
探究Iの学び
ようこそ地域探究コースへ

地域探究コースはこ
んな事に

興味がある方にオススメ
です！

グループ学習を基
本に、まずは身近

な地域に注目しま
す。

地域の文化、産業
、防災について考え

、全国各地で行わ
れている

町おこしの例から
学び、自分たちのオリジナル地

域貢献策を考えます。

1.身近な地域を題材に、基礎を学んで体感します!
●仲間と協同で学ぶ　　●“地域”と“モノ”のつながりを考える　　●フィールドワークで本物に触れる

地元の
役に

　立ち
たいで

す！

2.“防災”についても調べ、自分たちが主体者になって
　  災害から逃れる術を学びます。

地元が大好き
地域の隠れた魅力を

見つける

社会科目が得意
自分たちでアイデアを練

るのが好き

地域の歴史・文化・産業を
学びながら、“町づくり”や
“地域活性化”、地域の
“防災”について学びます。

身近な地域の魅力を発掘！ 
再発見！！ そして発信！！！

その具体的な方策を考えます。

まずは“地域”とは何なのか、
“地域を元気にする”とは
どういうことか、という視点を
しっかり養います。 

自分のアイデアで
地域に貢献できるように

学びます。

まずは学校がある弥富市の情報を集め、まとめ上げます。インターネットで調べたり校外に出て現地調査をしたりと
地域探究コースの基礎である「調査と情報収集」を学びます。　

ご
当
地
グ
ル
メ
って

な
ん
か
あ
っ
た
っ
け
？

弥
富
と
言
え
ば
金
魚
？

　
文
鳥
も
弥
富
だ
よ
ね
？

今は“芝桜
”も

有名だよ!

新学期のスタートは弥富市から徹底調査

地域の名物を探すの
は

おもしろい！

グループの仲間の

意見から新しい

発見もイッパイ出ま
す。

4.“変えたる地域プロジェクト” 地域のためになるアイデアを！
●地域資源に目を向けて　　●新しい視点の観光プラン　　●地域の人が喜ぶように！

基礎が身についたら“地域探究コース名物企画”に挑みます!!

調査情報とフィールドワークが活かされます

●弥富の地形を知る　●過去の自然災害から学ぶ　●いろんな立場になって避難のシミュレーションをしてみる
弥富市の調査に続いて、防災対策も考えます。

津波が来た
ら

どうしよう！
？

いろんな目線に

立って考える

必要がありました

3.様々な視点で地域や防災について考えます。
ちょっと難易度を上げて全国を調査します!

●“食”を通して地域や防災を考えてみよう！！　●気になる“ご当地お菓子”はどこの地域のもの？？
●実際に食べて情報をまとめます。
全国から課題とする地域を選び「食」と「防災」の結びつきを考えます。

年度末にまとめた内容を発表します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

地域の“食”は

調べれば
調べるほど

難しかったです

このお菓子
の

発祥地は？

値段は？

ま
と
め
た
ら

み
ん
な
の
前
で

発
表
し
ま
す

■「伊那のまゆ」長野県伊那市　　■「きしめん」愛知県　　■「みかん大福」愛媛県今治市
■「気になるリンゴ」青森県　　■「紅イモタルト」沖縄県　　■「２５年もつクリームパスタ」最新非常食

●注目した“ご当地お菓子・グルメ”＆“最新非常食”！！

■弥富市自然ツアー　　■弥富の新旧名物堪能ツアー～ついでに長島温泉もね♨～　
■おじいちゃんおばあちゃん観光ツアー　　■命の大切さを知ろうツアー　
■動物と触れ合いツアー　　■弥富の自然を楽しもうin夏　　■親子で楽しむ弥富

●その他の“観光プラン”一覧紹介！ ただ楽しむだけでは
なく

地域のためになる観
光。

奥が深い!!

