
 
 

 

 

 

本事業は、沼津市教育大綱に基づき、「郷土愛の育成」や「地域に貢献できる人材の育成」のために、

地域交流・体験学習・校外学習を推進し、それぞれの学校が自校の実態や地域の特性等を考慮して、

外部人材を活用する事業を立案し、「チーム学校」を実現するために取り組んでいるものです。 

各学校での様々な取組を紹介します。 

 

■【静浦学習充実事業】静浦小中一貫学校 

生活科や総合的な学習の時間を中心に、郷土「静浦」の人、自然、産業、文化について、漁船体験、カッ

ター大会、ワカメ養殖体験学習、サンゴ養殖学習などの体験や学習を通して理解を深め、地域のために貢

献しようとする志を育んでいきます。７年生の防災学習では、各地区の避難に関する現状の調査を行い、

地域の方々と課題について話し合い、自らの命を守れる子どもを育てます。 

■【地域人材を活用した体験学習事業】 門池小学校 

地域から各分野の専門家を招き、夢や憧れを抱くとともに、地域の方々と関わり、門池のよさを実感で

きるための事業を行います。低学年はなんすん農協青年部の協力により、サツマイモのつるさし、芋掘り、

中学年は沼津高専の教授や学生アシスタントを招き、科学の不思議さ・おもしろさ、高学年は裏千家協会

や長泉町「いずみ太鼓」の会長を招き、文化や礼儀の大切さを学ぶ体験を計画しております。 

■【地域人材を活用した体験学習事業】 浮島小学校 

浮島の自然や人的環境を生かし、体験活動や交流活動を発展させることで、郷土愛を育むとともに、人

や自然を大切にしながら生きていく資質能力を育てます。体験活動では、浮島自然里づくりの会の方を講

師に招き、浮島の自然についてのよさや、茶業連合会の方々から茶の種類や手揉み茶体験等の学習を

行います。 

■【地域人材を活用した体験学習事業】 大岡中学校 

地域の「踊りの会」の指導を受けて「沼津音頭」の体験活動を行います。体育大会での披露は毎年好評

で、加えて、「沼津よさこい東海道」への参加もこれまでに７回を数え、年々盛り上がりを見せています。こ

の事業を通して、地域の大人とのつながりが強くなり、コミュニケーション能力の向上や、日本文化のよさ

を肌で感じ、表現力を高めていくことを目指します。 

■【“一生懸命のかっこよさ”を学ぶ事業】 門池中学校 

夢を追い、輝き続ける社会人の方々や、部活動や諸活動に本気で取り組んでいる高校生を招き、何事

にも本気で前向きに取り組む姿勢や、夢の実現に向けて努力することの尊さを学びます。６月 29 日に、東

レアローズの選手を招いての講演、12 月には市立高校書道部を招いての実演を計画しています。この事

業から、生徒自身が日常生活の中で、一生懸命に取り組むことの環境づくりに努めています。 

＜実施済み事業例＞    

「郷土愛を育てる」推進事業         「芸術鑑賞」事業         「地域人材を活用した事業」  

（お茶教室）             （パフォーマンス鑑賞）        （お笑い福祉士：河合氏） 

         

        第一小学校               内浦小学校                 愛鷹中学校 

沼津市定例記者会見発表 ５                                        平成 29 年６月２８日 

「チーム学校」実現事業（地域交流推進・外部人材活用事業）



1 

チーム学校実現事業（地域交流推進・外部人材活用事業）事業内容・期日等＜小学校＞ 

学校教育課 

学校名 

連絡先 
事業名・事業内容  期日等 

 第一小 

962-0351 

・愛校心や郷土愛を育てる事業 

明治史料館の方を講師に招聘し、校庭の「道喜塚」から校区内

の「丸子神社」「幟道」「城岡神社」「沼津城跡」「三枚橋城跡」

「御成橋の砲弾跡」「東海道陣屋跡」等数々の史跡を見ながら、

そのいわれや当時の出来事について学び、地域の先人や歴史に思

いを馳せる。また、地域にある東海庵のお茶教室（６年）、市内

在住講師によるお琴教室（５年）、そろばん教室（３年）、書き

初め教室（３～６年）、地域の音三昧の方による太鼓指導（クラ

ブ：４～６年）を通して、日本の伝統的な文化・芸能の素晴らし

さを学び、豊かな情操を養う。 

 

