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２０１９年度 現職研修助成事業報告 

 

萩市立福栄小中学校  

 

１ 研修主題 

６次産業体験学習を通して起業家精神を育むキャリア教育の推進 

 

２ 主題設定の意図 

 本校が位置する福栄地域は萩市の山間部に位置する農林業を主な産業とする地域である。人口は約

1800人で、平成 25年からの５年間で約 200人減少している。65歳以上の割合が 50％を超え、人口減と

少子高齢化が急速に進んでいる地域である。本校で学ぶ子どもたちが、将来福栄で暮らし続けたいとい

う希望をもったとしても就職する職場がほとんどないのが現状である。そこで、従来型のどこかに就職

することを想定したキャリア教育だけでなく、自ら仕事を生み出すこと、つまり起業をも視野に入れた

キャリア教育への転換が必要であると考えた。その際、農林業を主産業とする地域の特性を生かし、農

産品をもとに商品を開発し販売するという６次産業体験に取り組むことが、実社会とのつながりを実感

しながら学習を展開できると考え上記の研修主題を設定した。 

 

３ 目標 

キャリア教育全般を通して育成を目指す基礎的・汎用的能力を踏まえながら、本校の６次産業体験学

習を通して、自らの力で新たな価値を創造し社会や地域をよりよくしようとする起業家精神を育むとと

もに、以下の資質・能力の育成を目指す。 

・現状を分析し新たな課題を設定する力 

・新しいものを生み出す創造性と、創造されたものを尊重する態度 

・状況の変化に対応して解決策を導き出す力と、協働によって解決を目指す態度 

・様々な立場の人と心地よくコミュニケーションをとる力 

 

４ 取組の概要 

本校は県下初の小中一貫教育校として平成２８年に誕生し、「『ふるさと福栄』に思いを寄せ、志を抱

き、未来を切り拓く力を身に付けた児童生徒の育成」を学校教育目標として掲げ、地域に根ざした教育

活動を展開してきた。昨年度は新たに、学校田で栽培したもち米のパッケージを考え、地域の祭りで販

売する「６次産業体験学習」に取り組んだ。これは本校の小中一貫カリキュラムの柱の１つである福栄

のひと・こと・ものに学ぶ「ふくえ学習」の一環として実施したものである。今年度は、この活動を基

盤とし「福栄に学ぶ」だけでなく、自らの力で新たな価値を創造し「福栄を生かす」学習に取り組む。

主たる学習活動は次の２つである。１つ目は、もち米の生産、商品開発、販売に取り組む活動である（も

ち米プロジェクト）。この活動では、地域の商工会と連携し、開発した商品の地域ブランドへの登録をめ

ざす。２つ目は、民泊プランの作成・提案である。萩市ふるさとツーリズム推進協議会と連携し、福栄

で民泊する外国人向けのプランを作成し、協議会や地域の民泊家庭に提案するという活動である（民泊

プロジェクト）。これらの活動を総称し「プロジェクト６」と名付け、地域の事業所や大学等と連携しな

がら推進していく。 
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⑴ もち米プロジェクト 

 本校には広い学校田があり、これまでも小学部を中心にもち米づくりを行ってきた。この活動を基盤

とし、小学部児童が学校田でもち米を栽培、収穫したもち米を用いて中学部２年生が商品開発し、地域

の祭りで販売する活動に取り組む。開発した商品は萩・阿西商工会の「奥萩ブランド」への登録を目指

し、地元の事業所で継続的に生産、販売する。 

⑵ 民泊プロジェクト 

 福栄地域はもともと民泊が盛んな地域で、主に中学生を対象とした民泊を行ってきた。今年から民泊

を主導する萩ふるさとツーリズム推進協議会がカナダの旅行代理店と提携し、外国人観光客の受け入れ

を開始した。この取組と連携し、本校中学部１年生が、インバウンドによる外国人観光客向けの民泊プ

ランを考え、ふるさとツーリズム推進協議会や民泊受け入れ家庭に提案する。 

 

 

・小学部 もち米プロジェクト 

・中１年 民泊プロジェクト 

・中２年 もち米プロジェクト 
（・中３年で総まとめとして「ふるさと福栄のこの一枚」を実施） 

 

 

 

 

５ 実施体制 
 

【連携する団体】 

○萩・阿西商工会 ○道の駅ハピネス福栄 ○福の里企業組合 ○道の駅萩往還 ○萩市福栄総合事

務所 ○萩市ふるさとツーリズム推進協議会 〇yuQuri ○山口大学知的財産センター ○山口県立萩

商工高校 

 

 

 

