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〈研究発表１〉

地域との連携を深め，生徒が主体的に取り組む修学旅行

～日本の歴史と地域の繋がりを通して郷土を愛する心を育む～

発表校：潮来市立日の出中学校 校長 河嶋 賢一

教諭 川島 満義

１ 本校について

(１) 本校についての概要

潮来市は，茨城県の南東部に位置する人口３万人を下回る小さな市である。千葉県

に隣接し，霞ヶ浦や北浦，常陸利根川などに面した水郷で有名な都市である。江戸時

代に利根川水運の港町として栄え，現在は水郷筑波国定公園の一角となっている。

2001年4月1日に行方郡潮来町が牛堀町を編入し市制施行した。また，鹿嶋市，神栖

市，鉾田市，行方市とともに J リーグ・鹿島アントラーズのホームタウンとなってい
る。

本校がある日の出地区は，元々は内浪逆浦と呼ばれる湖を造成してつくられた新興

住宅地である。学校は地区のほぼ中央部に位置し，住宅街の一角にある。また，学区

内の小学校は，日の出小学校だけであり，本校から徒歩で数分の位置にある。2011年

の東日本大震災の際は，液状化で多大な被害を受けた。本校生徒もボランティアとし

て復興活動に参加した。2016年３月には復興工事も完了し，小・中合同で復興を祝う

会を開催した。

また，学区内には，通称慈母観音と呼ばれる奈良薬師寺東関東別院 水雲山 潮音

寺がある。法相宗大本山薬師寺の東関東別院であり，薬師寺の伝統を受け継いでいる。

特定の檀家を持たず，葬儀をしない，お墓を持たない寺である。本校の修学旅行では，

この慈母観音とつながりのある奈良県の薬師寺の見学からスタートすることにした。

(２) 学校教育目標

① 校訓 心ゆたかに

② 学校教育目標

確かな学力を身に付け，豊かな心をはぐくみ，心身ともに健全な生徒の育成

(３) 生徒の様子

生徒数216人（１年：64人 ２年：71人 ３年：81人 ５月１日現在）の本校は，

全般的に明るく素直で親しみやすい生徒が多い。諸活動に対して協力的ではあるが，

大人数での活動や大勢の人の前での活動は消極的になりがちである。学習面では，与

えられた課題に真面目に取り組む姿が見られる。男女間，更に上級生と下級生との仲

もよいので，どの生徒ものびのびと生活している。特色のある学校行事としては，平

成13年以来，地域の関係団体や高校生の協力を得て，校内レガッタ（ボートレース）

を開催している。

部活動も盛んで，約97％の生徒が何らかの部活動に所属している。本校は，水郷潮

来に位置するということもあり，特にボート部の活動が盛んである。昨年度は，全日

本中学選手権競漕大会クォドルプルの部で優勝し，海外遠征に行った生徒もいた。

本年度は，全日本中学生競漕選手権クォドルプルの部では，３連覇を達成した。ま

た，サッカー部と男女ソフトテニス部が茨城県の代表として関東大会に出場した。
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２ 主題について