校区史跡巡り ６月下旬 

お茶教室 ７月上旬 

お琴教室 １月末 

そろばん教室 １月末 

書き初め教室 12 月上旬 

沼津太鼓 ５月から（クラブ）" 

 

第二小 

962-0352 

①専門性を持った人生の先輩と関わる授業を、各学年の実態に応

じて実践する。《老人会》１年生：昔の遊びに挑戦 ２年生：白

玉だんご入りのおしるこを作ろう 《沼津ひものの会》３年生：

ひもの作り体験 《乗運寺住職》４年生：増誉上人について学ぶ

《沼津市三曲連盟会員さん他》５年生お琴の音色を聴く会、《視

覚障害者・点訳グループの会他》福祉体験 

②《英語活動支援ボランティア》言語英語の授業で、ゲストティ

ーチャーとして授業に入り、児童の学習意欲を向上させる。（年

間 20 日支援）   

③地域の有識者・ＰＴＡ代表等による学校評議員会を開催し、自

己評価についての評価・助言をいただく。 

 

①１年：１月下旬 

２年：９月下旬 

３年：11 月下旬 

４年：11 月上旬 

５年：１月 25 日・２月上旬 

 

②毎週金曜日×20 日 

③６月 21 日 

２月 19 日 

 

第三小 

931-0353 

①地域の有識者や自治会の方々と、実際に子どもを学校に通わせ

ている保護者の代表から、行事や授業の様子を参観していただき

助言をいただく。 (学校評議員会）             

②地域の良さ、地域の力（技）と子供が直接触れ、感じ、体験す

る三小ならではの活動（習字・お琴）を実施する。 

 

①学校評議員会 

6/27(火） 2/14(水） 

②西高生習字授業 11 月下旬 

お琴教室 12 月初旬 

 

 

第四小 

931-0354 

校区の貴重な自然（狩野川・香貫山など）や貴重な文化遺産（内

膳堀・霊山寺など）に詳しい方をゲストティーチャーとして招き、

地域の自然・文化・人について学ぶ。（３年生：香貫山等／４年

生：内膳堀等） 

 

３年生 ２月 

４年生 11 月 

 

第五小 

921-0355 

＜学校評議員会＞ 

 地域の有識者、自治会役員、福祉関係者、ＰＴＡ代表等による

学校評議員会を開催し、自己評価についての評価をいただく。授

業や行事を参観して助言をいただく。 

＜五小応援ボランティア＞ 

 地域ボランティアにより、児童の登下校の見守り、放課後学習、

習字・そろばん、読み聞かせ、図書館整備、環境整備（草取り等）

などの活動を支援していただく。 

 

５月 12 日 

10 月 11 日 

 ２月 19 日 

 

開北小 

921-4041 

①地域の人材を中心に、読み聞かせグループ「ゆりかご」による

朝の読み聞かせ（月１回 全学級） 

②拡大絵本を使っての読み聞かせやブックトーク、外部講師を招

聘してのお話の会や読書会などを企画し、ロング昼休みに図書館

や音楽室を利用して実施する。 

 

･読み聞かせ 

毎月第２水曜 

･お話の会 

９月、12 月頃 
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千本小 

962-0356 

・常葉大学准教授を招き、千本松原のフィールドワークを中心に

千本松原の歴史と、自然について学んでいく。 

７月５日 

７月 11 日 

片浜小 

962-0357 

①東部スイミングスクールから講師を招聘し、中学年児童に水泳

指導をしていただく。 

②琴・尺八奏者を招聘し、５年生が音楽鑑賞の体験授業を行う。 

➂学習院大学の応援団を招聘し、全学年児童が模範演技を見る。 

 

