魚や人の誕生」
18. R小学校

特別活動 「トライアスロンボランティア」

2.中頭地区の特徴

ハーリーなど地域行事と閑辿した体験が多い。

に関する内谷があったことは興味深い。環境教育

(2年生活)r海の生き物をさがそうJ、(2年国語)rさ

んごの海の生きものJ、(3年総合)r私たちの海を

きれいにしようJ、(5年初:・特)rとる漁業にはげ

む人々J(6年国語)r海の命」、平和教育 (3年総合)

「地域の海そうじJ 、 (4 ・ 511~総合 ) r海浜美化活動J
と国語、社会、総合学官lの環境教育ーや平和教育と

様々に海を教材として前川していたことは、今後

の海洋教育のシラパスイ午成の参考になると旦I、われ

た。

また、「もずく Jなど地域産業(謎殖産業や加lて

産業) と|刻述した体験学習が多い。例えば、トI小

学校の「モズク収穫体験Jrヌチマース工場見学j

「海ブドウ納付け体験Jr漁業体験Jrオオプfニ観察J

など、地場産業と連携した教育活動があった。環

境教??にプjを入れて海洋の自然を守る教育活動も

伺えた。

K小学校の教育内容は 、 発述段 1 1十日こ 1.じじて rtlJ~i'(:. 

中頭地区 (小学校) (15校/70校中)

学校名

1.八小学校

教育計画における海洋教育》こIY，Jする記載内待

関境教育「海岸WMJ
委員会所![YJr海クラブj
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2.13小学校
総合何年)f体験しようj

Ut:.I.、納村の夫しい耐を利川したJ支出漁業のふ，'，jベ学習)

キャリア教-(t(ノu;r;-体l験)fハーリーごっこJ

3.Cノlぺ fi1手辺i佐びJf 1'1'首'1げ'，ji主体験Jf浜遊びJ

教科等 (1・2{1:.)f liiUlt久ノ、一!J-J総合 (3~6{1:'.) f mUI(久ハーリー」

4.Dノl、'~::校 広1山教育(1'1然体験的活動)f海洋体験マ刊j

5. 1.~小ヴ:校 環境教育 (J1H科)f人と際協のかかわりJ(ノ1<.海 ・川 ・111怜)

6.1:小学校 環境教育 (βl'手1.)f t);'i抗fiJJilWJ(糊 ・111・)11咋)

7.G小γ:校 学校1J'TJrf w，n・ハーリーj

8.11小学 校
総合 「モス.ク収機体験Jfヌチマース C.t;)it.!/.f:J

「海ブ'Î~'ウJ班 十l け体験J f漁業11-"!検Jfオオガニ観察J

9.1小中校 特f，f;(1イ1:)f #tJJi(ハーリーJ

10..1小中校 学校行 ']l: 6) 1 :r三|ι安保ノ、ー!J-J7川・「あやはしハーリーJ

広lt境教育 (211:.11:所)fiuiの生き物をさがそうJ

(2イ1".11<1ilh) fさんご"O)f(liの生きものたちJ

1 1.1<."，"/校 (3{下総介)f ，(1、たらの海をきれいにしようJ

(511三社 .!j¥'j)fとる漁業にはげむ人々J(6{1:N.1IDf海の命J

平和l教育 (3"1ニ総介)f地域の桝そうじJ ( /1 ・ 5{ 1ム総合)f海浜夫化問 ~9J J

総介 (3・411:.)fハーリーを知ろうJ(ハーリ一体験、大会参)JII)

12.1./1、ワ:校
「浜比J;{~ ):，lj l策検!欲J(，I:，ljの特産物モズク)

(5'6"l'-)fハーリーを;制作・{本験しよう」

(ハーリーの111米、 体験、参)J1l)rもずく的体験」

13.M/Iぺ
全体，lIi，lii f山し、こみj.(~，.体験J(地域WI係機IY比の辿悦)

教科 ~ir ( 1.......6{1三道徳)fサパニて叫JJまわりJ

14.N/1、，千 教科等 W I".j111科)f fi.tや人のたんじようj

15.0小ヴ:校 月別食指3li，fl・|山i6JU海j!ずの栄養ぷとその働きについてJ

3.那覇地区の特徴

救干干利:1 で";1ま;三: ~ I引1 :.吋i

あり、道徳、ヰ.n;1j活動、総合学切で，iL11夜がある。

他地区と\\~なるのは 、 海洋と特日I]Ù刊のが 1 ''(按 11J.，1 .iili

した内作がおおかっ た。 FIイ小lト、三午{:~校交 、 1 Iイ小lト、，/;下1

の誕'1ーjがえ:長指導として指導されていた。 さら

に、D小'ア:校、 H小学 校、]小学校、K小学校、

M小中校、 V小学校で、給食の"，)の食料 「もずく 、

アーサ 、 さんまなど」 を ~Ië き た食ず了教材として前

汀jしていることがわかった。他地l反と比べると海

に|見!わる体験~押は少ない。 教科 1・トをとおした学

習や給食などを教材化している|人j符が多し、。

小f学苧校の特7臼別，)1川|リJi前司前.助 r1!.J，を食べよ うJがあつた。

またR小.;:校、 T小学校、V小学校で「丈夫な

体、 Jinや11:Jをつ くる食，';;'，JrJrしい食!JiJrfr.tと人

那覇地区(小学校) (24校/54校中)