(１) 研究主題

地域との連携を深め，生徒が主体的に取り組む修学旅行

～日本の歴史と地域の繋がりを通して郷土を愛する心を育む～

(２) 主題設定の理由

本学年は，１学年の時は，落ち着いて生活する雰囲気が乏しく，生徒間でのいざこ

ざや自分の取り組みに責任をもてない生徒が多くいた。そこで，生徒一人一人が自己

の行動に責任をもち生徒が自ら主体的に取り組むことができるよう３年計画で指導を

進めてきた。そして，最終目標を３年生の修学旅行と定め，主体的に取り組む学習の

充実を進めた。

本校の学区内には，潮音寺というお寺があり本校とのつながりが深く，本校の吹奏

楽部は，潮音字主催の万燈会で演奏を披露し，美術部もロウソクを並べる作業に協力

している。また，潮音寺が経営している慈母幼稚園の出身者も本校には多く在籍して

いる。

潮音寺の正式名称は「奈良薬師寺東関東別院 水雲山 潮音寺」といい奈良県にあ

る薬師寺の伝統を受け継いでいるので，日本の歴史の中心地であった奈良県と地域と

のつながりを通して郷土を愛する心を育む取り組みも行うことにした。

３ 本校の修学旅行について

(１) 実施日及び実施方面

① 実施日 平成29年９月10日（日）～９月12日（火）２泊３日

② 実施方面 京都・奈良方面

(２) 目的

○ 京都や奈良の自然や文化とのふれ合いを通して，生命や自然への畏敬の念や豊な心

を養い，我が国の伝統文化と郷土の理解を深める。

○ 集団における自己の役割と集団に対する協力，責任感の認識を深め，主体的に社会に

貢献する態度を養う。

○ 寝食を共にした学習活動を通して，心のふれ合いを図り，友情や信頼関係を深める。

(３) 特色

奈良県の全体行動では，薬師寺に行き住職から薬師寺と分院である潮音寺のつなが

りの説明を受ける。

薬師寺は，生徒が一度は耳にしたことがある有名なお寺なので，自分たちの地域に

あるお寺とのつながりを知ることで郷土への興味や関心を育むねらいがある。

京都の班別自由活動では，生徒たちが班ごとに話し合い，見学する場所や体験活動

などを決め，その場所まで公共の乗り物を使い移動する。普段の生活で電車やバスを

使う習慣がない地域に住んでいるため，今回のバスや電車を使い目的地に移動するこ

とで，自ら考え行動する力を育むようにする。それとともに，普段慣れていない乗り

物を使うことから発生するトラブルに対して，班の仲間と協力して解決する力を育ま

せるねらいがある。

実際に班別自由活動では，目的の場所に向かうバスとは逆の方向に乗ってしまった

り，時間通りにつかなかったりするなどトラブルも多く発生したが，班で話し合い自

分たちで解決して全部の班が無事に宿泊施設まで帰ってくることができた。
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(４) 平成29年度，30年度の修学旅行の日程の概略

① 平成29年度

１日目 ９月10日（日） ２日目 ９月11日（月） ３日目９月12日（火）

日の出中（貸し切りバス） 男女混合の班別自由活動 男女混合の班別自由活動

→東京駅（新幹線）→京 市バスと地下鉄の１日券 タクシーを利用

都駅（貸し切りバス）→ を利用 清水寺をチェックポイント

奈良 京都駅（新幹線）→東京

薬師寺,東大寺見学(全体) 駅（貸し切りバス）→

日の出中

② 平成30年度

１日目 ９月９日（日） ２日目 ９月10日（月） ３日目９月11日（火）

日の出中（貸し切りバス） 男女混合の班別自由活動 清水寺，三十三間堂見学

→東京駅（新幹線）→京 １日タクシーを利用 （全体）

都駅（貸し切りバス）→ 妙心寺で座禅体験 京都駅（新幹線）→東京

奈良 駅（貸し切りバス）→

薬師寺,興福寺,東大寺見学 日の出中

(全体)

(５) 修学旅行に向けた様々な主体的に取り組む学習

① １年次の取組

スキー宿泊学習

・福島県 リステルスキーファンタジア

・技能別スキー講習（経験者・初心者別）

３日間インストラクターの指示のもと，自身の技術向上に向けた練習に取り組む。

② ２年次の取組

ア 職場体験学習

２～４人の班を構成した。体験は，約30の事業所で行った。体験したい職種を

調べ，生徒自ら計画を立て事業所に電話をし，打ち合わせの時間や職場体験を行

う日程を決め実施した。実施後は，体験した内容を代表を中心に新聞にまとめ，

文化祭で発表を行った。

スキーの練習風景 開校式の様子
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○ 各事業所における職場体験学習の様子

自動車整備工場での体験 工務店での体験

市立図書館での体験 コンビニエンスストアーでの体験

職場体験学習は，夏季休業中の平成28年７月25日（月）から27日（水）までの３日間の

中で事業所と相談し２日間実施した。協力していただいた事業所は，市役所や図書館とい

った官公庁から小学校や認定こども園といった教育施設，スーパーマーケットやコンビニ

などの小売業，工務店といった業種まで非常に多岐にわたる。

生徒は，普段目にすることのできない仕事場の裏側を垣間見たり，仕事の厳しさを味わ

うことができ貴重な体験となった。ただ，潮来市は小さな都市であり，生徒が自分で事業

所まで通うのが原則なので，体験できる業種が限られるということが課題として残る。ま

た，生徒は普段，原則として徒歩で通学しているため，自転車に慣れていない。そのため，

送迎塔で保護者の負担が増えるという問題もあった。

イ 文化祭での職場体験学習の発表の様子

10月29日（土）の文化祭において，総合的な学習の時間の取組事例について，各学年

の代表の生徒が事例を発表した。２年生は，職場体験学習の成果について発表した。

各事業所ごとの発表 スクリーンの前での説明
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(６) 奈良薬師寺東関東別院 水雲山 潮音寺と日の出中学校との関わり