プロジェクト６ 

小３・４年 森林体験学習 

全学年 福栄地域探訪遠足 

小３～中３年 立体花壇づくり 

など 

ふくえ学習 
 

福栄に学ぶ ＋ 福栄を生かす 
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６ 実践 

⑴ もち米プロジェクト（中学部２年の取組を中心に） 

【１次】課題との出会い 

 小学部・中学部合同のオリエンテーションの中で、校長

より６次産業体験学習（プロジェクト６）のねらいや概要

について説明が行われた。次に、中学部２年の総合的な学

習の時間に、萩・阿西商工会の山永修平さんをお迎えし

て、福栄を含めた奥萩地域でどのような６次産業化が行

われているかを説明していただいた。その上で、生徒に対

して、福栄の特産品をつかって商品開発し「奥萩ブラン

ド」への登録を目指してほしいという依頼があった。これ

がもち米プロジェクトの出発点となった。 

【２次】商品開発 

 商品開発を始める前に、材料となるもち米の生産者である小学部児童と、話し合いの場をもった。生

徒たちも小学生のころもち米づくりを体験しているので、もみまきから田植え、稲刈り、脱穀といった

米作りの手順やそれぞれの作業の大変さは身にしみてわかっているのであるが、改めて生産者から、自

分たちが苦労してつくるもち米なので、食べたみんなが幸せになる商品を開発してくださいという思い

を伝えられ、「生産者の思いを大切にする」というモノづくりの基本を再確認した。 

商品開発は、担任だけでなく様々な教科の担任や、外部講師の力を借りながら教科横断的に進めてい

った。 

 山口大学知的財産センター准教授陣内秀樹先生をお迎えして、商品開発や知的財産について授業をし

ていただいた。「どうすれば細長い袋に一番早く空気を入れることができるか」といった具体的な事例

を取り上げながら、日常生活の中に商品開発のヒントがたくさんあることを教えていただいた。また蕎

麦を事例として、同じ商品でもキャッチコピーや包装を変えるだけで売り上げが変わっていくことなど

を学ぶことができた。 

 家庭科の時間には、もち米をつかった料理やその調理方法、さらにはうるち米よりもアミロペクチン

が多く含まれていることによってもちもちとした食感になることなどについて学んだ。このような基礎

的な知識を獲得した上で、商品づくりをスタートさせた。 

 具体的に商品開発を進めるために、元イタリアンシェ

フで地域おこし協力隊の岡本智之さん、萩市内でパン屋

を経営する中原昌代さんをアドバイザーとしてお迎えし

た。岡本さんからは、海外での体験談などを交えながら、

商品開発には発想力が大切であることを教えていただい

た。中原さんには、生徒がアイデアを出し合う初期の段階

から、商品の試作に至る段階まで継続的にご指導いただ

いた。 

 企画会議の最初のころは、「かき氷」や「トッポギ」と

いったユニークなアイデアが飛び交っていたが、将来的に地元の業者に委託し継続的に販売することや、

子どもからお年寄りまで幅広い消費者をターゲットにすることなどを念頭に話し合いを重ね、もち米を

使ったカステラを作ることになった。 
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 岡本さんや中原さんの指導を受けながら、５：５、８：２、１０：０などもち米と小麦粉の配合を変