①７月３日 

②未定 

③９月４日 

 

金岡小 

921-1371 

・３年生の総合的な学習の時間で金岡地域の人・自然・歴史・環

境等の身近な教材を通してふるさと金岡について学習を深める。 

＜講師＞金岡シニアクラブメンバー 

・「昔の暮らし・遊び体験」に講師を招き、「縄をなう」「石臼

で豆をひく」「ビー玉遊び」「はねつき」等の活動の指導をして

いただく。 

・４年生の総合的な学習の時間では、地域の偉人である江原素六

先生について江原素六先生顕彰会の方々の支援を受けながら学習

を深める。 

 ＜講師＞江原素六先生顕彰会理事 

・江原素六先生の業績に関する講話 

・江原素六先生に関わる地域の史跡等を訪ねるフィールドワーク 

 

３年 

２月上旬 

 

 

 

 

４年 

７月 13 日（木） 

 

 

大岡小 

921-1885 

・心を一つに岡っ子太鼓【２年生】 

・工業市街地、大岡から発信 サイエンス教室【３、４、５年】 

・日本の伝統文化に触れよう(華道、水墨画)【６年】 

・２学期 

・１、２学期 

・２学期 

愛鷹小 

966-4244 

・３年の学習では、手もみ茶体験を行う際の講師を招聘し、お茶

について追究する。 

・４年の学習では、福祉施設を訪問したり、職員を招いて、体験

しながら福祉について追究する。 

・５年では、米作り体験を中心に愛鷹地区の農業を考えることを

通して、ものづくりについて追究する。 

・６年では、変わりゆく地域をテーマに必要な素材を開発し、人

材を活用していく。愛鷹地区の発展、未来の姿を追究する。 

・手揉み茶体験 

９月８日 

 

・米作り 

籾まき４月 17 日  

田植え６月 13 日 

稲刈り 10 月４日 

・福祉体験 ２学期 

 

大平小 

931-5020 

・地域の農業の専門家から指導を受けながら、学年に合った作物

の栽培から収穫までを行う。 

・３年生児童、保護者を対象に、本校校医から、口腔内の環境整

備について学び、自分の生活について振り返る。 

・４年生の総合的な学習の時間で、前沼津市防災指導委員会会長、

現大平地区自治会長から、大平地区の防災についての話を聞く。

・夏休みに大平郷土史研究会会長に、大平地区の石仏、史跡、寺

社等を教員向けに案内していただき、それを総合的な学習の時間

や社会科の学習に生かす。 

・６年生の図工の時間に紙細工の専門家を招聘し、子どもたちに

技術指導をしていただく。 

 

・農業:年間通して 

・歯科:11 月 16 日 

・防災:６月中校区:７月 24 日 

・図工:２学期中 

 

内浦小 

943-2134 

①「台羅山・発端丈山探検」 

・３年生の総合的な学習の時間で、NPO 法人「奥駿河燦々会」の会

員の案内により地域の自然を学び、郷土の素晴らしさを実感す

る。 

②「海の生き物大好き講座」 

・大瀬崎をホームグラウンドにして活動する水中写真家を招き、内

浦の海に生息する魚・自然環境等について学ぶ。 

③「泳力向上による水難事故防止指導」 

・沼津市水泳連盟講師により、全学年の泳力向上と５・６年対象の

海での着衣泳による水難事故防止の指導を行う。 

 

①５月下旬 

②12 月初旬 

③７月 19 日実施予定 
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西浦小 

942-2004 

・よこいそ学習(学校の前の磯辺での生き物学習)（１人、１回） 

・西浦地区在住の農業関係者の方による、みかん栽培（１人、１

回）やキウイ栽培（１人、５回）の講話と実践指導 

・久連勇み踊り太鼓指導（３人、５回） 

 