午校名 教ずれ:1 1叫におけるが:I~n教がに|刻する記，1知人l作

l八小'γ:校 環境教-({(2"1ミI，q話)fさけが大きくなるまでj

(6{1・社会)fサケの一生I

全体.ll-illii(3{j'.社会)f調べよう物を作る(1:・h:J

2.13小学校 D;VjE教Tt (5{ 1~ tl:会)fこれからの水必業J

3 . C小I';~・校
全体，i!'llliI(日う!:年) f )J家|ムlやrflt i':0mを多く食べることで、長・ l.fを(~~ってきた先

人の知必な知るJ
旬のf主1-1 fさんまj
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'I.D小午Ix 合jの食f..j-rばたばた、たら、もずく、アーサ、グノレクン、シーラJ

5.1:小ワ:校 学校行事 rJJ日新ハーリーの参)JII)

教科等 (4{1:o道徳)r魚大好きさかなタンj

6ド小学校 特別活動 (4~6J1) r f.(\を食べようJ

7.G小午校 教科 r (1'を作る肉・f.(l'IT・oll:mについて知lろうj

8.11小学校 旬の食材 「アーサ、もずく、さんまJ

9.1小γ:校 特活 r f.(¥を食べようj

10.J小中校 教将守: (道徳)rさけの-'1'.)

旬の食料 「さんま、あさり、もずく、めかじさ、そでいか、うなぎJ

食文化 「ノ、ーリーj

11.1く小学 旬の食材 「あおさ、もずく、カレイ、とびうお、さんま、さけJ

12.レ1"下 教科さ? ( 1年道徳)riiijj!メの，jj;ちゃん) ( 11 {F.ìli r.~\) r魚大好き/'(¥7ンj

13.MIj、"'f-:校 教科セ7 (5年比会)r水F託業の椛んな地域」

(6{下道徳)rサケの-'1:) 仰の食材 fもずくJ

給食指導(5{ド旦~科・) r生命の誕生J

1'I.NIj、午i交 教科 (5年社会)r水版業の椛んなj也J!長J

15.0小γ:校 教科匂 (5年程科)r，((¥や人の誕'1:)(6{FiliU¥)rサケの -'1:.)

16.1>小乍校 教科 (5年社会)r水注業の峨んなj也Jll()

17.Q小う::校 地域活動 「ハーリーj

教科土手 (5{下.l!1!科)r生命の誕ノ1 :) (6{I~道徳)rサケのーノ1:.)

1 8 .1 ~小学校 栄後指導「丈夫な体、IfILやl去lをつくるf..t111l1d

19.5小つf・校 特>JIJiMvJ rf.(¥を食べようj

20.'1・小γ・1交 栄4主J首裕 (f民今!:イド)ri正しい食 'IC)

21.LJ小乍校 J4MUb内i1L1 (3年)rもずく1¥'1L:lこなろう) ((j{ I :. ) rt(l~からのおくりものj

教科 (5{ 1~- J!ll科)rl.üや人の誕ノ| ・J

22.¥1小中校 栄養指ヰト ri.i¥と人の誕生J

11)の食4、イ 「アーサ、もずく、さんま、プリ、クガニJ

23.WIj、ヤ:1交 栄後指導「モズクのnメニュー(もずく、 アーサ、さんま、サパ、ひじき、 ブリ))