えたカステラを試作した。試作品を生徒や教職員で試食した結果、もち米の特徴が最も出ている１０：

０の配合で作ることとなった。もっちりとした食感が特徴的なカステラとなったが、店頭に並んだ際の

賞味期限が短いのではないかという問題が出てきた。そこで、中原さんのアドバイスで、商品の日持ち

を良くするためにカステラを再度焼いてラスクにすることになった。 

【３次】ふくえふるさと祭りでの販売 

 国語の時間に、開発したラスクの商品名とキャッチコピーについて話し合いをした。その結果、商品

名は「しあわせの しっとり かすてらすく」、キャッチコピーは「福栄の魅力集めました‼～もち米、

しいたけ、にんじん～」と決まった。価格設定については、萩商工高校から商業科主任の原田朗先生を

お招きしてご指導いただいた。 

 運動会終了後、１１月３日に道の駅ハピネスふくえを

会場に開催される福栄ふるさと祭りでの販売を目指して

の準備が本格化した。まず、商品の製造をお願いする福の

里企業組合で実際に量産する場合の手順や作業方法を検

討するための試作を行った。福の里企業組合代表の服部

登美枝さんと、商品開発でもご指導いただいた中原さん

にご指導いただきながら、機材の使い方や材料の分量、作

業手順などについて、実際の作業を進めながら検討し、効

率的な方法を探っていった。 

 また、宣伝用のポスターやのぼり、POP の作成など、ふるさと祭りで販売を行う店舗の準備もクラス

で役割分担しながら進めていった。販売ブースでは、「しあわせの しっとり かすてらすく」だけでな

く、昨年度から始めた学校田で収穫したもち米の販売も継続することとした。この準備については、小

学部５・６年生が行った。 

 ふるさと祭り当日は好天に恵まれ、多くの観光客でに

ぎわった。販売ブースでは、販売係、試食係、会計係、ア

ンケート係にわかれて活動を行った。開店前から長蛇の

列ができ、もち米はあっという間に完売した。「しあわせ

の しっとり かすてらすく」もお昼前には完売となっ

た。生徒たちは、自分たちがつくった商品が「完売」とい

うかたちでお客様から評価されたことによって、学校の

授業では得られない大きな達成感を得ることができた。 

【４次】奥萩ブランド登録を目指して 

 １２月末に、萩阿西商工会より奥萩ブランドに登録さ

れるという連絡がはいった。これを受けて１月３０日に

開催される「奥萩ブランド認定商品＆地域特産品フェア」

で、「しあわせの しっとり かすてらすく」の開発から

販売までの取組を発表することになった。１００名近い

商工会関係者の前で、取組の内容や取組を通して学んだ

ことについて発表した。その後試食会も開催され、藤道萩

市長をはじめとして多くの方に試食していただいた。ま
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た、販売ブースで福の里企業組合が販売を行った。参会者の「しあわせの しっとり かすてらすく」

に対する関心が大変高く、試供品は全てなくなり、販売用の商品も３０分もたたないうちに完売となっ

た。ここでも生徒たちは大きな手ごたえを感じることができた。 

 

⑵ 民泊プロジェクト 

【１次】課題との出会い 

萩市ふるさとツーリズム推進協議会事務局長の宮崎隆

秀さんにお越しいただき、外国人を対象とした民泊事業

について説明をいただいた。その上で、生徒に対して、福

栄で民泊する外国人に向けた散策プランを考えてほしい

という依頼があった。これが民泊プロジェクトの起点と

なった。すでに何度か民泊受け入れ家庭の方が外国人観

光客を連れて学校見学に来られていたこともあり、生徒

の多くは外国人の民泊受け入れに対して高い関心を持っ

ていた。しかし、いざプランを考えるとなるとなかなか良いアイデアが思いつかなかった。生徒は、プ

ランを考えるためには、外国人向けの民泊プランを作るという視点からもう一度福栄を見直す必要があ

ることを痛感したようである。 

 

【２次】課題追究１（地域理解学習） 

毎年この時期中学部１年生は地域の名所や主要な施

設を見学し、地域に対する理解を深める学習に取り組

んできた。しかし今年は、最初の説明の中で、宮崎さん

からいただいた「外国人の観光客の中には、日頃でき

ない体験を求めて日本に来る人が多い」という言葉を

手掛かりに、福栄地域を再発見するための地域理解学

習のプランを考えた。その結果、例年とは違う「体験」

重視の行程となった。オレンジ Woodでの専門的な機械

を使っての木材加工、願行寺での境内の清掃体験など

を行うとともに、各所で地域の方から体験活動に対す

るアドバイスをいただいた。 

 

【３次】課題追及２（林業体験） 

 林業体験も、毎年１学期に１年生が行ってきたもので

あるが、今年度は民泊プランに林業を生かすことができ

ないかという課題意識をもって体験に臨んだ。森林組合

の方の指導の下、急な斜面での枝打ちや間伐に挑戦した。

最初はなかなかうまくいかなかったが、コツをつかむと

枝打ち用の鋸をスッと引いただけできれいに枝を落とせ

るようになった。そして、どんどん枝を打っていくと、薄

暗かった斜面に日の光が差し込んできた。子どもたちの

地域理解学習行程 

訪問場所 視点 

①牧の滝 あまり知られてい

ない牧の滝の魅力

を伝えることがで

きるか 

②オレンジ Wood 木材を使った体験

活動ができないか 

③願行寺 お寺での体験活動

ができないか 

④福栄夢るーらる

雲海 

平蕨台の自然を生

かした体験活動が

できないか 
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口から自然に「すっきりした！」という言葉が出てきた。枝がスパッと切れた爽快感と、日光が差し込