地域探究コースでは
、まず“地域”と“モノ

”をつなげられるよう
に、いろんな

学びを取り入れてい
きます。自分たちで調

べていくことが中心
です。地域を学

ぶ姿勢と思考を身に
つけることを第一に

楽しんで学びましょ
う。

名産の金魚
を

　ほうって
おけない！
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地域探究の集大成
地域探究PICK UP学習
地域探究コースではこんな学習や活動もしています。

探究Iで経験したことを、より具体的に個人の思考のもとで、
地域貢献につなげます。地域の為に自分のアイデアを
どう活かすか・・・。地域探究の集大成です。

探究IIの学び

藤井 遥〈治郎丸中学出身〉の
卒論テーマ

藤井 遥〈治郎丸中学出身〉の
卒論テーマ

私の地元は稲沢市です。平成30年で市制60年となります。
そんな稲沢市の60年を調べてみると地元民である私でさえ
知らないことがたくさんありました。地域探究コースで学ん
だ『オリジナル町おこし』のアイデアで稲沢市の魅力を伝え
るためにテーマとしました。この卒論をきっかけに少しでも
地元の役に立てればと考えています。

平成29年度 地域
探究コース卒業生

1.「町おこし」のきっかけ
自分が住んでいる稲沢市は、「はだか祭」など全
国的に有名なものとそうでないものの差が激し
く、まだまだ有名でないものの魅力を全国に伝え
たいと思ったことがテーマの選考の理由です。

などありますが、ここというスポットがなかったり
若い人が観光するような場所がないことが問題
と思いました。

地元の何をテーマにするかが課題です 題材は身近にあるものから選びました

2.“銀杏”“イチョウ”
テーマの題材として、まだまだ全国的に有名で
ないものの中から、“銀杏”“イチョウ”に注目！
稲沢市祖父江町は「イチョウの町」とも言われて
います。

収
穫
の
お
手
伝
い
を

し
て
き
ま
し
た
！「“町おこしフィールドワーク”～１泊２日の町おこし体験」

町おこしの現場で、人の話を聞き、事業を体験。オリジナルアイデアの参考に！

住んでいるだけでは気付かない地域の魅力。
様々な角度から調査を行い、自分のアイデアを活かして

より魅力ある地域にしていきます。

「町おこしフィールドワークin豊田市足助・稲武地区」
夏の体験型インターンシップ

Let’s Challenge「目指せ地域探究マスター」クイズ

Ｑ．次の“モノ”に関連する“地域（まち）”を考えよう！

ご当地クイズに挑戦!

初級問題 中級問題 上級問題 マスター級問題

©2010熊本県くまモン

■ブルーベリー農園
　収穫体験

■トヨタケ工業
　職業体験　など

その他の学習
●学校の外に出てフィールドワーク
●仮想の町づくりシミュレーション
●目指せ地域探究マスター（クイズ大会）
●防災紙芝居づくり
●弥富の特徴徹底調査
●地域探究ゼミ“ポスターセッション”

稲沢市市章

稲沢の銀杏 イチョウで町
おこし

稲沢の銀杏 イチョウで町
おこし

稲沢の銀杏 イチョウで町
おこし

稲沢の銀杏 イチョウで町
おこし

稲沢市と言えば

●はだか祭　　●祖父江善光寺
●美濃路　　●尾張大国霊神社（国府宮神社)
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将来的に・・・大学に進学するにしても、就職するにしても・・・
学んだことを活かし、地域政策や地場産業の担い手として、地域活性化をサポートする
立場として、最前線でまちづくりに関わっていくことを願います。また、直接的にまちづくり
に関わらなくても、頭の中のどこかに、“地域の為に”とか“社会の役に立つように”という
意識をもって日々すごしてほしいと思います。地域探究コースで学ぶ中で、誰かのために
動ける、考えることができる人間に成長してください。

中学生の皆さんへ

稲沢にある「そぶえイチョウ黄葉まつり」や、銀杏を
使った商品をヒントにしました。

「いなッピー」をモデルに、稲沢の特産物を存分に盛り込んだスイーツ『銀杏パフェ』を考えました。
銀杏をメインにして、国府宮もなか、ホウレンソウ、バナナ、といった特産物を活用します。

販売時期：「そぶえイチョウ黄葉まつり」にあわせて販売します。
販売方法：完成品でなく素材を販売。購入者に作って楽しんでもらいます。また『いなッピークイズ』も出題し、