よこいそ学習 ６月 23 日 

みかん栽培 ９月下旬 

キウイ栽培 授粉５月末収穫 11 月 

太鼓指導 ９月末～10 月末 

 

原小 

966-0034 

○子どもの学力向上と開かれた学校の推進を目指して、地域の

方々を原小の応援団として招き、以下の事業を推進していく。  

①保護者や地域の朗読専門家を講師として招き、読み聞かせを行

い読書への関心を高めるとともに地域の読書活動充実のための資

料整備を行う。また、いろいろなクラスで読み聞かせをしてもら

い地域の方々と交流を図る。【全学年：朝の読み聞かせ、音読劇、

図書整備】         

・生活科や総合的な学習の時間において、直接体験を重視した内

容の学習を構想する。子どもたちの関心・意欲に応じられるよう

保護者ボランティアを募り、安全を確保する。また、原校区の文

化や歴史、環境等について地域の人や識者を招き指導を受ける。

【②１年：わたしたちの安全を守ってくれる人、③２年：むかし

の遊び、④３年：白隠学習・歴史探検・昔を語る会、⑤５年：原・

浮島の自然 ⑥なかよし：ハンドベル、体験学習】 

・地域の職業人を招き、キャリア教育の視点に立った講話や体験

を取り入れていく。【４年：名人に学ぶ、⑦６年：その道のプロ

に学ぶ】 

 

 

 

①通年 

②９月上旬 

 

③１月中旬 

④６月中旬 

 

 

 

⑤６月  11 月下旬 

 

⑥１月下旬２月中旬 

 

 

⑦２月中旬 

 

 

浮島小 

966-2004 

・地域の有識者(浮島自然･里つくりの会)を講師に招き、児童が浮

島の自然について学ぶ。 

・地域の茶業連合会の方々を講師に招き、児童が茶の種類につい

て知り、手もみ茶体験を行う。 

 

７月上旬 ９月上旬 

 

12 月上旬 

 

香貫小 

931-1234 

○プロ講師（ゲストティーチャー）を招聘し、児童が専門家の話

や表現にふれ、五感を通じて学ぶことができる機会を設定する。 

・学習院大学のチアリーディングの技を児童に披露してもらう。 

・JAXA など、科学的分野の講師を招聘し、児童の理科学習への意

識向上や将来の夢などを膨らませるキャリア教育等にも役立て

る。 

 

 

学習院大学 ９月上旬 

その他 11 月頃 ３月上旬 

 

門池小 

922-1481 

○地域の専門家を講師として招き、本物に触れる体験を通して、

夢やあこがれを抱くとともに、地域の方々と関わり、門池のよさ

を感じる。 

・なんすん農協青壮年部所属の農業従事者を７～８人講師及び準

備作業要員として招き、学校農園の畑の準備作業やサツマイモの

つるさし・芋掘りにおいて、さし方や世話の仕方、堀り方の指導

をしてもらう。体験を通して収穫の喜びを味わう。（１・２年対象）

・沼津高専の教授と学生アシスタントを講師として招き、物づく

り体験授業を実施する。科学の不思議さ・おもしろさを味わう。

（３・４年対象） 

・伝統芸能の専門家を講師として招き、伝統文化を体験する。茶

道講師は、裏千家協会沼津支部の茶道講師６人を講師とし、６年

生が 45 分ずつ茶道の作法等を体験する。 

 太鼓講師は、長泉町「いずみ太鼓」の会長夫妻を招き、５年生

の各学級が１時間、礼儀やたたき方を体験する。 

茶道や和太鼓を体験することにより、文化や礼儀の大切さを学ぶ。

（５・６年対象） 

 

 

 

 

・農作業体験（１、２年,７組） 

５/18（木） 

 

 

 

 

・科学体験（３、４年）３年は６月

or９月。４年は６月。 

 