水雲山 潮音寺は，法相宗大本山薬師寺の東関東別院であり，薬師寺の伝統を受け継

いでいる。特定の檀家を持たず，葬儀をしない，お墓を持たない寺である。慈母観音様

が見守る「覚悟」と「再起」のお寺でもある。8月に行われる「万燈会」は毎日1万燈も

の献燈がされ，幽玄な世界が広がる。開催期間中は全国から2万人以上の参詣者が訪れる｡

① お盆に行われる万燈会という先祖への感謝を込めて１万灯の献燈がなされる会での

奉納演奏で本校吹奏楽部が演奏を行う。また，本校の美術部が献燈のろうそくを並べ

る作業に参加している。

万燈会の様子

奉納演奏の様子 ろうそくを並べる様子

② 本校の体育祭種目の応援合戦で使う，太鼓を借用している。

③ ３学年の家庭科の授業で行う保育実習や，２学年の職場体験学習での体験活動を慈

母幼稚園でも協力をいただいて実施している。



- 6 -

(７) 昨年度の修学旅行について

① １日目（奈良方面見学）

・出発式１

本校では，東京から新幹線で京

都に移動するが，関修委の集約

列車は利用していない。

学校から東京駅までは貸し切

りバスを利用している。写真は

学校での出発式の様子である。

・出発式２

本校の修学旅行においては，計画やし

おりの作成，出発式や帰校式などの儀式

を生徒から選出された実行委員を中心に

して行っている。

写真は，学年主任の指導のもと，出発

式の進行を担当する実行委員のメンバー

である。

・新幹線乗車前の諸注意

生徒は，普段は列車に殆ど乗らず，

初めて新幹線に乗る生徒もいる。

写真は，乗車前に旅行会社の添乗員

からトイレの場所や乗車場所の確認の

説明を受けているところである。

・東大寺の見学

奈良に到着して，最初の見学地の東大寺に到

着したところの写真です。

生徒は壮大な木造建築に驚くとともに，中に

入って大仏を目の当たりにすると，その大きさ

に再び驚いていました。

・外国人へのインタビュー

今回の修学旅行においては，10人

の外国人にインタビューをすること

を一つの目標に掲げた。

写真は，東大寺境内において外国

の方へインタビューをしているグル

ープの写真である。
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・薬師寺での講話

１日目の最後は，奈良の薬師寺に行き,

薬師寺の僧侶から薬師寺の由来や仏教の

教え，普段団の生活で心がけることなどの

講話を聞く活動を取り入れた。

生徒は，神妙に僧侶の話に耳を傾けてい

た。

・生駒住職さんからの講話

潮来市の水雲山潮音寺の生

駒住職さんから講話をしてい

ただいている写真である。

生徒は，普段潮来にいる方

が，自分たちのためにわざわ

ざ奈良までおいでいただいた

ことに感激していた。

② ２日目（京都方面班別自由活動）

２日目は，京都市内を各行動班

別に自分たちの立てた計画に従っ

て市バスや地下鉄を使って見学し

た。

写真は，１日目の宿泊した旅館

の近くの知恩院にて撮影した集合

写真である。

生徒は，この後，近くのバス停

から目的地に向かって出発した。

・班別自由活動で訪れた二条城での一コマ

生徒は自分たちで立てた計画に従い，い

ろいろな寺院や史跡などを見学していた。

決められた時間に遅れる生徒も殆どなく，

充実した活動をすることができた。
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・北野天満宮での一コマ

部活動の主な大会も終わ

り，後は文化祭と受検を残

すのみとなった３年生。や

はり受検のことが気になる

生徒が多かったようで，た

くさんの生徒が訪れていた。

・伏見稲荷大社での一コマ

伏見稲荷大社では，鳥居を寄贈し

た方の名前を掲示している。

自分の好きな芸能人の名札の前で

笑顔を見せる生徒の一コマである。

・舞妓さんとのふれあい

２日目の夜は，夕食後に舞妓さ

んの踊りを見たり，舞妓さんに質

問したりするふれあいの時間を設

定した。

自分たちとあまり年の変わらな

い舞妓さんが厳しい修行をしてい

ることに，生徒は驚いていた。
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③ ３日目（タクシーを利用した京都方面班別自由活動）