クイズ正解者にグッズをプレゼントするなど特典も考えます。

卒業生の卒論テーマの一部を紹介

その他にも生徒一人ひとりが多様なテーマを立て独自の方法や活動で卒業論文に取り組みました。その他にも生徒一人ひとりが多様なテーマを立て独自の方法や活動で卒業論文に取り組みました。

卒業論文をまとめた感想

地域探究コースでは、他地域の特産物について学ぶことで、
自分の地域と違った文化や伝統があって、比較してみるとと
ても興味深かったです。新たな視点がみつかり、とても勉強
になりました。そして、３年生の卒論に取り組む中で、本当に
多くの事を考えなければいけない事を痛感しました。私は、
地元の稲沢市の特産物である“銀杏”を主役にして、ホウレン
ソウや、祖父江のバナナ、国府宮もなかを使ったスイーツを考
案し、町おこしにつなげたいと考えました。しかし、ただ特産
物をつめこんで販売するだけではダメで、どのようにしたら老
若男女に気に入ってもらえるスイーツが作れるか、どこで販売
したらよいか、全国に知れ渡らせる方法は、といったように
様々な課題も同時に考えなければならず、苦戦しました。その
おかげで、自分の発想力を身につけられることができたし、
今まで知らなかった自分の地元の魅力に気付けたことで、地
元に対する見方が変わりました。卒論のアイデアを、実際に
町おこしにつなげていきたいと強く考えています。

銀杏使用商品はたくさんありました

3.“銀杏”“イチョウ”を
つかった先行事例～稲沢～

「町おこし」にアイテムは欠かせません

青森県の事例として、日本一高いイチョウの木を観光
に活用しています。この木にはパワースポットがあり
静かに自分と向き合えたり、自分の中の偉大さとつな
がれるなどと言われているようです。
女性客を中心に多くの観光客を呼び寄せています。

話題性は大事です

4.“銀杏”“イチョウ”を
つかった先行事例～全国～

いなッピー紹介 いなッピーメモ

老若男女、幅広い年代をターゲットにすることで、たくさんの人を
笑顔にしたい。同時に、観光客にも手に取ってもらう事で、全国
的に稲沢の特産品を広めていきたい。そうすることで、稲沢市全
体の経済効果を期待したいという思いでまとめました。
最後に論文内容を発表します。1年間調査してきたことを先生や
クラスの仲間、探究コースの2年生に伝えます。

人前で発表をするのは大の苦手です

7.地域への効果をプレゼンテーション

■津島市に支援物資が届くために　　■アートアクアリウムで町おこし　　■小松菜で甚目寺を町おこし　　■あかだ・くつわを活かした町おこし
■伊勢湾台風から学ぶ防災　　■港区防災　　■木曽岬町の避難所の設備　　■サッカーで愛西市を活性化　　■防波堤で弥富を守る
■おちょぼ稲荷を活かした町おこし　　■港区を野菜でまちおこし　　■被害者０の防災in東浦　　■名古屋城で町おこし　　■弥富市を防災で町おこし
■桑名市の祭りで町おこし　　■ため池を活かした町おこし　　■愛西市をレンコンで町おこし　■多治見をスポーツで町おこし　
などなど3年生が多彩で様々なテーマを立て論文に取り組んでいます！！

●銀杏の産地であることはわかったが、あまり知られて
いなかったり、銀杏に対してのマイナスイメージがある
●商品を販売する場所・方法をよく考えておく
　（観光と人が集まる場所）
●他の特産物と関連付けて、稲沢全体の町おこしにつ
なげる

匂いは気になりますよね

5.調べていてわかったこと
銀杏麺 銀杏ういろ

銀杏春秋（最中）
銀杏入り

刺身こんにゃく

6.オリジナルアイデア～オリジナルスイーツづくり～

平成２０年に市制５０周年を迎えるにあたり
記念事業の啓発・宣伝や、半世紀を迎えた
稲沢市をより多くのかたにＰＲするために、公募
により平成１９年に誕生したキャラクター。
■誕生日：１９年１１月１日
■身　長：１７３．０ｃｍ
■性　別：男
■特　徴：稲沢の緑の精
(植木とアシタバの緑・イチョウと銀杏の黄色・国府宮はだか祭のはちまきとふんどし)
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