2'I.X小学校 教科 r l.~や人の，i延'Þ.) 総介 r.(~ 1::，ハーリーJ

4.島尻地区の特徴

教科では'i'.iM+，社会科、 JI-l¥科、{本合・で内作が

あり、迫徳、特)JIjili1U)、総合学:習で記載がある。

糸満市内のう!:校lよ、 ri可Ji-でハーリーを実施してい

ることがわかる。 この地域では、ハーリーではな

く「糸il~ìハーレーJ として学校教育計画に記載さ

れていることから他地区とは異なり学校 ・地域で

海洋丈化として定お していること伺える。 また、

品川j也|え特徴の一つは同J17科で海洋教育.が可能で

あるという点である。 D小学校などで、国訪日i止

の命Jとしての内科がある。学習指導要領の総WJ

にぶされている「生きる)JJを11i1.+lH+の 6!.I~ r 7fl} 

の命JとしてJ行jZされていると忠われる。i皮点政

村やJ<ii111) 1味付の学校は、 i毎をII三かした環境を総合

や数H~'~;でサパニ レースなどの海洋体験学科とし

てi，ri川しているところが縦ぬならでの内科であ

る。なかでも N小'ア:伐のサンゴの産卵、Wf.イヒを扱

う総介"r，'111よ、 i'l'
純の'W然引としてのj也翌日環境を

~ I :かしている。 また、 '品訓訓d弘淵I.j FI1'~う守学.0;:吋:(1的l内甘悦4初Jl.'~立l カか、 らみると J股詑

叩11川11川H川J!山ゐのOノ小lト什、，"‘1下j

などは、 !1;y.'''I'tすべきi'l'純の海洋文化と食ffを融合

した救|オとしてのIdliIII(は、日いと忠われる。
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島尻地区(小学校) (17校/42校中)

学校名 教育計凶iにおける耐n教育にI~Iする内谷

1.八小乍校
教科等 (2年生前)r海OY佐き物とみ;述lこなろうj

(5年理科)r 1.((ゃ人のi誕~U W I三道他)rサケの一生J

2.13小学校 学校行・J~ 「糸消レ、ーレーJ

3.C小学校 学校行事 「糸満ハーレー」 教科 (5.(f.fll¥利) r魚や人の誕~J

4.1)小'学校
教科 (1:El ，15) r悔の命j 'V:校行・I~ 「ノ、ーレー」

総合 「海人からの発信J fジュランU溺Itから広11尻を凡つめようj

5.EI]、ザ校
教科 (国d否)r悔の命J

ヤ:校行事 「ノ、ーレーJrし、かだ然りJ

6.F小'下校
教科 (5.(1三比会)r郷 I~のj品業 ・ ノ'l<j)~，二業J

学校行事 f糸満ハーレー」

7.G小学校 特別主WVJ r f:~lを食べよう」

8.11小学校 学校行事 「ノ、ーレー」

9.11]、午校 教科 (5年夏II科)r人や魚の誕生j

IO.JI]ぺfと校 ，布、bbiiLB 「久両);占の環境J

11.1<小学校 教科 (5年理科)r1.(lや人の誕'I:J

12.1ノlぺ;と校
教科 (5年社会)r 1.(lや人の誕生J(6.(1主 1/~ ，IlDr怖の命J

(3~6il三体育)r村正((o体験j

13.M小'ア:校 学校行事 「サパニ'I~LìWレースJ

IIJ.N小'字:校
'句N:'、、メr2T、 (3・4{f三)rサンゴのEじßI~を1iJl，損しようj

(5・6年)rYtったサンゴを耐に);1:そうJ

15.0小学校
数字I.~~; (5・6年道徳) rかつおifli・なまり筒lづくりJ

!f.lt-Wlr苫邸j rf，本験ダイビングiシュノーケリングJ

16.P小学校
教科 (5fドJ!Il科)r 1.((や人の誕生J

('11学校社会) r梨 1"1の山J3.水J生業についてJ

J7.Q小学校 総合 「地j或を知るための体験(，li・fVJJ

5.宮古地区の特徴 r if/J人祭J、 l小'11学校や j小学校の「海洋体験J
など体験Jf，~'"{: ~I}IIλl作が多し、。 そ こ で、 ":;-f1îJ血l乏で

は、Jlllf・1・、社会科、同諸手|などや道徳や給食時111]

をつかった食に|射する指導でのl付符があると望ま

しいと与える。

小ザ:校、rl'学校とも教科における関連性がない。

一方、海に閉まれた宵宵群jみとしての地域と述脱

して特別活動や総会学習などで海を教材化 してい

る。例えば宵古地区では、B小学校やE小守:校の

宮古地区(小学校) (11校/21校中)

'下校:~I 教育，iI"JilijにおけるがITn教uに|品lする記，1度内科

I.A学校 特別r.r;動「ナマコとlこらめっこJ数手1.(61FJJH科)r下前のカニを凡てみようJI 

2.s小学校 特別所副IJr海人祭J

3.C小学校 地峡百fiUVJ r海浜it'i1U}活動J

4.1)小乍校 特}JIJ活動 「環境技術i計画J

5.E小学校 総合「悔やl'祭J (5{!"-) r海からのlI¥Y:り物J

6.1-"小学校 総合 rrfiJの体験所if!IJJ

7.G小学校 総合 rrf/}の体験活動J 特別罰則'J rオオガニ観察J
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8.H小学校