・チェックポイントの清水寺

３日目は，タクシーを利用

した京都方面班別自由活動で

ある。指定した時刻に京都駅

に到着しないと，新幹線に乗

り遅れてしまうから，確実に

京都駅に戻ってくることがで

きるようにした。

また，生徒の活動状況を確

認するため，清水寺をチェッ

クポイントとして，必ず立ち

寄ることとした。

・京都駅に集合

３日目は，タクシーを利用した

ため，指定した時刻に遅れてくる

グループもなく，京都駅に戻って

きた。

写真は，添乗員さんの指示に従

い，乗車ホームへと移動する生徒

の様子である。

・帰校式

修学旅行も無事終了し，

学校に到着した後，実行委

員を中心に帰校式を行った。

写真は，帰校式の終了後，

学年主任から諸注意を聞い

ているところである。
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４ 成果と課題

(１) 成果

生徒は，今回の修学旅行を通して薬師寺と慈母観音水雲山潮音寺との関係を改めて

実感することができた。生徒のうちの何人かは，水雲山潮音寺の隣にある慈母幼稚園

の卒園生なので，薬師寺で聞いた講話の中に，「腰骨立てたよい姿勢 短くはっきり

よい返事」という園の教育目標の一説が出てきたことも，薬師寺での講話を印象付け

る要因となっているようである。そして，薬師寺の東塔の再建にいろいろな人々の協

力があることを知り，学区内の水雲山潮音寺の再建にも協力しようという気持ちをも

つことができたことも大きな成果といえる。

また，生徒は，京都や奈良において薬師寺や金閣寺などの寺院や神社，史跡などを

実際に見学することにより，歴史的遺産の素晴らしさを実感することができた。教科

書の写真資料やインターネットのホームページでは，その様子を確認していたが，実

際に目にするその存在感に生徒は圧倒されたようである。

今回の修学旅行においては，３年間を見通した旅行的行事の計画を立て，各学年の

旅行的行事で，生徒が主体的に取り組むことができるように実施してきた。その結果

として，今回の修学旅行においては，担当教員の指導のもと，実行委員を中心にして

計画を立て，生徒一人一人が自分の役割を自覚し，主体的に取り組む姿が多く見るこ

とができた。特に，２日目の班別自由活動では時間を気にしながら，メンバー全員が

協力して目的とする京都の寺院や史跡などを探しながら見学する姿に生徒の成長を感

じることができた。

以下に生徒の感想の主なものを記載する。

○ 自分たちで決めた班なので，全員の意見を反映しながら楽しく計画を立て，

見学することができた。

○ 自由時間に友達との親交を深めることができた。

○ タクシーの運転手さんは，とても慣れた人だったので，回る場所を提案して

もらったり，文化財についてエピソードを交えながら面白く説明してもらった

りして，有意義な時間を過ごすことができた。

○ 養源院で，歴史的事実として残る血天井を実際に見ることができて，とても

印象に残った。

○ 金閣寺などの寺院は，教科書で見て知っていたが，思った以上にきれいで壮

大だった。

○ 昔から残っている寺院や神社，史跡などを大切に保存しているのが，素晴ら

しいと思った。

○ 木材を使って，東大寺など大きな建物や彫刻をつくったのが素晴らしいと思

った。昔の人は，素晴らしい技術をもっていたのだと思った。

○ 慈母観音の住職さんが，薬師寺で話をしてくれたので，とても驚いた。

○ 寺院や神社，史跡などの再建には瓦の寄進など，いろいろな人々の協力があ

るのだと思った。自分も慈母観音の再建に協力できることがあれば手伝いたい

と思った。

(２) 課題

最近は，台風や豪雨などの異常気象が頻繁に見られるようになってきている。この

ような事態への対応も，今後は視野に入れる必要があるのではないかと思われる。
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平成29年度に実施した修学旅行では，２日目の班別自由活動の際は，好天に恵まれ市バ

スや地下鉄の移動でも大きな問題は生じなかった。しかし，平成30年度に実施した修学旅

行では，２日目の班別自由活動の際に，京都府に大雨警報が発令されていた。今年はタク

シーを利用した班別自由活動だったので，運転手さんに安全第一で活動を見守っていただ

くようお願いし，大きな問題は生じなかった。このような状況の中，もし市バスや地下鉄

を利用しての班別自由活動だったら，どのような対応をしたのだろうかと考えてしまった。

来年度の修学旅行においても，班別自由活動の際は，タクシーを利用するよう学年主任に

お願いした。

また，生徒の寺社や史跡などに関する興味・関心を高めて，更に自主的に修学旅行に取

り組めるようにすることが今後の課題である。知的好奇心が高く，歴史的事象に対して興

味・関心をもつ生徒は修学旅行に積極的に取り組んでいるが，あまり興味・関心が高くな

い生徒は，なんとなく行事をこなしているだけということになってしまいがちである。今

後は，社会科の教員との連携を深めながら，京都の地理や歴史，寺院や史跡などへの生徒

の興味・関心を高め，更に積極的に修学旅行に取り組めるようにしていきたい。