・伝統文化体験（５年太鼓） 

１月を予定。 

・伝統文化体験（６年茶道） 

７月 13 日を予定。 
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今沢小 

966-5522 

・自治会役員、福祉関係者、PTA 代表等による学校評議員会を開催

し、自己評価に対する評価をいただくとともに、学校経営の改善

を図る。 

・学校が、法令に則って正しく運営されているか点検していただ

く。 

①５月 17 日 

②２月 21 日 

 

沢田小 

924-0161 

・沢田小生物、歴史図鑑の作成 

・縦割りでの沢っ子オリエンテーリングの実施 

・様々な交流活動 

地元福祉施設……３，４，６年 

老人会（シニアクラブ）……１，２年 

あすなろ幼稚園……１，５年 

 

沢っ子オリエンテーリング 

11 月１日 

 

老人会との交流 

２月下旬予定 

 

原東小 

967-1213 

・沼津市出身の詩人・作家を講師に招聘し、「詩を楽しむ」授業

を受ける。 

・楽しく音読したり解釈したりして、感性を揺り動かす。 

・指定された題材から、自分の思いを自由に表現する方法を学ぶ。

 

９月 22 日 

２～４校時 

 

大岡南小 

962-0355 

・３年生「総合的な学習の時間」 

琴（箏）と校区に根付く黄瀬川太鼓を地元の方々から教わり、

授業参観や地域の芸能祭などで披露する。 

・６年生「総合的な学習の時間」 

地元の専門家から、礼儀作法を含め、茶道を教わる。 

 

９月中旬 

 

 

11 月中旬 

 

戸田小 

0558-94-

3028 

○戸田ならではの自然や人材を活用し、様々な体験活動を行う。 

・田植え～稲刈り～飯ごう炊さん 

・戸田塩づくり 

・海の交流会 

・幼小中御浜清掃 

・松の植樹 

・磯海苔かき 

 

・米作り 

 ７月～９月 

・塩づくり 

 10 月中旬 

・幼小中御浜清掃６月１日 

・海の交流会６月 28 日 

・磯海苔かき２月 21 日 

・松の植樹３月６日 
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チーム学校実現事業 事業内容・期日等   ＜中学校＞ 

学校教育課 

学校名 

連絡先 
事業名・事業内容  期日等 

第一中  

962-1551 

・10 月に、地域の方を講師にして「絵手紙」「道」「料理」「マ

ジック」「マナー講座」などの講座を開く。 

・日頃お世話になっている地域の方々とのふれあいを通して、心が

豊にかになる機会とするとともに、中学生が地域社会のために、

どのような役割を果たせるのかを考える。 

 

10 月 20 日 

 

第二中 

962-1552 

・地元網組の協力を得て、春に入学歓迎地引網大会を行い海に親し

む。獲れた魚は、連合自治会や地元老人会、婦人会の方々に指導し

ていただき、魚のさばき方教室を開く。獲れた魚の種類について解

説してもらう。 

・地引網大会の前後で海岸清掃を行い、地元の自然である千本浜を

保護する活動の一環とする。また、冬季には、千本浜及び防潮堤を

利用した体力作り活動（浜トレ）を実施し、地元の自然を活用して

たくましい体作りを実践する。 

 

11 月下旬 

 

第三中  

931-1553 

・学校保健委員会の取り組みとして、助産師さんを招き、命の大切

さや性に対する正しい知識を身に付けることができるよう講話を

いただく。 

 

10 月 10 日予定 

 

第四中 

931-1554 

・１年 ものづくり講座、職業講話 

・２年 職場体験 

・３年 地域貢献活動 

・全校 演技見学体験 

それぞれの活動で積極的に地域人材を活用する。 

 

11 月 ９日 

11 月 10 日 

 

第五中 

921-1555 

①人権・平和教育事業 講演会の実施 

  ６月 23 日（金）弁護士による講演 

②夢ある人づくり事業 

 ア 一流に触れる機会（講演会の実施） 

 イ 生き方についての学習 

１年生職場見学（10/26 ） 職業講話（2/6） 

２年生職場体験（10/26,27 ）高校生講話（2/6、3/6） 

３年生高校説明会（10/26） ※高校職員による説明会 

 