9.1小・'11学校

10.J小学校

ll. 1く小学校

学校行事 「トライアスロけて会J

全体計l萌 「海洋体験J

総合「地j戒体験Jr海体験J (1・5年)r漁業に関心を持ち考えるJ

全体計画 「学校近くの林や海などに|民l心を持つJ

6.八重山地区の特徴(小中学校、併置校を含む) と比べると数字iの領域との|民liliが少ない。一方、

総合学習や特別活動での地元の利を生かした体験

学習が多い、K小学校の総合 (4イnr魚釣り体験J
があった。「かまぼこづくり」ゃ「グルクン釣り j

は、給食で海洋教lfを教材化 し易いと思う。

数本|における|見Jjili内容は、社会科が多く 、H小

学校の 5 年全1 :会「食私(~産を支える人々 J J小学

校の 3年「かまぼこ工場を見学しようJ、D小学

校の (3~W :jJ会Hかまぼこ作り Jr白浜の海の仕事J

などがあった。総合学習のみの学校が多く他地区

八重山地区 (小学校) (16校/34校中)

午:校~， 教育計 l闘における海洋教育に|到する記載内容

l.A小学校 主庁企、応、-g. 「ア一サ保り仇、サンゴゴ観察J

2.s小学校 全体;Hー画 r (IïT川・海愛護月fII~j

3.C小学校 φ有内'it.i、4口3
、 ri'fii:の体験学習J

4.0小午校
教科 (3年社会)rかまぼこ作りjr白浜の海のf:1:JIJ:J 

特別活!fYJ 「悔の体験学習J

5.12小学校 総合 「潮干狩り体験J

6.F小学校 k@、、メtコ5、 r ~li砂採取J iクツレクン釣りJ

7.G小'苧校 k(gメ口弘、 (3~6年)r悔の生き物j

8.H小守:校 教科 (5&1ニ社会)r食良生産を支える人々J

9.1小学校 教科 (3年社会)rかまぼこ工場を見学しようJ

lO.J小学校 w、i仁LI (3・4年)r梅についての体験学習J

11.1くノト学校 総合 (4年)r魚釣り体験j

教科等 (1年道徳)r海事11祭j (2年生活)川111身ノ4ーティーj

12.し小学校 (5年社会)r漁業j (6年道徳)rサケの一生J

土小公仏、メ「3I、 「魚についてjrかまぼこについて」

13.M小守:校 教科 ( 1、2fl三国語)rサンゴの海の生き物たちJ

I'I.N小学校 全休日|ー岡 「魚について知ろう」

15.0小学校 全体，Hー岡 r f.(t巻集会J

16.1コ小学校 教科 (2年困語)rサンゴの海の生き物たちJ

7 国頭地区の特徴(中学校) し、この地域は、食に|刻する指滋11'1111計四 「虫ま

教科については、 B中学校家庭科で「肉と魚を

つかったがI.JlIUがあった。理科、社会科、国語等

教科や特別活動では、海洋と|刻速した記載がな

かった。教科や道徳では|長!述した内容がないこと

がわかった。総合では、 C中学校の「海体験J、
H中学校の「海洋体験jであり 、道徳ではE中学

校の 3年「お魚さんありがとう」があった。 しか

しい食生活」でr(iJ: i羊と食行を迎H~させて指噂して

いる。他地域にはなかった:持慣があったので、こ

の実践は、県内外に食Tfを海洋との関連性を批准

した教育プログラム作成のー資料となりうると考

える 。 また 、給食迎11 1I で「地元で採れる f~;，や泊旅」

を指持する |人J~ としてあけrているのが、 C 寸1学校、

F' 1'11学校、G1'11学校、 1 '11学校、J'1'学校、K"， 
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♂γ/:1十校.交主ふ、 し'け小|ド，，'うγ?+校之と500，ら σの〉刈I-K附正司I ~耳ü'iυj地也 I~丘5_ 1け|ド1 ，.1下j

"Ii下Ilhj(に二I;U己ふω，1股改されている。このことは、北部地|ベ栄

長 1:会が、作成 して学校似1Iに提供している栄長桁

j広プυグラムが!玉111]1 J也1:><:の小学校で定，{fしている

ことがイらお!脊からわかった。

国頭地区 (中学校) (12校/25 校中)

γ:校名 教育 ，jJ- llll iにおけるif，j:ì!'教がに|射する 1~'Gtl実l人j作

1.八1!，I.t校 食に|刻するJ行W.{IミIliJ，lIilllWi'l.ましいf.t'U，r，'j

!、 給食迎川について j血肉・Jl!ul'i(J也ぷで採れるf.(lや梅泌)
2.H'I I ";~状. 教科怜(家庭科) f 1去!とf.(lをf~とった;j::I'J I IU