んだここちよさを実感したのである。こういった実体験でしか味わえない感覚が、民泊プラン作りに大

きく影響していくこととなった。 

【４次】中間発表 

 萩市ふるさとツーリズム推進協議会事務局長の宮崎隆

秀さん、山口大学の陳内英樹先生を指導者としてお招き

して、民泊プランの中間発表会を行った。地域理解学習や

林業体験で学んだことをベースとして作成した企画書を

用いて、各自のプランの概要を発表した。福栄のよさを知

ってほしいという思いが先行して盛りだくさんのプラン

となったものが多く、指導者から「目玉」を絞るようアド

バイスを受けたが、全体として、よく練られたプランであ

るという評価を受けた。 

【５次】プラン修正とポスター作成 

 中間発表会でご指導いただいたことをもとに、プランの修正と最終的なプラン発表会に向けてのポス

ター作成に取り掛かった。限られた紙面でプランの魅力を伝えなければならず、特にキャッチコピーづ

くりに苦戦したようである。 

【６次】民泊プラン発表会 

 民泊受け入れ家庭のみなさんを招待して民泊プランの

発表会を行った。生徒一人人がプランの行程、メインとな

る活動や経費などについて、作成したポスターをパワー

ポイントで提示しながら説明した。参会者から、「どうや

って外国人に説明するのか」「材料はどうやって調達する

のか」など、鋭い質問が飛び交ったが、それに対して誠実

に答えようとする生徒の姿が印象的であった。発表会終

了後、多くの参加者から、これで終わるのはもったいない

という声が聞かれた。 

【民泊プラン】 

・春限定 のどかな景色を見に行きませんか？ ～アクティブなあなたへ～ 

・Judo&Sumo 体験＋Costume 

・福栄だからできる 歴史を感じる昔話の体験！ 

・太陽の光ふりそそぐ林業体験 

・福栄に伝わるたたら太鼓演奏体験 

・林業体験 callenjging exciting 

・水でっぽうで童心にかえる 

・日本を味わう 福栄の木で!! ペーパーウエイト 

 

７ 成果 

 ６次産業体験学習に取り組んだ児童生徒に関しては以下のような成果をあげることができた。 

・子どもたちが、新たなものや価値を生み出すことにやりがいを感じ、他者が生み出したものを尊重

しようとする態度が芽生えた。 

・新たなものや価値を生み出すためには、多様な立場の多くの人々の協力が必要であることに気付く
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ことができた。 

・一つの商品を世に出すためには、次々と生じる新たな課題を解決し続けなければならず、そのため

には仲間との協力が不可欠であることを学ぶこととができた。 

今回の取組は、地域貢献の面での成果が大きいと考える。地域の商工会や事業所と連携しながら商品

化を目指した取組を行ったことで、地域の活性化に対して地域の大人が目を向ける一助となったことは

間違いない。 

また、担当教員が、様々な機関と連携しながらカリキュラム作りを進めたことによって、個々の教員

のカリキュラムマネジメント能力を高めることができた。地域振興や将来の地域の担い手づくりに直結

する取組であったので、PTA 広報誌で継続的に本事業を取り上げるなど、保護者のキャリア教育に対す

る関心を高めることができた。 

 

８ 今後の課題と取組方針 

【課題】 

今回の取組は、新たに取り組んだことが多く、成果が実感できるまで、どうしても教職員が不安を抱

えたまま指導に当たらなければならない期間が生じてしまった。情報発信に関しては、学校の Webサイ

トや学校だより、学級だより、さらには PTA広報誌で保護者に対して情報発信をし続けたが、十分に起

業体験学習の成果を伝えることができなかった。授業時数の面では、商品開発には、どうしても試行錯

誤の時間が必要であったため、当初の予定より活動時間が増えてしまった学年があった。カリキュラム

編成の面では、商品開発の基盤となる地域の自然や歴史、文化に関する知識や、創造的な活動に向かう

意欲の源となる郷土愛を９年間のスパンで育成することによって、より高いレベルでの起業体験を実現

することが期待できる。 

【今後の取組方針】 

９年間の見通しをもったカリキュラムを作成し、小学校段階では、地域住民との触れ合いを通して地

域の自然、歴史、文化に関する知識や、郷土愛を深める活動を工夫し、中学校段階では、３年計画で商

品の企画・開発・販売に取り組むことができる単元構成を立案する。６次産業体験学習の狙いの一つで

ある起業家精神を育成するためのバックボーンとして、本校にゆかりのある二宮尊徳の教えを取り入れ、

企業が社会の公器であるという感覚を身に付けさせたい。教材としては、農業や民泊と並んで地域の主

産業である林業にスポットをあて、市長部局や大学との連携の下で６次産業体験学習を推進する予定で

ある。情報発信の面では、学校だよりや学校 Webサイトをさらに強化するとともに、新聞やテレビなど

各種メディアと連携して情報発信を行っていきたい。 

 

 