①人権・平和教育事業 講演会 

６月 23 日  13:20～   

②夢ある人づくり事業 

 ア 一流に触れる機会（講演会の実

施）（２学期中に実施予定） 

 イ 生き方の学習 

１年生職場見学（10/26）終日 

職業講話（2/6 ）13:20～ 

２年生職場体験（10/26,27） 

高校生講話（2/6 火、3/6）13:20～ 

３年生高校説明会（10/26）13:20～     

 

片浜中 

962-1556 

・中学２年生を対象に、片浜中学校を卒業した高校生に来校しても

らい、自身の体験談を話していただく中で、在校生がよりよい生き

方を考えることができるようにする。 

 

 

２月初旬 

 

金岡中 

921-1558 

・１年生は校内ハローワークと工場見学、２年生は職場体験、３年

生は福祉体験を実施する。それぞれの活動で積極的に地域人材を活

用する。 

 

 

10 月 26 日 

10 月 27 日 
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大岡中 

921-1557 

・地域の踊りの会の指導を受けての「沼津音頭」の体験活動を行う。

毎年の体育大会での披露に加えて「よさこい東海道」への参加もこ

れまでに７回を数える。地域のお祭りでは、中学生が中心になって

進めるプログラムにもなっている。 

 

11 月上旬 

 

愛鷹中

966-4229 

・地域の老人クラブ（愛老連代表）との交流会を行う。このことを

通して、先人から知恵や技を学ぶとともに歴史や文化・伝統工芸に

触れることにより、郷土愛を育んでいく。また、対人スキルや社会

性を身につける機会ともする。（華道･茶道・竹細工・編み物・絵

手紙など） 

 

10 月下旬 

 

大平中 

931-5021 

・近隣の高校生（伊豆総合高校郷土芸能部、知徳高校のｱﾒﾘｶﾝﾌｯﾄﾎﾞ

ｰﾙ部、飛龍高校の太鼓部、沼津商業高校の吹奏楽部、韮山高校の合

唱部など）を招聘し、部活動に真剣に打ち込む姿を本校生徒が間近

に目にする機会を設定する。 

・工業高校の６学科の学生を招聘し、学科の説明を行いながら、そ

の学科の特色に合わせたものづくりや実習を体験する。 

・大平中出身の現役高校生を招聘し、進路説明会を行う。中学生活

と高校生活の違いや中学校で今頑張ること等について本校生徒が

考える機会をつくる。 

８月 29 日 

 

 

 

12 月上旬 

 

１月 20 日 

 

長井崎中 

941-3111 

①キャリア教育講演会（全学年） 

 リオ・パラリンピック日本選手団医療スタッフ（内浦出身）から、

障がい者スポーツ医になった経緯などをお話しいただく。 

②WAZA チャレンジ教室 

 静岡県及び静岡県技能士会連合会から職人（技能士）を招いて指

導を受け、紋様こて砂絵、銅板へら出し、フラワーアレンジメント

など一人一作品を制作する。 

③コミュニケーション講座（全学年） 

 アサーティブ講師、スクールカウンセラーから、自分も相手も尊

重するコミュニケーションの取り方を学ぶ。 

 

①11 月 10 日 

 

 

②11 月 1 日 

 

 

 

③６月 28 日 

 

原中 

966-0139 

・１年生は職業講話、２年生は職場体験、３年生は進路講話を実施

し、系統的に自分の進路学習を推進する。また、職業講話や体験で

は、地元で働く人々や地元企業を多く選び、地域のよさを実感でき

るようにする。さらに、将来の夢や目標をもつきっかけとするため

に講師による講演会（夢講話）を実施する。 

 

職業講話 10 月 27 日 

 

 

夢講話３学期を予定 

 

浮島中 

967-1404 

地元の有識者に依頼し、浮島地区の歴史や自然に関する講演会を

開き、全校生徒が聞く。 

 