3.C'Iり:校 食にWIする桁将壬|三川JI'IIIIi f'1'ほしいf.t'I:.日ーj( 1、2、3'1]:::生)

給食迎1111について 地Jl'(.J削i'i(J也Jじで-採れる，((lやifif泌)

総介(全学{Iっ「行ijの体験」

11.1)'11マ:ほ 企にI~Iする桁導年11IJ，11ïllli r '1'(ましいf.t'J:.i占」

2 、 '1:.括判倒的をγ~ Iりiしよう

5.1ツ11'下|交 道徳{I三間指将司IIIIi (3{1:.) rぉf.(lさんありがとう」
6.ド111''(:1交 食に|刻する桁叫{1O:lliJ，11i1lli r'1'(去しいf.t'I:mj

1、給食迎1111について地保・j也71'j(J也必で採れる魚や海泌)

7.CII'γ:校 食にWIする指導"1"-lIiJ，lI・lI11ir '1'(ましいj在住析J

l、給食辿川について地内・Jl!17i'j(J血j己で探れる1れやiflt.泌)

8.11'1ドア:j交 総介(全学年)fyflfn体験j

9.1'1ぺ1:校 食にWIする1'11'!，.;';"I-'lliJ ，lIillli r '1'(ましいjヤU，r，'j

l、給食迎川について J出版・l也削(J也ぷで採れる胤やがif泌)

1 o.J '11ヤ:校 食に|刻する桁将イ1::IIIJ，lIilllir'1'!ましいf.t'u，r，'J

l、給食週間について 地問.Jiliri'i (J也刈で採れる;((lや海泌)

1 1.1( 111学校 食に|刻する指将WlliJJI・IIIIir '1'(ましい食ノu;r，'j

l、給企迎1:11について 地雌・Jlliil'i(J也広で採れる魚や海藻)

12.1.'11中校 食に|期する桁導{1'1:IJ，lI-lI1lir'1'(J:しいた'1:祈J

l、給食週間について j也pr.・Jlliil'i(J也えで掠れる似やがIJr漉)

総合(全苧年)1'1然体験中何

8.中頭地区の特徴 (中学校) r追い込み然体験Jが記載されていて食ltとif以下

教干|では、 B'i'ザ:校の凶MHl111ミ r.l，と1納付のi(lj:

や山などのテーマの際間づくり j、Q'il学校の社

会科 2イド rll本の林業 ・漁業Jの2校であった ，

i且他では、CIII学校の 1il:. rウミプfメは今 ・ 」、

し'i1 ''/・伐の lイ1:.ri旬ガメの11.兵J21交があった。総

介..t~I)1 ヤ特別m励のね1:~Ji としてハーリ一体験lよ 、

C 'il'';!:校、r111'1:校、 Grll:学校、H1]1学校、K111 

'下

中頭地区(中学校) (17校/38校中)

との|則辿した内作と して計闇されていた。1小|ド1城i的巧
がt叩i辺引v比恥iμ4;染佐もあつた千j潟勾があることカか、らMIぺlド1ド，.う.:下j

f介干0の)r iれ刈州4中|ドI制を7、Hろう Ji泡包羽淑瀬1項i千i尚1均jについてなとど，とあ

り、 J白川に~(設やJJ;ì:!'1l を前 )IJ したいJ'rfがあ っ た。

また、食1?と|刻述した桁将1)'1'併は、Pl川11ド，.つ.:下;

f食主tJ桁行刊j胤咋イ作ド11川l日川iリ1，計i刊汁I'ill阿!可ij6)月1ノA小lト、イf(I，について rmや，↑什iy口け'j-を丈j点4 

にすゐj食!主E品をとろうJカがfあつた。

ヴ:校名

1.八'11'下校

教TU!illljにおける出i!'教がに|則する記載内符

総合 r i!i<ドりJ
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2.l3'11午校 教科 (1{I'N，iID r}t~納やl の悔や11 1などのテーマの43Liftづくり J

3.C'l1っさ校
教科怜 (1 {I'.道徳)rウミガメは今...J 

総合 (3{1".) rハーリ一体験」

'I.D'II午校 生徒会前似j r liiLHtl2互if.('.港rNMJ

5.E小学校 広i境教育 CI然体験(I(J前tfOJr海洋体験中ザ'/J 

6.Frjl学校 や校行・IC rWJI'ハーリーJ

7.G中学校 総介 「ノ、ーリーJ

8.11巾学校
";::1交Ij"1I 6) 1 r平安時ハーリーJ

7) 1 rあやはしハーリーJ

9.1第六'11守:校
r小ハè.~ノ1、1、 ( 1 { I"') 地域の従業 I~ 然・文化 r~川市(もずく ) J 

ィ~体，ìlï1lij 地域・|長l係機桃との辿1)(;r漁業体験J

10.j '11乍校
ノI!:(，jI:，lIillij r迫い込み1f1.'，(.本!恥(1山峡ml係機|品1JiliH(;) 