12 月中旬 

 

門池中 

923-3900 

①地域交流として定着している門池の「水辺のコンサート」で、よ

り質の高い演奏ができるように、吹奏楽部の外部講師を招いて準

備し、発表する。 

②30 年２月に予定する学校評議員会で、29 年度の学校評価会議を

開催する。また、次年度に向けて社会に開かれた教育課程を編成

する。 

③感性豊かな心を育てるために、引き続き「一生懸命のかっこよさ」

を学ぶ取組を地域の人や近隣の高校教員を招いて実施する。 

④２学期の総合的な学習の時間を使って実施する「福祉体験」（３

年）に、地域の講師を招いて実施する。言語科「社会の一員とし

て」や道徳「人間愛、思いやり」と横断的に実施する本校ならで

はの教育課程により教育活動の質的向上を図る。 

 

①水辺のコンサート  

10 月７日開催。そのために事前に講

師を招聘。 

 

②６月 16 日、２月 21 日 

 

 

③「一生懸命のかっこよさ」を学ぶ

６月 30 日 、12 月 14 日(木) 予定

④10 月中旬予定 
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今沢中 

966-9981 

・１年生 職業講話･体験 

 外部講師(地域の方)による職業講話と体験 

・学校評価会議 

 地域の有識者、福祉関係者、ＰＴＡ代表等８名程度による学校評

議会を開き、評価･意見をもらう。会議だけでなく、学校行事等

も参観していただき、意見をいただく。 

・読み聞かせ 

 地域の読み聞かせ経験者の方にお願いし、月に１回、１年生と特

別支援学級で読み聞かせを行っていただく。 

 

10 月 25 日(水) 

学校評議員会は６月 16 日、11 月 11 日、

２月７日 

読み聞かせは月に１回 

１回目は５月 10 日 

 

中等部 

923-3900 

                                                        

①「あゆみ講演会」…社会で活躍する様々な分野の方を招聘して夢

を見つけること、そのための努力について講話を聴くとともに、

講演会後、具体的な活動につなげていく。 

②職業講話…沼津市をはじめ近隣の地域で活躍される職業人の

方々を招き、いくつかの講座を開いて講話を聴き、具体的な進路

について考えていくきっかけとする。 

 

あゆみ講演会（案） 

第 1回 ６月 28 日 

第 2 回 11 月 24 日 

第 3回 ２月下旬 

職業講話（案） 

10 月中旬 

戸田中 

0558- 

94-3055 

・生き方学習「翔(はばたき）講座」（幅広い技術・経験の持ち主

の講演や近隣高等学校の生徒などの実演等を受け、人生観や職業

観を養う）の実施。 

・東大戸田寮を利用してきた政財界人の講演。 

 

講演会 

７月８日を予定 

高校生の実演 

１月 25 日を予定 

 

静浦小中 

931-3017 

＜小学校＞ 

①静浦漁協と協働する体験学習を行う（漁船体験・カッター大会・

ワカメ養殖体験等） 

②地元人材を活用し、産業や地域の活性化に貢献している人の活動

を学んだり、体験したりする。 

・漁船乗船体験は２年生 

・カッターボート体験（漁港使用）は５・６年生 

③ワカメ養殖体験は５年生 

・ひらき体験は３年生 

＜中学校＞ 

①北限のサンゴ保全学習（サンゴ保全のための様々な取組の実施）

②サンゴ保全学習は７・８年生 

③スノーケル体験学習 

④地域防災学習７年生（各地区の避難に関する現状の調査等）を行

い、地域人と課題を話し合う 

 

 

 

＜小学校＞ 

①６月 20 日 

②７月３、７日 

 

 

 

 

③12 月、３月上旬 

 

＜中学校＞ 

①②サンゴ保全学習 

６月 ７月 ９月 

③スノーケル学習 ７月上旬 

④地域防災学習６月 

 

 

 