教ヂ|・勺 (1---3{ド)rサパニで~);，'jまわりJ

1 1.1¥中学校
i立他 (全体)r J也j成行・hーへの参加 (OOi/.(1地ハーリー)家Ij[;

j也j袋、他学校・|民l係機関との辿悦 (I{I') rウミガメは今・・・J

12.1.'11や校 道徳 (1 {F) r糊ガメの涙J

13.IvJlII学校 総介 ( 1年)r ~I I純を士11ろうj抱瀬 r制についてなど

1'I.wll学校 f3~、仏b、ノg 〉1、 (3{1") rよみがえれ11本海J

15.0'11学校 総合 キャリアスタートワーク体験7!itr9J
16.1叶1学校 給食桁i昨年1IlI，lI"IIlij6)1小魚について rwや什を丈六にする食品をとろうJ

17.Q'I1学校 教科 (2{1三社会)r 11.;1>:の林業・漁業J

9.那覇地区の特徴(中学校) る久米山1111のDlfl!手校、 Elfl学校は「ハー リーJ
があった。食刊に|則述する内容としては、F11-1学

校の給食J行持イj'.llIl，lIi1hj、学校給食実施計阿(旬の

f;t~~・) 1もずく、アーサ、さんま、サパ、ひじき」

があった。

教科で‘は社会科で‘の|人l作が l校あった。 FQ"4:

校の社会「者11道山県の;制作 (水産業)Jであり 、

その他の教科でι丸lell改がなかった。道徳で8I11学

校 3年「おか、さんありがとう」、 C'11ザ:校 11ド1fllj: 

ガメのi民」の 2校があり、マ:校行事では縦島であ

那覇地区(中学校) (6校/28校中)

学校名 教flal'llhjにおける海洋教育に|則する，f~ ，1度内科

1.1-¥ 1ド学校 全体，lI・Ilhj(地場開物のffiJll)rもずく、アーサJ

2.13'11学校 道徳教it(3{ド)rおf:(lさんありがとうJ

3.CIII学校 道徳教育 rt[ijj}メの涙J

4.D小学校 ヤ:校・1i' '11: rハーリーJ

5.E'I1学校 {ム・統1i'!1: rハーリーJ

給食H'lヰトイ|・qlll，n'IIITj(社会)L/ijl道府以のぷl代(ノ'1，;>($)J 

6.FI川'1咋:校 .I~!:校給食:Jd必 ，iIー IllTj(旬の食料・)

「もずく、アーサ、さんま、サパ、ひじきJ

10 島尻地区の特徴(中学校) の2校で、学校1i'!1:で「糸<1均ハーレーJが 8'11学校、

教科では、記載がなく、道徳でE小学校2年 10: C小学校、 D小学校 3校、「港)11ハーレー」で F

大魚の:íj~服J、 G '11学校 11j'.rよみがえれ円本海J rll学校、「拠氏ハー レーJでG小学校があった。ハー
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レーに闘する学校が5校あり、最もハーレーにつ からの漁村 をして発展してきたことがあると思わ

いての内谷が多い地域である。糸満がilj'純でi1iく れる。

島尻地区(中学校) (13校/25校中)

学校名 教育'，n阿における海洋教育に|刻する記岐内容

l八'1'学校 学校行事 「糸満ハーレー」 総合 (1' 2{1モ)f糸満ノ、ーレー」

2. I3中学校
午:校行:rlr. 「糸満ノ、ーレーj

U司、むEメl弘' (l年)r 自分述の休んて'いる地域を~'1 1る J

3.01'学校 学校行'h 「糸満ハーレーJ

~ . D 'I.'学校 ザ:校千，.~ll: 「糸満ハーレー」

5.E!.J.'学校 教科A'千 (2年道他)r ii:大f.(lの飛躍j

6.FJ.j.，学校 '学校行 中 ri!AJIIハーレーJ

7.G 小学校
教科.~1: (l年道徳)rtW;r~と菜の花J (3{下道徳)rよみがえれ。日本海j

学校行事 「奥武ノ、ーレーJ

8.11 '1'学校 教科等 (2年道徳)r木、v洋と口小説iJ.をつなく抄i道j

9."~'年:校 教科 ( I年社会)r出にIJHかれた1I~1'代J

10.) 中学校 総合 「同1~ lml，味':.IjとサパニJ
I 1.1く中学校 総介 「体験ダイビングJ

12.L中学校 総、やt ( 1・2年)r潮干狩りJ

13.M 小学校 教科 (社会)r粟国のIJ;~業 ・水産業についてj

11 .宮古地区の特徴 (中学校) 理学的制点からの食育で特筆したいことは、 I 中

学校の内谷である。 1':1'学校は、学校行事 1il~í水

産体験さr:?11J、総合学習で「カツオ一本釣り Ji追

い込みi.((tJi地域の;料理liJと記紋されているこ と

であった。 1'1'学校担当の栄養教諭にリサーチし

たとこ ろ、カツオの学習から調理実習 まで指導し

ていると のことであった。 I小学校は 「カツオの

一本釣り J で汗( 1-， な伊良部品イïJ.良ìJ~にある 。

教科では、 1-[ri'学校 1年家庭科 「制限尖V'If(¥ 

料理リのひとつであった。道徳で「は、 F'トl学校2

1ド「郷土の伝統Jがあ り、特別活動で 815::校 「ト

ライアスロンJ、E中学校「追いこみ漁体験Jがあっ

た。総合では、B学校 1:'1ミ「符古まるごとチェッ

クJ、D小学校 「ハー レ一見学J、G中学校3:'1'. i'::o; 

山活性化計画:i'i:Jでj絞り上げている。ここで、;W，l

宮古島地区(中学校) (9校/17校中)

学校名 教育計画における海洋教育に閲する記，1在内容

1.八小学校 総合 ( 1年)fハ一レーJ

2.13'1' <.;!:校 特>!llmu9Jrトライアスロン大会J総合(l年)r宮古まるごとチエジクJ

3.01''7:校 ぜ~ (本，1I' l llij rトライアスロン交流会J

~.D ' I'学校 総合 「ノ、ーレ一見学J

5.1:'1'学校 総合(1年)r J也j或の食材，01，1ペ」判別所u9J 「追い込み治体験」

6.1''1'学校 教科tf- (2{1三道官包.)r郷 1:の{ぷ統j

7心'1'学校 土司乱r、、-fr (3{F) r宮，' ，・ ffï-t'1:化J I 阿 I'~作成j

8.11'1'学校 教科 (1年家JjI科)r淵即丈?fl/;れが|旦IU

9.1'1'学校
学校行'Il (l年)r水産体験マザIJ 
居土心1~~口〉、 「カツオl本釣りJr jBい込みi.rf.'.Jr地域の料JlIlJ
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12.八重山地区の特徴(中学校) ウ栽培観察」は、 食ず?と均:i;(:教育のコラボした指

教科では、記il従がなく、特別活動や総合学習で 導内谷となると考えられる。

海洋教育がJ行みされていた。B中学校の rrt止ブド

八重山地区(中学校) (4校/21校中)

学校名 教育，i+fffijにおけるが'It件数千nこ関する記載内本

l.A中学校 特別活動 「ギーフの放漁J 「魚垣j

2. B中学校
特別活動 「海神祭についてJ 「海ブ ドウ栽培観察」

「ウミガメ繁殖調査」 「魚囲い石上百J

3.C中学校 総合 「体験ダイビングJ

4.D中学校 Jドハm，g、 「洋上体験学習」

U まとめと考察

子どもたちが投かな人間性をはぐくみ、 1-1::きる

プJを身に付けていくためには、 何よ りも「食Jが

重要で・ある。今、改めて、食育を、生きる上での

器本であって、まw行、 f!~~育及び体育の基礎とある

べきものと位iU付けるとともに、様々な体l換をjffi

じて「食」に|則する知識と「食」を選択する力を

修制 し、世t全な食~U丙を実践することができる 人

1111を千fてる食行を推進するこ とが求められてい

る九 そこで、子どもたちにと って身近な給食か

ら食育を推進するが大切である。今回は、 if/Ji羊を

食と|品liiliづけて学習するこ とが可能かどうかを科

学校の教育~nïllliの記載|人j容から検証した。

その結果、 11~. 1人lの小中学校で食と海洋にl見iする

内容は、教科での記}肢はやや少ないが、総合学:判

や道徳、食に|品lする指導の給食時間での指瀞の内

容として多く l氾il改されていた。このこ とから、給

食時IHII)、らの「食育」と「海洋Jの融合した数合.

活動ができることが示|俊された。地区別にみると

JJI~紛地区以外は、地元の海を活川 した直接的体験

的な指導l人l符が多い。一方、羽I~絹地区は、他地区

に比べると D\4斐体験より給食を生きた数料 と ~rím

した間接的な指導内容が記載されているので、そ

れぞれの地肢の特徴にあった教育計画がされてい

ることがわかった。教科ーでは、社会科とJlll本|が11止

も):1)，1iili性の山u、数手|である。 社会科では、3:'1"-と

5:'1ムカザ〈切であることカfわカ、ったo INS[j血|メ:の K

小学校 5:Wで「とる漁業にはげむ人々Jがある。

万1~ ，'Ní池 IX は B小学校 5 1F rこれからの水陀業JN 

小学校 5il~ と P 小学校 5 年の「水産業の雌んな

地域」では、広く水産業としてとらえた内容となっ

ている。八重山地区D小中学校3il~ rかまぼこ作

りJr白浜の海の仕事Jがあ りj也助産物活用や地

元のキャ リア教育的視点もある。社会科は、海に

近いところは、身近なことを教材化していること

がわかった。 社会科は「水E従業」のtn点からの食

育活動の展1~f.1が可能であると考える。

Jil1科では、 5年が霊裂であることがわかった。

凶問地区Q小学校 5年、R小学校5年、中頭地区

N小学校511三、 miおi地区.のM小学校511三やQ小学

校 5年 f生命の誕生」、0小学校5年、 U小学校

5年、V小学校5年、X小学校5if、島尻地区A

小学校5年、 C小学校 5年、 I小学校 51j".、K小

学校5年、 L小学校5ゴ1'-r i.(¥や人の誕生」の記載

がある。理科は、生命の誕生との|刻述から食育と

海洋との融合が可能であると思われる。

国語科では、 6i l~ r iflj:の命」が大切である。 中

問地区K小学校、 .(j尻地区D小学校、E小学校の

2校で記紋がある。匡l話不|でも食脊と海洋の関連

1~1:から海洋教育が推進可能とわかった。一方、 食

ずtと海洋教育の推進に|県liili性のあると思われる家

出科で記載は、 今回の訓査では、2校のみであっ

たが、国頭地区大宜味村BIj'学校「肉とか、を使っ

た料理iリと宮古山地区伊良部品伊良部にあるH中

学校 「澗型実習 f以来|・J.illJであり 、宮古島地区H

小学校は、地元で採れたカツオを;JLlJ1Hして地場の

水産物を栄養教諭が教材化していた。

道徳では、6:'1'. rサケの-~I::.J の授業が大切で

あるとわかった。|主IDSi地liD小学校、那覇地区O

小学校、 M小学校、Q小学校、八重山地区のL小

qo 
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7-校て..a己il&.がある。

i草花1で取り上げられている「サケの-~U の「サ

ケJ であった。 こ の内科をつ~.判する時刻jには 、 泌

d必主g数文;命命-て:'r;判令qは土、「サケ」をMtt主[I式。にI百111すること

が烈ま れる。総合学刊では、それぞれの地域でザ:

校のね色をIIてかした|人1'1ヤとなっていた。

給食~.~:現I!の而からみると ilリムに |品lする食品で 11占も

出脱したのは、「もずく Jであった。給食管四!で

「もずく J を{交った 11U; .\1ーを~:W，する H寺 l立 、 「もずく J

を'-1てきた教材としてi，fj1 11 した食ft と海洋教育の1f(~

:Jtが11]"能で効来的であるとわかった。

本計1IIIIfH小学.校は、本市1¥のカツオ;.((1.をザ:び、

カツオの服製作りをしていた。 胸 11\ ) 1床村の}~1WUIJ

1:.)のO小学校は、「かつお節 ・なまり節jを作"j'.

j立で教材化していた。#::';I'i }::;バjf-jrjl学校の訓J!I!

:k~';1 では 、 カツオを *I..ell して 、 I "J学校は、カツ

オの一本釣り 、追いこみ的、 そのカ ツオオ-を{使史つた

1が判:日司:1刊|

救f行t，1計l'下刊F伊附h川IIは、古くからカツオ節を製造していた本

部町、朕Il¥jI床村 、宮 11，1:';di伊良部、佐良iJi，地I){に

あった。現在、1iliIl:)1味村ではカツオ漁は商業ベー

スではないが教材として残っていた。

今1"1、yJjI制の健)j]t長引のー凶ともいわれるカツ

オについて教材化 している小校は本部11町本吉|川、小

校、 1*: 1日]味}~frllln小学校 、 71・山

iJ~の伊良部11" ';t:校、 {左良i兵 rl '学校であると報告で

きたことは、 Jf[!t::な トピックスである。今後の世t
ut教育のm点、から食行をf(t逃していく 卜.でその授

業の代り んを今後、研究して授業尖肢をJよく 匁lら

しめることが大切である と考える 。 乙;~:校給食か ら

ilíj:洋り~~jl!1制をほ*するためには、年:校教Tl7il聞か

らみると IKI;H~' 、J]l科 、 社会、 家j必ヂ! の放利ーや ill徳、

総合学予司令;で学校教育を横断し、尖践でき ること

が示唆された。
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